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け

教本：
東北大学経営学グループ『ケースに学ぶ経営学（新版）』有斐閣、￥2,600＋税

参考文献：
授業の中で随時提示する

成績評価の方法、評価基準：
授業参加状況等（20％）、小テスト・レポート等（20％）、定期試験（60％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
欠席しないことが大前提です。粘り強く自己学習能力を高めるよう期待します。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 ガイダンス 事前：シラバスの通読
事後：シラバスに沿って要点をまとめる 講義 70分質疑応答 20分

2 経営学の特質を述べる 事前：教本序章を通読
事後：ノート・教本により要点をまとめる 講義 70分質疑応答 20分

3 事例：フォードとGMの競争の歴史を概観する 事前：教本64-72頁通読
事後：ノート・教本により経緯をまとめる 講義 70分質疑応答 20分

4 環境・戦略・組織の関係を考える 事前：教本72-78頁通読
事後：ノート・教本により要点をまとめる 講義 70分質疑応答 20分

5 課題学習 事前：教本64-78頁精読
事後：課題学習の自己チェック 講義 45分小テスト 45分

6 事例：ヤマト運輸の宅急便事業の創造過程を解説する 事前：教本79-90頁通読
事後：ノート・教本により経緯をまとめる 講義 70分質疑応答 20分

7 事業創造について考える 事前：教本90-94頁通読
事後：ノート・教本により要点をまとめる 講義 70分質疑応答 20分

8 課題学習 事前：教本79-94頁精読
事後：課題学習の自己チェック 講義 45分小テスト 45分

9 事例：マクドナルドとモスバーガーの競争の歴史を概観する
事前：教本95-106頁通読
事後：ノート・教本により競争の仕方の違いを

まとめる
講義 70分質疑応答 20分

10 いかに競争するか（競争戦略論）について解説する 事前：教本106-109頁通読
事後：ノート・教本により要点をまとめる 講義 70分質疑応答 20分

11 課題学習 事前：教本95-109頁精読
事後：課題学習の自己チェック 講義 45分小テスト 45分

12 事例：GEの企業革新の経緯を説明する 事前：教本110-119頁通読
事後：ノート・教本により経緯をまとめる 講義 70分質疑応答 20分

13 事業再構築と組織改革の過程を解説する 事前：教本120-127頁通読
事後：ノート・教本により要点をまとめる 講義 70分質疑応答 20分

14 課題学習 事前：教本110-127頁通読
事後：課題学習の自己チェック 講義 45分小テスト 45分

15 経営とは何か 事前：印刷資料の通読
事後：ノート・印刷資料により要点をまとめる 講義 70分質疑応答 20分

開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 経営学（Management） 科目分類 基礎科目

担 当 教 員 小柏 喜久夫

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
環境の複雑性と変化速度が増すビジネスの世界で起きている事象を理解し、社会の中での企業経営のあり方を考えていきます。経営戦略の具体的な事例

を取り上げ、その理解を通して、経営とは何か、経営学の体系はどのように構成されているのか、を学習していきます。
授業目標：
①経営学、特に経営戦略論の基礎概念を理解する
②経営学の体系を理解する
③経営とは何か、を考える力を養う

この科目は、⚓．家庭や地域社会の子育て・教育力の向上に貢献できる資質と専門性を有する人材を養成する科目である。
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養
◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
東北大学経営学グループ『ケースに学ぶ経営学（新版）』有斐閣、￥2,600＋税

参考文献：
授業の中で随時提示する

成績評価の方法、評価基準：
授業参加状況等（20％）、小テスト・レポート等（20％）、定期試験（60％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
欠席しないことが大前提です。粘り強く自己学習能力を高めるよう期待します。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 ガイダンス 事前：シラバスの通読
事後：シラバスに沿って要点をまとめる 講義 70分質疑応答 20分

2 経営学の特質を述べる 事前：教本序章を通読
事後：ノート・教本により要点をまとめる 講義 70分質疑応答 20分

3 事例：フォードとGMの競争の歴史を概観する 事前：教本64-72頁通読
事後：ノート・教本により経緯をまとめる 講義 70分質疑応答 20分

4 環境・戦略・組織の関係を考える 事前：教本72-78頁通読
事後：ノート・教本により要点をまとめる 講義 70分質疑応答 20分

5 課題学習 事前：教本64-78頁精読
事後：課題学習の自己チェック 講義 45分小テスト 45分

6 事例：ヤマト運輸の宅急便事業の創造過程を解説する 事前：教本79-90頁通読
事後：ノート・教本により経緯をまとめる 講義 70分質疑応答 20分

7 事業創造について考える 事前：教本90-94頁通読
事後：ノート・教本により要点をまとめる 講義 70分質疑応答 20分

8 課題学習 事前：教本79-94頁精読
事後：課題学習の自己チェック 講義 45分小テスト 45分

9 事例：マクドナルドとモスバーガーの競争の歴史を概観する
事前：教本95-106頁通読
事後：ノート・教本により競争の仕方の違いを

まとめる
講義 70分質疑応答 20分

10 いかに競争するか（競争戦略論）について解説する 事前：教本106-109頁通読
事後：ノート・教本により要点をまとめる 講義 70分質疑応答 20分

11 課題学習 事前：教本95-109頁精読
事後：課題学習の自己チェック 講義 45分小テスト 45分

12 事例：GEの企業革新の経緯を説明する 事前：教本110-119頁通読
事後：ノート・教本により経緯をまとめる 講義 70分質疑応答 20分

13 事業再構築と組織改革の過程を解説する 事前：教本120-127頁通読
事後：ノート・教本により要点をまとめる 講義 70分質疑応答 20分

14 課題学習 事前：教本110-127頁通読
事後：課題学習の自己チェック 講義 45分小テスト 45分

15 経営とは何か 事前：印刷資料の通読
事後：ノート・印刷資料により要点をまとめる 講義 70分質疑応答 20分

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 経営学総論Ⅰ（Principle of Management Ⅰ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 小柏 喜久夫

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
環境の複雑性と変化速度が増すビジネスの世界で起きている事象を理解し、社会の中での企業経営のあり方を考えていきます。経営戦略の具体的な事例
を取り上げ、その理解を通して、経営とは何か、経営学の体系はどのように構成されているのか、を学習していきます。

授業目標：
①経営学、特に経営戦略論の基礎概念を理解する
②経営学の体系を理解する
③経営とは何か、を考える力を養う

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
初回講義日に伝える。

参考文献：
追って指示する。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
①授業参画状況等（30％）と②筆記試験（70%）により評価する。

学生へのアドバイス：
質問あれば、放置せず、挙手して積極的に発言してください。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 オリエンテーション 事前：なし
事後：なし 講義

2 経営学の対象と領域 事前：なし
事後：なし 講義

3 企業の分類 事前：なし
事後：なし 講義

4 株式会社の特徴 事前：なし
事後：なし 講義

5 株式会社金融 事前：なし
事後：なし 講義

6 所有と経営の分離 事前：なし
事後：なし 講義

7 企業の統治 事前：なし
事後：なし 講義

8 社会的責任 事前：なし
事後：なし 講義

9 経営目的 事前：なし
事後：なし 講義

10 経営管理の学説と人間観 事前：なし
事後：なし 講義

11 科学的管理法 事前：なし
事後：なし 講義

12 管理過程論 事前：なし
事後：なし 講義

13 人間関係論 事前：なし
事後：なし 講義

14 動議づけ理論 事前：なし
事後：なし 講義

15 組織的意思決定論
定期試験

事前：なし
事後：なし 講義

開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 経営学総論Ⅰ（Principle of Management Ⅰ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 白川 満伸

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
⚑．株式会社という仕組みを理解することは、経営学を学ぶ上で最も基礎的な問題と言える。株式会社における資本調達の仕組みや、株式会社の所有・支

配の問題を取り上げる。
⚒．経営学はその成立から長い歴史をもっているが、そこで展開された主要な学説の概要について学ぶ。
授業目標：

経営学の入門科目として、その研究対象である企業・経営に関する基礎的な問題を学ぶ。その内容としては、現代株式会社に関する基礎的な理解と、経
営学の発展に即した主要学説の流れをテーマとして講義する。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
講義資料は、教員が事前に作成し、前の週に配布する（初回の講義

に指示する）。

参考文献：
①北野利信編『経営学説入門』有斐閣
②渡辺峻・角野信夫・伊藤健市編『やさしく学ぶマネジメントの学説と思想』

ミネルヴァ書房、他
成績評価の方法、評価基準：

下記の基準を満たしているのかについて総合的に判断する。
小テスト（⚖点×13回：78％）、定期試験（22％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
意欲を持って参加すれば、学ぶことが楽しくなるような講義を目指します。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 オリエンテーション；経営学の学び方 事前：参考書の確認
事後：配布資料の確認 講義

2 生産と管理の合理化 ⑴ 科学的管理法：テイラー 事前：労働者の怠業問題
事後：科学的管理法について 講義・小テスト

3 生産と管理の合理化 ⑵ 大量生産体制：フォード 事前：大量生産体制
事後：科学的管理法との関係 講義・小テスト

4 生産と管理の合理化 ⑶ 管理過程と管理原則：ファヨール 事前：管理過程とは何か
事後：科学的管理法との相違 講義・小テスト

5 人間の理論 ⑴ 人間性への着目：人間関係論 事前：人間関係論の背景
事後：科学的管理法の問題点 講義・小テスト

6 人間の理論 ⑵ 行動科学的思想：マズローとマグレガー 事前：経済仮説との関係
事後：欲求階層説について 講義・小テスト

7 組織の理論 ⑴ 公式組織論：バーナード 事前：組織の定義
事後：人間協働の意味 講義・小テスト

8 組織の理論 ⑵ 意思決定論：サイモン 事前：最適化原理
事後：満足化原理 講義・小テスト

9 組織の理論 ⑶ 組織の環境適合：コンティンジェンシー理論 事前：環境変化とは何か
事後：理想の組織は何か 講義・小テスト

10 戦略の理論 ⑴ 戦略計画学派：アンゾフ
① アンゾフの成長マトリックス

事前：戦略論の背景
事後：多角化戦略の意味 講義・小テスト

11 戦略の理論 ⑵ 戦略計画学派：アンゾフ
② 多角化戦略

事前：多角化の様々な形態
事後：多角化とリスクの関係 講義・小テスト

12 戦略の理論 ⑶ ポジショニング・ビュー：ポーター
① 5つの競争要因

事前：ポーターの基礎理論
事後：⚕つの競争要因 講義・小テスト

13 戦略の理論 ⑷ ポジショニング・ビュー：ポーター
② 競争戦略

事前：競争戦略全般
事後：ポーターの基礎理論 講義・小テスト

14 戦略の理論 ⑸ リソース・ベースト・ビュー：ハメル＆プラハラード 事前：資源ベース論
事後：模倣困難性の意味 講義・小テスト

15 全体のまとめ 事前：全体の内容
事後： 講義

開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 経営学総論Ⅰ（Principile of Management Ⅰ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 清水 健太

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他

授業概要：
本講義では、19世紀末から現在まで多種多様な展開をみせているアメリカ経営学を中心に「経営学の生成と展開」について解説する。経営理論を単なる

学説史的な知識として習得するだけでなく、それらが企業の実践的要請にどのように応えてきたのか、現実の企業経営にどのような影響を与えてきたのか、
そして現在の経営課題とどのように関連づけることができるかについて、理解し思考することが本講義の目標である。
授業目標：
【知識・理解】経営学の生成と展開をわかりやすく説明できる。【思考・判断】経営に関する諸理論・諸学説がどのように生成し展開したかを述べること

ができる。【関心・意欲】現実の企業経営のケースを経営理論と結び付けて考えることができる。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
東北大学経営学グループ『ケースに学ぶ経営学（新版）』有斐閣、￥2,600＋税

参考文献：
随時提示する

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業内容への参加状況等（20％）、小テスト・レポート等（20％）、定期試験（60％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
欠席しないことが大前提です。粘り強く自己学習能力を高めるよう期待します。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 ガイダンス 事前：シラバスの通読
事後：シラバスに沿って要点をまとめる 講義 70分質疑応答 20分

2 経営学の体系 事前：印刷資料の読み取り
事後：ノート・印刷資料により全体観をつくる 講義 70分質疑応答 20分

3 事例：大学発ベンチャーのビジネス・モデルを説明する 事前：教本10-19頁通読
事後：ノート・教本によりモデルを理解する 講義 70分質疑応答 20分

4 企業を起こす、起業のプロセスを解説する 事前：教本19-29頁精読
事後：ノート・教本により要点をまとめる 講義 70分質疑応答 20分

5 課題学習 事前：教本10-29頁精読
事後：課題学習の自己チェック 講義 45分小テスト 45分

6 事例：プロデューサー社の株式上場の過程を説明する 事前：教本30-38頁通読
事後：ノート・教本により要点をまとめる 講義 70分質疑応答 20分

7 企業形態論を解説する 事前：教本38-48頁通読
事後：ノート・教本により要点をまとめる 講義 70分質疑応答 20分

8 課題学習 事前：教本30-48頁精読
事後：課題学習の自己チェック 講義 45分小テスト 45分

9 事例：シャープの製品開発マネジメントの特徴を説明する 事前：教本216-227頁通読
事後：ノート・教本により要点をまとめる 講義 70分質疑応答 20分

10 製品開発の源となる企業の知識体系の取扱いを解説する 事前：教本227-231頁通読
事後：ノート・教本により要点をまとめる 講義 70分質疑応答 20分

11 課題学習 事前：教本216-231頁精読
事後：ノート・教本により要点をまとめる 講義 45分小テスト 45分

12 事例：セブンイレブン・ジャパンの単品管理を説明する 事前：教本248-260頁通読
事後：ノート・教本により要点をまとめる 講義 70分質疑応答 20分

13 消費者の変化に対応する事業システムについて解説する 事前：教本260-265頁通読
事後：ノート・教本により要点をまとめる 講義 70分質疑応答 20分

14 課題学習 事前：教本248-265頁精読
事後：課題学習の自己チェック 講義 45分小テスト 45分

15 再び、経営とは何か、を考える
事前：印刷資料の精読
事後：ノート・教本により要点と自分の意見を

まとめる
講義 45分質疑応答 45分

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 経営学総論Ⅱ（Principle of Management Ⅱ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 小柏 喜久夫

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
環境の複雑性と変化速度が増すビジネスの世界で起きている事象を理解し、社会の中での企業経営のあり方を考えていきます。企業論、事業論、組織論

及び管理論の各領域における具体的な事例を取り上げ、その理解を通して、経営とは何か、経営学の体系はどのように構成されているのか、を学習してい
きます。
授業目標：
①経営学の基礎概念を理解する
②経営学の体系を理解する
③経営とは何か、を考える力を養う
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養
◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
初回講義日に伝える。

参考文献：
追って指示する。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
①授業参画状況等（30％）と②筆記試験（70％）の成績により評価する。

学生へのアドバイス：
質問あれば、放置せず、挙手して積極的に発言してください。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 オリエンテーション 事前：なし
事後：なし 講義

2 経営組織とは何か 事前：なし
事後：なし 講義

3 組織形成の原則 事前：なし
事後：なし 講義

4 組織の基本形態 事前：なし
事後：なし 講義

5 トップマネジメントの組織 事前：なし
事後：なし 講義

6 ミドルマネジメントの組織①（職能別部門組織） 事前：なし
事後：なし 講義

7 ミドルマネジメントの組織②（事業部制組織） 事前：なし
事後：なし 講義

8 経営戦略とは何か 事前：なし
事後：なし 講義

9 製品・市場戦略 事前：なし
事後：なし 講義

10 多角化とシナジー 事前：なし
事後：なし 講義

11 製品ポートフォリオ・マネジメント① 事前：なし
事後：なし 講義

12 製品ポートフォリオ・マネジメント② 事前：なし
事後：なし 講義

13 個別管理論①（財務管理） 事前：なし
事後：なし 講義

14 個別管理論②（人事管理） 事前：なし
事後：なし 講義

15 日本的経営
定期試験

事前：なし
事後：なし 講義

開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 経営学総論Ⅱ（Principle Management Ⅱ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 白川 満伸

履 修 条 件
前提科目 経営学総論Ⅰ

そ の 他 なし

授業概要：
⚑．最初に、伝統的組織論および近代組織論に分けて、「組織とは何か」について学ぶ。その後、経営組織の基本形態、最高管理組織、部門管理組織に関す

る基礎知識を理解する。
⚒．経営戦略論の基礎的な問題について学習し、
⚓．財務管理や人的資源管理などの個別管理論の概要を紹介する。
授業目標：

経営学の内容を大きく分ければ、企業論の分野と経営管理論の分野がある。経営学Ⅰでは企業論に関する問題を取り上げたが、経営学Ⅱでは、管理と組
織および戦略の問題を中心に講義する。
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養
◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
講義資料は、教員が事前に作成し、アップロードもしくは前の週に配布す

る（初回の講義に指示する）。

参考文献：
①忽那憲治他『ベンチャーキャピタルハンドブック』、②柿崎洋一『企業
論』、③井上善海・大杉奉代『経営戦略入門』

成績評価の方法、評価基準：下記の基準を満たしているのかについて総合的に判断する。
小テスト（⚖点×13回：78％）、定期試験（22％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
意欲を持って参加すれば、学ぶことが楽しくなるような授業を目指します。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 オリエンテーション：経営学の学び方 事前：参考図書の確認
事後：講義計画の確認 講義

2 企業の行動原理①株式会社の成立 事前：企業と株主の関係
事後：株主の有限責任 講義・小テスト

3 企業の行動原理②起業と資金調達 事前：企業と銀行の関係
事後：株主からの資金調達 講義・小テスト

4 企業の行動原理③投資家と株式公開 事前：株主の行動原理
事後：株式公開とは何か 講義・小テスト

5 コーポレート・ガバナンス①企業統治の仕組み 事前：所有と経営の分離
事後：企業統治の形態 講義・小テスト

6 コーポレート・ガバナンス②経営者報酬の仕組み 事前：所有と経営の分離
事後：経営者報酬の形態 講義・小テスト

7 企業グループの形成①持株会社の成立 事前：独占禁止法との関係
事後：全社戦略と事業戦略 講義・小テスト

8 企業グループの形成②多角化経営と事業ポートフォリオ 事前：PPM分析
事後：金のなる木の衰退 講義・小テスト

9 企業グループの形成③選択と集中の戦略 事前：シナジーとは何か？
事後：長期の戦略との関係 講義・小テスト

10 イノベーション①経営環境の変化とイノベーションシステム 事前：イノベーションの定義
事後：イノベーションの定義 講義・小テスト

11 イノベーション②オープン・イノベーションへの変化 事前：オープン・イノベーションとは何か？
事後：オープン・イノベーションとは何か？ 講義・小テスト

12 イノベーション③大企業からの新事業創造 事前：現代のイノベーションシステム
事後：現代のイノベーションシステム 講義・小テスト

13 企業の戦略①成長戦略 事前：アンゾフの成長マトリクス
事後：アンゾフの成長マトリクス 講義・小テスト

14 企業の戦略②競争戦略 事前：⚕つの競争要因
事後：⚕つの競争要因 講義・小テスト

15 全体のまとめ 事前：全体の内容
事後：全体の内容 講義

開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 経営学総論Ⅱ（Principle of Management Ⅱ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 清水 健太

履 修 条 件
前提科目 経営学総論Ⅰを履修していることが望ましい

そ の 他

授業概要：
経営学総論Ⅱでは、経営学総論Ⅰで経営学の基礎理論を学んだ学生を前提として、企業の実態を学ぶ企業論に近い内容に重点を置き、企業の行動原理や

企業の仕組みを理解することを目的にする。

授業目標：
①企業の行動原理について説明できる。②日本企業の課題や特徴について説明できる。③経営学の専門科目を学ぶ基礎的知識や学習方法を身につける。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
佐久間信夫・犬塚正智編著『現代経営管理要論』創成社

参考文献：
佐久間信夫責任編集『増補版 現代経営用語の基礎知識』学文社

成績評価の方法、評価基準：
授業参加状況等（20％）、小テスト・レポート等（10％）、定期試験（70％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
専門用語と理論を正確に理解し、説明できるようにしましょう。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 ガイダンス 授業の進め方、到達目標、成績評価基準などについて説明する。授業
の基礎となる導入部分について、企業の事例を取り上げながら解説する

事前：テキストの確認
事後：講義計画の確認 講義 90分

2 今日の企業制度① 企業形態の発展過程、現代企業への発展、制度的私企業形態
と公私企業

事前：企業形態の発展過程
事後：私企業形態と公私企業 講義 45分、LTD 45分

3 今日の企業制度② 株式会社の結合形態、現代企業のコーポレート・ガバナンス 事前：株式会社の結合形態
事後：株式会社のガバナンス 講義 90分

4 現代の企業経営とマネジメント 現代社会の変化と企業経営、企業組織のマネジ
メント機能

事前：マネジメントの下読み
事後：マネジメント機能 講義 90分

5 管理の主体と権限・責任① 現代における経営者の機能と責任、管理者の機能と
責任

事前：プレゼンの準備
事後：プレゼンのまとめ プレゼンテーション 90分

6 管理の主体と権限・責任② 権限の源泉についての3つの理論上位権限説 事前：上位権限説の下読み
事後：権限職能説のまとめ 講義 45分、LTD 45分

7 テイラーの科学的管理論① テイラーの生涯と業績、科学的管理論の背景、課業
管理

事前：科学的管理論
事後：課業管理をまとめる 講義 90分

8 テイラーの科学的管理論② 精神革命論、科学的管理法への批判と労働組合、科
学的管理法の継承者たち

事前：精神革命論の下読み
事後：科学的管理法の継承者 講義 45分、LTD 45分

9 ファヨールと管理過程学派① ファヨールの生涯と業績、企業管理と管理教育、
管理原則

事前：プレゼンの準備
事後：プレゼンのまとめ プレゼンテーション 90分

10 ファヨールと管理過程学派② 経営管理の要素、ファヨール管理論の特質、管理
過程学派

事前：経営管理の要素の下読み
事後：管理過程学派をまとめる 講義 90分

11 人間関係論① 人間関係論の成立背景、ホーソン実験 照明実験 面接プログラ
ム

事前：ホーソン実験の下読み
事後：インフォーマル組織 講義 90分

12 人間関係論② 人間関係論の思想的・理論的基盤、人間関係論の意義および限界 事前：プレゼンの準備
事後：プレゼンのまとめ プレゼンテーション 90分

13 フォレットの経営管理論 プロセス観の基礎 組織化のプロセス 管理者の役割
とリーダーシップ

事前：状況の法則を下読み
事後：管理者の役割をまとめる 講義 45分、LTD 45分

14 経営計画の機能とその策定プロセス 企業における経営計画の諸機能 経営計画
の策定プロセス

事前：プレゼンの準備
事後：プレゼンのまとめ プレゼンテーション 90分

15 組織デザインと調整、統合 組織デザインの考え方 組織形態とその具体的活用 事前：組織原則を下読み
事後：動態的組織をまとめる LTD 90分

開 講 年 次 ⚓年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 経営管理論Ⅰ（Business Management Ⅰ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 佐久間 信夫

履 修 条 件
前提科目 特になし

そ の 他

授業概要：
アメリカ経営学は管理論を中心に発展してきた。アメリカの理論を十分に理解し、事例研究を行うことにより、管理の理論と実践をより深く学ぶ。

授業目標：
(1) 学生が、経営管理の理論について、事例を用いながら説明することができる。
(2) 学生が、企業の事例を用いてディスカッションすることができる。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
講義資料は、教員が事前に作成し、アップロードもしくは前の週に配布す

る（初回の講義に指示する）。

参考文献：
渡辺峻 他『やさしく学ぶマネジメントの学説と思想』、
佐久間信夫・壽永欣三郎編『現代経営学の基礎』他

成績評価の方法、評価基準：下記の基準を満たしているのかについて総合的に判断する。
小テスト（⚖点×13回：78％）、定期試験（22％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
意欲を持って参加すれば、学ぶことが楽しくなる講義を目指します。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 オリエンテーション：経営管理論の学び方 事前：参考書の確認,
事後：講義スケジュールの確認 講義

2 経営管理論の発展の概観 事前：経営管理論の背景
事後：経営管理論の流れ 講義・小テスト

3 経営管理者の仕事：ドラッカー 事前：経営管理者の役割
事後：ドラッカーの経営学 講義・小テスト

4 テイラーの科学的管理：①課業管理 事前：動作研究等
事後：差別的出来高高給制度 講義・小テスト

5 テイラーの科学的管理：②職能別職長制 事前：専門的組織の意義
事後：職能別職長制の課題 講義・小テスト

6 ファヨールの経営管理過程論：①管理過程 事前：管理過程の流れ
事後：管理原則と管理論 講義・小テスト

7 ファヨールの経営管理過程論：②管理原則 事前：管理原則の内容
事後：大量生産方式との関連 講義・小テスト

8 フォードの大量生産方式 事前：科学的管理の関係
事後：専門化の原則 講義・小テスト

9 メイヨーらの人間関係論：ホーソン実験 事前：古典的管理の問題点
事後：人の感情と管理論 講義・小テスト

10 人関関係論と近代管理論 事前：欲求階層説
事後：科学的管理との関係 講義・小テスト

11 近代管理論と目標管理 事前：X理論の限界
事後：Y理論と目標管理 講義・小テスト

12 バーナードの組織論 事前：組織と共通目的
事後：組織の⚓要素 講義・小テスト

13 サイモンの意思決定論 事前：満足化原理
事後：満足化原理 講義・小テスト

14 事例研究 事前：全体のまとめ
事後：全体のまとめ 講義・小テスト

15 全体のまとめ 事前：全体のまとめ
事後：全体のまとめ 講義

開 講 年 次 ⚓年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 経営管理論Ⅰ（Business Management Ⅰ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 清水 健太

履 修 条 件
前提科目 経営学総論Ⅰを履修していることが望ましい

そ の 他

授業概要：
経営管理論では、経営管理論の学説史的な発展を理解することを目的にしている。講義内容についての理解度を問う小テストを毎回行うことにより、基

礎的な理解力を高めることを目的にする。

授業目標：
① 経営管理論の基本的な理論を説明できる。
② 経営管理論の史的発展過程を説明できる。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
⚑．「経営管理」塩次喜代明・高橋伸夫・小松敏夫共著、有斐閣、￥1,900＋

税。毎回学習資料を配布する。

参考文献：
「海外日系企業の人材形成とCSR」服部治著、同文舘出版、￥3,500＋税

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業参画状況等（30％）、小テスト・レポート等（20％）、定期試験（50％）で総合評価する。

学生へのアドバイス：
意欲的に受講することで、将来に役立つ知識・考え方が習得できる。

オフィスアワー：
出講日(木)の昼休み

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 オリエンテーション（経営管理論と今日の経営活動） 事前：学習への理解 要点の把握
事後：学習への理解 要点の把握 講義

2 経営管理をめぐる機能体系①（人事部門の役割と活動） 事前：次回受講内容の把握 要点理解
事後：次回受講内容の把握 要点理解 講義 討議

3 経営管理をめぐる機能体系②（営業部門の役割と活動） 事前：次回受講内容の把握 要点理解
事後：次回受講内容の把握 要点理解 講義 討議

4 経営管理をめぐる機能体系③（生産部門の役割と活動） 事前：次回受講内容の把握 要点理解
事後：次回受講内容の把握 要点理解 講義 討議

5 経営管理と経営思想の形成①（テイラー、メイヨの思想） 事前：次回受講内容の把握 要点理解
事後：次回受講内容の把握 要点理解 講義 討議

6 経営管理と経営思想の形成②（ドラッカー等の思想） 事前：次回受講内容の把握 要点理解
事後：次回受講内容の把握 要点理解 講義 討議

7 経営管理における人的資源管理（確保領域の考察） 事前：次回受講内容の把握 要点理解
事後：次回受講内容の把握 要点理解 講義 討議

8 経営管理における人的資源管理（育成領域の考察） 事前：次回受講内容の把握 要点理解
事後：次回受講内容の把握 要点理解 講義 討議

9 経営管理における人的資源管理（活用領域の考察） 事前：次回受講内容の把握 要点理解
事後：次回受講内容の把握 要点理解 講義 討議

10 経営管理における人的資源管理（評価・処遇領域の考察） 事前：次回受講内容の把握 要点理解
事後：次回受講内容の把握 要点理解 講義 討議

11 ラーニング・レポート（今日の経営における人材問題） 事前：次回受講内容の把握 要点理解
事後：次回受講内容の把握 要点理解 講義 討議

12 経営管理と企業の社会的責任①（21世紀の社会的責任） 事前：次回受講内容の把握 要点理解
事後：次回受講内容の把握 要点理解 講義 討議

13 経営管理と企業の社会的責任②（今後の遂行課題） 事前：次回受講内容の把握 要点理解
事後：次回受講内容の把握 要点理解 講義 討議

14 事例研究（海外日系企業の活動展開） 事前：次回受講内容の把握 要点理解
事後：次回受講内容の把握 要点理解 講義 討議

15 経営管理をめぐる今日的課題（21世紀時代の経営行動） 事前：受講についての総括
事後：受講についての総括 講義 討議

開 講 年 次 ⚓年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 15 授業形態 講義

授業科目(英文) 経営管理論Ⅰ（Business Management Ⅰ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 服部 治

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
経営管理をめぐる主要領域の理論・実務の知識を理解して社会生活のうえで役立つように講義を進める。

授業目標：
経営学検定試験中級合格程度のレベル習得を図る。理論・実務の両面について理解レベルの向上を図る。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
佐久間・浦野編『改訂版 現代経営管理要論』創成社

参考文献：
佐久間信夫責任編集『増補版 現代経営用語の基礎知識』学文社

成績評価の方法、評価基準：
授業参加状況等（20％）、小テスト・レポート等（10％）、定期試験（70％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
組織における管理の重要性を身近な事例を通して考えて行きましょう。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 ガイダンス 授業の進め方、到達目標、成績評価基準などについて説明する。授業の
基礎となる導入部分について、企業の事例を取り上げながら解説する

事前：テキストの確認
事後：講義計画の確認 講義 90分

2 クーンツ理論の枠組み クーンツ理論の枠組み 管理過程論の展開 マネジメント
セオリー・ジャングル

事前：管理過程論の下読み
事後：クーンツ理論をまとめる 講義 45分、LTD 45分

3 管理機能論の新展開 管理過程論の修正、管理機能論の枠組みに関する再検討 事前：プレゼンの準備
事後：プレゼンのまとめ

プレゼンテーション
90分

4 動機づけの理論① 人間と企業、人間関係論の人間仮説、マクレガーのＸ理論とＹ
理論、誘引と動因

事前：Ｘ理論Ｙ理論の下読み
事後：人間仮説をまとめる 講義 90分

5 動機づけの理論② マズローの欲求段階説、動機付け－衛生理論、期待理論 事前：プレゼンの準備
事後：プレゼンのまとめ

プレゼンテーション
90分

6 リーダーシップ論の多様な発展① 初期のリーダーシップ研究、リーダーシップ・
プログラム、マネジリアル・グリッド論

事前：リーダーシップの下読み
事後：マネジリアル・グリッド 講義 45分、LTD 45分

7 リーダーシップ論の多様な発展② リーダーシップの状況適応モデル、変革型リー
ダーシップの理論

事前：状況適応モデル
事後：変革型リーダーシップ 講義 90分

8 企業文化と経営① 企業文化とは何か、ディールとケネディの企業文化論、シァイ
ンの組織文化論

事前：企業文化の下読み
事後：シァインの組織文化論 講義 45分、LTD 45分

9 企業文化と経営② コッターとヘスケットの組織文化概念、経営資源としての企業
文化、信頼と企業文化

事前：プレゼンの準備
事後：プレゼンのまとめ

プレゼンテーション
90分

10 経営組織の編成原理 組織の概念と歴史的変遷 環境の基礎概念 組織形態 事前：組織の概念の下読み
事後：組織形態をまとめる 講義 90分

11 経営組織の活性化 組織構造、組織構造の変化と活性化、官僚制から参加型組織へ 事前：官僚制の下読み
事後：参加型組織をまとめる 講義 90分

12 経営組織の革新① リストラクチャリング リエンジニアリング ジャパナイゼー
ション

事前：プレゼンの準備
事後：プレゼンのまとめ

プレゼンテーション
90分

13 経営組織の革新② 学習する組織、ネットワーク組織 戦略事業単位（SBU） 事前：学習する組織を下読み
事後：ネットワーク組織 講義 45分、LTD 45分

14 コア・コンピタンス経営 コア・コンピタンスを生かした経営
コア・コンピタンスの理論体系

事前：プレゼンの準備
事後：プレゼンのまとめ

プレゼンテーション
90分

15 知識創造の経営論 知識社会の到来と知識創造 ナレッジ・マネジメントからナレ
ッジ・イネーブリングへ

事前：知識創造を下読み
事後：知識社会をまとめる LTD90分

開 講 年 次 ⚓年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 経営管理論Ⅱ（Business Management Ⅱ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 佐久間 信夫

履 修 条 件
前提科目 経営学総論Ⅰを履修していることが望ましい

そ の 他

授業概要：
アメリカ経営学は管理論を中心に発展してきた。アメリカの理論を十分に理解し、事例研究を行うことにより、管理の理論と実践をより深く学ぶ。LTD

（討論による学習法）やプレゼンテーションも実施する。

授業目標：
(1) 学生が、経営管理の理論について、事例を用いながら説明することができる。
(2) 学生が、企業の事例を用いてディスカッションすることができる。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
講義資料は、教員が事前に作成し、アップロードもしくは前の週に配布す

る（初回の講義に指示する）。

参考文献：
渡辺峻 他『やさしく学ぶマネジメントの学説と思想』、
佐久間信夫・壽永欣三郎編『現代経営学の基礎』他

成績評価の方法、評価基準：下記の基準を満たしているのかについて総合的に判断する。
小テスト（⚖点×13回：78％）、定期試験（22％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
意欲を持って参加すれば、学ぶことが楽しくなる講義を目指します。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 オリエンテーション：経営管理論の学び方 事前・事後：
講義スケジュールの確認 講義

2 経営管理論の概要 事前・事後：
前期の復習 講義・小テスト

3 官僚制と経営管理論 事前・事後官：
官僚制における古典的管理論の役割 講義・小テスト

4 コンティンジェンシー理論の意義 事前・事後：
コンティンジェンシー理論の内容の理解 講義・小テスト

5 官僚制の課題と経営管理論 事前・事後：
官僚制の課題とは何か 講義・小テスト

6 経営管理論と人間仮説 事前・事後：
人間仮説の理解 講義・小テスト

7 事例研究：パナソニック
（⚓回目、⚔回目、⚕回目講義の内容に該当）

事前：
事例の企業の概略を理解してくる 講義・小テスト

8 事例研究：シャープ・日立製作所
（⚔回目、⚖回目講義の内容に該当）

事前：
事例の企業の概略を理解してくる 講義・小テスト

9 リーダーシップ理論 事前・事後：
リーダーシップ理論の位置づけと意義 講義・小テスト

10 変革期のリーダーシップ論 事前・事後：
変革期に求められるリーダーシップとは？ 講義・小テスト

11 事例研究：日産自動車
（⚙回目、10回目講義の内容に該当）

事前：
事例の企業の概略を理解してくる 講義・小テスト

12 経営管理論の非営利組織への応用 事前・事後：
非営利組織などへの応用としての経営管理論を考える 講義・小テスト

13 非営利組織における経営管理 事前・事後：
非営利組織における経営管理の課題を考える 講義・小テスト

14 事例：NPO法人の経営管理
（12回目、13回目講義の内容に該当）

事前：
事例に紹介するNPO法人の概略を理解してくる 講義・小テスト

15 全体のまとめ 事前・事後：
全体のまとめ 講義

開 講 年 次 ⚓年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 経営管理論Ⅱ（Business Management Ⅱ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 清水 健太

履 修 条 件
前提科目 経営管理論Ⅰ（Business Management Ⅰ）を履修していることが望ましい

そ の 他

授業概要：
後期の経営管理論は前期に学習した内容をベースに、より実践的な内容を紹介する。ただ知っているだけの知識ではなく、様々な経営学の分野の知識を

吸収するための応用力をつけることを目的にする。また近年、伝統的な経営管理論を非営利組織に応用する取組みなどが行われている。これらの意義や問
題点など、まだ検討段階の問題を考察することにより、学生一人一人にこれまで学んだ知識を応用し、考えてもらう講義を目指す。
授業目標：
① 経営組織論における基本的理論を応用し、自分の意見を持てる。
② 経営組織論における基本的理論を応用し、日本企業の組織の課題を議論できる。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
⚑．「経営管理」塩次喜代明・高橋伸夫・小松敏夫共著、有斐閣、
￥1,900＋税。毎回学習資料を配布する。

参考文献：
「海外日系企業の人材形成とCSR」服部治著、同文舘出版、￥3,500＋税

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業参画状況等（30％）、小テスト・レポート等（20％）、定期試験（50％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
意欲的に受講することで、将来に役立つ知識・考え方が習得できる。

オフィスアワー：
出講日(木)の昼休み。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 オリエンテーション（経営管理とグローバル経営活動） 学習への理解 要点の把握 講義

2 経営管理をめぐる経営体制と編成（職場活動の動向） 次回受講内容の把握 要点理解 講義 討議

3 経営管理をめぐる管理者活動（管理者の役割と課題） 次回受講内容の把握 要点理解 講義 討議

4 経営管理の推進における問題（組織風土の関係） 次回受講内容の把握 要点理解 講義 討議

5 経営管理の推進問題における問題（職場の人間関係） 次回受講内容の把握 要点理解 講義 討議

6 経営管理の推進問題における問題（企業文化の関係） 次回受講内容の把握 要点理解 講義 討議

7 経営管理における社会的責任の遂行（遂行の課題） 次回受講内容の把握 要点理解 講義 討議

8 経営管理における社会的責任の遂行（当面する問題） 次回受講内容の把握 要点理解 講義 討議

9 経営管理におけるグローバル人的資源（管理と現状） 次回受講内容の把握 要点理解 講義 討議

10 経営管理におけるグローバル人的資源（推移と展開） 次回受講内容の把握 要点理解 講義 討議

11 経営管理におけるグローバル人的資源（問題と改革） 次回受講内容の把握 要点理解 講義 討議

12 ラーニング・レポート（社会的責任についての考察） 次回受講内容の把握 要点理解 講義 討議

13 経営管理と日本企業の経営活動（当面の展開活動） 次回受講内容の把握 要点理解 講義 討議

14 事例研究（グローバル時代の海外経営行動） 次回受講内容の把握 要点理解 講義 討議

15 現代の経営活動展開と方向（動向推移の分析） 受講についての総括 講義 討議

開 講 年 次 ⚓年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 経営管理論Ⅱ（Business Management Ⅱ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 服部 治

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
経営管理をめぐる主要領域の理論・実務の知識を理解して社会生活のうえで役立つように講義を進める。

授業目標：
経営学検定試験中級合格程度のレベル習得を図る。理論・実務の両面について理解レベルの向上を図る。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
講義開始後に指定する。

参考文献：
講義開始後に指定する。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業参加状況等（50％）、小テスト・レポート等（20％）、定期試験（30％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
自分なりの意見を持てるようにするための講義です。少しでも関心を持てそうでしたら講義に参加してみて下さい。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 オリエンテーション 事前：特になし
事後：特になし 講義

2 現代社会における企業の経営活動 事前：テキストの精読
事後：復習 講義

3 現代社会における企業の経営活動 事前：テキストの精読
事後：復習 講義

4 グローバリゼーションと経営戦略の展開 事前：テキストの精読
事後：復習 講義

5 多様化する労働の場 事前：テキストの精読
事後：復習 講義

6 情報化・技術革新と労働者 事前：テキストの精読
事後：復習 講義

7 ミニテスト（前半のまとめをする） 事前：特になし
事後：特になし 講義

8 若年層世代の考え方と価値観 事前：テキストの精読
事後：復習 講義

9 女性労働者の働き方 事前：テキストの精読
事後：復習 講義

10 女性労働者の意識と価値観 事前：テキストの精読
事後：復習 講義

11 外国人労働者の雇用 事前：テキストの精読
事後：復習 講義

12 外国人労働者の就労意識・価値観① 事前：テキストの精読
事後：復習 講義

13 外国人労働者の就労意識・価値観② 事前：テキストの精読
事後：復習 講義

14 ミニテスト（後半のまとめをする） 事前：特になし
事後：特になし 講義

15 全体のまとめ 事前：特になし
事後：特になし 講義

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 経営社会学Ⅰ（Sociology of Business Ⅰ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 沈 瑛

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
本講義は超高齢化社会の中、社会で起きている様々な事象が企業に与える影響について論じる。①若者の考え方・価値観の変化、②女性労働者の意識や

価値観、働き方、③外国人労働者の意識や価値観について焦点を当てる。

授業目標：
① 企業を取り巻く経営環境について理解し、経営活動に参加する際に必要とする基礎知識を身につける。
② 企業の経営活動と、企業活動を担う人とに関する事柄を幅広く学ぶ。
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養
◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
講義開始後に指定する。

参考文献：
授業中に適宜紹介する。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業参加状況等（50％）、小テスト・レポート等（20％）、定期試験（30％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
自分なりの意見を持てるようにするための講義です。少しでも関心を持てそうでしたら講義に参加してみて下さい。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 オリエンテーション 事前：特になし
事後：特になし 講義

2 現代社会における企業の経営活動 事前：テキストの精読
事後：復習 講義

3 現代社会における企業の役割 事前：テキストの精読
事後：復習 講義

4 情報化・技術革新と労働者 事前：テキストの精読
事後：復習 講義

5 労働者に求められる異文化コミュニケーション① 事前：テキストの精読
事後：復習 講義

6 労働者に求められる異文化コミュニケーション② 事前：テキストの精読
事後：復習 講義

7 ミニテスト（前半のまとめをする） 事前：特になし
事後：特になし 講義

8 女性労働者の雇用① 事前：テキストの精読
事後：復習 講義

9 女性労働者の雇用②―事例研究― 事前：テキストの精読
事後：復習

講義・
グループ研究

10 外国人労働者の活用① 事前：テキストの精読
事後：復習 講義

11 外国人労働者の活用① 事前：テキストの精読
事後：復習

講義・
グループ研究

12 高年齢者の就労意識と職業能力① 事前：テキストの精読
事後：復習 講義

13 高年齢者の就労意識と職業能力②―事例研究― 事前：テキストの精読
事後：復習

講義・
グループ研究

14 ミニテスト（後半のまとめをする） 事前：特になし
事後：特になし 講義

15 全体のまとめ 事前：特になし
事後：特になし 講義

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 経営社会学Ⅱ（Sociology of Business Ⅱ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 沈 瑛

履 修 条 件
前提科目 担当教員による経営社会学Iを履修していること。

そ の 他 なし

授業概要：
本講義は超高齢化社会の中、社会で起きている様々な事象が企業に与える影響について論じる。①若者の考え方・価値観の変化、②女性労働者の意識や

価値観、働き方、③外国人労働者の意識や価値観について焦点を当てる。事例研究をしながら、学生同士の意見交換を行う。

授業目標：
① 企業を取り巻く経営環境について理解し、経営活動に参加する際に必要とする基礎知識を身につける。
② 企業の経営活動と、企業活動を担う人とに関する事柄を幅広く学ぶ。
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養
◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
テキスト 佐久間・小原編著『現代経営組織要論』創成社

参考文献：
佐久間信夫編著『経営学者の名言』創成社

成績評価の方法、評価基準：
授業参加状況等（10％）、小テスト・レポート等（20％）、定期試験（70％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
授業で学習した内容を実際の事例等で確認してみるようにしましょう。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

開 講 年 次 ⚓年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 経営組織論Ⅰ（Management Organization Ⅰ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 佐久間 信夫

履 修 条 件
前提科目 経営学総論を履修していることが望ましい。

そ の 他

授業概要：
経営組織論には抽象的で難解な理論も多いため、我々の身近に起こっている具体的事例を多く用いて難解な理論を出来るだけわかりやすく説明していく。

必要に応じてLTD（討論による学習法）とプレゼンテーションを実施する。

授業目標：
①学生が、経営組織論の基礎的な知識を体系的に理解できるようになる。②学生が、経営組織論の基本的かつ本格的な概念や理論を理解し、説明できる

ようになる。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 ガイダンス 授業の進め方、到達目標、成績評価基準などについて説明する。授業
の基礎となる導入部分について、企業の事例を取り上げながら解説する

事前：テキスト、参考書の確認
事後：講義計画の確認 講義 90分

2 経営組織の特徴と基礎概念 基礎概念と経営組織論の歴史経営組織論を学んでい
く上で必要な基礎知識を説明する。

事前：組織、人間仮説の下読み
事後：古典的組織論をまとめる 講義 45分、LTD 45分

3 経営組織の基本形態 ライン組織 ファンクショナル組織 ライン・アンド・ス
タッフ組織

事前：ライン組織の下読み
事後：ファンクショナル組織 講義 90分

4 経営組織の発展的形態としての事業部制組織① 集権化と分権化 製品別事業部
独立採算制

事前：分権的組織の下読み
事後：プロフィットセンター 講義 45分、LTD 45分

5 経営組織の発展的形態としての事業部制組織② 事業部製組織の事例研究 カン
パニー制組織

事前：カンパニー制の下読み
事後：分社をまとめる 講義 90分

6 経営組織の発展的形態としてのSBU組織① GE社の事例から学ぶSBU組織の形
成と運営

事前：戦略的事業単位下読み
事後：PPAについてまとめる 講義 45分、LTD 45分

7 経営組織の発展的形態としてのSBU組織② プロダクトポートフォリオ・マネジ
メント

事前：PPMの下読み
事後：相対的競争ポジション 講義 90分

8 経営組織の発展的形態としてのマトリックス組織 ツーボスマネジャー プロジ
ェクトチーム

事前：ブランドマネジャー
事後：⚓次元マトリックス 講義 45分、LTD 45分

9 経営組織の発展的形態としてのプロセス組織、フロント・バック組織、ネットワー
ク組織

事前：フロント・バック組織
事後：ネットワーク組織 講義 90分

10 経営戦略主導の組織デザイン 経営戦略と組織の関係 経営戦略の発展に伴う組
織構造の変化

事前：組織と戦略の2分法
事後：組織構造の成長と進化 講義 45分、LTD 45分

11 企業のグローバル化と現代の企業組織 経営環境と競争上の要因 新たな組織形
態の登場

事前：職能別組織の再構築
事後：企業間関係をまとめる 講義 90分

12 人間関係論 ホーソン実験の背景 継電器組立作業実験 面接実験 レスリスバ
ーガーの人間関係論

事前：非公式組織のレポート
事後：感情の論理をまとめる

ホーソン実験について
プレゼンテーション

13 ウェーバーの官僚制組織 歴史観 人間観 合理性 近代官僚組織の特徴 事前：ウェーバーの歴史観
事後：支配の⚓類型 講義 90分

14 バーナードの組織論① 個人と協働の理論 協働体系と組織 バーナードの組織
概念

事前：組織の⚓要素を下読み
事後：組織の概念をまとめる 講義 45分、LTD 45分

15 バーナードの組織論② 組織の成立と存続 経営者の役割 権威と命令の受容 事前：権威受容説
事後：経営者の役割 講義
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教本：
講義資料は、教員が事前に作成し、アップロードもしくは前の週に配布す

る（初回の講義に指示する）。

参考文献：
柿崎洋一『企業論』、井上善海・大杉奉代『経営戦略入門』、
萩原俊彦『多角化戦略と経営組織』、他

成績評価の方法、評価基準：
下記の基準を満たしているのかについて総合的に判断する。
小テスト（⚖点×13回：78％）、定期試験（22％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
意欲を持って参加すれば、学ぶことが楽しくなる講義を目指します。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

開 講 年 次 ⚓年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 経営組織論Ⅰ（Management Organization Ⅰ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 清水 健太

履 修 条 件
前提科目 経営学総論Ⅰを履修していることが望ましい

そ の 他

授業概要：
経営組織論における理論的発展を学習することを目的にする。

授業目標：
【知識・理解】経営組織論の基本的な理論をわかりやすく説明できる。【思考・判断】経営組織論に関する諸理論・諸学説がどのように生成し展開したか

を述べることができる。【関心・意欲】現実の企業経営のケースを経営組織論と結び付けて考えることができる。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

授業計画、事前学習・事後学習、形式

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 オリエンテーション：組織論の学び方 事前：組織論を学ぶうえで重要な点を理解する。
事後：組織論を学ぶうえで重要な点を理解する。 講義

2 組織とは何か？ 事前：組織の定義・概念について理解する。
事後：組織の定義・概念について理解する。 講義・小テスト

3 組織構造の設計 事前：組織構造の様々な形態を理解する
事後：組織構造の様々な形態を理解する 講義・小テスト

4 官僚制組織の発展 事前：官僚制組織の意義
事後：官僚制組織の課題 講義・小テスト

5 外部の不確実性への対応と経営組織 事前：外部環境と組織の関係を理解する
事後：外部環境と組織の関係を理解する 講義・小テスト

6 コンティンジェンシー理論：環境変化への適応 事前：環境変化と組織の関係
事後：環境変化と組織の関係 講義・小テスト

7 事例分析：コーエーテクモホールディングス
（コンティンジェンシー理論：環境変化への適応）

事前：事例の企業の概略を理解してくる
事後： 講義・小テスト

8 資源ベース論（ リソース・ベースド・ビュー） 事前：
事後：資源ベース論における組織の役割を理解する 講義・小テスト

9 コア・コンピタンス経営 事前：
事後：コア・コンピタンスとは何か？ 講義・小テスト

10 事例分析：サンリオ
（資源ベース論）

事前：事例の企業の概略を理解してくる
事後： 講義・小テスト

11 合併・買収と大規模企業グループの形成 事前：企業グループの形成における合併・買収の意味を理解する
事後：企業グループの形成における合併・買収の意味を理解する 講義・小テスト

12 組織文化の統合と合併・買収 事前：合併・買収における組織文化の問題を理解する
事後：合併・買収における組織文化の問題を理解する 講義・小テスト

13 ダイナミック・ケイパビリティ・アプローチ 事前：⚓つの研究分野からなる経営組織の考え方を理解する
事後：⚓つの研究分野からなる経営組織の考え方を理解する 講義・小テスト

14 事例分析：京セラ
（ダイナミック・ケイパビリティ・アプローチ）

事前：事例の企業の概略を理解してくる
事後： 講義・小テスト

15 全体のまとめ 事前：全体のまとめ
事後：全体のまとめ 講義
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教本：
佐久間・小原編著『現代経営組織要論』創成社

参考文献：
佐久間信夫編著『経営学者の名言』創成社

成績評価の方法、評価基準：
授業参加状況等（10％）、小テスト・レポート等（20％）、定期試験（70％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
授業で学習した内容を実際の事例等で確認してみるようにしましょう。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 ガイダンス 授業の進め方、到達目標、成績評価基準などについて説明する。授業
の基礎となる導入部分について、企業の事例を取り上げながら解説する

事前：テキスト、参考書の確認
事後：講義計画の確認 講義 90分

2 サイモンの意思決定論① 意思決定の記述的研究 企業組織における意思決定 事前：限定合理性の下読み
事後：経営人をまとめる 講義 90分

3 サイモンの意思決定論② 意思決定のプログラム化 意思決定の側面から見た企
業組織

事前：権限について下読み
事後：能率についてまとめる 講義 90分

4 モチベーション理論の展開① 経営学に影響を及ぼした行動科学研究 事前：レヴィンを下読み
事後：マクレガーをまとめる 講義 45分、LTD 45分

5 モチベーション理論の展開② モチベーション理論の主要学説 モチベーション
理論の⚒分類

事前：アージリスを下読み
事後：Ｘ理論Ｙ理論 講義 90分

6 モチベーション理論の展開③ ハーズバーグ マクラレンド 過程理論 ヴルー
ム

事前：達成動機理論を下読み
事後：期待理論をまとめる 講義 90分

7 エンパワーメントと人材育成 エンパワーメント研究の系譜支援型組織における
ミドル・マネジメントの役割

事前：支援型組織を下読み
事後：エンパワーメントの失敗 講義 45分、LTD 45分

8 組織とコミュニケーション① 組織の中のコミュニケーション 組織におけるコ
ミュニケーションの機能とレベル

事前：シャノンウィーバー
事後：ネットワーク 講義 90分

9 組織とコミュニケーション② 新しいメディアとコミュニケーション 文化的多
様性と異文化経営

事前：社内広報メディア
事後：異文化経営の必要性 講義 45分、LTD 45分

10 組織変革のリーダーシップ論① リーダーシップ論の先行研究 1950年代〜1980
年代までのリーダーシップ論

事前：行動理論を下読み
事後：状況適合理論をまとめる 講義 90分

11 組織変革のリーダーシップ論② 1980年代から現代までのリーダーシップ理論
変革型リーダーシップ

事前：コッターの理論
事後：ウォレン・ベニスの理論

プレゼンテーション
90分

12 組織変革のリーダーシップ論③ R&D部門組織のリーダーシップ チームレベ
ルの変形型リーダーシップ

事前：境界活動と成果変数
事後：日本企業の事例 講義 90分

13 経営イノベーションと組織文化変革のリーダーシップ 経営戦略と組織文化の相
互依存関係

事前：経営戦略論の史的展開
事後：組織文化の概念 講義 45分、LTD 45分

14 組織的不祥事とリスクマネジメント 組織的不祥事の分類 リスクマネジメント
の⚓段階

事前：組織文化とリスク
事後：企業倫理と組織力

プレゼンテーション
90分

15 サステナブルマネジメントと組織能力 組織の効率性 企業間関係の構築と組織
能力

事前：組織能力の発揮
事後：組織間ネットワーク

プレゼンテーション
90分

開 講 年 次 ⚓年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 経営組織論Ⅱ（Management Organization Ⅱ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 佐久間 信夫

履 修 条 件
前提科目 経営学総論Ⅰを履修していることが望ましい

そ の 他

授業概要：
経営組織論には抽象的で難解な理論も多いため、我々の身近に起こっている具体的事例を多く用いて難解な理論を出来るだけわかりやすく説明していく。

必要に応じてLTD（討論による学習法）とプレゼンテーションを実施する。

授業目標：
①学生が、経営組織論の基礎的な知識を体系的に理解できるようになる。
②学生が、経営組織論の基本的かつ本格的な概念や理論を理解し、説明できるようになる。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
講義資料は、教員が事前に作成し、アップロードもしくは前の週に配布す

る（初回の講義に指示する）。

参考文献：
柿崎洋一『企業論』、井上善海・大杉奉代『経営戦略入門』、
萩原俊彦『多角化戦略と経営組織』、他

成績評価の方法、評価基準：
下記の基準を満たしているのかについて総合的に判断する。
小テスト（⚖点×13回：78％）、定期試験（22％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
意欲を持って参加すれば、学ぶことが楽しくなる講義を目指します。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

開 講 年 次 ⚓年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 経営組織論Ⅱ（Management Organization Ⅱ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 清水 健太

履 修 条 件
前提科目 経営学総論Ⅰを履修していることが望ましい

そ の 他

授業概要：
後期の経営組織論は多角化経営などにより複雑に変化した企業組織の問題を理解することを目的にしている。

授業目標：
【知識・理解】経営組織論の基本的な理論をわかりやすく説明できる。【思考・判断】経営組織論に関する諸理論・諸学説がどのように生成し展開したか

を述べることができる。【関心・意欲】現実の企業経営のケースを経営組織論と結び付けて考えることができる。
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

授業計画、事前学習・事後学習、形式

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 オリエンテーション：組織論の学び方 事前：講義スケジュールの確認
事後：講義スケジュールの確認 講義

2 組織とは何か？ 事前：前期の復習
事後：前期の復習 講義・小テスト

3 産業資本主義の発展と企業成長 事前：企業成長と産業資本主義の関係
事後：企業成長と産業資本主義の関係 講義・小テスト

4 単一事業の限界と多角化戦略 事前：企業成長と多角化経営の関係
事後：企業成長と多角化経営の関係 講義・小テスト

5 多角化戦略と事業ポートフォリオの最適化 事前：事業ポートフォリオに関する理解
事後：事業ポートフォリオに関する理解 講義・小テスト

6 事業ポートフォリオの最適化とPPM分析 事前：PPM分析における金のなる木の意味
事後：PPM分析における金のなる木の意味 講義・小テスト

7 事例分析⚑：カプコン
（企業成長と多角化戦略）

事前：事例企業の概略を理解してくる
事後： 講義・小テスト

8 事例分析⚒：ソフトバンク
（事業ポートフォリオの最適化とPPM分析）

事前：事例企業の概略を理解してくる
事後： 講義・小テスト

9 組織における経営者の役割 事前：経営者と経営理念
事後： 講義・小テスト

10 持株会社形態の発展と企業グループの形成 事前：持株会社形態の意義を理解する
事後：持株会社形態の意義を理解する 講義・小テスト

11 全社戦略と事業戦略 事前：持株会社形態における戦略レベルの違いを理解する
事後：持株会社形態における戦略レベルの違いを理解する 講義・小テスト

12 オープン・イノベーションと組織を超えたネットワーク

事前：企業という組織を超えたイノベーションシステムを
理解する

事後：企業という組織を超えたイノベーションシステムを
理解する

講義・小テスト

13 事例分析⚑：株式会社バンダイナムコホールディングス
（持株会社形態と経営戦略）

事前：事例企業の概略を理解してくる
事後： 講義・小テスト

14 事例分析⚒：KDDI
（オープン・イノベーションと組織を超えたネットワーク）

事前：事例企業の概略を理解してくる
事後： 講義・小テスト

15 全体のまとめ 事前：全体のまとめ
事後：全体のまとめ 講義
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教本：
印刷資料を用います。

参考文献：
⚑．村山元英・小柏喜久夫『経営文化論序説』文眞堂、￥3,800＋税
⚒．東北大学経営学グループ『ケースに学ぶ経営学』有斐閣、￥2,500＋税

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価します。
授業内容への参加状況等（20％）、小テスト・レポート等（20％）、定期試験（60％）等で総合評価します。

学生へのアドバイス：
欠席しないことが大前提です。粘り強い学習努力を期待しています。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 経営文化論と松蔭大学：経営文化学部の講義としての経営文化論のあり
方を考える

事前：シラバスを通読
事後：シラバスに示されているストーリ

ーを復習
講義 70分質疑応答 20分

2 経営文化論の背景を三点説明する 事前：参考文献の読み取り
事後：三点の確認 講義 70分質疑応答 20分

3 経営の見方と文化の見方、またその関係を考える 事前：参考文献の読み取り
事後：特に二者の関係を確認 講義 70分質疑応答 20分

4 経営と文化の諸問題を列挙し、経営学と人類学の交わりを追う
事前：参考文献の読み取り
事後：経営学と人類学との交流の事例を

まとめ、なぜかを考える
講義 70分質疑応答 20分

5 経営の統合原理としての文化基準を考える 事前：参考文献の読み取り
事後：なぜ経営文化なのか、をまとめる 講義 70分質疑応答 20分

6 二つのアプローチ：エティックとイーミックによる文化理解の方法を解
説する

事前：参考文献の読み取り
事後：ノート・参考文献のまとめ 講義 70分質疑応答 20分

7 日米比較経営論と日本的経営論：二つのアプローチから日本の経営の把
握を行う

事前：印刷資料の通読
事後：ノート・印刷資料のまとめ 講義 70分質疑応答 20分

8 経営文化の変容モデル：四つのモデルを説明する 事前：参考文献の読み取り
事後：ノート・参考文献のまとめ 講義 70分質疑応答 20分

9 多文化組織の経営：ダイバーシティ・マネジメントの諸問題を解説する 事前：印刷資料の通読
事後：ノート・印刷資料のまとめ 講義 70分質疑応答 20分

10 国際経営組織の心理と文化：C.A.バートレット＆S.ゴシャールの仮説を
検討する

事前：印刷資料の通読
事後：ノート・印刷資料のまとめ 講義 70分質疑応答 20分

11 事例学習⚑ 小糸製作所のコーポレート・ガバナンス：日本の経営者
vs米国の株主 ⑴

事前：印刷資料の通読
事後：ノート・印刷資料のまとめ 講義 70分質疑応答 20分

12 事例学習⚑ 小糸製作所のコーポレート・ガバナンス：日本の経営者
vs米国の株主 ⑵

事前：印刷資料の通読
事後：ノート・印刷資料のまとめ 講義 70分質疑応答 20分

13 事例学習⚒ ソニーの海外事業買収と経営文化(1) 事前：印刷資料の通読
事後：ノート・印刷資料のまとめ 講義 70分質疑応答 20分

14 事例学習⚒ ソニーの海外事業買収と経営文化(2) 事前：印刷資料の通読
事後：ノート・印刷資料のまとめ 講義 70分質疑応答 20分

15 経営文化学の構想 事前：参考文献の読み取り
事後：ノート・参考文献のまとめ 講義 70分質疑応答 20分

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 経営文化論Ⅰ（Business Culture Ⅰ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 小柏 喜久夫

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
経営と文化の関係づけを通して現実の経営の諸問題について学習していきます。この学習は、企業活動の国際化の進展・深化ならびに社会関係の複雑化

とともに重要性をより増しています。そこで、この授業では、経営と文化の関係づけの基礎となる見方・考え方・感じ方・決め方を検討し、授業計画に示
した各課題をひとつずつ解説していきます。
授業目標：

経営を文化の視座からアプローチすることにより、経営の諸問題に対応可能な実践知を身につけていきます。
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養
◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
⚑．中川敬一朗著『日本的経営』日本経済社

参考文献：

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業内容への参加状況等（30％）、小テスト・レポート等（10％）、定期試験（60％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
寝ている学生、携帯電話、私語等に夢中な学生は退室してもらいます。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 日本的経営とは何か。 事前：なし
事後：なし 講義

2 日本的経営の特徴 事前：なし
事後：なし 講義

3 日本的経営の構成要素 事前：なし
事後：なし 講義

4 日本的経営の諸機能 事前：なし
事後：なし 講義

5 日本人の究極的物の見方・考え方 事前：なし
事後：なし 講義

6 日本的経営の孵化 平安時代 事前：なし
事後：なし 講義

7 日本的経営の誕生 江戸時代 事前：なし
事後：なし 講義

8 日本的経営の成長 明治維新 事前：なし
事後：なし 講義

9 日本的経営の発展 準大戦時・大戦時 事前：なし
事後：なし 講義

10 日本的経営の成熟 高度成長期 事前：なし
事後：なし 講義

11 日本的経営の衰退 バブル崩壊後 事前：なし
事後：なし 講義

12 日本的経営の崩壊 グローバル時代 事前：なし
事後：なし 講義

13 新日本的経営の孵化 日本人の究極的物の見方考え方の進化 事前：なし
事後：なし 講義

14 新日本的経営の誕生 コミュニケーション革命・エネルギー革命 事前：なし
事後：なし 講義

15 新日本的経営と諸機能の変化 事前：なし
事後：なし 講義

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 経営文化論Ⅰ（Business Culture Ⅰ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 鈴木 毅

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
日本的経営の歴史的発展の考察から、日本的経営には文化・社会・政治・経済へと進むライフ・サイクルがあることが判明した。日本人のコアの文化は、

ふた度、新しい日本的経営のライフ・サイクルが開始された。

授業目標：
⚑．日本的経営を考察することによって、経営文化の本質が理解できる。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
⚑．東北大学経営学研究室編『新版 ケースに学ぶ経営学』有斐閣、￥＋税
⚒．印刷資料

参考文献：
村山元英・小柏喜久夫『経営文化論序説』文眞堂、￥3,800＋税

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価します。
授業内容への参加状況等（20％）、小テスト・レポート等（20％）、定期試験（60％）等で総合評価します。

学生へのアドバイス：
欠席しないことが大前提です。積極的に取り組み、自己学習能力を高めるよう期待します。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 日本の経営文化 理解の枠組みを考える
事前：シラバスの通読
事後：シラバスに沿って要点をまと

める
講義70分質疑応答20分

2 経営理念および経営思考様式 事前：参考文献の読み取り
事後：ノート・参考文献のまとめ 講義70分質疑応答20分

3 組織と意思決定方式 事前：参考文献の読み取り
事後：ノート・参考文献のまとめ 講義70分質疑応答20分

4 人事・能力開発および経営者教育 事前：参考文献の読み取り
事後：ノート・参考文献のまとめ 講義70分質疑応答20分

5 マーケティング構造と生産方式 事前：参考文献の読み取り
事後：ノート・参考文献のまとめ 講義70分質疑応答20分

6 事例⚑ 日立製作所：「日本的経営」とは何だったのか、を考える⑴ 事例
の通読

事前：印刷資料の通読
事後：ノート・印刷資料のまとめ 講義70分質疑応答20分

7 事例⚑ 日立製作所：「日本的経営」とは何だったのか、を考える⑵ 事例
の解読

事前：印刷資料の通読
事後：ノート・印刷資料のまとめ 講義70分質疑応答20分

8 事例⚑ 日立製作所：「日本的経営」とは何だったのか、を考える⑶ 課題
学習

事前：印刷資料の精読
事後：課題学習の自己チェック 講義45分小テスト45分

9 事例⚒ トヨタ自動車：日本的生産システムの特徴を理解し、「日本的」の根
拠を考える⑴ 事例の通読

事前：教本の通読
事後：ノート・教本のまとめ 講義70分質疑応答20分

10 事例⚒ トヨタ自動車：日本的生産システムの特徴を理解し、「日本的」の根
拠を考える⑵ 事例の解読

事前：教本の通読
事後：ノート・教本のまとめ 講義70分質疑応答20分

11 事例⚒ トヨタ自動車：日本的生産システムの特徴を理解し、「日本的」の根
拠を考える⑶ 課題学習

事前：教本の精読
事後：課題学習の自己チェック 講義45分小テスト45分

12 事例⚓ ブラザー工業：「日本的経営」変革の方向と人事管理制度の進化を考
える⑴ 事例の通読

事前：教本の通読
事後：ノート・教本のまとめ 講義70分質疑応答20分

13 事例⚓ ブラザー工業：「日本的経営」変革の方向と人事管理制度の進化を考
える⑵ 事例の解読

事前：教本の通読
事後：ノート・教本のまとめ 講義70分質疑応答20分

14 事例⚓ ブラザー工業：「日本的経営」変革の方向と人事管理制度の進化を考
える⑶ 課題学習

事前：教本の精読
事後：課題学習の自己チェック 講義45分小テスト45分

15 パラダイム・シフトの方向
事前：参考文献の読み取り
事後：ノート・参考文献により要点

をまとめる
講義70分質疑応答20分

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 経営文化論Ⅱ（Business Culture Ⅱ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 小柏 喜久夫

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
経営文化論Ⅰの理解を基礎にして、日本の経営文化を表層にとどまることなく深層から理解すべく、これまでのフィールドワークの成果に基づき、日本

の経営文化の諸問題の現在と今後の課題について考えていきます。経営理念および思考方式、意思決定方式、人事・教育・開発・養成、財務・経営報告の
諸領域に及ぶ日本の経営文化の諸問題を体系的に認識したうえで、事例学習によりその理解を確かめていきます。
授業目標：

日本の経営文化を理解し、経営を文化との関係において考察する手法を身につけ、時代の変化のなかで経営のパラダイムシフトの方向について考える力
をつけていきます。
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養
◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
麻生川静男『社会人のリベラル・アーツ』祥伝社

参考文献：
⚑．ストークス「世界に比類なき日本文化」祥伝社新書
⚒．ミンツバーグ「私たちはどこまで資本主義に従うのか」ダイヤモンド社

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価します。
授業内容への参加状況等（30％）、小テスト・レポート等（10％）、定期試験（60％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
寝ている学生、携帯電話、私語等に夢中な学生は退室してもらいます。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 日本的経営文化の本質
変化しない文化と変化する文化の統合

事前：なし
事後：なし 講義

2 変化しない文化(総合的思考) 事前：なし
事後：なし 講義

3 変化する文化（分析的思考） 事前：なし
事後：なし 講義

4 ⚒つの文化を統合する日本的経営文化 事前：なし
事後：なし 講義

5 コア文化は変化しないが、コア文化は国により違う 事前：なし
事後：なし 講義

6 日本人のコア文化 事前：なし
事後：なし 講義

7 西欧人のコア文化 事前：なし
事後：なし 講義

8 中国・韓国のコア文化 事前：なし
事後：なし 講義

9 イスラム・アフリカ・中南米のコア文化 事前：なし
事後：なし 講義

10 第⚓次産業革命により文化は変化する 事前：なし
事後：なし 講義

11 政治セクターの変化により文化は変化する 事前：なし
事後：なし 講義

12 経済セクターの変化により文化は変化する 事前：なし
事後：なし 講義

13 社会セクターの変化により文化は変化する 事前：なし
事後：なし 講義

14 日本的経営文化の役割と機能 事前：なし
事後：なし 講義

15 21世紀グローバル社会を先導する日本的経営文化 事前：なし
事後：なし 講義

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 経営文化論Ⅱ（Business Culture Ⅱ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 鈴木 毅

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
変化しない文化と変化する文化を統合する日本的経営文化の特質について言及する。次に、コア文化は変化しないが、国によりコア文化が違うことから

各国コア文化の理解は、紛争の回避と相互理解のために必要不可欠であります。他方、文化・社会・政治・経済の⚔領域の均衡を崩させている要因と文化
の変化について言及する。
授業目標：

日本的経営文化の本質を理解することにより、21世紀のグローバル社会にどのように生きていけばよいかがわかる。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

○ ◎

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
【エッセンシャル経営分析】

参考文献：
授業の折に指示

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業内容への参加状況等（30％）、小テスト・レポート等（30％）、定期試験（40％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
会社に関心を持ち、入社試験に備えるための授業と考えて欲しい。

オフィスアワー：
初回講義日に伝えます。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 経営分析の目的と重要性 経営分析が作り方の会計ではなく見方の会計であること、管理
職になれば財務諸表が読める必要があることを説明する。

事前：なし
事後：なし 講義

2 経営分析の体系と資料
就活の際に、どのような資料をみればよいか具体的に説明する。

事前：なし
事後：なし 講義

3 成長性の分析（成長のとらえ方）
伸びる会社とはどのような会社をいうのか、事例をあげて説明する。

事前：なし
事後：なし 講義

4 成長性の分析（成長のための経営戦略）
経営戦略の良否は成長を左右する。経営戦略の種類を説明する。

事前：なし
事後：なし 講義

5 成長性の分析（業界構造の分析）
飲食業界の競争状況の分析の仕方を説明する。

事前：なし
事後：なし 講義

6 成長性の分析（業界構造のグループ研究）
飲食業界の競争状況を、グループにわかれて検討する。

事前：あり
事後：あり 演習

7 成長性の分析（強味・弱みの分析）
SWOT分析を、わかりやすく説明する。例年、受講者が最も関心をもつ個所である。

事前：なし
事後：あり 講義

8 成長性の分析（SWOT分析のグループ研究）まず松蔭大学の分析を行った後、飲食業界の
特定の会社を取り上げ分析する。

事前：なし
事後：なし 演習

9 成長性の分析（SWOT分析のグループ研究・続き） 事前：なし
事後：なし 演習

10 収益性分析（概念、分析体系）
経営分析では最も重要な分析であり、分析体系について詳しく説明する。

事前：あり
事後：あり 講義

11 収益性の分析（分析方法）収益性の低い会社多いことを米国企業との比較によって明らか
にする。自己資本当期純利益率（ROE）という指標が、重視される理由を説明する。

事前：なし
事後：あり 講義

12 収益性の分析（分析方法）採算性（儲けの割合）と活動性（資本の利用効率）について、デ
パート、スーパー、コンビニを比較しながら説明する。

事前：なし
事後：なし 講義

13 収益性の分析（グループ研究）牛丼チェーン、ラーメンチェーンなど、飲食業界をとりあ
げ、収益性を計算し比較、検討する。

事前：なし
事後：なし 演習

14 強い会社と良い会社（会社は誰のものか）成長性・収益性が高ければ、それでいいのか。従
業員や消費者などの利害関係者にとっても良い会社かどうかを、新聞記事から検証する。

事前：なし
事後：あり 講義

15 前期のマトメ（テキスト、新聞記事に基づく説明） 事前：なし
事後：あり 講義

開 講 年 次 ⚓年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 経営分析論Ⅰ（Business Analysis Ⅰ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 石崎 忠司

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
毎回、企業に関する新聞のニュースや経済誌の情報を材料にして、企業の経営活動の良否を見る目を養えるようにします。経営分析は、経営学、会計学

の両分野にまたがっていますから、幅広く学んできたことを利用し、経営者、債権者、従業員、消費者などの視点から企業の良否を検討します。

授業目標：
日経新聞の企業関係のニュースや情報に関心を持ち、就職活動に役立てるようにします。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
『エッセンシャル経営分析』同文館

参考文献：
授業の折に指示

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価します。
授業参加状況等（30％）、小テスト・レポート等（30％）、定期試験（40％）等で総合評価します。

学生へのアドバイス：
就職のための心構えを持ってください。授業を受ける態度は面接時の態度に現れます。

オフィスアワー：
初回講義日に伝えます。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 経営分析の学び方 前期授業を復習するとともに、経営分析の体系から後期授業の内
容を説明する。

事前：なし
事後：なし 講義

2 証券分析（株主・投資家にとって良い会社）新聞の株価蘭から、株価の高い会社と低い
会社を選び、株価と業績の関係を検討する。

事前：なし
事後：なし 講義

3
証券分析（株式投資のための分析）
株価のファンダメンタルな分析方法を講義する。投資家の視点から、どの会社の株を
買うのがよいか、ディスカッションを行う。

事前：なし
事後：なし 講義

4 証券分析と経営分析の関係
経営分析が証券分析のファンダメンタルな分析であることを解説する。

事前：なし
事後：なし 講義

5 社会的責任の分析（社会的責任の考え方）
ブラックカンパニー、活況破壊の事例を、新聞記事によって、説明する。

事前：なし
事後：あり 講義

6 社会的責任の分析（従業員にとって良い会社）就活の際、会社が社会的責任を会社履行
しているかどうかをみるための方法を説明する。

事前：なし
事後：なし 講義

7 社会的責任の分析（グループ研究）社会的責任を履行しているかどうかを、複数の会社
をとりあげ、グループで比較研究する。

事前：なし
事後：なし 演習

8 安全性の分析（概念）
会社が経営破綻しないための条件に付いて説明する。

事前：なし
事後：なし 講義

9 安全性の分析（経営破綻の原因）経営破綻の原因を、東芝、三菱自動車など、できるだ
け直近の例を挙げて説明する。

事前：なし
事後：なし 講義

10 安全性の分析（不祥事の原因）不祥事は経営破綻につながりかねない。大王製紙の元会
長のギャンブル狂いなど、事例を挙げて説明する。

事前：なし
事後：なし 講義

11 安全性分析（リスクマネジメント）不祥事防止のリスクマネジメントの方法について
具体的に説明する。危機管理との相違についても説明する。

事前：なし
事後：あり 講義

12 安全性分析（財務諸表による分析）
財務数値による安全性分析の方法について説明する。

事前：なし
事後：あり 講義

13 安全性の分析（グループ研究）グループにわかれて、複数の企業の安全性を比較する。
つぶれそうな兆候の見つけ方を知る。

事前：なし
事後：あり 演習

14 安全性分析（グループ研究・続き）
黒板の前でどのような結論になったかを、報告しあう。

事前：なし
事後：あり 演習

15 後期授業のマトメ 事前：なし
事後：なし 講義

開 講 年 次 ⚓年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 経営分析論Ⅱ（Business Analysis Ⅱ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 石崎 忠司

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
前期の成長性、収益性を中心にした分析を復讐した後、倒産の恐れがないかどうかに関する分析、生産・販売の効率性に関する分析を取り上げます。会

社の良否を総合的に判断できるようにします。

授業目標：
入社試験に備えて、会社選びができるようにします。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
なし。

参考文献：
リスク危機マネジメントのすすめ（宮林正恭、丸善出版）

成績評価の方法、評価基準：
中間レポート、期末レポートを含む授業への参加度合いで60(%)、期末試験40(％)等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
ビジネスの世界は常に動いている。それを題材にするので、社会の経済ニュースに常に関心を持って新聞、テレビ、SNS、雑誌などにより、情報を入手し、

理解するように努めてほしい。
オフィスアワー：

別途掲示される予定になっているのでその時間帯に来てください。可能な限り、電話またはショートメールで事前に連絡をくれるとありがたい。
連絡先：080-4732-3423 メールドレス：mmiyabas@shoin-u.ac.jp、研究室 3810室。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 オリエンテーション
経営におけるリスクおよび危機の存在

事前：
事後： 講義

2 経営の際のリスクマネジメント
事業継続マネジメント

事前：予習
事後：復習 講義

3 ガバナンスリスク（その発現、内部統制、監査システム） 事前：予習
事後：復習 講義

4 人に絡むリスク 事前：予習
事後：復習 講義

5 市場リスク 事前：予習
事後：復習 講義

6 投資リスク 事前：予習
事後：復習 講義

7 技術関連リスク 事前：予習
事後：復習 講義

8 環境・社会関連、リスク 事前：予習
事後：復習 講義

9 災害リスク 事前：予習
事後：復習 講義

10 未来社会リスク 事前：予習
事後：復習 講義

11 リスクの取り扱いに関する考え方 事前：予習
事後：復習 講義

12 リスクの取り扱いの方法論 事前：予習
事後：復習 講義

13 リスクへの備え
(危機マニュアル、リスクファイナンス、リスクコミュニケーション、リスク監視）

事前：予習
事後：復習 講義

14 企業（組織）の危機時の行動のあり方 事前：予習
事後：復習 講義

15 全体のまとめ 事前：予習
事後：復習 講義

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 経営リスクマネジメント論（The Risk and Crisis Management for Business Administration） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 宮林 正恭

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし
授業概要：

ビジネスには、リスクはつきものである。また、大きな収益を狙おうとすれば、より高いリスクを許容せざるを得ないのが通常である。リスクは発現し
危機となる可能性であるから、ビジネスにおいては、時には危機となることもありうる。この授業では、ビジネスに於ける、リスク・コントロールなどリ
スクの取り扱いの仕方、リスクのある状況の中での組織の運営、そして、万一、危機が発生したときの経営の仕方やあり方 ならびにその関連事項について
学ぶ。

学生が経営とは何か、どのように経営が行われているか、経営の基礎理論などについて十分知識を有していない場合はそのような経営の基礎にまで遡っ
て授業を行う予定である。その場合は必ずしも下記のスケジュールにこだわらず授業を行うことになる。

授業目標：①経営におけるリスクと危機の概念を理解する。
②経営におけるリスクや危機はどのようなものがあり、それらがどのような特性を持っているか理解する。
③経営におけるリスクや危機をどのようにコントロールするかを理解する。
④リスクを低減するためのマネジメント手法および危機になった時の行動の仕方について理解する。
⑤リスクコミニュケーション、クライシスコミュニケーションなどリスクや危機に際しての対外関係のあり方の理解をする。
⑥その他、経営におけるリスクや危機に関する関連事項を理解する。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

○ ◎

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
テキストは授業ごとにプリントを配布する。

参考文献：
適宜指示する。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業参加状況等（10％）、小テスト・レポート等（20％）、定期試験（70％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
観光を構成する事柄について全般的に学ぶ授業です。自身の興味の方向を見出すつもりで受講してください。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。基本的には在席中はいつでも可。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 景観論の構造：景観論で理解する内容について体系的に学修する。 事前：景観とは何かについて考える
事後：景観について学ぶべき点について整理する。

復習10分、
講義70分、
理解度テスト10分

2 景観の意味：景観・風景・風致・風土など景観に関連する言葉とそ
の意味を理解する。

事前：景観と負受けの違いについて予習する。
事後：景観と景観関連の言葉を整理する。

復習10分、
講義70分、
理解度テスト10分

⚓･⚔
【ワークショップ「良い景観とは」】：自身の観光経験、日本各地の
景観を見ることにより、良い景観とはどういう景観なのかを考え
整理する。

事前：記憶に残る景観について回顧する。
事後：良い景観と悪い景観について整理する。

説明30分、
ワークショップ120分、
まとめ30分

5
景観の構成要素：自然・人工材料、テクスチャー、色彩、デザイン、
生活文化など景観の素材及びそれらが一体となり形成される景観
特性について理解する。

事前：景観を構成する要素について調査する。
事後：景観の要素の組み合わせとその特性について

整理する。

復習10分、
講義70分、
理解度テスト10分

⚖･⚗ 景観の分類：地域形態、自然環境、生活文化、法的規制等による景
観形態の分類及び景観特性について理解する。

事前：景観の違いについて調査する。
事後：景観の種類と特徴について整理する。

各回：復習10分、
講義70分、
理解度テスト10分

8 景観と視点場：視覚の構造を基本として、視点場、視覚対象、俯
瞰・鳥瞰の視角等から景観の見方・見せ方について理解する。

事前：よい展望台について調査する。
事後：見る人と見られる対象との関係について整理

する。

復習10分、
講義70分、
理解度テスト10分

9 景観とイメージ：原風景、心象風景、史跡景観、コンテンツ景観等
バーチャルな創造景観について学修する。

事前：創造する景観とは何かについて考える。
事後：見えない景観と観光との関係について整理す

る。

復習10分、
講義70分、
理解度テスト10分

10 景観の評価：行政･民間等による景観の価値評価について学修す
る。

事前：景観がなぜ観光の対象になるのかを考える。
事後：景観の価値評価のあり方について整理する。

復習10分、
講義70分、
理解度テスト10分

11 観光と景観体験：観光体験における景観の位置づけ及び重要性に
ついて学修する。

事前：観光地で感動した景観について回顧する。
事後：良い景観が観光客に与える効果について整理

する。

復習10分、
講義70分、
理解度テスト10分

12
芸術と景観：富士山の世界遺産認定の意味である芸術の源泉を始
め芸術と風景の融合を基本としたイベントなど芸術と景観につい
て学修する。

事前：芸術作品と景観との関係について考える。
事後：景観の芸術価値を整理する。

復習10分、
講義70分、
理解度テスト10分

13 景観と行政：国土交通省、文化庁、観光庁などの国、地方公共団体
等における景観に関する施策について学修する。

事前：景観を扱っている行政について調査する。
事後：景観行政について省庁間連携を踏まえて整理

する。

復習10分、
講義70分、
理解度テスト10分

14 景観と法律：景観法、緑に関する法整備、景観法関連法律など景観
緑三法など景観に関する法律の内容について理解する。

事前：景観に関する規則について調査する。
事後：関連法規の要点について整理する。

復習10分、
講義70分、
理解度テスト10分

15 景観の整備：景観の基礎を振り返るとともに、景観の整備（詳細は
景観論Ⅱで学修）の視点について学修する。

事前：景観の基礎について整理する。
事後：どのようによい景観整備を行うか研究する。

復習10分、
講義70分、
理解度テスト10分

開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義/演習

授業科目(英文) 景観論Ⅰ（Landscape Studies Ⅰ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 古賀 学

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
観光目的・対象の重要な要素である景観について、その視覚的構造、構成要素、景観の価値等について体系的に学修し、よりよき景観整備のあり方を考

察する。
授業目標：
① 景観の構造について理解する。
② 観光における景観の重要性と景観保全について理解する。
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

授業計画、事前学習・事後学習、形式



シラバス-04  Page 52 20/03/17 09:26

212

教本：
テキストは授業ごとにプリントを配布する。

参考文献：
適宜支持する。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業参加状況等（10％）、小テスト・レポート等（20％）、定期試験（70％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
観光を構成する事柄について全般的に学ぶ授業です。自身の興味の方向を見出すつもりで受講してください。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。基本的には在席中はいつでも可。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 景観計画の構造：観光計画を実施するために必要な体系を理解す
る。

事前：景観とは何かについて理解する。
事後：頸管計画で学ぶべき点について整理する。

復習10分、
講義70分、
理解度テスト10分

2 景観計画の手順：観光計画の基本的手法における手順について学
修する。

事前：自然と構造物との調和とは何かについて調査
する。

事後：景観計画の流れについて整理する。

復習10分、
講義70分、
理解度テスト10分

3 景観計画の目的：地域の特性を踏まえ観光計画の意義・目的につ
いて学修する。

事前：地域特性のある景観について調査する。
事後：景観計画の目的とその意義について整理す

る。

復習10分、
講義70分、
理解度テスト10分

4 景観の調査：観光計画実施に必要な調査の種類、内容、方法につい
て学修する。

事前：調査とは何かを理解する。
事後：計画に必要な調査について整理する。

復習10分、
講義70分、
理解度テスト10分

⚕･⚖ 【ワークショップ⚑「景観の評価調査」】：野外において景観を評
価する基準を理解するため現地調査を実施する。

事前：景観調査に必要な事前準備内容について検索
する。

事後：

事前講義20分、
現地調査120分、
まとめ40分

⚗〜10
【ワークショップ⚒「横浜の景観整備」】都市景観整備や洋館の保
護･活用を実施している横浜市において景観整備の現状を検証す
るとともに景観整備手法について学修する。

事前：横浜市の観光資源について調査する。
事後：横浜市の景観計画についてまとめる。

現地事前講義30分、
現地調査延270分、
まとめ60分

11 都市と景観の形成：各地の都市における景観整備の現状を学修す
る。

事前：都市の景観要素についてまとめる。
事後：都市景観整備の手法について整理する。

復習10分、
講義70分、
理解度テスト10分

12
歴史景観の形成：妻籠・馬籠、飛騨古川、竹原等伝統的建造物群保
存地区や歴史景観の整備手法について歴史文化の景観整備手法に
ついて学修する。

事前：歴史的景観について事例検索する。
事後：歴史的景観整備の手法について整理する。

復習10分、
講義70分、
理解度テスト10分

13 港町と景観の形成：小樽、函館、神戸、下関、北九州等の事例から
港町の景観整備について学修する。

事前：港町の景観整備について事例検索する。
事後：港町の魅力と景観整備について整理する。

復習10分、
講義70分、
理解度テスト10分

14
農山村景観の形成：新潟県内の農村、神奈川県の里地里山整備、各
地の棚田等の事例から農山村における景観整備について学修す
る。

事前：農山村の景観的魅力について事例検索を行
う。

事後：農山村と景観整備の関係について整理する。

復習10分、
講義70分、
理解度テスト10分

15 シークエンス景観：北海道シーニックバイウエイ、街路景観、歩行
景観、観光道路等の事例から景観整備について学修する。

事前：魅力アル道路景観について事例検索をする。
事後：移動と景観の関係について整理する。

復習10分、
講義70分、
理解度テスト10分

開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義/演習

授業科目(英文) 景観論Ⅱ（Landscape Studies Ⅱ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 古賀 学

履 修 条 件
前提科目 計画論Ⅰ

そ の 他 なし

授業概要：
景観の基礎を踏まえ、景観がどのように整理されてきたか、どのように計画され整備をしていくかを、各地の事例や実践の現場を見ることにより景観整

備の手法について学修する。

授業目標：
① 景観計画の手法の基本について理解する。
② 現場を見ることにより景観整備の手法を理解する。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1

ガイダンス
〔1〕 経済社会の変容
⑴ 資本主義経済の成立と独占化

18世紀後半に第一次産業革命が起こり産業資本主義が誕生した。19世紀後半には重化学
工業を中心として第二次産業革命が起こったことを説明する。

事前：配布プリントを精読
すること。

事後：授業内容をまとめる
こと。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

2
⑵ 現代資本主義

世界恐慌が起こり、アメリカのル―ズベルト大統領は、ニューディール政策を実施した。
その政策の背景には、ケインズの有効需要の原理があったことを説明する。

事前：配布プリントを精読
すること。

事後：授業内容をまとめる
こと。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

3

〔2〕 マクロ経済学の特徴
⑴ 有効需要の原理と投資乗数

有効需要は、消費需要、公共投資需要、民間設備投資需要から構成され、投資が行われる
とそれに数倍する国民所得の増加がもたらされること（投資乗数）を説明する。

事前：配布プリントを精読
すること。

事後：授業内容をまとめる
こと。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

4
⑵ 資本の限界効率と流動性選好説

民間の設備投資を決意させるものは資本の限界効率（予想利潤率）と利子率であること
を説明する。

事前：配布プリントを精読
すること。

事後：授業内容をまとめる
こと。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

5
⑶ フィリップス曲線とIS曲線・LM曲線

マクロ経済政策の有効性を表わすのがフィリップス曲線であり、IS曲線・LM曲線が財政
政策・金融政策の根拠を与えていることを説明する。

事前：配布プリントを精読
すること。

事後：授業内容をまとめる
こと。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

6

⑷ 賃金と雇用
1) 完全雇用の実現
古典派の労働市場の理論とケインズの労働市場の理論を完全雇用を前提とするか否かか

ら比較検討する。

事前：配布プリントを精読
すること。

事後：授業内容をまとめる
こと。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

7

〔3〕 アメリカの経済政策
⑴ 恐慌前のアメリカ

思想の源流を辿りながら、東部から西部への開拓が始まり、やがてフロンティアが消滅
し、社会における様々な対立が激化するなか制度学派が誕生したことを説明する。

事前：配布プリントを精読
すること。

事後：授業内容をまとめる
こと。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

8

⑵ ニューディール政策とケインズ革命
ニューディール政策の背景には、ケインズ理論、第二次世界大戦があったが、戦後、主流

派ケインジアンが形成され、ヒックス、サミュエルソン等が古典派との継ぎ木をしたこと
を説明する。

事前：配布プリントを精読
すること。

事後：授業内容をまとめる
こと。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

9

⑶ ケネディ政権とニュー・エコノミックス
ケネディ・ジョンソン政権においてニューディールのリベラリズムが最高潮に達した。

ケインズ経済学、新古典派総合の理論や計量経済学を統合しニュー・エコノミックスが誕
生したことを説明する。

事前：配布プリントを精読
すること。

事後：授業内容をまとめる
こと。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

10
⑷ ニクソン政権下のマネタリズム

ニクソン政権下で物価の高騰を抑制するためにマネタリズムが経済政策の中心に据えら
れたことを説明する。

事前：配布プリントを精読
すること。

事後：授業内容をまとめる
こと。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 経済学（Economics） 科目分類 基礎科目

担 当 教 員 案浦 崇

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
現状分析では、まず授業の始めに経済に関する時事問題を取り上げて解説を行うが、全体を通じてアメリカ経済事情や日本経済事情に関連するものが中

心となる。続いて基礎的な概念としては、経済及び経済学とはどのような内容であるか、資本主義経済の誕生の経緯及びその特徴を理解する。さらに、経
済学の理論については、マクロの理論とアメリカの経済政策を説明する。

授業目標：
⚑．マクロ的視点から経済の現状を理解し、説明ができる。
⚒．経済学、国際経済学の基礎的な概念や理論を理解し、説明ができる。

この科目は、⚕つの人材像の中の⚓つ目の項目、すなわち家庭や地域社会の子育て・教育力の向上に貢献できる資質と専門性を有する人材を養成する科
目である。
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
プリントを配布する。

参考文献：
千種義人著『経済学入門』同文館、
宮本邦男著『現代アメリカ経済入門』日本経済新聞社、
岡田泰男著『アメリカ経済史』慶應義塾大学出版会。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業内容への参加状況等（30％）、小テスト・レポート等（70％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
毎回、出席をし、ノートをとること。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

11

⑸ レーガノミックス
1) サプライサイド経済学、2) 合理的期待学派
レーガン政権は、強いアメリカ、経済の再生、モラルの回復を唱え、サプライサイド経済

学、合理的期待学派、マネタリストの金融政策や古典派的な経済政策を融合してレーガノ
ミックスを実施したことを説明する。その中心に位置したのがサプライサイダーと合理的
期待学派であった。

事前：配布プリントを精読
すること。

事後：授業内容をまとめる
こと。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

12 ⑹ ジョージ・ブッシュの経済政策
ブッシュ政権は、レーガノミックスを継承し、反税、自由貿易を唱えたことを説明する。

事前：配布プリントを精読
すること。

事後：授業内容をまとめる
こと。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

13
⑺ クリントノミックスとニュー・エコノミー

クリントノミックスは、マクロ政策（財政政策、金融政策）とミクロ政策（包括競争力強
化策、通商政策）から構成されており、ニューディー政策の現代版であることを説明する。

事前：配布プリントを精読
すること。

事後：授業内容をまとめる
こと。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

14
⑻ ジョージ・ウォーカー・ブッシュの経済政策

ブッシュ政権は、9.11によるテロへの対策に追われたが、経済政策として減税、自由貿易
政策、強いドル政策を実施したことを説明する。

事前：配布プリントを精読
すること。

事後：授業内容をまとめる
こと。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

15

⑼ オバマとトランプの経済政策
オバマ政権は、9.15の金融危機をほとんど克服し、財政・金融政策を中心としながら長期

投資を推進していること、トランプ政権はインフラ整備への投資と大規模な減税により戦
後最長の景気を実現したことを説明する。

事前：配布プリントを精読
すること。

事後：授業内容をまとめる
こと。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分
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教本：
石橋春男著『対話形式で学ぶ経済学「超」入門』税務経理協会、2020

参考文献：

成績評価の方法、評価基準：
定期試験（80％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
テキストの事前の予習を義務付けます。しっかり予習をして積極的に討論に参加するように心がけることが重要です。また、経済学と全く関係のない質

問も大歓迎です。この授業を通して自立学習への扉を開いてください。

オフィスアワー：
月曜日の昼休み

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 見えざる手とは何か（古典派の理論）。 事前：教本の予習
事後：講義の復習 講義と討論

2 人口と食料どちらの増加率が大きいか（マルサスの罠）。 事前：教本の予習
事後：講義の復習 講義と討論

3 リカードは天才エコノミストだ（比較生産費説）。 事前：教本の予習
事後：講義の復習 講義と討論

4 マルクスの予言は，的中したのか（資本の有機的構成）。 事前：教本の予習
事後：講義の復習 講義と討論

5 シュンペーターの創造的破壊で経済は活性化するか。 事前：教本の予習
事後：講義の復習 講義と討論

6 作れば売れる（セイの法則）。 事前：教本の予習
事後：講義の復習 講義と討論

7 売れるから造る（有効需要の理論）。 事前：教本の予習
事後：講義の復習 講義と討論

8 だれが経済活動の主役となるか（貯蓄と投資）。 事前：教本の予習
事後：講義の復習 講義と討論

9 経済の基礎的な条件（ファンダメンタルズ）とは 事前：教本の予習
事後：講義の復習 講義と討論

10 内需依存型経済とは何か。 事前：教本の予習
事後：講義の復習 講義と討論

11 外需依存型経済とは何か。 事前：教本の予習
事後：講義の復習 講義と討論

12 総需要と総供給 事前：教本の予習
事後：講義の復習 講義と討論

13 45度線分析 事前：教本の予習
事後：講義の復習 講義と討論

14 貯蓄のパラドックス 事前：教本の予習
事後：講義の復習 講義と討論

15 総復習と討論 事前：教本の予習
事後：講義の復習 講義と討論

開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 経済学（Economics） 科目分類 基礎科目

担 当 教 員 石橋 春男

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
われわれの生活にはヒト・モノ・カネが関わっています。家族の誰かが働き収入を手にします。その収入をもとに、スマホ代を払い情報を共有していま

す。また食事をするにも、電車に乗るにもお金が必要になります。お金が余れば、銀行に預金するかもしれない、また家庭によっては債券を買って、子供
たちの将来に備えます。こうした日常のモノやカネの流れを理解してみれば、世の中の経済の仕組みが見えてきます。

経済学は難しい学門ではありません。むしろ、経済学の勉強は楽しいと思える授業になるように考えています。
授業目標：

幅広い分野から、現実の経済問題を理解し、役に立つ経済学を目標としています。たとえば、なぜ失業率は0％にならないのか、マイナス金利などは、預
けた方が金利を払うということからどこかおかしいのではないか、自国ファーストで豊かになれるか、これらの経済問題に向き合ってみましょう。
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養
○ ◎

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 経済学概論Ⅰ（Introduction to economics Ⅰ） 科目分類 基礎科目

担 当 教 員 石橋 春男

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
われわれの生活にはヒト・モノ・カネが関わっています。家族の誰かが働き収入を手にします。その収入をもとに、スマホ代を払い情報を共有していま

す。また食事をするにも、電車に乗るにもお金が必要になります。お金が余れば、銀行に預金するかもしれない、また家庭によっては債券を買って、子供た
ちの将来に備えます。こうした日常のモノやカネの流れを理解してみれば、世の中の経済の仕組みが見えてきます。

経済学は難しい学門ではありません。むしろ、経済学の勉強は楽しいと思える授業になるように考えています。
授業目標：

幅広い分野から、現実の経済問題を理解し、役に立つ経済学を目標としています。たとえば、なぜ失業率は0％にならないのか、マイナス金利などは、預
けた方が金利を払うということからどこかおかしいのではないか、自国ファーストで豊かになれるか、これらの経済問題に向き合ってみましょう。
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養
○ ◎

授業計画、事前学習・事後学習、形式

教本：
石橋春男著『対話形式で学ぶ経済学「超」入門』税務経理協会、2020

参考文献：

成績評価の方法、評価基準：
評価基準：定期試験（80％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
テキストの事前の予習を義務付けます。しっかり予習をして積極的に討論に参加するように心がけることが重要です。また、経済学と全く関係のない質

問も大歓迎です。この授業を通して自立学習への扉を開いてください。

オフィスアワー：
月曜日の昼休み

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 見えざる手とは何か（古典派の理論）。 事前：教本の予習
事後：講義の復習 講義と討論

2 人口と食料どちらの増加率が大きいか（マルサスの罠）。 事前：教本の予習
事後：講義の復習 講義と討論

3 リカードは天才エコノミストだ（比較生産費説）。 事前：教本の予習
事後：講義の復習 講義と討論

4 マルクスの予言は，的中したのか（資本の有機的構成）。 事前：教本の予習
事後：講義の復習 講義と討論

5 シュンペーターの創造的破壊で経済は活性化するか。 事前：教本の予習
事後：講義の復習 講義と討論

6 作れば売れる（セイの法則）。 事前：教本の予習
事後：講義の復習 講義と討論

7 売れるから造る（有効需要の理論）。 事前：教本の予習
事後：講義の復習 講義と討論

8 だれが経済活動の主役となるか（貯蓄と投資）。 事前：教本の予習
事後：講義の復習 講義と討論

9 経済の基礎的な条件（ファンダメンタルズ）とは 事前：教本の予習
事後：講義の復習 講義と討論

10 内需依存型経済とは何か。 事前：教本の予習
事後：講義の復習 講義と討論

11 外需依存型経済とは何か。 事前：教本の予習
事後：講義の復習 講義と討論

12 総需要と総供給 事前：教本の予習
事後：講義の復習 講義と討論

13 45度線分析 事前：教本の予習
事後：講義の復習 講義と討論

14 貯蓄のパラドックス 事前：教本の予習
事後：講義の復習 講義と討論

15 総復習と討論 事前：教本の予習
事後：講義の復習 講義と討論
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開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 経済原論Ⅰ（Economics Theory Ⅰ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 案浦 崇

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
最初に、「経済および資本主義経済とは何か」について学び、続いて経済原論の⚒つの柱、すなわちマクロ経済学とミクロ経済学のうちの前者について現

代の企業・家計・政府の理論、市場の理論、労働市場論、国民所得論などを説明する。

授業目標：
⚑．経済の世界観を理解し、説明ができる。
⚒．マクロ経済学の理論を理解し、説明ができる。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1
ガイダンス Ⅰ．経済の世界観
〔1〕 社会と経済のしくみと秩序
⑴ 欲望と財

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

2 ⑵ 宗教と経済 事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

3 〔2〕 経済社会の歴史
⑴ 資本主義経済の特質

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

4 ⑵ 資本主義の生成・発展 事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

5
Ⅱ．マクロ経済学
〔1〕 ケインズ理論とマクロ経済学
⑴ 有効需要の理論

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

6 ⑵ 乗数理論 事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

7 ⑶ 資本の限界効率 事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

8 ⑷ 利子率 事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

9 ⑸ 雇用 事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

10 ⑹ 国民所得 事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

11 〔2〕 現代の政府
⑴ 財政のしくみと役割

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

12 ⑵ 金融のしくみと役割
① 貨幣論

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

13 ② 金融論 事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

14 ③ 通貨制度論 事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

15 〔3〕 財政政策と金融政策（IS・LM曲線） 事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

教本：
プリントを配布する。

参考文献：
伊藤元重著『入門経済学』日本評論社。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業内容への参加状況等（30％）、小テスト・レポート等（70％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
毎回、出席をし、ノートをとること。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。
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開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 経済原論Ⅱ（Economics Theory Ⅱ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 案浦 崇

履 修 条 件
前提科目 経済原論Ⅰ

そ の 他 なし

授業概要：
経済原論Ⅱでは、経済原論Ⅰで経済学の基礎とマクロ経済学を学んだ学生を前提として、ミクロ経済学（消費者行動、企業行動、市場に関する法則）と

グローバル時代のマクロ経済学（WTO、サミット、G20、国際収支、外国為替、貿易理論など）について説明する。

授業目標：
⚑．ミクロ経済学の理論を理解し、説明ができる。
⚒．国際マクロ経済学の理論を理解し、説明ができる。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1
ガイダンス Ⅲ．ミクロ経済学
〔1〕 価格変化と消費者行動
⑴ 効用関数と無差別曲線

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

2 ⑵ 価格効果、需要の価格弾力性 事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

3 〔2〕 所得変化と消費者行動
⑴ エンゲルの法則、厚生三命題

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

4 〔3〕 消費財需要
⑴ 限界消費性向逓減の法則、貯蓄投資均等の法則

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

5 〔4〕 企業行動
⑴ 利潤最大となる生産量

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

6 ⑵ 投入産出分析論 事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

7 〔5〕 市場均衡（需要供給曲線） 事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

8 Ⅳ．国際マクロ経済学
〔1〕 IMFGATT体制からサミット・G20体制へ

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

9 〔⚒〕国際収支
⑴ 経常収支と部門別資金フロー

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

10 〔⚓〕外国為替
⑴ 為替相場変動の歴史

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

11 ⑵ 外国為替のしくみ 事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

12 ⑶ 為替相場変動の要因 事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

13 ⑷ 国際分業と貿易 事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

14 ⑸ 生産要素の国際的移動 事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

15 ⑹ 国民所得と貿易乗数理論 事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

教本：
プリントを配布する。

参考文献：
伊藤元重著『入門経済学』日本評論社。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業内容への参加状況等（30％）、小テスト・レポート等（70％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
毎回、出席をし、ノートをとること。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。
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教本：
レジメやパワーポイントを用いるので特に指定しないが、できるだけ

次に示す参考書を読むことが望ましい。

参考文献：
鈴木 孝弘著『高校数学からはじめるやさしい経済数学テキスト』
オーム社 2014年（第⚑刷）￥2,000＋税

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
定期試験に授業内容への参加状況等を加味し、総合評価する。

学生へのアドバイス：
特定の数学的知識を前提とせず、ほとんどゼロベースで、平易にかつ楽しく講義を行うので、安心して受講して欲しい。試験もあらかじめ課題を与える

など、数学が苦手だと感じている受講者にもあまり負担を与えないように考慮する。
オフィスアワー：

初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 本講義の意義と全体像および講義方法、講義の基本的スタンス等についての
説明

事前：経済理論（主にミクロ）の復習
事後：関心テーマとのすり合わせ 講義

2 経済学の発展と数学の関わりⅰ) 歴史的観点から概観する
(微分と限界概念の相似性等）

事前：前回配布したレジメに目を通す
事後：理解度をチェックし、不明点を質問する。 講義

3 経済学の発展と数学の関わりⅱ) 関数、式と経済学の体系 事前：前回の疑問点、不明点チェック
事後：レジメ、ノートの復習 講義

4 関数の基礎概念ⅰ) ⚑次関数、⚒次関数、直角双曲線等々 事前：前回の疑問点、不明点チェック
事後：レジメ、ノートの復習 講義

5 関数の基礎概念ⅱ) グラフを描いてみよう
(予算制約式と無差別曲線）

事前：前回の疑問点、不明点チェック
事後：レジメ、ノートの復習 講義

6 関数、グラフの経済学への応用 最適消費問題（効用極大化） 事前：関数についての疑問点チェック
事後：レジメ、ノートの復習 講義

7 ⚖の演習 事前：前回の疑問点、不明点チェック
事後：レジメ、ノートの復習 講義

8 微分の基礎ⅰ) 速度、傾斜角度の概念から学ぶ微分の定義 事前：前回の疑問点、不明点チェック
事後：レジメ、ノートの復習 講義

⚙･10 微分の基礎ⅱ) 微分の基本公式（べき乗の微分、和の微分、積の微分等々） 事前：
事後：レジメ、ノートの復習 講義

11 微分の基礎ⅲ) 極大値と変曲点 事前：
事後：レジメ、ノートの復習 講義

12 微分の応用ⅰ) 限界収入、限界費用 事前：前回の疑問点、不明点チェック
事後：レジメ、ノートの復習 講義

13 微分の応用ⅱ) 企業の利潤極大化問題 事前：前回の疑問点、不明点チェック
事後：レジメ、ノートの復習 講義

14 12、13の演習 事前：前回の疑問点、不明点チェック
事後：レジメ、ノートの復習 講義

15 全体的な復習、重要ポイント、試験内容等についての解説 事前：全体にわたって質疑応答
事後：試験についての質問 講義

開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 経済数学Ⅰ（Mathematics For Economics Ⅰ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 志築 学

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
まず経済学の理論的発展が古くから数学と関わってきたこと、したがって数学の不可欠な分野が極めて広範にわたっていることを学ぶ。さらに経済学の

理解に不可欠な基礎的数学を学び、それらの経済学への応用を学ぶ。特に微分法の経済学への適用を重視する。

授業目標：
⚑．まず経済学と数学の深い関わりを十分に理解したうえで、経済学の習得に必要最低限の基礎的数学の習得とその経済学への応用の方法を学ぶ。
⚒．特に微分法と限界概念の相似性を学ぶことで経済学への理解を深める。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
レジメやパワーポイントを用いるので特に指定しないが、できるだけ

次に示す参考書を読むことが望ましい。

参考文献：
鈴木 孝弘著『高校数学からはじめるやさしい経済数学テキスト』

オーム社 2014年（第⚑刷）￥2,000＋税
成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。

定期試験に授業内容への参加状況等を加味し、総合評価する。

学生へのアドバイス：
(Ⅰ)の履修を必ずしも履修条件としない（復習を頻繁に行う）。特定の数学的知識を前提とせず、ほとんどゼロベースで、平易に講義を行うので、安心し

て受講して欲しい。試験もあらかじめ課題を与えるなど、数学が苦手な受講者にも負担を与えないように配慮する。
オフィスアワー：

初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 本講義の意義と全体像および講義方法、講義の基本的スタンス（特に(Ⅰ)との
関連、位置づけ等）についての説明

事前：経済数学(Ⅰ)の復習
事後：関心テーマとのすり合わせ 講義

2 経済学と数学の関係についての復習 理論体系の全体に関わっていることを確
認

事前：前回配布したレジメに目を通す
事後：理解度をチェックし、不明点を質問する。 講義

3 関数の基礎についての復習ⅰ) グラフによる理解と無差別曲線、予算制約線、
費用曲線

事前：経済学と数学の関わりの疑問点チェック
事後：レジメ、ノートの復習 講義

4 数列の基礎と応用ⅰ) 投資乗数 事前：前回の疑問点、不明点のチェック
事後：レジメ、ノートの復習 講義

5 同上ⅱ) ファイナンス理論への応用 ⑴ 事前：前回の疑問点、不明点チェック
事後：レジメ、ノートの復習 講義

6 同上ⅲ) ファイナンス理論への応用 ⑵ 事前：前回の疑問点、不明点チェック
事後：レジメ、ノートの復習 講義

7 微分の基礎ⅰ) 速度概念と微分の定義（復習） 事前：前回の疑問点、不明点チェック
事後：レジメ、ノートの復習 講義

8 微分の基礎ⅱ) 微分の基本公式
(べき乗の微分、和の微分、積の微分、商の微分等）

事前：前回の疑問点、不明点チェック
事後：レジメ、ノートの復習 講義

9 微分の基礎ⅲ) 合成関数の微分 事前：前回の疑問点、不明点チェック
事後：レジメ、ノートの復習 講義

10 微分の経済学への応用ⅰ) 限界費用、限界収入の算出と利潤最大化 事前：前回の疑問点、不明点チェック
事後：レジメ、ノートの復習 講義

11 微分の経済学への応用ⅱ) 異時点間の消費と効用の最大化 事前：微分とその応用の疑問点チェック
事後：レジメ、ノートの復習 講義

12 積分の定義と基本公式 事前：前回の疑問点、不明点のチェック
事後：レジメ、ノートの復習 講義

13･14 積分とその経済学への応用 消費者、生産者余剰の算出等および演習 事前：積分の疑問点チェック
事後：レジメ、ノートの復習 講義

15 講義の全体整理と試験内容についての説明 事前：全体にわたって質疑応答
事後：試験についての質問 講義

開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 経済数学Ⅱ（Mathematics For Economics Ⅱ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 志築 学

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
経済学と数学の関係について若干の歴史的考察を再度行う。次に関数、微分法の復習、展開と各分野での応用を学ぶ。時間が許せば、積分の基礎と経済

学への応用をも学ぶ。復習には力を入れるので、(Ⅰ)を履修していない人も躊躇せずに参加して欲しい。

授業目標：
⚑．経済数学Ⅰと同様、まず経済学と数学との古く深く、かつ広いつながりを理解した上で、(Ⅰ)の復習と基礎数学の経済学への更なる応用を学ぶ。
⚒．(Ⅰ)と同様、微分、積分と経済学体系の関連を深く理解する。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：石橋春男他著『経済学の歴史と思想』創或社、2012
講義資料を必要に応じて配布する。

参考文献：
石橋春男編著『現代経済分析』

成績評価の方法、評価基準：
授業内容への参加状況等（30％）、小テスト・レポート等（70％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
内外の政治・経済・社会のニュースに関心を持つ習慣を身に付ける。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 規範的経済学としての経済政策
理論経済学と規範経済学の区分

事前：なし
事後：規範的経済学の学習 講義

2 経済政策の領域
財政政策、金融政策、環境政策、貿易政策、社会政策

事前：経済政策の領域
事後：財政・金融政策 講義

3 ケインズの経済政策 ⑴
有効需要管理政策

事前：世界大恐慌
事後：有効需要 講義

4 ケインズの経済政策 ⑵
労働市場と雇用政策

事前：失業
事後：非自発的失業 講義

5 IS LM分析による経済政策
財政政策の有効性の検証

事前：減税政策
事後：公共事業 講義

6 IS LM分析による経済政策
金融政策の有効性の検証

事前：金融緩和政策
事後：買いオペ 講義

7 AD AS分析による経済政策
フリップス曲線の解釈と検証

事前：フィリップス
事後：インフレと失業 講義

8 AD AS分析による経済政策
スタグフレーションの検証と対策

事前：不況
事後：ハイパーインフレ 講義

9 AD AS分析による経済政策
リッセションの検証と対策

事前：景気後退
事後：景気循環 講義

10 AD AS分析による経済政策
景気過熱の検証と対策

事前：好況
事後：経済成長 講義

11 石油危機時の経済政策
インフレと失業の検証と政策

事前：ローマクラブ
事後：資源制約 講義

12 バブル時の経済政策
投機に対する検証と政策

事前：株価と地価
事後：日経平均株価 講義

13 リーマンショック時の経済政策
デリバティブ商品の検証と政策

事前：住宅価格
事後：住宅ローン 講義

14 総復習⑴ 事前：ケインジアン
事後：マネタリスト 質疑・応答

15 総復習⑵ 事前：『経済財政白書』
事後： 質疑・応答

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 経済政策（Economic Policy） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 石橋 春男

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他

授業概要：
この講義は、経済学の応用編と理解すると分かりやすい。経済理論とは、「～である」ことを学ぶ学問である。これに対して、経済政策は、「～であるべ

きだ」を思考する学問である。
例えば、インフレの場合に、経済理論ではなぜインフレになるか、インフレのメリットやディメリットとは何かを学習する。経済政策でインフレを扱う

ときには、インフレを阻止する経済的手段は何か、財政的手段は何か、金融的手段は何か、それらのさまざまな選択肢からインフレ対策のベスト・ポリシ
ーを思考する。つまり、経済政策は、経済学のディープラーニングである。なお、毎週、講義の前後に20分程のディベートを行う。
授業目標：

この講義の目標は⚓つある。一つ目は、経済政策の根幹はケインズ経済学から構成されている。そのためにケインズ理論の枠組みを知る必要がある。二
つ目は、ケインズ理論がモノの世界を重視していることに対して、カネの世界を重視するマネタリストの理論と経済政策を知る必要がある。そして、最後
に過去の政府・日銀の経済政策の足跡を追うことである。財政金融政策は失敗を重ねながら実施されているが、その原因・要因を冷静に見つめることが必
要である。
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養
◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
川濵昇、瀬領真悟、泉水文雄、和久井理子『ベーシック経済法 第⚕版』

有斐閣、2020年⚓月刊行予定。

参考文献：
授業中に適宜指示する。

※学習用六法はできる限り携帯すること。
成績評価の方法、評価基準：

授業参加状況等（20％）、小テスト・レポート等（30％）、期末試験（50％）で総合評価する。

学生へのアドバイス：
経済法の全体像を理解するためには、1,⚒年次に学んできた経済学、法学、ビジネス関連科目の基礎知識が不可欠です。これまでに学んできた知識を総

動員して取り組まなければならないことを前提に受講して下さい。
オフィスアワー：

初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 経済法を学ぶにあたって（導入）
・市場経済における競争原理の実態を知る。

事前：教本pp.1～9 精読
事後：関連判例の整理 講義 60分、討論 30分

2 競争の目的
・競争政策の目的と効能について理解する。

事前：教本pp.9～22 精読
事後：関連判例の整理 講義 60分、討論 30分

3 独禁法の規制内容
・不公正な取引の規制方法を理解する。

事前：教本pp.22～34 精読
事後：関連判例の整理 講義 60分、討論 30分

4 合併・株式保有等の規制 ⑴
・市場効果要件について理解する。

事前：教本pp.35～47 精読
事後：関連判例の整理 講義 60分、討論 30分

5 合併・株式保有等の規制 ⑵
・市場効果の判定基準について理解する。

事前：教本pp.47～87 精読
事後：関連判例の整理 講義 60分、討論 30分

6 不当な取引制限 ⑴
・カルテルの形態と規制について討議する。

事前：教本pp.89～94 精読
事後：関連判例の整理 講義 60分、討論 30分

7 不当な取引制限 ⑵
・具体的な行為者とその制限内容について理解する。

事前：教本pp.95～131 精読
事後：関連判例の整理 講義 60分、討論 30分

8 不当な取引制限 ⑶
・違反行為に対する制裁手段について理解する。

事前：教本pp.131～140 精読
事後：関連判例の整理 講義 60分、討論 30分

9 私的独占 ⑴
・どのような行為が私的独占となるのか理解する。

事前：教本pp.141～149 精読
事後：関連判例の整理 講義 60分、討論 30分

10 私的独占 ⑵
・支配と排除の実例から問題点を探る。

事前：教本pp.149～165 精読
事後：関連判例の整理 講義 60分、討論 30分

11 私的独占 ⑶
・違反行為に対する制裁方法について理解する。

事前：教本pp.166～170 精読
事後：関連判例の整理 講義 60分、討論 30分

12 不公正な取引方法 ⑴
・不公正な取引方法の規制の仕組みを知る。

事前：教本pp.171～173 精読
事後：関連判例の整理 講義 60分、討論 30分

13 不公正な取引方法 ⑵
・公正競争阻害の⚓つのタイプについて整理し討議する。

事前：教本pp.174～183 精読
事後：関連判例の整理 講義 60分、討論 30分

14 不公正な取引方法 ⑶
・共同取引拒絶の実態と課題を討議する。

事前：教本pp.183～210 精読
事後：関連判例の整理 講義 60分、討論 30分

15 本講義の総括とともに、浮かび上がってきた経済法上の課題について事例を基に検討
する。

事前：これまでのノート整理
事後：まとめノートの作成 講義 60分、討論 30分

開 講 年 次 ⚓年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 経済法Ⅰ（Economic Law Ⅰ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 福島 崇宏

履 修 条 件
前提科目 ビジネス法Ⅰ・Ⅱまたは企業組織法Ⅰ・Ⅱ

そ の 他 なし

授業概要：
本講義では、経済活動を規律する経済法の核をなす基本法である独占禁止法（独禁法）の理解を深めることを主眼とする。資本主義経済原理の下で営ま

れる企業活動において、一定の競争原理が働くことは消費者適正価格での取引実現のためには望ましい。その一方で、価格操作などによる不利益を被るこ
ともある。このような一連の取引を適正に行うための法規則を本講義では学ぶ。
授業目標：
⚑．独占禁止法に関する基本的事項について、自らのことばで説明することができる。
⚒．現実の経済活動において生じている経済法に関する諸問題の概要と課題を説明することができる。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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開 講 年 次 ⚓年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 経済法Ⅱ（Economic Law Ⅱ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 福島 崇宏

履 修 条 件
前提科目 経済法Ⅰ

そ の 他 なし

授業概要：
本講義では、経済法Ⅰで習得した知識を基に、経済活動を規律する経済法の核をなす基本法である独占禁止法（独禁法）の理解を深めることを主眼とす

る。資本主義経済原理の下で営まれる企業活動における一連の取引を適正に行うための規則の概要と課題について判例や事例を基に討論を重ねながら理解
を深める。
授業目標：
⚑．独占禁止法に関する基本的事項について、自らのことばで説明することができる。
⚒．現実の経済活動において生じている経済法に関する諸問題の概要と課題を説明することができる。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式

教本：
川濵昇、瀬領真悟、泉水文雄、和久井理子『ベーシック経済法 第⚕版』

有斐閣、2020年⚓月刊行予定。

参考文献：
授業中に適宜指示する。

※学習用六法はできる限り携帯すること。
成績評価の方法、評価基準：

授業参加状況等（20％）、小テスト・レポート等（30％）、期末試験（50％）で総合評価する。

学生へのアドバイス：
経済法の全体像を理解するためには、1,⚒年次に学んできた経済学、法学、ビジネス関連科目の基礎知識が不可欠です。これまでに学んできた知識を総

動員して取り組まなければならないことを前提に受講して下さい。
オフィスアワー：

初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 経済法Ⅱを学ぶにあたって（導入）
・経済法Ⅰで習得した内容を振り返る。

事前：経済法Ⅰの内容復習
事後：まとめノートの作成 講義 60分、討論 30分

2 不当対価
・不当廉売及び不当高価購入について検討する。

事前：教本pp.210～222精読
事後：関連判例の整理 講義 60分、討論 30分

3 不当な顧客誘引・取引の強制／抱き合わせ販売等
・不当な利益による顧客誘引の現状と課題を検討する。

事前：教本pp.222～238精読
事後：関連判例の整理 講義 60分、討論 30分

4 事業活動の不当拘束 ⑴
・排他条件付取引について理解する。

事前：教本pp.239～247精読
事後：関連判例の整理 講義 60分、討論 30分

5 事業活動の不当拘束 ⑵
・再販売価格の拘束について理解する。

事前：教本pp.248～262精読
事後：関連判例の整理 講義 60分、討論 30分

6 事業活動の不当拘束 ⑶
・拘束条件付取引について理解する。

事前：教本pp.262～271精読
事後：関連判例の整理 講義 60分、討論 30分

7 取引上の地位の不当利用
・優越的地位の乱用の態様について理解する。

事前：教本pp.271～279精読
事後：関連判例の整理 講義 60分、討論 30分

8 競争者の事業活動の不当妨害
・競争者に対する取引妨害及び内部干渉について理解する。

事前：教本pp.279～285精読
事後：関連判例の整理 講義 60分、討論 30分

9 事業者団体規制の目的と意義
・事業者団体の概念的特徴について理解する。

事前：教本pp.287～290精読
事後：関連判例の整理 講義 60分、討論 30分

10 事業者団体の禁止行為
・取引行為における禁止事項について整理する。

事前：教本pp.291～299精読
事後：関連判例の整理 講義 60分、討論 30分

11 事業者団体による自主規制
・標準化、環境保護及び安全確保などについて検討する。

事前：教本pp.299～304精読
事後：関連判例の整理 講義 60分、討論 30分

12 国際取引 ⑴
・競争政策の国際協力の実情と課題について理解する。

事前：教本pp.305～320精読
事後：関連判例の整理 講義 60分、討論 30分

13 国際取引 ⑵
・国際カルテル、国際合併などについて理解する。

事前：教本pp.320～328精読
事後：関連判例の整理 講義 60分、討論 30分

14 独禁法のドメイン
・政府規制分野・知的財産など関連法について理解する。

事前：教本pp.329～358精読
事後：関連判例の整理 講義 60分、討論 30分

15 本講義の総括とともに、浮かび上がってきた経済法上の課題について事例を基に検討
する。

事前：これまでのノート整理
事後：まとめノートの作成 講義 60分、討論 30分
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教本：
なし。

参考文献：
リスク危機マネジメントのすすめ（宮林正恭、丸善出版）

成績評価の方法、評価基準：
中間レポート、期末レポートを含む授業への参加度合いで（60％）、期末試験（40％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
経済の世界は常に動いている。また政治や社会活動とも密接に絡んでいる。それを題材にするので、経済ニュースや政治・社会ニュースに常に関心を持

って新聞、テレビ、SNS、雑誌などにより、情報を入手し、理解するように努めてほしい。そしてディスカッションに置いて問題提起を行うとともに意見を
積極的に述べてほしい。
オフィスアワー：

別途掲示される予定になっているのでその時間帯に来てください。可能な限り、電話またはショートメールで事前に連絡をくれるとありがたい。
連絡先：080-4732-3423 メールドレス：mmiyabas@shoin-u.ac.jp、研究室 3810室。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 オリエンテーション
経済におけるリスクおよび危機の存在

事前：
事後： 講義及びディスカッション

2 日本経済の現状に関する討論（学生たちの問題意識の抽出） 事前：予習
事後：復習 ディスカッションと講義

3 世界経済と日本経済の関係 事前：予習
事後：復習 講義及びディスカッション

4 日本経済に存在するリスク 事前：予習
事後：復習 ディスカッションと講義

5 世界経済に存在するリスク 事前：予習
事後：復習 講義及びディスカッション

6 米中覇権争いに伴う経済リスク 事前：予習
事後：復習 講義及びディスカッション

7 先進国における経済リスクと国際政治 事前：予習
事後：復習 講義及びディスカッション

8 開発途上国の経済リスク 事前：予習
事後：復習 講義及びディスカッション

9 SDGs及び環境問題と経済リスク 事前：予習
事後：復習 講義及びディスカッション

10 IOT及AIと経済リスク 事前：予習
事後：復習 講義及びディスカッション

11 人口構成の老齢化と経済リスク 事前：予習
事後：復習 講義及びディスカッション

12 地震等災害に伴う経済リスク 事前：予習
事後：復習 講義及びディスカッション

13 イノベーションと経済リスク 事前：予習
事後：復習 講義及びディスカッション

14 産業構造の変化および未来社会と経済リスク 事前：予習
事後：復習 講義及びディスカッション

15 全体のまとめ 事前：予習
事後：復習 ディスカッション及び講義

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 経済リスク（The study of economic risk management） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 宮林 正恭

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし
授業概要：

経済活動は、リスクと背中合わせです。マクロ経済においてもミクロ経済においても、過去や現在を分析するのは、現状は今後どのように変わるか、将
来はどのようになるか、あるいは、現在の状況がどのように自分たちの身に降りかかってくるかを考えるためであることがほとんどです。そしてその潜在
的な欲求は、何か悪いことが起こる、悪い方向に動くこと、あるいはなにかも良いチャンスはないかを知りそれに対して対策を取りたい（つまりリスクを
知りその対策を取りたい）ということにあります。このような観点から経済現象とリスクとの関係について一緒に考えたいと思います。したがってディス
カッションによる授業が中心になります。

学生が経済活動とは何か、経済の基礎理論などについて十分知識を有していない場合はそのような経済学の基礎にまで遡って授業を行うことにならざる
を得ません。その場合は必ずしも下記のスケジュールにこだわらず授業を行うことにします。

授業目標：⑴経済におけるリスクと危機の概念を理解する。
⑵経済におけるリスクや危機はどのようなものがあり、それらがどのように分析するか、どのようにコントロールするかを理解する。
⑶経済危機およびその他経済のリスクおよび危機に関連する事項について学ぶ

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

○ ◎

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 刑事法Ⅰ（Criminal Law Ⅰ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 山本 直毅

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他

授業概要：
刑法とは，人のいかなる行為を犯罪とし，いかなる刑罰を科すかを定めた法規範の総称である。本授業では，刑法の基礎理論，特に罪刑法定主義を中心

に，刑法の全体像について講義するとともに，具体的事例を挙げながら解説し，学生が体系的に理解できることを目的とする。

授業目標：
本授業では，⑴刑法の歴史的背景を踏まえて，刑法の基本原則について説明することができること，⑵刑法の基本的問題について，自分の考えを筋道を

立てて説明することができること，⑶現代社会との関連で，我が国における犯罪の予防およびその対策について，説明することができることを目標とする。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式

教本：
松原芳博『刑法概説』（成文堂，2018）

参考文献：
山口厚佐伯仁志『刑法判例百選Ⅰ総論〔第⚗版〕』（有斐閣，2014），
大谷實『刑法総論［第⚕版］』（成文堂，2018）

成績評価の方法、評価基準：
評価配分は，試験60％程度，平常点（課題，確認テスト，発言などの学習態度）40％程度の合計100％です。

学生へのアドバイス：
予習は，教科書の該当する章を精読することと課題の実施等を行います。復習は，授業時の板書内容と教科書の内容とを突合させ理解を深めることが中

心となります。
オフィスアワー：

初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 ガイダンス 刑法と刑法の諸機能 事前：シラバスの確認
事後：講義内容の復習 講義

2 刑法と刑法学 事前：教科書予習
事後：講義内容の復習 講義

3 刑罰の意義および本質 事前：教科書予習
事後：講義内容の復習 講義

4 罪刑法定主義 事前：教科書予習
事後：講義内容の復習 講義

5 犯罪の基本的概念 事前：教科書予習
事後：講義内容の復習 講義

6 構成要件 事前：教科書予習
事後：講義内容の復習 講義

7 構成要件の要素 事前：教科書予習
事後：講義内容の復習 講義

8 構成要件該当性 事前：教科書予習
事後：講義内容の復習 講義

9 違法性阻却事由 事前：教科書予習
事後：講義内容の復習 講義

10 責任阻却事由 事前：教科書予習
事後：講義内容の復習 講義

11 未遂犯 事前：教科書予習
事後：講義内容の復習 講義

12 正犯と共犯 事前：教科書予習
事後：講義内容の復習 講義

13 罪数論 事前：教科書予習
事後：講義内容の復習 講義

14 刑の適用 事前：教科書予習
事後：講義内容の復習 講義

15 刑法の適用範囲 事前：教科書予習
事後：講義内容の復習 講義
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開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 刑事法Ⅱ（Criminal Law and Criminal Procedure Ⅱ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 山本 直毅

履 修 条 件
前提科目 刑事法Ⅰ

そ の 他

授業概要：
刑法とは，人のいかなる行為を犯罪とし，いかなる刑罰を科すかを定めた法規範の総称である。本授業では，刑法の基礎理論，特に罪刑法定主義を中心

に，刑法の全体像について講義するとともに，具体的事例を挙げながら解説し，学生が体系的に理解できることを目的とする。

授業目標：
本授業では，⑴刑法の歴史的背景を踏まえて，刑法の基本原則について説明することができること，⑵刑法の基本的問題について，自分の考えを筋道を

立てて説明することができること，⑶現代社会との関連で，我が国における犯罪の予防およびその対策について，説明することができることを目標とする。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式

教本：
松原芳博『刑法概説』（成文堂，2018）

参考文献：
山口厚佐伯仁志『刑法判例百選Ⅰ総論〔第⚗版〕』（有斐閣，2014），
大谷實『刑法総論［第⚕版］』（成文堂，2018）

成績評価の方法、評価基準：
評価配分は，試験60％程度，平常点（課題，確認テスト，発言などの学習態度）40％程度の合計100％です。

学生へのアドバイス：
予習は，教科書の該当する章を精読することと課題の実施等を行います。復習は，授業時の板書内容と教科書の内容とを突合させ理解を深めることが中

心となります。
オフィスアワー：

初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 ガイダンス 刑法の基礎理論と刑法各論 事前：シラバスの確認
事後：講義内容の復習 講義

2 刑法の諸機能と法益三分説 事前：教科書予習
事後：講義内容の復習 講義

3 生命と身体に対する罪 殺人 事前：教科書予習
事後：講義内容の復習 講義

4 生命と身体に対する罪 自殺関与，傷害 事前：教科書予習
事後：講義内容の復習 講義

5 生命と身体に対する罪 暴行，過失傷害 事前：教科書予習
事後：講義内容の復習 講義

6 生命と身体に対する罪 堕胎，遺棄 事前：教科書予習
事後：講義内容の復習 講義

7 身体と自由に対する罪 遺棄，逮捕監禁，強迫 事前：教科書予習
事後：講義内容の復習 講義

8 自由に対する罪 略取誘拐 事前：教科書予習
事後：講義内容の復習 講義

9 自由に対する罪 住居侵入，秘密漏示 事前：教科書予習
事後：講義内容の復習 講義

10 名誉と信用に対する罪 名誉棄損 事前：教科書予習
事後：講義内容の復習 講義

11 名誉と信用に対する罪 名誉棄損と真実性の証明 事前：教科書予習
事後：講義内容の復習 講義

12 名誉と信用に対する罪 信用棄損，業務妨害 事前：教科書予習
事後：講義内容の復習 講義

13 財産に対する罪 財産犯総論 事前：教科書予習
事後：講義内容の復習 講義

14 財産に対する罪 窃盗 事前：教科書予習
事後：講義内容の復習 講義

15 財産に対する罪 強盗 事前：教科書予習
事後：講義内容の復習 講義
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教本：
なし

参考文献：
必要に応じて授業中に指示する。

成績評価の方法、評価基準：
授業参加状況等（25％）、小テスト・レポート等（25％）、定期試験（50％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
日ごろから多くの芸術作品に触れてほしい。単に好き嫌いで作品を評価するのではなく、授業内容を踏まえた鑑賞を行うことで、より深い作品理解がで

きるようになると思う。
オフィスアワー：

初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 芸術心理学の歴史（心理学以前） 事前：シラバスの確認
事後：講義内容の復習 講義

2 芸術心理学の歴史（心理学以降） 事前：資料確認・作品鑑賞
事後：講義内容の復習 講義

3 感性の生理学的基礎 事前：資料確認・作品鑑賞
事後：講義内容の復習 講義

4 色彩の心理学的問題 事前：資料確認・作品鑑賞
事後：講義内容の復習 講義

5 人間の知覚の諸特性 事前：資料確認・作品鑑賞
事後：講義内容の復習 講義

6 美と感性：好ましいとは何か 事前：資料確認・作品鑑賞
事後：講義内容の復習 講義

7 美と感性：人は何に美を感じるか 事前：資料確認・作品鑑賞
事後：講義内容の復習 講義

8 美と感性：芸術心理学の研究例 事前：資料確認・作品鑑賞
事後：講義内容の復習 講義

9 文章理解と物語理解 事前：資料確認・作品鑑賞
事後：講義内容の復習 講義

10 文芸作品の理解（比喩と類推） 事前：資料確認・作品鑑賞
事後：講義内容の復習 講義

11 映像作品の物語理解 事前：資料確認・作品鑑賞
事後：講義内容の復習 講義

12 芸術表現と心の病理 事前：資料確認・作品鑑賞
事後：講義内容の復習 講義

13 芸術作品に対する精神分析的解釈 事前：資料確認・作品鑑賞
事後：講座内容の復習 講義

14 芸術作品に対する心理学的考察と討論⚑ 事前：発表準備
事後：発表内容の検討 演習

15 芸術作品に対する心理学的考察と討論⚒ 事前：発表準備
事後：発表内容の検討 演習

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 芸術心理学（Psychology of Art） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 野村 康治

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
芸術表現に関わる様々な心理学的知見を紹介していく。心理学は極めて広範な研究分野と多様な研究方法を持つ学問である。心理学がどのように芸術的

な問題を検討し、どのような知見を見出してきたのかを学ぶことは、芸術作品に対する洞察力を磨くとともに、心理学という学問の理解を深めることにも
役立つと思われる。
授業目標：
①芸術表現に対する心理学的諸考察を理解、説明できるようになる。
②芸術表現に対し、心理学的関心と探究心が持てるようになる。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
とくになし（資料を配布します）。

参考文献：
授業中に適宜指示します。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
小テスト・レポート等（30％）、定期試験（70％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
法学は複雑な現代社会をひもとき、理解するための一つの道具でもあります。日常的に社会の問題に目を配り、何が問題なのかを考えるために、法学を

自分の分析の道具としてもらいたいと思います。
オフィスアワー：

初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 オリエンテーション 事前：
事後：配布資料の見直し 講義

2 債権法の概要 ⑴ ⚑債権法総論 事前：資料の予習
事後：資料の整理 講義

3 債権法の概要 ⑵ ⚒債権各論、⚓［補論］債権の実現と担保法 事前：資料の予習
事後：資料の整理 講義

4 契約総論 ⑴ 契約法の構造 事前：資料の予習
事後：資料の整理 講義

5 契約総論 ⑵ 契約のプロセス 事前：資料の予習
事後：資料の整理 講義

6 契約総論 ⑶ 契約存続中の関係 事前：論点の予習
事後：論点の整理 講義

7 契約総論 ⑷ 契約の終了／解除 事前：論点の予習
事後：論点の整理 講義

8 契約各論 ⑴ 売買総説 事前：論点の予習
事後：論点の整理 講義

9 契約各論 ⑵ 売買の効力 事前：論点の予習
事後：論点の整理 講義

10 契約各論 ⑶ 賃貸借総説 事前：論点の予習
事後：論点の整理 講義

11 契約各論 ⑷ 賃貸人・賃借人の権利義務 事前：論点の予習
事後：論点の整理 講義

12 契約各論 ⑸ 消費貸借 事前：論点の予習
事後：論点の整理 講義

13 契約各論 ⑹ 雇用／請負 事前：論点の予習
事後：論点の整理 講義

14 契約各論 ⑺ 委任／寄託 事前：論点の予習
事後：論点の整理 講義

15 契約各論 ⑻ その他の契約類型 事前：論点の予習
事後：論点の整理 講義

開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 契約概論（Contract Law General） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 上地 一郎

履 修 条 件
前提科目 私法学Ⅰ、私法学Ⅱ

そ の 他

授業概要：
本講義では、債権法（総論・各論）の概要から出発し、債権各論を中心に講義を行ないます。契約法の基礎理論、売買ならびに賃貸借契約を中心に民法

典中の典型契約が主要なテーマとなります。これらを学習すること通して、法学的な客観的視点で事象を分析し、問題を発見する能力、論理的思考力を養
うことを目的としています。
授業目標：

契約法の基本的な知識を習得し、ならびに契約とは何かについて説明できるようになること。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

○ ◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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開 講 年 次 ⚓年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 契約法Ⅰ（Contract Law Ⅰ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 新城 将孝

履 修 条 件
前提科目 私法学Ⅰ、私法学Ⅱ、ビジネス法Ⅰ、ビジネス法Ⅱ（同時履修も含め、好ましい。）

そ の 他

授業概要：
民法典の中に点在する個々の法制度および概念を契約の成立から終了まで流れに沿って集約し、契約に関する基本的な知識等を修得できるようにします。

今般の改正法にも対応できるよう努めます。
授業目標：

契約法についての概要の理解および法的ものの見方を身に付けることを目標とします。
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養
○ ◎

授業計画、事前学習・事後学習、形式

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1

ガイダンス：開講にあたり、ガイダンスを
行う。受講における約束、テスト、評価等の
説明等を行う。契約法の特色（概要）を示
し、契約法Ⅱを学んでいくうえでの心構え
等を説明する。

事前：
事後：次回講義のための準備六法・テキスト等の購入、ビジネス法分野に

ついての事前のチェックをする。契約法とは何かについて考える。

講義 75分、質疑応答お
よびリアクション・ペ
ーパーの記入 15分。

2
民法（債権法）のガイダンスを行う。民法の
構成、債権の発生原因、諸制度の趣旨と目
的について概説する。

事前：民法の構成、債権の発生原因、諸制度の趣旨と目的について確認す
る。

事後：民法の構成、債権の発生原因、諸制度の趣旨と目的について確認
し、ノートにまとめる。

講義 75分、質疑応答お
よびリアクション・ペ
ーパーの記入 15分。

3
契約法理解のため、物権と物権変動につい
て概観する。物権の意義、物権の種類、物権
変動、二重譲渡等について概説する。

事前：物権の意義､物権の種類、物権変動､二重譲渡等について確認する。
事後：物権の意義、物権の種類、物権変動、二重譲渡等について確認し、

ノートにまとめる。

講義 75分、質疑応答お
よびリアクション・ペ
ーパーの記入 15分。

4
民法の改正と契約現象について概観する。
民法の諸改正、債権法の改正について概説
する。

事前：民法の諸改正、債権法の改正、契約現象について確認する。
事後：民法の諸改正、債権法の改正、契約現象について確認し、ノートに

まとめる。

講義 75分、質疑応答お
よびリアクション・ペ
ーパーの記入 15分。

5 契約法の構成について概観する。契約総則、
契約各則について概説する。

事前：契約総則、契約各則について確認する。
事後：契約総則、契約各則について確認し、ノートにまとめる。

講義 75分、質疑応答お
よびリアクション・ペ
ーパーの記入 15分。

6

契約の種類について概観する。典型契約と
非典型契約、双務契約と片務契約、有償契
約と無償契約、諾成契約と要物契約、単発
契約と継続契約、事業者契約と消費者契約、
二当事者契約と多当事者契約等について概
説する。

事前：典型契約と非典型契約、双務契約と片務契約、有償契約と無償契
約、諾成契約と要物契約、事業者契約と消費者契約、二当事者契約
と多当事者契約等について確認する。

事後：典型契約と非典型契約、双務契約と片務契約、有償契約と無償契
約、諾成契約と要物契約、事業者契約と消費者契約、二当事者契約
と多当事者契約等について確認し、ノートにまとめる。

講義 75分、質疑応答お
よびリアクション・ペ
ーパーの記入 15分。

7

契約の意義と契約法の形成と思想について
概観する。契約の意義、近代契約法の形成
と思想、現代契約法の形成と思想について
概説する。

事前：契約の意義、近代契約法の形成と思想、現代契約法の形成と思想に
ついて確認する。

事後：契約の意義、近代契約法の形成と思想、現代契約法の形成と思想に
ついて確認し、ノートにまとめる。

講義 75分、質疑応答お
よびリアクション・ペ
ーパーの記入 15分。

8
契約の自由の原則とその制限について概観
する。契約の自由の原則と現実のずれ、契
約自由の原則と制限等について概説する。

事前：契約の自由の原則と現実のずれ、契約自由の原則と制限等につい
て確認する。

事後：契約の自由の原則と現実のずれ、契約自由の原則と制限等につい
て確認し、ノートにまとめる。

講義 75分、質疑応答お
よびリアクション・ペ
ーパーの記入 15分。

9

意思自治の原理（契約の拘束力）について
概観する。契約の意義と契約の拘束力、稀
薄な意思による拘束（約款取引）、合意によ
る拘束の限界（事情変更の原則）等につい
て概説する。

事前：契約の意義と契約の拘束力、稀薄な意思による拘束（約款取引）、
合意による拘束の限界（事情変更の原則）等について確認する。

事後：契約の意義と契約の拘束力、稀薄な意思による拘束（約款取引）、
合意による拘束の限界（事情変更の原則）等について確認し、ノー
トにまとめる。

講義 75分、質疑応答お
よびリアクション・ペ
ーパーの記入 15分。

10

契約の完結性について概観する。契約の完
結性とその意義、契約の個別性、契約の固
定性、契約成立段階における課題、契約成
立後の課題、契約存続中の課題、契約終了
段階での課題、契約と他の契約と関連性（個
別性・相対性の例外）、契約の完結性の修正
等について概説する。

事前：契約の完結性とその意義、契約の個別性、契約の固定性、契約成立
段階・契約成立後・契約存続中・契約終了段階での課題、契約の完
結性の修正等について確認する。

事後：契約の完結性とその意義、契約の個別性、契約の固定性、契約成立
段階・契約成立後・契約存続中・契約終了段階での課題、契約の完
結性の修正等について確認し、ノートにまとめる。

講義 75分、質疑応答お
よびリアクション・ペ
ーパーの記入 15分。

11

契約の成立について概観する。契約の申込
みと承諾による契約の成立、それ以外の方
法による契約の成立、約款と定型約款、懸
賞広告等について概説する。

事前：契約の申込みと承諾による契約の成立、それ以外の方法による契
約の成立、約款と定型約款、懸賞広告等について確認する。

事後：契約の申込みと承諾による契約の成立、それ以外の方法による契
約の成立、定型約款、懸賞広告等について確認し、ノートにまとめ
る。

講義 75分、質疑応答お
よびリアクション・ペ
ーパーの記入 15分。
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教本：
「ポケット六法」または「デイリ―六法」等、六法は必ず準備してください。

参考文献：
初回講義日に伝えます。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業参加状況等（25％）、小テスト・レポート等（25％）、定期試験（50％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
授業への参加等を積極的とし、特に六法の活用を心掛けてください。予習・復習もお願いします。

オフィスアワー：
初回講義日に伝えます。

12
契約の効力（その⚑）について概観する。同
時履行の抗弁権、危険負担について概説す
る。

事前：同時履行の抗弁権、危険負担、第三者のためにする契約について確
認する。

事後：同時履行の抗弁権、危険負担、第三者のためにする契約について確
認し、ノートにまとめる。

講義 75分、質疑応答お
よびリアクション・ペ
ーパーの記入 15分。

13

契約の効力（その⚒）、契約譲渡について概
観する。第三者のためにする契約、契約譲
渡（契約上の地位の移転）について概説す
る。

事前：第三者のためにする契約、契約譲渡（契約上の地位の移転）につい
て確認する。

事後：第三者のためにする契約、契約譲渡（契約上の地位の移転）につい
て確認し、ノートにまとめる。

講義 75分、質疑応答お
よびリアクション・ペ
ーパーの記入 15分。

14
契約の解除（その⚑）について概観する。契
約の解除とその種類、解除権の行使につい
て概説する。

事前：契約の解除とその種類、解除権の行使について確認する。
事後：契約の解除とその種類、解除権の行使について確認し、ノートにま

とめる。

講義 75分、質疑応答お
よびリアクション・ペ
ーパーの記入 15分。

15
契約の解除（その⚒）について概観する。解
除の効果、解除権の消滅等について概説す
る。

事前：解除の効果、解除権の消滅等について確認する。
事後：解除の効果、解除権の消滅等について確認し、ノートにまとめる。

講義 75分、質疑応答お
よびリアクション・ペ
ーパーの記入 15分。
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開 講 年 次 ⚓年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 契約法Ⅱ（Contract Law Ⅱ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 新城 将孝

履 修 条 件
前提科目 私法学Ⅰ・Ⅱ、ビジネス法Ⅰ・Ⅱ 契約法Ⅰ（同時履修も含め、好ましい。）

そ の 他 なし

授業概要：
民法典の中に点在する個々の法制度および疑念を契約の成立から終了まで流れ沿って概説します。また、契約に関する基本的な知識等を修得できるよう

にし、契約実務等を強く意識したものとします。契約法各論の分野となります
授業目標：

契約法について、その概要の理解および法的ものの見方を身につけ、実務への応用を図りうることを目標とします。
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養
○ ◎

授業計画、事前学習・事後学習、形式

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1

ガイダンス：開講にあたり、ガイダンスを行う。受
講における約束、テスト、評価等の説明等を行う。
契約法の特色（概要）を示し、契約法Ⅱを学んでい
くうえでの心構え等を説明する。

事前：
事後：次回講義のための準備六法・テキスト等の購入、ビジネス法

分野についての事前のチェックをする。契約法とは何かに
ついて考える。

講義 75分、質疑応答お
よびリアクション・ペ
ーパーの記入 15分。

2 贈与契約について概観する。贈与の意義、贈与の
成立、贈与の効力、特殊の贈与について概説する。

事前：贈与の意義、贈与の成立、贈与の効力、特殊の贈与について
確認する。

事後：贈与の意義、贈与の成立、贈与の効力、特殊の贈与について
確認し、ノートにまとめる。

講義 75分、質疑応答お
よびリアクション・ペ
ーパーの記入 15分。

3
売買契約（その⚑）について概観する。売買契約の
意義、売買契約の成立、売買契約の効力について
概説する。

事前：売買契約の意義、売買契約の成立、売買契約の効力について
確認する。

事後：売買契約の意義、売買契約の成立、売買契約の効力について
確認し、ノートにまとめる。

講義 75分、質疑応答お
よびリアクション・ペ
ーパーの記入 15分。

4 売買契約（その⚒）について概観する。買い戻し、
特殊の売買について概説する。

事前：買い戻し、特殊の売買について確認する。
事後：買い戻し、特殊の売買について確認し、ノートにまとめる。

講義 75分、質疑応答お
よびリアクション・ペ
ーパーの記入 15分。

5
消費貸借契約について概観する。消費貸借の意義、
消費貸借の成立、消費貸借の効力について概説す
る。

事前：消費貸借の意義、消費貸借の成立、消費貸借の効力について
確認する。

事後：消費貸借の意義、消費貸借の成立、消費貸借の効力について
確認し、ノートにまとめる。

講義 75分、質疑応答お
よびリアクション・ペ
ーパーの記入 15分。

6
賃貸借契約（その⚑）について概観する。賃貸借契
約の意義、賃貸借契約の効力、当事者の交替（転
貸）、賃貸借契約の機関と終了について概説する。

事前：賃貸借契約の意義、賃貸借契約の効力、当事者の交替（転
貸）、賃貸借契約の機関と終了について確認する。

事後：賃貸借契約の意義、賃貸借契約の効力、当事者の交替（転
貸）、賃貸借契約の機関と終了について確認し、ノートにま
とめる。

講義 75分、質疑応答お
よびリアクション・ペ
ーパーの記入 15分。

7 賃貸借契約（その⚒）について概観する。借地の法
律関係、借家の法律関係について概説する。

事前：借地の法律関係、借家の法律関係について確認する。
事後：借地の法律関係、借家の法律関係について確認し、ノートに

まとめる。

講義 75分、質疑応答お
よびリアクション・ペ
ーパーの記入 15分。

8
使用貸借契約について概観する。使用貸借契約の
意義、使用貸借契約の効力、使用貸借契約の終了
について概説する。

事前：使用貸借契約の意義、使用貸借契約の効力、使用貸借契約の
終了について確認する。

事後：使用貸借契約の意義、使用貸借契約の効力、使用貸借契約の
終了について確認し、ノートにまとめる。

講義 75分、質疑応答お
よびリアクション・ペ
ーパーの記入 15分。

9 雇用契約について概観する。雇用契約の意義、雇
用契約の効力、雇用契約の終了について概説する。

事前：雇用契約の意義、雇用契約の効力、雇用契約の終了について
確認する。

事後：雇用契約の意義、雇用契約の効力、雇用契約の終了について
確認し、ノートにまとめる。

講義 75分、質疑応答お
よびリアクション・ペ
ーパーの記入 15分。

10 請負契約について概観する。請負契約の意義、請
負契約の効力、請負契約の終了について概説する。

事前：請負契約の意義、請負契約の効力、請負契約の終了について
確認する。

事後：請負契約の意義、請負契約の効力、請負契約の終了について
確認し、ノートにまとめる。

講義 75分、質疑応答お
よびリアクション・ペ
ーパーの記入 15分。

11 委任契約について概観する。委任契約の意義、委
任契約の効力、委任契約の終了について概説する。

事前：委任契約の意義、委任契約の効力、委任契約の終了について
確認する。

事後：委任契約の意義、委任契約の効力、委任契約の終了について
確認し、ノートをまとめる。

講義 75分、質疑応答お
よびリアクション・ペ
ーパーの記入 15分。

12 寄託契約について概観する。寄託契約の意義、寄
託契約の効力、寄託契約の終了について概説する。

事前：寄託契約の意義、寄託契約の効力、寄託契約の終了について
確認する。

事後：寄託契約の意義、寄託契約の効力、寄託契約の終了について
確認し、ノートをまとめる。

講義 75分、質疑応答お
よびリアクション・ペ
ーパーの記入 15分。
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教本：
「ポケット六法」または「デイリ―六法」等、六法は必ず準備してください。

参考文献：
初回講義日に伝えます。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業参加状況等（25％）、小テスト・レポート等（25％）、定期試験（50％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
授業への参加等を積極的とし、特に六法の活用を心掛けてください。予習・復習もお願いします。

オフィスアワー：
初回講義日に伝えます。

13
組合契約（その⚑）について概観する。組合契約の
意義、組合契約の成立、組合の業務執行について
概説する。

事前：組合契約の意義、組合契約の成立、組合の業務執行について
確認する。

事後：組合契約の意義、組合契約の成立、組合の業務執行について
確認し、能登を求める。

講義 75分、質疑応答お
よびリアクション・ペ
ーパーの記入 15分。

14
組合契約（その⚒）について概観する。組合の財産
関係、組合員の変動、組合の解散および清算につ
いて概説する。

事前：組合の財産関係、組合員の変動、組合の解散および清算につ
いて確認する。

事後：組合の財産関係、組合員の変動、組合の解散および清算につ
いて確認し、ノートをまとめる。

講義 75分、質疑応答お
よびリアクション・ペ
ーパーの記入 15分。

15
終身定期金契約、和解契約について概観する。終
身定期金の契約の意義、終身定期金の効力、和解
契約の意義、和解契約の効力等について概説する。

事前：終身定期金の契約の意義、終身定期金の効力、和解契約の意
義、和解契約の効力等について確認する。

事後：終身定期金の契約の意義、終身定期金の効力、和解契約の意
義、和解契約の効力等について確認し、ノートをまとめる。

講義 75分、質疑応答お
よびリアクション・ペ
ーパーの記入 15分。
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教本：
柳田 仁編著『原価計算ガイダンス』中央経済社、￥2,600＋税

参考文献：
岡本清・廣本敏郎編著 新検定『簿記講義（⚒級工業簿記）』

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
平常点（20％）定期試験（80％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
簿記原理Ⅰ・Ⅱを理解していることが前提となる。簿記を学んでから履修することを希望する。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 序、工業簿記の特色 事前：テキストの予習
事後：復習 講義

2 原価計算基準と原価の一般概念 事前：テキストの予習
事後：復習 講義

3 原価の要素・種類 事前：テキストの予習
事後：復習 講義

4 原価の態様、非原価項目 事前：テキストの予習
事後：復習 講義

5 原価計算の意義と目的、原価計算の種類 事前：テキストの予習
事後：復習 講義

6 工業簿記の構造、材料費の計算Ⅰ 事前：テキストの予習
事後：復習 講義

7 材料費の計算Ⅱ 事前：テキストの予習
事後：復習 講義

8 労務費の計算Ⅰ 事前：テキストの予習
事後：復習 講義

9 労務費の計算Ⅱ 事前：テキストの予習
事後：復習 講義

10 経費の計算 事前：テキストの予習
事後：復習 講義

11 製造間接費の配賦計算Ⅰ 事前：テキストの予習
事後：復習 講義

12 製造間接費の配賦計算Ⅱ 事前：テキストの予習
事後：復習 講義

13 製造間接費の配賦計算Ⅲ 事前：テキストの予習
事後：復習 講義

14 部門別計算 事前：テキストの予習
事後：復習 講義

15 個別原価計算 事前：テキストの予習
事後：復習 講義

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 原価計算論Ⅰ（Cost Accounting Ⅰ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 川口 修

履 修 条 件
前提科目 簿記原理Ⅰ、Ⅱ

そ の 他 なし

授業概要：
工業簿記は、資本の調達・運用・返還についての記帳は商業と同じであるが、製造過程という内部活動を有していることが特徴である。その製造現場で

の価値移転の記録計算が必要とされる。すなわち、原価計算の領域である。原価計算では、原価を材料費・労務費・経費の⚓つに分類して計算把握し、そ
の消費額を製品（給付）と関連づける計算を行う。この原価計算と財務会計との関連について論じ、具体的な計算例を使用して講義する。
授業目標：

工業の簿記会計の理解がテーマである。簿記検定⚒級工業簿記の範囲を理解することを目標として講義を行う。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
渋谷武夫編著『スタディガイド原価計算』中央経済社

参考文献：
初回講義日に伝える。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業参加状況等（20％）、小テスト・レポート等（80％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
遅刻・欠席をしないこと。電卓を用意すること。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

⚑･⚒ 原価計算の基礎概念 事前：実際原価とは
事後：原価 講義

⚓～⚕ 費目別原価計算 事前：なし
事後：材料費・労務費・経費 講義

⚖･⚗ 製造間接費の配賦 事前：製造間接費の内容
事後：予定配賦 講義

⚘ 演習 事前：なし
事後：なし 講義

⚙ 個別原価計算 事前：受注生産形態とは
事後：指図書別原価計算 講義

10～12 総合原価計算 事前：大量生産形態とは
事後：仕掛品の評価 講義

13･14 演習 事前：なし
事後：なし 講義

15 まとめ 事前：なし
事後：なし 講義

開 講 年 次 ⚓年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 原価計算論Ⅰ（Cost Accounting Ⅰ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 渋谷 武夫

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
原価計算制度を中心とした実際原価計算の諸方法を、工業簿記と関連付けて講義する。すなわち、費目別計算から製品別計算までの基本的諸方法を取り

上げる。

授業目標：
製品の実際製造原価がどのように構成されるかの理解を目指す。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
柳田 仁編著『原価計算ガイダンス』中央経済社、￥2,600＋税

参考文献：
岡本清・廣本敏郎編著 新検定『簿記講義（⚒級工業簿記）』

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
平常点（20％）、定期試験（80％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
工業簿記Ⅰを履修・理解していることが前提となる。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 工業簿記Ⅰの復習 事前：テキストの予習
事後：復習 講義

2 総合原価計算Ⅰ（総合原価計算の意義） 事前：テキストの予習
事後：復習 講義

3 総合原価計算Ⅱ（単一工程単純総合原価計算、平均法と先入先出法） 事前：テキストの予習
事後：復習 講義

4 総合原価計算Ⅲ（特級別計算・組別計算） 事前：テキストの予習
事後：復習 講義

5 総合原価計算Ⅳ（工程別計算） 事前：テキストの予習
事後：復習 講義

6 総合原価計算Ⅴ（仕損品の処理） 事前：テキストの予習
事後：復習 講義

7 標準原価計算Ⅰ（意義） 事前：テキストの予習
事後：復習 講義

8 標準原価計算Ⅱ（材料費差異・労務費差異） 事前：テキストの予習
事後：復習 講義

9 標準原価計算Ⅲ（間接費差異Ⅰ） 事前：テキストの予習
事後：復習 講義

10 標準原価計算Ⅳ（間接費差異Ⅱ） 事前：テキストの予習
事後：復習 講義

11 CVP分析（損益分岐点分析） 事前：テキストの予習
事後：復習 講義

12 直接原価計算Ⅰ 事前：テキストの予習
事後：復習 講義

13 直接原価計算Ⅱ 事前：テキストの予習
事後：復習 講義

14 営業費計算 事前：テキストの予習
事後：復習 講義

15 まとめ 事前：テキストの予習
事後：復習 講義

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 原価計算論Ⅱ（Cost Accounting Ⅱ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 川口 修

履 修 条 件
前提科目 原価計算論Ⅰ

そ の 他 なし

授業概要：
工業簿記は、資本の調達・運用・返還についての記帳は商業と同じであるが、製造過程という内部活動を有していることが特徴である。その製造現場で

の価値移転の記録計算が必要とされる。すなわち、原価計算の領域である。原価計算では、原価を材料費・労務費・経費の⚓つに分類して計算把握し、そ
の消費額を製品（給付）と関連づける計算を行う。この原価計算と財務会計との関連について論じ、具体的な計算例を使用して講義する。「工業簿記Ⅰ」で
学んだことを基礎にさらに総合原価計算・標準原価計算などを学ぶ。
授業目標：

工業の簿記会計の理解がテーマである。簿記検定⚒級工業簿記の範囲を理解することを目標として講義を行う。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
渋谷武夫編著『スタディガイド原価計算』中央経済社

参考文献：
初回講義日に伝える。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業参加状況等（20％）、小テスト・レポート等（80％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
欠席・遅刻をしないこと。電卓を用意すること。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

⚑･⚒ 損益分岐分析 事前：変動費・固定費とは
事後：損益分岐点 講義

⚓ 演習 事前：なし
事後：なし 講義

⚔～⚖ 標準原価計算 事前：標準原価とは
事後：差異分析 講義

⚗ 演習 事前：なし
事後：なし 講義

⚘ 差額原価収益分析 事前：なし
事後：機会原価・埋没原価 講義

⚙ 演習 事前：なし
事後：なし 講義

10～12 設備投資の経済性計算 事前：キャッシュフローとは
事後：割引現在価値 講義

13･14 演習 事前：なし
事後：なし 講義

15 まとめ 事前：なし
事後：なし 講義

開 講 年 次 ⚓年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 原価計算論Ⅱ（Cost Accounting Ⅱ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 渋谷 武夫

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
標準原価計算、損益分岐分析、差額原価収益分析などの原価計算の諸方法をできるだけ平易に講義する。

授業目標：
原価管理・利益管理・意思決定などへの原価計算の利用方法の習得を目指す。同時に、中級簿記検定試験受験に対応できるよう指導する。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
プリントを配布する。

参考文献：
佐久間淳一、加藤重広、町田健（2004）『言語学入門』研究社 ￥1,944
佐久間淳一（2008）『言語学基本問題集』研究社 ￥2,052

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業内容への参加状況等（20％）、小テスト・提出物等（35％）、定期試験（45％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
人間の言語のしくみを考えます。日本語や知っている外国語を具体例として考えるので、興味がもてると思います。人間の言語の、機能的で精巧なつく

りに驚かされるでしょう。
オフィスアワー：

初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 オリエンテーション 世界の言語（分布・系統）について知り、日本語を相対
的に把握する。

事前：世界の言語を調べる
事後：ノート・プリントの整理

オリ 30分 講義 30分
考察30分

2 言語の特性（記号・恣意性・分節・体系・構造）を理解し、具体例を示しなが
ら説明できるようにする。

事前：言語の特性を調べる
事後：キーワードの説明

講義 40分 説明練習 20分
問題 30分

3 言語の機能：言語は何のためにあるかを考え話し合う。 事前：言語の機能について考える
事後：キーワードの説明 話し合い20分×⚒講義50分

4 言語学の対象（ラング・パロール・共時態・通時態）：言語学は、どのような
言語を考察の対象とするのかについて考える。

事前：キーワードを調べる
事後：キーワードの説明

講義 50分
練習問題 40分

5 言語の類型：異なる言語間で、共通した特徴や相違点について考え話し合う。 事前：⚒つ以上の言語の比較
事後：キーワードの説明

話し合い 20分 講義 40分
問題 30分

6 言語学の諸分野：言語はどのような側面から考察できるのかを考え話し合う。 事前：言語学の諸分野を調べる
事後：キーワードの説明

話し合い 20分
講義 40分 問題 30分

7 形態論①（形態素）：意味をもつ最小単位について考える。 事前：形態論、形態素を調べる
事後：キーワードの説明

講義 50分
練習問題 40分

8 形態論②（語構成）：単語は、意味をもつ単位によってどう構成されているか
を考え、例をあげ説明できるようにする。

事前：語構成について調べる
事後：キーワードの説明

話し合い 20分
講義 40分 練習 30分

9 形態論③（文法的意味をもつ形態素）：どの「形」がどんな文法的意味を表し、
語形の中にどう現れるのかについて考える。

事前：なし
事後：キーワードの説明

講義 50分
練習問題 40分

10 形態論④（文法的カテゴリー）：文法的意味の領域ごとに、対立する語形がど
のような意味を表すのかについて考える。

事前：文法的カテゴリーを調べる
事後：キーワードの説明

講義50分
練習問題40分

11 統語論①（文の構造）：⚑つの文の構造について分析する。 事前：統語論について調べる
事後：キーワードの説明

話し合い 20分
講義 40分 練習 30分

12 統語論②（日本語文法における統語論）：文法的意味の領域ごとに、日本語の
文がどんな構造になっているかを分析する。

事前：なし
事後：キーワードの説明

講義 50分
練習問題 40分

13 意味論：単語の意味を考える方法を学ぶ。 事前：意味論について調べる
事後：キーワードの説明

講義 50分
練習問題 40分

14 社会言語学：年齢・職業・地域等による言葉のちがいについて考え話し合う。 事前：社会言語学について調べる
事後：キーワードの説明

話し合い 20分
講義 40分 練習 30分

15 まとめ 事前：練習問題
事後：総復習、期末試験準備

質問・話し合い 40分
練習問題 50分

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 ⚑～⚓年：選択
⚔年：必修 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 言語学（Linguistics） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 松浦 恵津子

履 修 条 件
前提科目 日本語概論

そ の 他 なし

授業概要：
第⚑回～第⚕回で言語の特性や言語の類型について扱ったあと、分野別に中心的な項目について考える。そして、ふだん使っている身近な存在である言

語が、学問の対象として豊かで奥深い内容を擁していることに気づいていく。

授業目標：
⚑．諸言語から共通して取り出せる言語の特徴を理解し、どのようなしくみで人が言語を産出・理解しているのかを学ぶ。
⚒．言語学の基礎的な考え方、言語を客観的に観察するための方法について学ぶ。
⚓．中学校・高等学校国語教員志望者の教材研究に必要な知識と方法を身につける。
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養
◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
資料（プリント）⚑～15

参考文献：
随時提示する。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業内容への参加状況等（30％）、小テスト・レポート等（20％）、定期試験（40％）、受講態度（10％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
母親が働くと家族にどんな影響を与えるか、これから家族はどのように変化していくのかなど共生社会に適応した家族関係を作ることに関心を持つよう

期待しています。
オフィスアワー：

初回講義日に伝える。火曜日 ⚓限

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 ガイダンス 事前：ガイダンス
事後：新しい家族の流れ

講義 60分
発表 30分

2･3 新しい家族の流れ 事前：プリントの下読み
事後：理想のライフプラン

講義 60分
発表 30分

4･5 理想とする人生及び現実になりそうな人生の⚘タイプ 事前：プリントの下読み
事後：フルタイムについて

講義 60分
発表 30分

6 フルタイム Ａ子さんの場合 事前：プリントの下読み
事後：夫婦別姓特集

講義 30分
グループワーク 30分

発表 30分

7 夫婦別姓の将来 事前：プリントの下読み
事後：

講義 30分
グループワーク 30分

発表 30分

8 さまざまな離婚 事前：プリントの下読み
事後：さまざまな離婚

講義 30分
グループワーク 30分

発表 30分

9 ワーキングカップルの記録 事前：プリントの下読み
事後：ワーキングカップルの記録

講義 30分
グループワーク 30分

発表 30分

10 自分のことは自分で：「人間力」を育てる親の役割 事前：プリントの下読み
事後：人間力について

講義 30分
グループワーク 30分

発表 30分

11 親子のコミュニケーション 事前：プリントの下読み
事後：親子のコミュニケーション

講義 30分
グループワーク 30分

発表 30分

12 女性介護から社会介護へ 事前：プリントの下読み
事後：社会介護へ

講義 60分
発表 30分

13 心の癒やし「傾聴ボランティア」 事前：プリントの下読み
事後：傾聴ボランティア

講義 60分
発表 30分

14 老後は「粋」な輝き 事前：プリントの下読み
事後：老後は粋

講義 60分
発表 30分

15 「ミッション」をみつける親の役割 事前：プリントの下読み
事後：ミッションをみつける

講義 60分
発表 30分

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 現代家族論（Home Economics） 科目分類 基礎科目

担 当 教 員 藤巻 静代

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
女性の生き方の多様化に伴い、各自がライフプランを構築する機会を作ることにより、新しい家族のあり方を考察する。講義では、自分の意見を持ち、

発言する力を養うと同時に友人の意見も大切にできるような環境のなかで、自立した人間を育てることを目的とする。
現代社会は、「男は仕事、女は家庭」という伝統的な性別役割分業社会から、男女による性別にとらわれず、人間としての役割の多様性に力点を置いた共

生社会への転換期である。この共生社会に適応する現代家族のあり方を中心に講義する。特に、女性の就労が家族に及ぼす影響について考察する。
授業目標：

共生社会に適応する家族関係のあり方をとおして人間力を育てること。
人生100年時代の理想のライフプランを各自作成すること。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
『「語り論」が拓く文学の授業』（中村龍一著 ひつじ書房）

参考文献：
・授業時に紹介する

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業内容への参加状況等（20％）、小テスト・レポート等（40％）、定期試験（40％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
レポート課題をしっかり提出する。

オフィスアワー：
水曜日昼休み

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 ・現代小説の作家たちを紹介し、自分の読書経験を話し合う 事前：なし
事後：感想200字 講義 60分、話し合い 30分

2 ・「第三項 語り論」とは何か？ 村上春樹「運転手は吸血鬼」を例に検討する 事前：作品を読んでくる
事後：感想200字

講義 30分、作品を読読む
30分、話し合い 30分

3 ・物語と小説の峻別を学ぶ。あまんきみこ童話「おにたのぼうし」を例に検討する 事前：作品を読んでくる
事後：感想200字

講義 30分、作品を読読む
30分、話し合い 30分

4 ・江國香織「デユーク」を読み、感想交流をする。少年はデユークか？ 現代小説を読
むことは「謎解き」である

事前：作品を読んでくる
事後：感想200字

講義 30分、作品を読読む
30分、話し合い 30分

5 ・再読という考え方を学び、「デユーク」の謎を話し合いで解いてみる 事前：作品を読んでくる
事後：感想200字

講義 30分、作品を読読む
30分、話し合い 30分

6 ・「メディアミックス」という概念を学び、映画「デユーク」を鑑賞し、原作と比較し
話し合う。

事前：作品を読んでくる
事後：感想200字

講義 20分、映画鑑賞 40分、
話し合い 30分

7 ・吉本ばなな「みどりのゆび」を読み、感想交流をする。この小説の謎を考える。 事前：作品を読んでくる
事後：感想200字

講義 30分、作品を読読む
30分、話し合い 30分

8 ・再読で「みどりのゆび」の謎を解く。〈みどりのゆび〉とは何か 事前：作品を読んでくる
事後：感想200字

講義 30分、作品を読読む
30分、話し合い 30分

9 ・岩波少年文庫「みどりのゆび」を読み、」吉本ばなな「みどりのゆび」と比較する。
物語原型を学ぶ。

事前：作品を読んでくる
事後：感想200字

作品を読読む 60分、話し合
い 30分

10 ・川上弘美「神様」を読み、感想交流をする。ファンタジーを考える。小説は全てファ
ンタジーである

事前：作品を読んでくる
事後：感想200字

講義 30分、作品を読読む
30分、話し合い 30分

11 ・再読で「神様」謎を解く。なぜ、題名が「神様」か？ 事前：作品を読んでくる
事後：感想200字

講義 30分、作品を読読む
30分、話し合い 30分

12 ・続編「草上の昼食」を読み、私と熊の愛の結末を語り合う。 事前：作品を読んでくる
事後：感想200字

作品を読読む 45分、話し合
い 45分

13 ・村上春樹「象の消滅」を読み、感想交流する。この小説の謎、象と調教師の消滅を考
える

事前：作品を読んでくる
事後：感想200字

講義 30分、作品を読読む
30分、話し合い 30分

14 ・「象の消滅」の謎を解く。ノーベル賞と村上春樹について考えてみる。 事前：作品を読んでくる
事後：感想200字

作品を読読む 30分、話し合
い 30分、講義 30分

15 ・まとめ「現代小説と〈他者〉」について文章でまとめる 事前：なし
事後：感想1,200字 講義 30分、まとめ 60分

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 現代文学研究Ａ（散文）（Contemporary Literature Research Ａ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 中村 龍一

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
⑴ 現代小説を「第三項 語り論」の「〈読み〉の原理」で読む
⑵ 現代文学の世界観認識を読み解き、現代を生きる人間の問題の認識を深める

授業目標：
⑴ 現代小説の代表的作品を講読し、語り合う。
⑵ 現代人の生きる課題を追求し、自らの生き方を問い直す。
⑶ レポート、ディスカッションの表現力・対話力の向上を目指す。
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養
◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
『教科書で出会った名詞100選』（石原千秋編 新潮文庫）

参考文献：
教室で提示します。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
平常点（50％）、定期試験（50％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
授業で詩をじっくり読んで、レポート課題に取り組みましょう。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 オリエンテーションとして「詩のことば」について考えます。様々な日常的な言葉と
詩的な言葉の違いを話し合います。

事前：詩の言葉を考える
事後：内容のまとめ

講義 60分、グループワーク
20分、発表 10分

2 現代詩の始まりとして、戦争と詩の関わりを戦中・戦後を通じて学びます。問題点を
整理し話し合います。

事前：課題作を読んでくる
事後：内容のまとめ

講義 60分、グループワーク
20分、発表 10分

3 原民喜の詩などを題材にして原爆詩について学びます。原爆ちという大きな災禍を
詩がどのように描いたのか考えます。

事前：課題作を読んでくる
事後：内容のまとめ

講義 60分、グループワーク
20分、発表 10分

4 鮎川信夫の詩を基にして、戦争で生き残った詩人が戦死した仲間に対して残した言
葉について話し合います。

事前：課題作を読んでくる
事後：内容のまとめ

講義 60分、グループワーク
20分、発表 10分

5 田村隆一の詩を題材にして、戦後から立ち直りつつある時期の日本社会と詩の関わ
りを議論します。

事前：課題作を読んでくる
事後：内容のまとめ

講義 60分、グループワーク
20分、発表 10分

6 谷川俊太郎の詩を扱いながら、高度経済成長期に向かいつつある日本を詩の言葉か
ら捉えます。

事前：課題作を読んでくる
事後：内容のまとめ

講義 60分、グループワーク
20分、発表 10分

7 まどみちおの詩「ぞうさん」などを基に、子供向けの詩について考えます。問題点を
考え話し合います。

事前：課題作を読んでくる
事後：内容のまとめ

講義 60分、グループワーク
20分、発表 10分

8 入沢康夫「未確認飛行物体」を題材に、非現実的なモノを空想する人間の想像力と詩
を結び付けて考えます。

事前：課題作を読んでくる
事後：内容のまとめ

講義 60分、グループワーク
20分、発表 10分

9 石牟礼道子の詩を題材にして、水俣病について学びます。社会の問題に対して詩の
果たす役割を議論します。

事前：課題作を読んでくる
事後：内容のまとめ

講義 60分、グループワーク
20分、発表 10分

10 川崎洋の詩を題材にして、方言や挨拶などの日本語の面白さを扱った詩について考
えます。

事前：課題作を読んでくる
事後：内容のまとめ

講義 60分、グループワーク
20分、発表 10分

11 茨城のり子と石垣りんという二人の詩人の作品を扱い、それぞれの特徴をとらえ言
葉を読み比べます。

事前：課題作を読んでくる
事後：内容のまとめ

講義 60分、グループワーク
20分、発表 10分

12 伊藤比呂美の詩「カノコ殺し」を題材にして、社会の中で生命が管理されてきた問題
について議論します。

事前：課題作を読んでくる
事後：内容のまとめ

講義 60分、グループワーク
20分、発表 10分

13 1968年に起こった出来事について学び、詩と関連付けて捉えなおします。問題点を
あぶり出して議論します。

事前：課題作を読んでくる
事後：内容のまとめ

講義 60分、グループワーク
20分、発表 10分

14 現代の短歌（ライトヴァース）を扱います。社会の中で生きる個人から生み出される
詩の言葉について話し合います。

事前：課題作を読んでくる
事後：内容のまとめ

講義 60分、グループワーク
20分、発表 10分

15 現代詩という視点からヒップホップの歌詞を精読します。意味とリズムに加え、同
時代の文脈を探して議論します。

事前：課題作を読んでくる
事後：レポート準備

講義 60分、グループワーク
20分、発表 10分

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 現代文学研究Ｂ（韻文）（Study of Contemporary Japanese Literature） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 德本 善彦

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
⑴ 戦後文学における詩の流れを学び、代表的詩人の作品を鑑賞する。
⑵ 作品を精読し、声に出して読むことで言葉の新しい価値を見出し、詩の世界をより深く理解する。

授業目標：
⑴ 戦後詩史を踏まえ、現代詩人の代表的作品を鑑賞する。
⑵ 基本的な詩の「読み」かたを習得し、レポート課題を通して自分なりの作品論を書く。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
高乗正臣・奥村文男編『プラクティス 法学実践教室Ⅱ 憲法編 』

（成文堂）￥1,900＋税

参考文献：
授業中に適宜指示

成績評価の方法、評価基準：
小テスト・レポート等（30％）、定期試験（70％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
社会問題に関心を持ち、自分の見解を表現できるように日頃から訓練をして欲しい。具体的には、ニュースをみる、新聞を読む、考えた事をメモするな

どである。当たり前と思っていることに目を向け、共に考えて行きたいと思う。
オフィスアワー：

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 憲法とは何か
憲法学習の勧め、憲法学習の基礎、憲法と法律の違い

事前：なし
事後：概念の整理 講義

2 国家と国家権力と憲法
国家と憲法と国家機関の違い、憲法の本質、憲法の前提

事前：テキスト ⚑章⚑節
事後：テキスト ⚑章⚑節 講義

3 憲法の任務
法の支配と法治主義

事前：テキスト ⚑章⚒節
事後：テキスト ⚑章⚒節 講義

4 大日本帝国憲法の基本構造と日本国憲法の成立過程
憲法成立の法理

事前：テキスト ⚒章
事後：テキスト ⚒章 講義

5 憲法⚙条と自衛隊
自衛権と憲法⚙条

事前：テキスト ⚕章⚗節
事後：テキスト ⚕章⚗節 講義

6 憲法⚙条と安保法制
集団的自衛権を中心に

事前：テキスト ⚕章⚗節
事後：テキスト ⚕章⚗節 講義

7 個人の尊厳と平等
マイノリティの人権保障

事前：テキスト ⚔章⚑節～⚖節
事後：テキスト ⚔章⚑節～⚖節 講義

8 精神的自由権
ヘイトスピーチを考える

事前：テキスト ⚔章⚗節
事後：テキスト ⚔章⚗節 講義

9 身体的自由権
死刑制度を考える

事前：テキスト ⚔章⚙節
事後：テキスト ⚔章⚙節 講義

10 経済的自由権
経済活動の特別な制限を中心に

事前：テキスト ⚔章⚘節
事後：テキスト ⚔章⚘節 講義

11 社会権
教育現場における憲法論

事前：テキスト ⚔章10節
事後：テキスト ⚔章10節 講義

12 国会・内閣・裁判所
総論

事前：テキスト ⚕章⚒節
事後：テキスト ⚕章⚒節 講義

13 国会・内閣・裁判所
各論

事前：テキスト ⚕章⚓節～⚔節
事後：テキスト ⚕章⚓節～⚔節 講義

14 憲法改正問題 ⑴
憲法⚙条改正論、家族条項

事前：テキスト ⚕章⚗節
事後：テキスト ⚕章⚗節 講義

15 憲法改正問題 ⑵
あるべき憲法を考える

事前：テキスト ⚔章⚑節
事後：テキスト ⚔章⚑節 講義

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 憲法（Constitutional Law） 科目分類 基礎科目

担 当 教 員 高乗 智之

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
この講義では、国家社会の基本法である日本国憲法の基本原理と大綱について理解が得られるように解説をする。ここでは、日本国憲法の基本構造と、

その課題を共有し、自らの力で憲法問題を考えることを中心目的とする。前半は、「法律的なものの考え方」の習得を目指し基礎理論の理解を目的とした説
明を行う。その後、日本国憲法の全体像を把握するため、人権や統治の基本事項を扱う。本講義では、立憲主義の原理原則、制度の背後にある理念、人権
思想を基にして、個々の事例について共に考えていきたい。
授業目標：

⑴「法律的思考」の習得と自らの言葉で憲法論を展開すること、⑵「憲法とは何か」についての理解を深めること、⑶日本国憲法の成立過程、日本国憲
法の具体的内容（憲法の性格と特色）、問題点などについて共に考えていくこと

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
高乗正臣・奥村文男編『プラクティス 法学実践教室Ⅱ 憲法編 』

（成文堂）￥1,900＋税、『ポケット六法』（有斐閣）￥2,090

参考文献：
『憲法判例百選 Ⅰ』（有斐閣）￥2,090
授業中に適宜指示

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
小テスト・レポート等（20％）、定期試験（80％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
社会問題に関心を持ち、自分の見解を表現できるように日頃から訓練をして欲しい。具体的には、ニュースをみる、新聞を読む、考えた事をメモするな

どである。当たり前と思っていることに目を向け、共に考えて行きたいと思う。
オフィスアワー：

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 憲法総論
憲法学習の基礎、憲法と法律の違い

事前：なし
事後：概念の整理 講義

2 国家と憲法
国家と憲法と国家機関の違い、憲法の前提、主権概念

事前：テキスト ⚑章
事後：テキスト ⚑章 講義

3 立憲主義と人権保障
人の支配と法の支配、民主政治の原理

事前：テキスト ⚑章
事後：テキスト ⚑章 講義

4 基本的人権総論 ⑴
基本的人権の歴史的発展、権利の法的性質

事前：テキスト ⚔章⚑節
事後：テキスト ⚔章⚑節 講義

5 基本的人権総論 ⑵
基本的人権の限界、公共の福祉の概念

事前：テキスト ⚔章⚑節
事後：テキスト ⚔章⚑節 講義

6 憲法14条と平等原則
合理的差別と不合理な差別

事前：テキスト p.79～p.81
事後：テキスト p.79～p.81 講義

7 精神的自由権 ⑴
思想良心の自由と起立斉唱職務命令

事前：テキスト p.82～p.83
事後：テキスト p.82～p.83 講義

8 精神的自由権 ⑵
表現の自由とその限界

事前：テキスト p.88～p.95
事後：テキスト p.88～p.95 講義

9 精神的自由権 ⑶
信教の自由と政教分離

事前：テキスト p.84～p.85
事後：テキスト p.84～p.85 講義

10 身体的自由権 ⑴
罪刑法定主義、適正手続主義

事前：テキスト p.102～p.104
事後：テキスト p.102～p.104 講義

11 身体的自由権 ⑵
死刑制度と憲法、罪刑法定主義、適正手続主義

事前：テキスト p.105～p.111
事後：テキスト p.105～p.111 講義

12 経済的自由権
二重の基準論、営業の自由と薬事法

事前：テキスト p.96～p.98
事後：テキスト p.96～p.98 講義

13 社会権
生存権と生活保護、教育を受ける権利と教育権

事前：テキスト p.112～p.129
事後：テキスト p.112～p.129 講義

14 参政権
国民主権と参政権、外国人の参政権問題

事前：テキスト p.135～p.142
事後：テキスト p.135～p.142 講義

15 新しい人権 事前：テキスト p.54～p.72
事後：テキスト p.54～p.72 講義

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 憲法学Ⅰ（Japanese Constitution Ⅰ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 高乗 智之

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
本講義は、国の根本法といわれる憲法の規定のうち、主として基本的人権の保障について理解が得られるように解説をし、日本国憲法の基本的人権の保

障構造、規範内容、実際の運用とその問題点を明らかにすることを目的とする。本講義の中心的目的は、学説・判例理論（具体的事例）の検討を通じて、
その論理構造の問題点と課題を明らかにすることに重点をおき、憲法学的思考方法の理解を深めることにある。具体的事例の考察を通じ、自らの力で憲法
論を展開し、問題解決能力を養う点にある。
授業目標：

⑴「法律的思考」の習得と自らの言葉で憲法論を展開すること、⑵「憲法とは何か」についての理解を深めること、⑶日本国憲法の人権保障とその課題
などについて共に考えていくこと
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養
◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
高乗正臣・奥村文男編『プラクティス 法学実践教室Ⅱ 憲法編 』

（成文堂）￥1,900＋税、『ポケット六法』（有斐閣）￥2,090

参考文献：
『憲法判例百選 Ⅱ』（有斐閣）￥2,090
授業中に適宜指示

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
小テスト・レポート等（20％）、定期試験（80％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
社会問題に関心を持ち、自分の見解を表現できるように日頃から訓練をして欲しい。具体的には、ニュースをみる、新聞を読む、考えた事をメモするな

どである。当たり前と思っていることに目を向け、共に考えて行きたいと思う。
オフィスアワー：

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 憲法総論
政治・統治・人権保障

事前：なし
事後：概念の整理 講義

2 憲法と国家哲学
国家・憲法・国家機関・国家権力・主権・国民

事前：テキスト ⚑章
事後：テキスト ⚑章 講義

3 立憲主義と統治機構の淵源
代表の理念と立憲主義、数の政治と理の政治

事前：テキスト ⚑章
事後：テキスト ⚑章 講義

4 天皇 ⑴
天皇の憲法上の地位、立憲君主制の本質

事前：テキスト p.143～p.156
事後：テキスト p.143～p.156 講義

5 天皇 ⑵
国事行為の法的性質

事前：テキスト p.151～p.154
事後：テキスト p.151～p.154 講義

6 憲法⚙条 ⑴
自衛隊の合憲性

事前：テキスト p.218～p.222
事後：テキスト p.218～p.222 講義

7 憲法⚙条 ⑵
自衛権・安全保障法制と憲法⚙条

事前：テキスト p.222～p.226
事後：テキスト p.222～p.226 講義

8 国会 ⑴
国会の地位と組織

事前：テキスト p.157～p.168
事後：テキスト p.157～p.168 講義

9 国会 ⑵
議院の権能とその限界

事前：テキスト p.169～p.173
事後：テキスト p.169～p.173 講義

10 内閣 ⑴
議院内閣制の本質

事前：テキスト p.174～p.177
事後：テキスト p.174～p.177 講義

11 内閣 ⑵
内閣の権能とその限界

事前：テキスト p.178～p.186
事後：テキスト p.178～p.186 講義

12 裁判所 ⑴
司法権の独立

事前：テキスト p.187～p.194
事後：テキスト p.187～p.194 講義

13 裁判所 ⑵
違憲立法審査権の本質

事前：テキスト p.194～p.200
事後：テキスト p.194～p.200 講義

14 地方自治
地方自治の本旨、地方自治の仕組み

事前：テキスト p.208～p.217
事後：テキスト p.208～p.217 講義

15 憲法改正論 事前：テキスト プリント
事後：テキスト プリント 講義

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 憲法学Ⅱ（Japanese Constitution Ⅱ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 高乗 智之

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
本講義は、国の根本法といわれる憲法の規定のうち、主として統治機構について理解が得られるように解説をし、日本国憲法下における政治権力のあり

方、理念、実際の運用とその問題点を明らかにすることを目的とする。制度は必ず伝統や哲学によって支えられているため、その制度的特徴を理解した上
で、憲法解釈論を展開できるようになることを目指す。
授業目標：

⑴「法律的思考」の習得と自らの言葉で憲法論を展開すること、⑵「憲法とは何か」についての理解を深めること、⑶日本国憲法の統治構造とその課題
などについて共に考えていくこと

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 TAの発展に関する考察 事前：シラバスの精読
事後：復習する 講義

2 自律性とはなにか 事前：資料精読
事後：コメントシート記入 講義と演習

3 TAの定義と哲学（基本理念） 事前：資料精読
事後：コメントシート記入 講義と演習

4 脚本の起源 事前：資料精読
事後：コメントシート記入 講義と演習

5 ストローク 事前：資料精読
事後：コメントシート記入 講義と演習

6 値引き 事前：資料精読
事後：コメントシート記入 講義と演習

7 ⚔つの受動的行動 事前：資料精読
事後：コメントシート記入 講義と演習

8 構造分析 事前：資料精読
事後：コメントシート記入 講義と演習

9 交流の分析 事前：資料精読
事後：コメントシート記入 講義と演習

10 脚本の発達 事前：資料精読
事後：コメントシート記入 講義と演習

11 ラケット分析 事前：資料精読
事後：コメントシート記入 講義と演習

12 ゲーム分析 事前：資料精読
事後：コメントシート記入 講義と演習

13 社交上の時間の構造化 事前：資料精読
事後：コメントシート記入 講義と演習

14 契約的手法 事前：資料精読
事後：コメントシート記入 講義と演習

15 まとめ 事前：資料精読
事後：コメントシート記入 講義

開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 行動観察法（Behavior Observation Method） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 菅沼 憲治

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
一般論として観察にはメガネが必要である。先人の心理学者は、理論構築の枠組みを、メガネにし、行動観察の業績を残している。本講義は、ERIC

BERNEにより生み出された交流分析の基礎理論を学ぶ。

授業目標：
交流分析（TRANSCTIONAL ANIYSIS：TA）における行動観察のポイントを学習する。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式

教本：
『TAベイシックス』、深沢道子監修、日本TA協会

参考文献：
『エリック・バーン 人生脚本のすべて』、江花昭一監訳、星和書店

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業参加状況等（60％）、小テスト・レポート等（40％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
自己分析と他者及び状況観察への取り組みが大切な授業です。

オフィスアワー：
初回講義日に伝えます。
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こ

教本：
『臨床面接のすすめ方』、M ハーセン・V. B. ヴァン・ハッセン著、日本評論社

参考文献：
授業中に随時紹介する。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業参加状況等（60％）、小テスト・レポート等（40％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
記録した資料を分析し気づいた点を考察する姿勢を持ちつつ授業に参加する。

オフィスアワー：
初回講義日に伝えます。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 オリエンテーション 事前：シラバスの精読
事後：復習する 講義

2 心理面接に関する包括的問題点とは 事前：資料精読
事後：コメントシート記入 講義と演習

3 面接の始まりと守秘義務 事前：資料精読
事後：コメントシート記入 講義と演習

4 ラポール、共感、リフレクション 事前：資料精読
事後：コメントシート記入 講義と演習

5 主訴の歴史 事前：資料精読
事後：コメントシート記入 講義と演習

6 病歴 事前：資料精読
事後：コメントシート記入 講義と演習

7 精神状態の査定 事前：資料精読
事後：コメントシート記入 講義と演習

8 インテーク面接のまとめ方 事前：資料精読
事後：コメントシート記入 講義と演習

9 防衛的になることへの対処 事前：資料精読
事後：コメントシート記入 講義と演習

10 多弁なクライエントに対処する 事前：資料精読
事後：コメントシート記入 講義と演習

11 面接を終わらせる 事前：資料精読
事後：コメントシート記入 講義と演習

12 いつ紹介するかを知る 事前：資料精読
事後：コメントシート記入 講義と演習

13 治療ターゲットを定める 事前：資料精読
事後：コメントシート記入 講義と演習

14 ケースフォーミュレーションの意味 事前：資料精読
事後：コメントシート記入 講義と演習

15 まとめ 事前：
事後：復習 講義

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 演習

授業科目(英文) 行動観察法演習（Practical Training of Behavior Observation） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 菅沼 憲治

履 修 条 件
前提科目 行動観察法を履修済みであること

そ の 他 なし

授業概要：
行動観察は、心理学の有力な研究方法である以上に心理面接技法として発展している。本講義は、心理面接を対象にして行動記録を映像と音声で記録し

検討することにより行動観察のスキルを習得する。

授業目標：
心理面接のコミュニケーションの2側面であるプロセスとコンテツを理解することで行動観察リテラシーを習得する。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

○ ◎

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
なし。授業中に資料を配布する。

参考文献：
杉山尚子『行動分析学入門』 ヒトの行動の思いがけない理由 集英社新書
リチャード・Ｗ・マロット『行動分析学入門』産業図書

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業参加状況等（50％）、テスト（50％）で総合評価する。

学生へのアドバイス：
講義には、グループワーク、ディスカッション、プレゼンテーション等を取り入れる。毎回の講義終了時には、コメントペーパーに講義内容から考えた

ことを書いて提出していただく。
オフィスアワー：

初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 オリエンテーション 事前：シラバスの確認
事後：講義内容の復習

講義 40分、ディスカッシ
ョン 30分、発表 20分

2 行動とは何か 事前：資料確認・課題検討
事後：具体的な事例について考える

講義 40分、ディスカッシ
ョン 30分、発表 20分

3 学習理論 事前：資料確認・課題検討
事後：具体的な事例について考える

講義 40分、ディスカッシ
ョン 30分、発表 20分

4 行動随伴性 事前：資料確認・課題検討
事後：具体的な事例について考える

講義 40分、ディスカッシ
ョン 30分、発表 20分

5 強化子出現による強化 事前：資料確認・課題検討
事後：具体的な事例について考える

講義 40分、ディスカッシ
ョン 30分、発表 20分

6 弱化子消失による強化 事前：資料確認・課題検討
事後：具体的な事例について考える

講義 40分、ディスカッシ
ョン 30分、発表 20分

7 弱化子出現による弱化 事前：資料確認・課題検討
事後：具体的な事例について考える

講義 40分、ディスカッシ
ョン 30分、発表 20分

8 強化子消失による弱化 事前：資料確認・課題検討
事後：具体的な事例について考える

講義 40分、ディスカッシ
ョン 30分、発表 20分

9 やめたいのにやめられない行動、しなくてはならないのにできない行動 事前：資料確認・課題検討
事後：具体的な事例について考える

グループディスカッショ
ン 60分、講義 30分

10 行動をどのように変えるか① 事前：資料確認・課題検討
事後：具体的な事例について考える

講義 60分、ディスカッシ
ョン 30分

11 行動をどのように変えるか② 事前：資料確認・課題検討
事後：具体的な事例について考える

講義 60分、ディスカッシ
ョン 30分

12 行動分析学を用いた事例プレゼンテーション① 事前：資料確認・課題検討
事後：具体的な事例について考える

発表 40分、ディスカッシ
ョン 30分

13 行動分析学を用いた事例プレゼンテーション② 事前：資料確認・課題検討
事後：具体的な事例について考える

講義 40分、ディスカッシ
ョン 30分、発表 20分

14 行動分析学を用いた事例プレゼンテーション③ 事前：資料確認・課題検討
事後：具体的な事例について考える

講義 40分、ディスカッシ
ョン 30分、発表 20分

15 まとめ 事前：授業全般の復習
事後：理解の補完 講義

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 行動分析学（Behavior Analysis） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 水本 深喜

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
私たちが日常生活で何気なくしている行動、どうしてもやめられない行動は、どのようにして形成されたものなのだろうか。行動分析学では、行動の原

因を個体の内部ではなく環境との関係から理解する。その理論は、子どもの発達支援等、多くの分野に応用されている。本講義では、行動分析学に基づき、
行動がどのように形成され、行動をどのような方法で変容させることができるのかについて学ぶ。
授業目標：

行動形成のメカニズムを分析し、行動変容の手段を考えることができるようになる。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
必要に応じて資料を配布する。

参考文献：
幼稚園教育要領・小学校国語学習指導要領
保育者になるための国語表現 田神貞一郎著 萌文書林

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業参加状況等（20％）、発表・レポート等（20％）、授業内試験（60％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
日頃からニュースや新聞など身の回りの言葉に興味を持ち、過ごしてほしい。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 母国語の特質について学び母国語力を育む意味を考える（担当：古金） 事前：シラバスを読んでおく
事後：授業ポイントをまとめる 講義 50分、演習 40分

2 幼稚園教育要領と小学校学習指導要領「国語」を比較し、母国語の教育に
ついて考える（担当：古金）

事前：幼稚園教育要領を読んでおく
事後：課題レポートを作成する

講義 30分、演習 30分
発表 30分

3 幼児の言葉の発達とコミュニケーション力の育ちについて学び、保育者
の役割を考える（担当：古金）

事前：前時の復習をしておく
事後：授業ポイントをまとめる

講義 40分、演習 40分
発表 10分

4 言語の特徴 「話す」・「聞く」・「書く」・「読む」ことについて演習を通し
その関わりを理解する。（担当：村木）

事前：関係資料を読む
事後：授業ポイントをまとめ､理解を深める 講義 20分、演習 70分

5 会話表現について理解する幼児期の「話す」・「聞く」力をつけるために必
要なことを考える（担当：古金）

事前：前時の復習をしておく
事後：配布資料をまとめる 講義 20分、演習 70分

6 乳幼児期の発達の特性を理解し、その会話と援助について考察する（担
当：古金）

事前：前時の復習をする
事後：授業ポイントの復習 講義 50分、演習 40分

7 幼児が文字に接するとき 日常生活の中でどのような文字との出会いが
あるのかペア・ワークで考え発表する（担当：村木）

事前：関係資料を読む
事後：授業ポイントについて整理し、理解

を深める
講義 30分、ペア・ワー
ク 40分、発表 20分

8 児童文学に親しむ。様々な児童文化財の中から、絵本の読み聞かせや素
話を取り上げ、実践を通して学んでいく（担当：古金）

事前：前時の復習をする
事後：授業ポイントをまとめる 講義 30分、演習 60分

9 幼児期に言葉で自分を表現し、自分の気持ちを現すことを支援するため
に必要なことを考える（担当：古金）

事前：配布資料を読んでおく
事後：授業ポイントをまとめる

講義 20分、グループ・
ワーク 60分、発表 20
分

10 幼児が触れる美しい文字・正しい表記について演習問題をペア・ワーク
で考え発表する（担当：村木）

事前：関係資料を読む
事後：授業ポイントについて整理し、理解

を深める
講義 30分、ペア・ワー
ク 40分、発表 20分

11 幼児と平仮名、片仮名、漢字表現の関わりについて身のまわりの表現を
ペア・ワークで確認し発表する（担当：村木）

事前：関係資料を読む
事後：授業ポイントについて整理し、理解

を深める
講義 30分、ペア・ワー
ク 40分、発表 20分

12 幼児が親しむ敬語の種類・敬語の働きについて、演習問題をペア・ワーク
で考え発表する（担当：村木）

事前：身の回りの敬語表現について考える
事後：授業ポイントについて整理し、理解

を深める。
講義 30分、ペア・ワー
ク 40分、発表 20分

13 幼児のコミュニケーション力と協調性・社会性の関係について事例から
検討する（担当：古金）

事前：前時の復習をする
事後：授業ポイントをまとめる

グループワーク 60分、
全体討議 30分

14 人的環境としての保育者の役割を理解しその必要な言語表現力を身に付
ける（担当：古金）

事前：資料を読んでおく
事後：授業ポイントをまとめる 講義 30分、演習 60分

15 これまでの学びをもとに就学までに身につけたい言語力について考察し
保育者の援助について自分の考えをまとめる（担当：古金）

事前：前時までの資料を見直す
事後：これまでの総復習をする

グループワーク 30分、
発表 60分

開 講 年 次 ⚓年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚒ 時 間 数 15 授業形態 演習

授業科目(英文) 国語（子どもとコミュニケーション）（Japanese) 科目分類 専門科目

担 当 教 員 古金 悦子、村木 桂子

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
本授業では、母国語の特質とその役割について理解させ、そのうえで母国語の力を育むことの意味を考えさせる。また幼児期の言語力育成の観点から、

「話す・聞く・読む・書く」に分けて概説し、幼児教育者に必要な知識・理論を身につけるよう授業を行う。幼児の言葉・コミュニケーション力の発達の
過程を理解させ、幼児の母国語力を高めるために必要な知識・理論を教授する。授業形式は、講義と演習を組み合わせて実施する。
授業目標：
•母国語の重要性を理解し、幼児の言葉の特質及び言葉の教育の持つ意味を理解する。
•乳幼児の言語・コミュニケーション発達の発達過程を知る。
•就学までに身につけさせたいコミュニケーション能力と、それを育む教育内容を理解する。
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養
◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 国際開発経済論Ⅰ（International Economic Development Ⅰ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 案浦 崇

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
まず、発展途上国経済の基礎的概念やその開発の基礎的条件を説明し、これまでの開発理論の系譜を概説する。次に経済開発の原点に立ち返って、発展

途上国の貧困が如何なる要因に基づいて生じているのか、そしていかなる貧困の原因が経済的社会的にどのような特質を生ぜしめているのかを説明する。
かかる現状認識を踏まえた上で、これからの開発戦略の立案の方法や、開発戦略の構成要素を優先順位の高いものから説明していく。特に人口に焦点を当
てて説明していく。
授業目標：
⚑．国際経済の分野において発展途上国がどのような地位にあるのかを理解する。
⚒．発展途上国が先進国に移行するにはいかなる戦略をとる必要があるのかを理解する。
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

授業計画、事前学習・事後学習、形式

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1

ガイダンス
〔1〕 低開発国の意味

戦前と戦後の低開発研究の対比、低開発国開発に対する先進国側と低開発国側
の理由、また低開発国を潜在的能力、経済発展段階、離陸期、低水準均衡、植民地
的経済後進性、ビッグプッシュの概念から定義する考えを説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

2
〔2〕 成長・発展・開発及びそのメカニズム

近代的経済成長に関する統計的傾向について⚔つの命題を説明し、さらに成長
と発展の違い、発展と開発の違い、経済成長のメカニズムについて説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

3

〔3〕 アジア的貧困の基本的要因
⑴ 経済的要因
ヌルクセの貧困の悪循環（資本の供給と需要から）の理論、ミントの市場経済化論
（小農経済と鉱山・農園経済を中心として）、ミュルダールの貧困理論（累積過程
の循環的因果関係の原理）について説目する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

4

⑵ 自然地理的要因
国民経済の構造は、内生する与件（空間、人口、技術及び科学、経済、精神、政

治形態等）によって決まるが、特に空間（気候、風土、地勢、その広さ、地上地下
の資源等）のもつ意味が大きいことを説明する

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

5
⑶ 人種論的（人間的）要因

歴史学者、社会経済学者、人類学者が人種論的要因を重視するが、経済的楽観論
と社会的悲観論は極めて対照的であることを説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

6

⑷ 政治的・社会的要因
① 資本の収奪

産業革命をもたらした資本の原始的蓄積が、植民化政策における資本収奪にあ
ったが、低開発国が植民地化された理由として、商業的蓄積が小さかったこと、自
然資源が乏しかったこと、社会的経済的停滞にあったことを説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

7

② アジア経済の史的変容
アジア経済の史的考察は、外からの歴史（基盤社会、インド・シナ化、ヨーロッ

パ化、世界化）と内からの歴史（部落国家、古代国家、植民地国家、国民国家）と
の視座があることを説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

8

③ 世界史的歴史過程
欧米の植民地政策として、フランスでは協同政策、オランダでは「安寧と秩序」

による間接統治、イギリスでは「法と秩序」による統治、アメリカでは自治政策が
とられたことを説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

9

〔4〕 開発戦略 ⑴ 人口問題
① マルサスの『人口の原理』
『人口の原理』は、⚓部から構成されており、第⚑部では、社会には「貧困と悪

徳」が存在するが、これは⚒つの公準から生じている、第⚒部は、人間完全性論
者、自由貿易主義者に対する反論、第⚓部は、一種の宗教哲学で神学的説明である
ことを講義する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

10

②『人口の原理』誕生の背景
産業経済的には産業革命、貧困問題、人口史的には人口増加、マーカンティリズ

ム的思想、社会思想史的にはアメリカの独立戦争、フランス革命、イギリスの急進
論者の議会による改革があったことを説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

11
③ 人口論の発展

マルサスの『経済学原理』が、ケインズの有効需要の原理、限界効用学説、機会
費用の理念、景気循環の研究、公共事業政策に影響を与えたことを説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分
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12

④ 新マルサス主義
ⅰ．フランシス・プレースの『人口原理の論証』

新マルサス主義とは、マルサスの『人口の原理』を前提とする社会改良運動であ
り、先駆者としては功利主義者のベンサム、ジェームス・ミル、歴史家のグロート
がいるが、フランシス・プレースは『人口原理の論証』（1822年）で産児調節によ
る社会改良運動の先駆けとなったことを説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

13

ⅱ．国際新マルサス主義
1900年に、第⚑回国際新マルサス主義会議がパリで開催され、国際新マルサス

主義連盟が結成された。その後、レェージュ、ハーグ、ドレスデンで会議が開催さ
れ、新マルサス主義の理論的研究とその思想を広めたことを説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

14

ⅲ．国連の人口会議
国連の人口会議は、時代的に第⚑期、46～52年（指導の失敗）、第⚒期、53～61

年（ブランク）、第⚓期、61～64年（議論の復活）、第⚔期、65～67年（大飛躍）、
第⚕期、67～70年（アクション）、第⚖期、70年代（人口行動計画）、第⚗期、80年
代以降（ミクロの視点を重視）に分かれることを説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

15

ⅳ．マルサス的ディレンマ
トンプソンは、国民所得の増加がことごとく人口増加に吸収されてしまう故に

国民生活の向上はありえないとしたが、そのことが生活水準の低下、投下資本の
低下、鬱血した労働市場、労働力の質の低下をもたらしていることを説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

教本：
プリントを配布する。

参考文献：
アジア経済研究所編『テキストブック開発経済論』有斐閣ブックス。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業内容への参加状況等（30％）、小テスト・レポート等（70％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
毎回、出席をし、ノートをとること。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。
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開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 国際開発経済論Ⅱ（International Economic Development Ⅱ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 案浦 崇

履 修 条 件
前提科目 国際開発経済論Ⅰ

そ の 他 なし

授業概要：
開発理論の系譜や貧困の原因と特質を理解しているという前提のもとに、これからの開発戦略の立案や開発戦略の構成要素、すなわち『国際開発経済論

Ⅰ』の「人口問題」に加えて、⚑．教育、⚒．地域協力・地域統合、⚓．貿易、⚔．工業、⚕．農業、⚖．海外直接投資について説明する。このなかで特
に重要と思われるのが海外直接投資であり、その動機、問題点、成功の条件について説明する。

授業目標：
⚑．国際経済の分野において発展途上国がどのような地位にあるのかを理解する。
⚒．発展途上国が先進国に移行するにはいかなる戦略をとる必要があるのかを理解する。
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

授業計画、事前学習・事後学習、形式

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1

ガイダンス 〔1〕 開発戦略
⑴ 教育

人的資源開発の経済的価値は、理論的視覚（古典派及び新古典派の理論）と実証
的視覚（⚑．ミクロ的観点（エディング）、⚒．マクロ的観点（井上毅、デニスン、
シーハン、シュルツ））があり、その主な理論を説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

2

⑵ 地域協力・地域統合
地域統合の形態を、その段階に応じて、地域協力、自由貿易地域、関税同盟、共

同市場、経済同盟、経済統合、政治同盟、政治統合、政治共同体に分けて説明し、
将来の統合ビジョンや経済統合理論の系譜についても説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

3

⑶ 貿易
古典派貿易理論(スミス、リカード、ミル）、新古典派の貿易理論(マーシャル、

エッジワース、タウシッグ）、近代的貿易理論（ハーバラー、ヘクシャーオリー
ン、ハロッド）､比較生産費の理論に対する異論(マノイレスコ、グラハム）､幼稚産
業保護論(ハミルトン、リスト、ミルバステーブルケンプ)について説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

4

⑷ 工業
国連の資本調達重視論、ヌルクセの均衡成長の理論、ハーシュマンの不均衡成

長の理論、リンダーの外国為替ギャップ理論、キーシングの幼稚工業育成論につ
いて説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

5

⑸ 農業
農業重点理論（バゥアー、ヴァイナー、）、緑の革命（S.C.サモン、ノーマン・E・
ボーログ、ジョージ・ハラー、ロバート･チャンドラー）、戦後の世界の食糧需給事
情について説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

6

⑹ 海外直接投資
① 企業の国際化とその動機

企業が国際化するのは、市場・資源を求めて、国際政治・経済システムとの調和
を求めて、国際的なマネジメントの効率化のためであることを説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

7

② 国際化の現実と課題
国際化特有の問題が発生するのは、市場環境、政治制度、文化・言語が異なるか

らであり、そこではヒト、モノ、カネが国境を越え、その背後には、情報的経営資
源、付加価値、文化が移転していることを説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

8
③ 情報的経営資源の移転

情報的経営資源とは、技術、ノウハウ、ブランド、経営管理能力等のことであ
り、国際(国内)経営の意志決定システムである情報のシステムについて説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

9

④ 国際情報ネットワーク・システム
日本企業の情報システム・国際化の発展段階、国際情報ネッワークシステムの

事例（トムソンロイター（ロイター・モニター・リーディング・サービス、IDN）、
日産自動車（CAEシステム）、日本電気（VANの構築））について説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

10
⑤ 国境間問題の処理

経済摩擦への各国の政治的措置に対する対応、決済市場・投資市場・投機市場に
おける為替への対応、市場変動に対する企業の対応について説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

11

⑥ 国際経営戦略の事例
ⅰ．電子・電機メーカーの海外進出

パナソニックを取り上げ、共存共栄の経営理念のもと、⚑国⚑市場志向型の海
外生産拠点づくりから、輸出志向型の海外生産拠点づくりに、さらに先進国での
海外生産を本格化させたことについて説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分
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12
ⅱ．自動車メーカーの海外進出

トヨタ自動車を取り上げ、共存共栄の経営理念のもと、アメリカの市場開拓、
GMとの共同生産（NUMMI）、対米単独進出に至ったことを説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

13

ⅲ．機械メーカーの海外進出
キャノンを取り上げ、共存共栄、健康第一主義、新家族主義という経営理念のも

と、アメリカの市場開拓、ヨーロッパの市場開拓、さらに世界中に海外生産拠点を
展開していったことを説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

14

Ⅳ．繊維メーカーの海外進出
東レを取り上げ、「新しい価値の創造を通じて社会に貢献する」という経営理念の
もと、東南アジア（タイ、香港、インドネシア）での現地生産、イタリアで合成皮
革を現地生産、フランスで炭素繊維を現地生産、アメリカでポリプロピレン・フィ
ルムを現地生産していることを説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

15
Ⅴ．国際経営成功の条件
日本企業のケース・スタディを踏まえて、大きなリスクを含んだ国際経営に成功
するための条件を提示して説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

教本：
プリントを配布する。

参考文献：
アジア経済研究所編『テキストブック開発経済論』有斐閣ブックス。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業内容への参加状況等（30％）、小テスト・レポート等（70％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
毎回、出席をし、ノートをとること。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。
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教本：
毎回ハンドアウト（配布資料）に従って進めます。

参考文献：
各回の講義の中で必要に応じお知らせします。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業参加状況等（50％）、小テスト・レポート等（10％）、定期試験（40％）等で総合評価します。

学生へのアドバイス：
国際関係論はこれからの時代にとても重要なものです。講義の効果を上げるためには、普段からテレビ、新聞、ネットでの国際関係に関するニュースに

気に留めておくことが大事です。
オフィスアワー：

初回講義日に伝えます。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 オリエンテーション：国際関係論はどのようなことを学ぶのか、なぜ生まれたのかを
中心にお話しします。

事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

2 日本の周りの国際情勢①：日本の周りの国際関係の変化に関し、主として安全保障の
面からお話します。

事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

3 日本の周りの国際情勢②：日本の周りの国際関係の変化に関し、主として国際政治経
済の面からお話します。

事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

4 国家と国際システム：国家と国際システムという国際関係論の枠組みについて学びま
す。

事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

5 ウェストファリア体制：ウェストファリア体制とは何か、その意味と由来について考
えます。

事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

6 グローバル政治とポスト・ウェストファリア体制：ウェストファリア体制の揺らぎと
今日の変化について考えてみます。

事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

7 ミニ・テスト① 前半のまとめをします。 事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

8 現実主義のパースペクティブ①：現実主義の思想家の考え方を見ていきます。 事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

9 現実主義のパースペクティブ②：現実主義の思想家の考え方を見ていきます。 事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

10 現実主義のパースペクティブ③：現実主義の理論のポイントを考えてみます。 事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

11 自由主義のパースペクティブ①：自由主義の思想家の考え方を見ていきます。 事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

12 自由主義のパースペクティブ②：自由主義の理論のポイントを考えてみます。 事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

13 自由主義のパースペクティブ③：自由主義の理論のポイントを考えてみます。 事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

14 ミニ・テスト②：後半のまとめをします。 事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

15 国際関係の諸課題をどう見るか：国際関係を見るために我々が持つべき視点を整理し
ます。

事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 国際関係論Ⅰ（International Relations Ⅰ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 髙𣘺𣘺 敏哉

履 修 条 件
前提科目 特にない。

そ の 他 世界史、日本史の基礎的な知識が必要です。

授業概要：
国際関係論の入門を身近な素材を使いながら進めます。国際情勢を理解することから始め、国際関係の基本概念を学んでいきます。後半は、国家と国際

システムの対比をしながら、現実主義や自由主義の国際関係論のパースペクティブについて学びます。

授業目標：
⚑．国際関係の諸問題への関心を高める。
⚒．国際関係論のパースペクティブである現実主義と自由主義の概略を知る。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
村田晃嗣、君塚直隆、石川卓、栗栖薫子、秋山信将『国際政治学をつかむ

【新版】』有斐閣、2015年。

参考文献：
ニュース解説室へようこそ！編集委員会編『ニュース解説室へようこそ！

2019』清水書院、2019年。
成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価します。

授業参加状況等（20％）、小テスト・レポート等（30％）、期末試験（50％）で総合評価する。

学生へのアドバイス：
日頃から国際関係に関する報道に対して興味・関心を持った上で授業に臨んで下さい。なお、授業中の携帯電話の使用及び私語は厳禁とします。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 国際関係論を学ぶに当たり、導入となる講義と討議を行う。 事前：教本Unit. 0 精読
事後：国際関係相関図作成 講義 60分、討議 30分

2 国際関係のあゆみ ①主権国家の誕生
・ヨーロッパにおける国家の誕生について理解を深める。

事前：教本Unit. 1 精読
事後：主権国家の年表作成 講義 60分、討議 30分

3 国際関係のあゆみ ②ナショナリズムと列強の時代
・列強による世界の植民地化について理解を深める。

事前：教本Unit. 2 精読
事後：植民地の白地図作成 講義 60分、討議 30分

4 国際関係のあゆみ ③第一次世界大戦
・世界規模で展開された初の総力戦について理解を深める。

事前：教本Unit. 3 精読
事後：勢力図のノート整理 講義 60分、討議 30分

5 国際関係のあゆみ ④第二次世界大戦
・世界を二つに分けた戦争について理解を深める。

事前：教本Unit. 4 精読
事後：勢力図のノート整理 講義 60分、討議 30分

6 国際関係のあゆみ ⑤冷戦
・米ロ対立と相互依存体制の確立について理解を深める。

事前：教本Unit. 5 精読
事後：冷戦構造の白地図化 講義 60分、討議 30分

7 国際関係のあゆみ ⑥ポスト冷戦
・グローバリゼーションの進展について理解を深める。

事前：教本Unit. 5 精読
事後：あゆみ年表の作成 講義 60分、討議 30分

8 国際関係の見方 ①パワーと国益
・力による平和について理解を深める。

事前：教本Unit. 6 精読
事後：勢力均衡のノート整理 講義 60分、討議 30分

9 国際関係の見方 ②対立と協調
・話し合いによる平和について理解を深める。

事前：教本Unit. 7 精読
事後：国連各機関の整理 講義 60分、討議 30分

10 国際関係の見方 ③規範と制度
・NGO（非政府組織）による平和について理解を深める。

事前：教本Unit. 9 精読
事後：NGO活動の整理 講義 60分、討議 30分

11 国際関係の見方 ④支配と従属
・世界システム論について理解を深める。

事前：教本Unit. 8 精読
事後：国際経済の歩みの整理 講義 60分、討議 30分

12 国際関係の見方 ⑤安全保障Ａ
・日米安保体制・集団的自衛権について理解を深める。

事前：教本Unit. 10精読
事後：安保体制の課題の整理 講義 60分、討議 30分

13 国際関係の見方 ⑥安全保障Ｂ
・日本の国際貢献と平和維持について理解を深める。

事前：教本Unit. 10精読
事後：国連平和維持活動調査 講義 60分、討議 30分

14 国際関係の見方 ⑦国際政治経済
・多国籍企業について理解を深める。

事前：教本Unit. 11精読
事後：多国籍企業の調査整理 講義 60分、討議 30分

15 国際関係の見方 ⑧国際関係における文化
・文明の衝突について理解を深める。

事前：教本Unit. 12精読
事後：文化と国際関係の整理 講義 60分、討議 30分

開 講 年 次 ⚒年次 前期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 国際関係論Ⅰ（International Relations Ⅰ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 福島 崇宏

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
私たちの生活に少なからず影響を与える国際問題。たとえば、ガソリンの価格が高くなったり安くなったりするのは、なぜなのだろうか。ガソリンの価

格変動の裏には、石油産出国のみならず石油を買う国家や企業、さらには私たち個人を含めた多様なアクター間の利害関係がある。本講義ではこのような
国際問題を考える上で必要な知識を習得することで、国際問題の利害関係を見る眼を養う。
授業目標：

本講義では、グローバル時代の国際関係を理解する上で必要な基礎知識（歴史的背景・国際関係理論など）の習得を第一目標として取り組む。最終的に
は新聞やメディアを通して伝えられる国際問題を正確に理解できるようになることを目指す。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
講義開始後に指定します。

参考文献：
毎回ハンドアウトを配布します。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業参加状況等（50％）、小テスト・レポート等（10％）、定期試験（40％）等で総合評価します。

学生へのアドバイス：
国際関係論Ⅰを更に深めます。日本の周りの国際環境は大きく変わろうとしています。この講義は国際関係を考えるための視点を養うことに力点を置い

ています。自ら考えていくことが将来の皆さんに重要なことです。
オフィスアワー：

初回講義日に伝えます。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 オリエンテーション：講義全体の流れと、国際関係論の諸分野の概略をお話しします。 事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

2 現実主義と自由主義：国際関係論Iで学習した現実主義と自由主義に関して概略を確
認します。

事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

3 安全保障①：国際関係論の中心にある安全保障問題について、理論的枠組みと政策の
現実について学びます。

事前：教科書予習
事後：教科書復習 講義

4 安全保障②：国際関係論の中心にある安全保障問題について、理論的枠組みと政策の
現実について学びます。

事前：教科書予習
事後：教科書復習 講義

5 軍縮・軍備管理：安全保障の課題でありながら、別の政策として分断されがちな軍縮・
軍備管理の概要を学びます。

事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

6 安全保障はいかに確保されるべきなのか：安全保障の幾つかのアプローチについて触
れ、その可能性と限界を見ていきます。

事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

7 国際政治経済①：国際関係論の重要分野である国際政治経済について、その仕組みと
考え方を学びます。

事前：教科書予習
事後：教科書復習 講義

8 国際政治経済②：国際関係論の重要分野である国際政治経済について、その仕組みと
考え方を学びます。

事前：教科書予習
事後：教科書復習 講義

9 国際協力と国際関係①：国際協力の様々な制度と歴史、またその国際関係での意味を
学びます。

事前：教科書予習
事後：教科書復習 講義

10 国際協力と国際関係②：国際協力の様々な制度と歴史、またその国際関係での意味を
学びます。

事前：教科書予習
事後：教科書復習 講義

11 環境問題：国際関係の環境問題について、「国家」対「国際社会」の図式から検討しま
す。

事前：教科書予習
事後：教科書復習 講義

12 貧困・飢餓問題：国際関係の貧困・飢餓問題について、「国家」対「国際社会」の図式
から検討します。

事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

13 移民・難民問題：国際関係の移民・難民問題について、「国家」対「国際社会」の図式
から検討します。

事前：教科書予習
事後：教科書復習 講義

14 人権問題：国際関係の人権問題について、「国家」対「国際社会」の図式から検討しま
す。

事前：教科書予習
事後：教科書復習 講義

15 国際関係のあるべき秩序とは：学習した内容を踏まえ、グローバル化した国際関係を
いかに安定させるかを考えていきます。

事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

開 講 年 次 ⚒年次 後期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 国際関係論Ⅱ（International Relations Ⅱ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 髙𣘺𣘺 敏哉

履 修 条 件
前提科目 担当教員による国際関係論Ｉを履修していること。それがない場合は本講義の理解は困難です。

そ の 他

授業概要：
最近の国際関係における重要な事例を使いながら、その背景に関しての解説と、討論、レポートを通じ、今の国際関係の姿を明らかにしていきます。安

全保障、軍縮・軍備管理、国際政治経済、国際協力、環境問題、貧困・飢餓問題、移民・難民問題、人権問題などの各分野に言及します。

授業目標：
⚑．国際関係の諸分野を体系的に学習する。
⚒．国際関係の問題を「知る」に留まらず、どのように「解決すべきか」という点から考える。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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開 講 年 次 ⚒年次 後期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 国際関係論Ⅱ（International Relations Ⅱ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 福島 崇宏

履 修 条 件
前提科目 国際関係論Ｉ

そ の 他 なし

授業概要：
私たちの住む地球には、70億人以上の人が暮らしている。共存共栄を図るため、私たち地球人はさまざまな組織や規則を作り、連帯して数々の難問を乗

り越えてきた。それでは、今日国際社会が抱えている難問（国際問題）はどうすれば解決することが出来るのだろうか。受講生と知恵を絞ってその解決策
を探りたい。
授業目標：

本講義では、国際関係論Ⅰで培った国際関係を考えるうえでの基礎的な知識（歴史・理論）を基に、国際社会が抱える諸課題について歴史的背景を踏ま
えた上で自らの言葉で表現することが出来るようになることが最終目標である。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式

教本：
村田晃嗣、君塚直隆、石川卓、栗栖薫子、秋山信将『国際政治学をつかむ

【新版】』有斐閣、2015年。

参考文献：
ニュース解説室へようこそ！編集委員会編『ニュース解説室へようこそ！

2019』清水書院、2019年。
成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価します。

授業参加状況等（20％）、小テスト・レポート等（30％）、期末試験（50％）で総合評価する。

学生へのアドバイス：
日頃から国際関係に関する報道に対して興味・関心を持った上で授業に臨んで下さい。なお、授業中の携帯電話の使用及び私語は厳禁とします。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 国際関係の正確な理解のために
・国際関係を取り巻くアクターについて整理する。

事前：教本Unit. 0 精読
事後：アクター関係図の完成 講義 60分、討議 30分

2 国際社会のしくみ ①政治体制
・民主主義による平和について理解を深める。

事前：教本Unit. 13精読
事後：民主主義の概念整理 講義 60分、討議 30分

3 国際社会のしくみ ②外交交渉
・領土問題について理解を深める。

事前：教本Unit. 15精読
事後：領土問題の概要整理 講義 60分、討議 30分

4 国際社会のしくみ ③対外政策決定過程
・領土問題について課題を明らかにする。

事前：教本Unit. 14精読
事後：外交官の役割整理 講義 60分、討議 30分

5 国際社会のしくみ ④国連の役割
・国際法による国際秩序の形成と発展について理解を深める。

事前：教本Unit. 16精読
事後：国連諸機関の役割整理 講義 60分、討議 30分

6 国際社会のしくみ ⑤地域主義
・地域統合と経済連携について理解を深める。

事前：教本Unit. 17精読
事後：地域機関の一覧整理 講義 60分、討議 30分

7 国際社会のしくみ ⑥脱国家主体
・グローバル化社会の特徴と課題について理解を深める。

事前：教本Unit. 18精読
事後：多国籍企業の活動整理 講義 60分、討議 30分

8 国際社会の課題 ①核兵器・原発問題
・核兵器開発の歴史と課題について理解を深める。

事前：教本Unit. 19精読
事後：原発と核兵器を整理 講義 60分、討議 30分

9 国際社会の課題 ②新しい戦争
・テロや宗教に関する問題について理解を深める。

事前：教本Unit. 20精読
事後：テロと宗教の関係整理 講義 60分、討議 30分

10 国際社会の課題 ③国連PKO活動
・アフリカにおける資源獲得競争について理解を深める。

事前：教本Unit. 21精読
事後：南スーダンPKO活動 講義 60分、討議 30分

11 国際社会の課題 ④人権と民主主義
・アフリカにおける民族対立について理解を深める。

事前：教本Unit. 22精読
事後：ルワンダの民族対立 講義 60分、討議 30分

12 国際社会の課題 ⑤グローバリゼーション
・ヒト、モノ、カネの移動について理解を深める。

事前：教本Unit. 23精読
事後：グローバル化の課題 講義 60分、討議 30分

13 国際社会の課題 ⑥開発援助
・持続可能な発展に向けた現状と課題について理解を深める。

事前：教本Unit. 24精読
事後：日本ODAの現状整理 講義 60分、討議 30分

14 国際社会の課題 ⑦地球環境問題
・大気・海洋汚染問題について理解を深める。

事前：教本Unit. 25精読
事後：環境問題の整理 講義 60分、討議 30分

15 国際社会の課題 ⑧生物資源の保護と利害対立
・動植物の資源保護について理解を深める。

事前：教本Unit. 25精読
事後：動植物問題を整理 講義 60分、討議 30分
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教本：
教科書は使用しない。必要に応じプリントを配布する。

参考文献：
適宜、紹介する。

成績評価の方法、評価基準：
随時行う小テスト、レポート、授業内容への参加状況、受講態度の評価を通じて、到達目標が達成できたかを総合的に評価する。

学生へのアドバイス：
講義が一方通行にならぬようQ&Aの時間を毎回設けると共に随時ディスカッションの時間もとる予定。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 序 事前：
事後：今回の授業内容 講義

2 観光（ツーリズム）とは何か 事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

3 国際観光の意義 事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

4 世界の国際観光の動向と変遷⚑ 事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

5 世界の国際観光の動向と変遷⚒ 事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

6 日本の国際観光の動向と変遷⚑ 事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

7 日本の国際観光の動向と変遷⚒ 事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

8 ツーリズムマーケティング⚑ 事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

9 ツーリズムマーケティング⚒ 事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

10 ツーリズムマーケティング⚓ 事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

11 日本の国際観光政策⚑ 事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

12 日本の国際観光政策⚒ 事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

13 日本政府観光局（JNTO）⚑ 事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

14 日本政府観光局（JNTO）⚒ 事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

15 まとめ 事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 国際観光論Ⅰ（International Tourism Ⅰ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 澤田 利彦

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
21世紀はヒト、モノ、カネ、情報が大量に国境を越えて行き来する地球大交流時代である。国際観光論⚑においては、国際観光とは何か、世界および日

本における国際観光の現状、マーケティング、日本の国際観光政策など国際観光についての概要を学ぶ。

授業目標：
国際観光の意義と現状および課題について理解すること

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
教科書は使用しない。必要に応じプリントを配布する。

参考文献：
適宜、紹介する。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
随時行う小テスト、レポート、授業内容への参加状況、受講態度の評価を通じて、到達目標が達成できたかを総合的に評価する。

学生へのアドバイス：
講義が一方通行にならぬようQ&Aの時間を毎回設けると共に随時ディスカッションの時間もとる予定。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 導入授業：授業の進め方と授業概要の説明 事前：
事後：今回の授業内容 講義

2 第⚑章 主要訪日旅行マーケットの規模と特性： 韓国・台湾マーケット、WS(注) 事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

3 第⚑章 主要訪日旅行マーケットの規模と特性：中国・香港マーケット、WS 事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

4 第⚑章 主要訪日旅行マーケットの規模と特性：タイ・シンガポール・豪州マーケッ
ト、WS

事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

5 第⚑章 主要訪日旅行マーケットの規模と特性：米国・カナダ・英国・フランス・ドイ
ツマーケット、まとめ、WS

事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

6 第⚒章 国際会議・インセンティブトラベル（報奨旅行）：MICEの意義、世界における
国際会議、日本における国際会議、WS

事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

7 第⚒章 国際会議・インセンティブトラベル（報奨旅行）：インセンティブトラベル（報
奨旅行）、MICEの誘致、まとめ、WS

事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

8 第⚓章 地方における国際ツーリズムに対する取り組み：北海道、東北、中部、関西、
中国、四国、九州、WS

事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

9 第⚓章 地方における国際ツーリズムに対する取り組み：沖縄県、東京都、神奈川県、
まとめ、WS

事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

10 第⚔章 国際ツーリズムと交通産業・宿泊業・旅行業：交通産業。小テスト（30分、範
囲第⚑章～⚓章）

事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

11 第⚔章 国際ツーリズムと交通産業・宿泊業・旅行業：宿泊業、WS 事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

12 第⚔章 国際ツーリズムと交通産業・宿泊業・旅行業：旅行業、まとめ、WS 事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

13 第⚕章 ツーリズム調査：ツーリズム調査とは、ツーリズム調査のプロセス、ツーリズ
ム調査の方法、日本のツーリズム調査統計、まとめ、WS

事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

14 第⚖章 国際ツーリズムと環境：エコツーリズム、持続可能な発展のための実践の現
状、日本の取り組み、まとめ、WS

事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

15 全体のまとめ：第⚑章～⚖章全体を振り返り、重要なポイントを説明。ツーリズム関連
機関を整理して説明。

事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 国際観光論Ⅱ（International Tourism Ⅱ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 澤田 利彦

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
世界中で⚑年間に11億人以上が国際ツーリズム（観光）旅行をしており、今後さらに増えることが予想される。国際ツーリズムには、経済効果・雇用促

進効果と国際相互理解（ひいては世界平和）への貢献という大きな意義があり、各国が国際ツーリズムの促進に力を入れている。日本も例外ではない。国
際観光論Ⅱでは、主要訪日旅行マーケットの現状、国際会議誘致、地方における国際ツーリズムへの取り組み、ツーリズム産業における国際ツーリズムな
ど、国際ツーリズムに関する具体的かつ詳細な内容について学び、日本の国際ツーリズムを発展させるためにどのようなことができるかを考える。
授業目標：
⚑．訪日旅行マーケット、国際会議等誘致、地方の取り組み、ツーリズム産業での国際ツーリズム、国際ツーリズムと環境を理解すること
⚒．日本にとっての国際ツーリズムの重要性を認識し、日本の国際ツーリズムを発展させるためにはどうしたらよいかを考えること
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養
◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式 (注)WS：授業終了前15分程度で、与えられたテーマについて150字程度の文章を作成・提出
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教本：
佐久間信夫編著『現代国際経営要論』創成社

参考文献：
佐久間信夫責任編集『現代経営用語の基礎知識』学文社

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業参加状況等（20％）、小テスト・レポート等（10％）、定期試験（70％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
企業も市民の生活もグローバル化する中で、仕事や働き方がこれからどう変わっていくのか考えて行きましょう。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 ガイダンス 授業の進め方、到達目標、成績評価基準などについて説明する。企業
の事例を取り上げながら解説する。LTDやディスカッションについても説明する。

事前：テキストの確認
事後：講義計画の確認 講義 90分

2 国際経営の主要理論 フェアウェザーの国際経営の枠組み ダニングの折衷理論 事前：国際経営の次元
事後：EPRGをまとめる 講義 45分、LTD 45分

3 グローバル組織の発展過程 国際事業部 グローバルな事業部 グローバルなマ
トリックス組織

事前：国際事業部の下読み
事後：地域統括会社をまとめる 講義 90分

4 国際経営とグローバル人材の育成 国際人的資源管理とグローバル人材の育成
日本企業におけるグローバル人材育成

事前：国際経営環境の変化
事後：グローバル人事制度 講義 90分

5 経営管理手法の国際移転 日本企業のグローバル化と生産システム 海外拠点の
管理手法

事前：プレゼンの準備
事後：プレゼンのまとめ プレゼンテーション 90分

6 国際経営の立地展開と多国籍化 メコン地域における拠点立地環境 生産分業に
関わる陸上交通網

事前：メコン地域の下読み
事後：消費の拡大のまとめ 講義 45分、LTD 45分

7 グローバル・マーケティング戦略 グローバル・マーケティング戦略の枠組み
マーケティング・マネジメント

事前：OEMについて下読み
事後：内部化理論をまとめる 講義 90分

8 グローバル・アライアンス戦略 アライアンスの種類と目的 内部化理論とグロ
ーバル・アライアンス

事前：アライアンスの下読み
事後：内部化理論をまとめる 講義 45分、LTD 45分

9 グローバルM&A戦略 成長戦略としてのクロスボーダーM&A 日本電産のM
&A戦略

事前：プレゼンの準備
事後：プレゼンのまとめ プレゼンテーション 90分

10 EUの深化と国際経営 EU統合の歴史 EUの危機とドイツの躍進 事前：東方拡大の下読み
事後：ブレグジットをまとめる 講義 90分

11 NAFTA における経済政策の変化と国際経営 NAFTA の創設とその内容
NAFTAの発展と国際分業

事前：NAFTAの下読み
事後：NAFTA再交渉 講義 90分

12 アジアをつなぐAECと国際経営 ASEANの成立からAEC設立へ 事前： プレゼンの準備
事後： プレゼンのまとめ プレゼンテーション 90分

13 RCEPとインドの役割 ASEANの発展とRCEPの創設 AFTAとAFTAプラス 事前：RCEPを下読み
事後：AFTAプラスをまとめる 講義 45分、LTD 45分

14 異文化マネジメント 国際経営と文化 組織における異文化マネジメント 事前：プレゼンの準備
事後： プレゼンのまとめ プレゼンテーション 90分

15 多国籍企業のCSR戦略 CSR戦略 CSRの歴史的展開と新パラダイム 事前：国際機関の指針を下読み
事後：企業の事例をまとめる LTD 90分

開 講 年 次 ⚓年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 国際経営論Ⅰ（International Management Ⅰ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 佐久間 信夫

履 修 条 件
前提科目 特になし

そ の 他

授業概要：
今日、日本では中小企業にいたるまで、国際化が進展している。企業の国際的な取引はもちろん、人材の国際化により、外国人労働者も増加している。

社会生活を営むうえでも国際経営の知識は不可欠になっている。

授業目標：
⑴ 学生が、国際経営を多国籍企業論との関係から体系的に把握し、これらに関する理論や学説などについて説明できる。
⑵ 学生が、特定のケースに適した経営戦略のあり方はいかなるものであるかを考えることができる。
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養
○ ◎

授業計画、事前学習・事後学習、形式



シラバス-05  Page 45 20/03/17 09:28

259

教本：
佐久間信夫編著『現代の多国籍企業論』学文社

参考文献：
佐久間信夫責任編集『現代経営用語の基礎知識』学文社

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業参加状況等（20％）、小テスト・レポート等（10％）、定期試験（70％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
企業活動がグローバル化を進める中で、日本企業の果たす役割の変化について学んでいきましょう。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 ガイダンス 授業の進め方、到達目標、成績評価基準などについて説明する。企業
の事例を取り上げながら解説する。LTDとディスカッションについても説明する。

事前：テキストの確認
事後：講義計画の確認 講義 90分

2 多国籍企業の概念と多国籍企業発展モデル① EPRGプロファイル ストップフ
ォード＝ウェルズのモデル

事前：EPRGを下読み
事後：発展モデルをまとめる 講義 45分、LTD 45分

3 ）多国籍企業の概念と多国籍企業発展モデル② 集権化、分権化、プロダクト・ラ
イフ・サイクル

事前：PLC理論の下読み
事後：集権化をまとめる 講義 90分

4 多国籍企業の理論的発展過程① 産業組織論的アプローチ、内部化理論、市場の
不完全性、取引コスト

事前：産業組織論的アプローチ
事後：取引コストをまとめる 講義 90分

5 多国籍企業の理論的発展過程② 産業組織論的アプローチ、内部化理論、市場の
不完全性、取引コスト

事前：プレゼンの準備
事後：プレゼンのまとめ プレゼンテーション 90分

6 多国籍企業と海外直接投資の歴史と現状 海外直接投資、資源開発型の海外直接
投資、市場志向型の海外直接投資

事前：歴史と現状の下読み
事後：海外直接投資のまとめ 講義 45分、LTD 45分

7 多国籍企業の集権化と分権化 本社機能と地域統括会社分化ネットワーク、地域
統括会社

事前：地域統括会社の下読み
事後：分化ネットワーク 講義 90分

8 多国籍企業と所有政策
非持分形態型進出、華人資本、商社参加型合弁

事前：所有政策の下読み
事後：非持分形態型進出 講義 45分、LTD 45分

9 多国籍企業の研究開発戦略 基礎研究、応用研究、開発研究、研究開発の分散と集
中、研究者のマネジメント

事前：研究開発戦略
事後：研究者のマネジメント プレゼンテーション 90分

10 多国籍企業のロジスティックス戦略
QR、ECR、貨物追跡システム、集荷指令システム

事前：QR、ECRの下読み
事後：ロジスティックス戦略 講義 90分

11 多国籍企業と企業倫理
企業倫理、倫理相対主義、企業倫理の制度化

事前：企業倫理の制度化
事後：倫理相対主義をまとめる 講義 90分

12 EU統合と多国籍企業の活動① EU統合の歴史 欧州石炭鉄鋼共同体 EEC 通
貨統合

事前：統合の歴史を下読み
事後：通貨統合をまとめる プレゼンテーション 90分

13 EU統合と多国籍企業の活動② EU統合、M&A 全型式認定、GSM統一規格、公
正さと調和の原則

事前：M&Aを下読み
事後：公正さと調和の原則 講義 45分、LTD 45分

14 NAFTAと多国籍企業の活動
NAFTA、米加自由貿易協定、原産地規則、米州自由貿易圏

事前：NAFTAを下読み
事後：FTAについてまとめる プレゼンテーション 90分

15 AFTAと多国籍企業の活動 アセアン（ASEAN）、産業集積 メコン経済圏 経
済特区 東西経済回廊

事前：東西経済回廊を下読み
事後：AECをまとめる LTD 90分

開 講 年 次 ⚓年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 国際経営論Ⅱ（International Management Ⅱ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 佐久間 信夫

履 修 条 件
前提科目 特になし

そ の 他

授業概要：
市民の活動や企業の活動はグローバル化が進んでいる。国際化する社会で活動するためには国際経営についての知識が必要である。本講義では、国際経

営についての基礎的な知識と理論および身近な事例について学習する。

授業目標：
⑴ 学生が、国際経営を多国籍企業論との関係から体系的に把握し、これらに関する理論や学説などについて説明できる。
⑵ 学生が、特定のケースに適した経営戦略のあり方はいかなるものであるかを考えることができる。
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養
○ ◎

授業計画、事前学習・事後学習、形式



シラバス-05  Page 46 20/03/17 09:28

260

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1

ガイダンス
〔1〕 国際秩序の再編成
⑴ 国際社会の成立

国際社会が16世紀にヨーロッパに成立し、幾多の戦争を経て国際法が誕生し、
国際連合の成立に至る過程を説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

2
⑵ IMF＝GATT体制の生成、発展

ブレトン・ウッズ協定により、アメリカのドルを基軸通貨とするIMF＝GATT体
制が確立したことを歴史的に説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

3
⑶ 国連貿易開発会議（UNCTAD）の経過

発展途上国は、国連の場で国連貿易開発会議を成立させ、今日まで14回開催さ
れている経緯を説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

4

⑷ サミット、G20（G7）、WTOの意義
G20が新しい世界経済システムの設計図を書き、サミットがそれに政治的生命

を吹き込み、しかる後、他の機関（IMF、GATT、世界銀行グループなど）が実行
に移すという役割分担ができていることを説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

5

〔2〕 経済統合
⑴ ECSCからEEC、ECへ

52年、シューマン・プランにもとづいて、フランス、西ドイツ、ベネルクス⚓国、
イタリアから成るヨーロッパ石炭鉄鋼共同体（ECSC）が設立され、さらに67年に
ヨーロッパ共同体（EC）になったことを説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

6

⑵ マーストリヒト条約からEUへ
91年、EC12カ国の政府間会議の交渉の成果を受けて、経済・通貨同盟と政治同

盟を含むEU同盟条約（マーストリヒト条約）が合意に至り、欧州連合（EU）が成
立したことを説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

7

⑶ APEC
80年に成立した太平洋経済協力会議（PECC）による協力を進め、本格的な政府

間協力の枠組みとして89年に生まれたのがアジア太平洋経済協力（APEC）であり、
その後、毎年、開催されていることを説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

8

〔3〕 戦後の国際経済の変遷
⑴ GATTの多国間貿易交渉

GATTの基本精神は、自由・多角的・無差別な世界貿易の実現であり、これまで
ケネディ・ラウンド、東京・ラウンド、ウルグアイ・ラウンドが締結され、今日ド
ーハ・ラウンドが部分的な合意をみたことを説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

9
⑵ 世界貿易機関（WTO）の発足

ITO憲章の規定の一部をとり、GATTが暫定的に発効したが、95年に国連の専
門機関としてWTOが成立するまでの歴史的経緯を辿る。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

10

〔4〕 日米経済摩擦
⑴ 摩擦の山は変化する

日本とアメリカには60年代後半、70年代後半そして80年代以降と⚓つの経済摩
擦の山があり、第⚓局面においては高度先端技術の分野での摩擦が激しくなって
いることを説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

11

⑵ アメリカの通商政策
伝統的に、外交交渉は行政府に任務があり、通商政策決定の基本的な権限が議

会にある。アメリカの民主党は保護主義的な政策をとり、共和党は自由貿易政策
を採用する傾向がある。これらを比較しながら説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 国際経済論Ⅰ（International Economics Ⅰ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 案浦 崇

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
ヨーロッパを中心に形成された国際化社会においては、二度の大戦の反省から国際連盟、国際連合が誕生し、世界平和が維持されている。一方、戦後の

国際経済の秩序は、ブレトン・ウッズ協定によって成立した⑴IMF=GATT体制によって確立したが、その後の動きとしては⑵経済統合の進展、⑶国連貿
易開発会議（UNCTAD）の開催、⑷直接投資の拡大がある。それらの動きを説明する。
授業目標：
⚑．マクロ的視点から国際経済の現状を理解し、基礎的知識を修得できている。
⚒．国際経済学の基礎的な概念や理論を説明することができる。
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養
◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
プリントを配布する。

参考文献：
伊東元重著『ゼミナール国際経済入門』日本経済新聞社。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業参加状況等（30％）、小テスト・レポート等（70％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
毎回、出席をし、ノートをとること。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

12

〔5〕 国際収支
国際収支については、広い概念から総合収支、基礎収支、経常収支、資本収支、

金融収支があり、その意味を説明するとともに、国際的なマクロ経済の視点から
総供給と総需要のバランスについて説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

13

〔6〕 国際金融市場と国際資本市場
⑴ 拡大する国際金融取引

85年以降、ジャパン・マネーの規模は巨大化したが、バブル崩壊後、かなり縮小
した。その後、その規模はかなり回復しており、円の国際化が進んでいることを説
明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

14
⑵ 国際金融市場の仕組みと機能

ユーロ預金の仕組みやユーロ預金の創造プロセスを解説し、ユーロ・ダラー市
場、ユーロ債市場（スワップ取引が多い）の特徴について説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

15

⑶ 国際資本移動と為替レート
国際資本市場は、80年代に入ってから急速な発展をとげ、銀行市場中心から債

券市場中心に移行したが、激変していること、為替レートが国際投資に大きな影
響を及ぼしていることを説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分
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授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1

ガイダンス
〔1〕 貿易取引
⑴ 新しい貿易取引の方向

戦前は、輸出・入取引は貿易商社の独壇場であつたが、戦後は、メーカーが直接
貿易に切り替えるとともに、海外直接投資を積極的に進めていることを説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

2

⑵ 貿易取引の流れ
ⅰ．マーケティング段階、ⅱ．契約段階

貿易取引を始めるには、適切な取引先の候補、商品の候補を決めなければなら
ない。輸出者と輸入者との間で合意が得られれば、それを契約書として作成する
必要があることを説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

3

ⅲ．船積み段階、ⅳ．代金回収段階
輸出者が、契約に従って注文商品を発送する手続きを終えると、Ｌ／Ｃ、Ｄ／

Ｐ、Ｄ／Ａ決済やレミッタンス（銀行送金決済）を行う。そのキーワードになるの
がＬ／Ｃ（信用状）とＢ／Ｌ（船荷証券）であり、そのメカニズムを説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

4

ⅴ．事後処理段階
クレームの基本的な対応は、まず契約書作成時に、品質保証、クレーム取り扱い

手順などを決めておくこと、もしクレームが発生したら双方が誠意をもってクレ
ーム処理にあたることを説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

5

〔2〕 為替相場変動の歴史とそのメカニズム
⑴ 円とドルの為替相場の始まり

ドルが1785年に誕生し、円が1871年に誕生したが、戦前においては円安傾向に
あったが、戦後は無為替時代を経て固定相場制から変動相場制に移行し円高傾向
にあることを説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

6
⑵ 外国為替の仕組み

外国為替とは、外国との代金決済の手段や方法のことであり、内国為替（鎌倉時
代からあった）と外国為替（送金為替、取立為替）があることを説明する。。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

7

⑶ 為替相場のメカニズム
外国為替相場とは通貨と通貨との交換比率のことであり、国際取引をスムーズ

に進めるための物さしである。為替相場の変動要因、相場変動に対する企業の対
応について説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

8

〔3〕 アメリカの金融危機
2000年代に入りサブプライムローン問題が起こり、2008年にはリーマンショッ

クが起こったことにより、世界的な金融危機の様相を呈したが、G20の金融サミッ
トを⚓回開催することによって最悪の危機は回避されたことを説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

9

〔4〕 ヨーロッパの金融危機
アメリカの金融危機がヨーロッパに飛び火し、PIIGS（ポルトガル、イタリア、

アイルランド、ギリシャ、スペイン）の中でもギリシャが深刻な状況となり、管理
デフォルトを起こしてしまったことを説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

10

〔5〕 通貨制度と金融制度
貨幣と金融の発達を歴史的に辿り、貨幣の機能を説明し、さらに本位貨幣を基

礎とする貨幣制度である本位制度について紙幣本位制度（管理通貨制度）と金本
位制度に分けて説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

11

〔6〕 古典派の貿易理論
⑴ 国際分業と比較生産費の原理

国際分業によって、多くの国民経済間に国際的なつながりができたこと、さら
に国際貿易理論の基本的な理論であるアダム・スミスの絶対生産費説とデーヴィ
ド・リカードの比較生産費の原理を説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 国際経済論Ⅱ（International Economics Ⅱ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 案浦 崇

履 修 条 件
前提科目 国際経済論Ⅰ

そ の 他 なし

授業概要：
国際経済の二大分野である国際貿易と国際金融について理論的に及び実証的に概説する。国際貿易については、実務的な貿易取引の流れ、外国為替取引

の仕組み、及び貿易理論を説明する。国際金融については、最近のアメリカやヨーロッパの金融情勢を説明する。
授業目標：
⚑．マクロ的視点から国際経済の現状を理解し、基礎的知識を修得できている。
⚒．国際経済学の基礎的な概念や理論を説明することができる。
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
プリントを配布する。

参考文献：
⚑．伊東元重著『ゼミナール国際経済入門』日本経済新聞社。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業内容への参加状況等（30％）、小テスト・レポート等（70％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
毎回、出席をし、ノートをとること。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

12

〔7〕 分業利益への異論
⑴ マノイレスコの国民生産力論、グラハムの可変生産費観念

マノイレスコは、労働はその入り込む生産部門によって労働の生産力を異にす
るというプロダクティブ概念から批判し、グラハムは、工業品が逓減生産費、農産
品が逓増生産費であるという点から批判していることを説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

13

〔8〕 貿易の近代理論
⑴ ハーバラーの代替費用と貿易

ハーバラーは、古典派の労働価値説を出発点とし、生産費が逓増する場合の交
換比率は、需要と組み合わされた点における代替費用に等しくなる（近代理論）と
論じたことを説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

14

⑵ ヘクシャー＝オリーンの均衡理論と貿易
ヘクシャー＝オリーンが国際分業の利益を得るためには、各国とも他の国に比

べて相対的に豊富にもっている生産要素を比較的に多く用いる商品に特化して、
この商品の輸出と引き換えに相対的に希少な生産要素を多くもちいる商品を輸入
せよと論じたことを説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分

15

⑶ ハロッドの国民所得と貿易
ケインズの乗数理論を貿易理論に導入したものであり、輸出の増加は、貿易乗

数（⚑/輸入性向）の大きさによって、その何倍かの国民所得をもたらすと論じた
ことを説明する。

事前：配布プリントを精読すること。
事後：授業内容をまとめること。

講義 60分、反転授業
15分、発表 15分
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教本：
⚑．吉村昭『ポーツマスの旗』新潮文庫、￥552

参考文献：
⚑．松岡完『ベトナム戦争』中公新書、￥945

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業内容への参加状況等（10％）、小テスト・レポート等（30％）、定期試験（60％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
テキストや参考文献などを購入し、よく読む努力をして欲しい。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 19世紀の国際政治と植民地 事前：教科書を読む。
事後：ノートにまとめる。 講義

2 20世紀の国際政治と戦争 事前：教科書を読む。
事後：ノートにまとめる。 講義

3 明治維新と国際政治 事前：教科書を読む。
事後：ノートにまとめる。 講義

4 日清戦争の原因 事前：教科書を読む。
事後：ノートにまとめる。 講義

5 日清戦争の結果 事前：教科書を読む。
事後：ノートにまとめる。 講義

6 日露戦争の原因 事前：教科書を読む。
事後：ノートにまとめる。 講義

7 日露戦争の結果 事前：教科書を読む。
事後：ノートにまとめる。 講義

8 第二次世界大戦と日本 事前：教科書を読む。
事後：ノートにまとめる。 講義

9 第二次世界大戦と世界秩序 事前：教科書を読む。
事後：ノートにまとめる。 講義

10 朝鮮戦争の原因 事前：教科書を読む。
事後：ノートにまとめる。 講義

11 朝鮮戦争の結果 事前：教科書を読む。
事後：ノートにまとめる。 講義

12 ベトナム戦争の原因 事前：教科書を読む。
事後：ノートにまとめる。 講義

13 ベトナム戦争の結果 事前：教科書を読む。
事後：ノートにまとめる。 講義

14 国際政治と政治的秩序 事前：教科書を読む。
事後：ノートにまとめる。 講義

15 まとめ 事前：講義報告の構想
事後：講義報告の提出 講義

開 講 年 次 ⚓年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 国際政治学Ⅰ（International Politics I） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 伊藤 重行

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
国際政治学Ｉでは国民国家の発達とその問題点について講義し、国際政治を考察するための哲学的モデルを提示する。ここでは具体的に近代に起こった

戦争を取り上げ、戦争の結果世界秩序がどのように変化したかを授業の中で解明する。

授業目標：
国際政治学のキーファクターは、アクターとしての国家である。国家は「くに」という形式で有史以来存在し、発展してきた。ここでは国民国家を中心

にした国際政治の支配と服従、戦争と平和、そして植民地の歴史的経緯について理解できるように講義する。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
授業開始後に指定します。￥2,000～￥3,000のテキストとなります。

参考文献：
各回の講義の中でハンドアウトを配ります。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価します。
授業内容への参加状況等（50％）、小テスト・レポート等（10％）、定期試験（40％）等で総合評価します。

学生へのアドバイス：
日本の周辺で起きている国際政治を理解し、自分なりの意見を持てるようにするための講義です。少しでも関心を持てそうでしたら講義に参加してみて

下さい。暗記より考えることを重視した講義になります。
オフィスアワー：

初回講義日に伝えます。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 オリエンテーション：講義の概要や進め方について説明します。 事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

2 国際政治学の基本概念：国際政治学の基本的な概念や議論の枠組みについて、基礎的な知識
を学びます。

事前：教科書予習
事後：教科書復習 講義

3 現実主義とその思想：国際政治の最も重要な視点である現実主義の考え方とその思想を見て
いきます。

事前：教科書予習
事後：教科書復習 講義

4 現実主義とバランス・オブ・パワー：バランス・オブ・パワーについて学び、また関連する諸
概念にも触れます。

事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

5 自由主義とその思想：もう一つの重要な視点である自由主義の考え方とその思想を見ていき
ます。

事前：教科書予習
事後：教科書復習 講義

6 安全保障と現実主義：抑止論、安全保障のジレンマについて説明します。 事前：教科書予習
事後：教科書復習 講義

7 アジア太平洋地域の安全保障と現実主義：現実主義からアジア太平洋地域の国際秩序の可能
性を一緒に考えてみます。

事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

8 ミニ・テスト：前半のまとめをします。 事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

9 国際政治の歴史①：国際政治の戦争と平和の歴史について概略します。 事前：特になし
事後：教科書復習 講義

10 国際政治の歴史②：国際政治の戦争と平和の歴史について概略します。 事前：教科書予習
事後：教科書復習 講義

11 自由主義と国際制度：自由主義の安全保障へのアプローチの一つである自由主義的制度論を
紹介します。

事前：教科書予習
事後：教科書復習 講義

12 自由主義と民主的平和論：同じく安全保障へのアプローチとして民主的平和（デモクラティ
ク・ピース）論を紹介します。

事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

13 アジア太平洋地域と自由主義による秩序：自由主義からアジア太平洋地域の国際秩序の可能
性を一緒に考えていきます。

事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

14 グローバリゼーションと国際政治の変容：グローバル化で国際政治がいかに変容したかにつ
いて学びます。

事前：教科書予習
事後：教科書復習 講義

15 国際政治における変化：講義のまとめとして、国際政治と変化の問題を考えてみます。 事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

開 講 年 次 ⚓年次 前期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 国際政治学Ⅰ（International Politics Ⅰ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 髙𣘺𣘺 敏哉

履 修 条 件
前提科目 特に限定はしませんが、できるだけ国際関係論Ｉの履修が済んでいる方が望ましいです。

そ の 他

授業概要：
国際政治学の入門を理論的な枠組みを学びながら行います。基本的な概念を学んだ後、戦争・平和、安全保障、国際秩序の話を時事的な問題にも触れな

がら探究していきます。

授業目標：
⚑．国際政治学を現実主義と自由主義という理論的な視点（パースペクティブ）から分析する力を養う。
⚒．自ら国際政治・外交政策のあるべき姿を考えることができる素地を作る。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

○ ◎

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
⚑．伊藤重行『システム哲学序説』勁草書房、¥3,500

参考文献：
⚑．松岡完『ベトナム戦争』中公新書、￥945

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業内容への参加状況等（10％）、小テスト・レポート等（30％）、定期試験（60％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
テキストや参考文献などを購入し、よく読む努力をして欲しい。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 国際政治學入門 事前：教科書を読む。
事後：ノートにまとめる。 講義

2 主権と国家 事前：教科書を読む。
事後：ノートにまとめる。 講義

3 主権と国民国家 事前：教科書を読む。
事後：ノートにまとめる。 講義

4 ウエストファリア講和条約と国民国家 事前：教科書を読む。
事後：ノートにまとめる。 講義

5 国民国家と哲学モデル 事前：教科書を読む。
事後：ノートにまとめる。 講義

6 システム哲学と国際連合 事前：教科書を読む。
事後：ノートにまとめる。 講義

7 モデル 全体、秩序、非還元性 事前：教科書を読む。
事後：ノートにまとめる。 講義

8 モデル 自己安定性 事前：教科書を読む。
事後：ノートにまとめる。 講義

9 モデル 自己組織性 事前：教科書を読む。
事後：ノートにまとめる。 講義

10 モデル 重箱型階層性 事前：教科書を読む。
事後：ノートにまとめる。 講義

11 国際政治と自由論 事前：教科書を読む。
事後：ノートにまとめる。 講義

12 国際政治と価値論 事前：教科書を読む。
事後：ノートにまとめる。 講義

13 システム哲学と地球社会の政治 事前：教科書を読む。
事後：ノートにまとめる。 講義

14 地球社会の政治の目標 事前：教科書を読む。
事後：ノートにまとめる。 講義

15 まとめ 事前：講義報告の構想
事後：講義報告の提出 講義

開 講 年 次 ⚓年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 国際政治学Ⅱ（International Politics Ⅱ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 伊藤 重行

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
国際政治学Ⅱでは国民国家の発達とその問題点について講義し、国際政治を考察するための哲学的モデルを提示する。特に国際政治学ではウエストファ

リア講話条約を理解し、それに基づく国民国家の形成について講義する。

授業目標：
国際政治学のキーファクターは、アクターとしての国家である。国家は「くに」という形式で有史以来存在し、発展してきた。ここでは国民国家を中心

にした国際政治の支配と服従、戦争と平和、そして植民地の歴史的経緯について理解できるように講義する。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
毎回ハンドアウト（配布資料）に従って進めます。

参考文献：
講義の中で必要に応じ紹介します。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価します。
授業内容への参加状況等（50％）、小テスト・レポート等（10％）、定期試験（40％）等で総合評価します。

学生へのアドバイス：
国際関係論より覚える知識を増やしている講義ですが、力点は単なる暗記より考える部分に置いています。ここで学ぶ知識は将来必ず役に立つものです

から、是非、頑張って受講してみましょう。
オフィスアワー：

初回講義日に伝えます。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 オリエンテーション：講義の概略と国際政治の学習範囲や学習の仕方についてお話しします。 事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

2 日本の安全保障① 事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

3 日本の安全保障② 事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

4 日本の安全保障③ 事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

5 日本の国際政治経済① 事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

6 日本の国際政治経済② 事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

7 ミニ・テスト①：前半のまとめをします。 事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

8 戦争と平和① 事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

9 戦争と平和② 事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

10 戦争と平和③ 事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

11 戦争と平和④ 事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

12 ミニ・テスト②：後半のまとめをします。 事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

13 グローバルな課題と国際政治① 事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

14 グローバルな課題と国際政治② 事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

15 まとめ 事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

開 講 年 次 ⚓年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 国際政治学Ⅱ（International Politics Ⅱ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 髙𣘺𣘺 敏哉

履 修 条 件
前提科目 国際政治学Ⅰの履修済みであること。また、国際関係論Ⅰか国際関係論の事前受講が望ましい。

そ の 他 なし

授業概要：
今日の国際関係での重要なテーマを選び、討論とレポートを通じ、その課題を探っていきます。

授業目標：
⚑．主要な最近の国際問題の背景を理解する。
⚒．国際政治的視点から課題を分析する力を養う。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
授業時にプリントを配布。

参考文献：
⚑．『日本の原点』石上七鞘著 マイナビ新書 ￥872
⚒．『日本文学史の基礎知識』秋山虔ほか著 有斐閣ブックス ￥2,520

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
小テスト（15％）、授業への参加度（25％）、試験（60％）

学生へのアドバイス：
予習・復習を行うこと。欠席をしないことが大前提となります。最後まで取り組みましょう。

オフィスアワー：
水曜日 昼休み。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 日本文学の発生、「古事記」を読む。 事前：指定資料の予習
事後：授業の復習 講義

2 「日本書紀」を読む。 事前：指定資料の予習
事後：授業の復習 講義と演習

3 「風土記」を読む。 事前：指定資料の予習
事後：授業の復習 講義と演習

4 「日本霊異記」を読む。 事前：指定資料の予習
事後：授業の復習 講義と演習

5 「竹取物語」を読む。 事前：指定資料の予習
事後：授業の復習 講義と演習

6 「伊勢物語」を読む 事前：指定資料の予習
事後：授業の復習 講義と演習

7 「源氏物語」を読む⚑（概論、成立、作者紫式部、男源氏、女源氏） 事前：指定資料の予習
事後：授業の復習 講義と演習

8 「源氏物語」を読む⚒（桐壷巻、帚木巻、夕顔巻、若紫巻、若菜巻、玉鬘、浮舟） 事前：指定資料の予習
事後：授業の復習 講義と演習

9 「平家物語」を読む。 事前：指定資料の予習
事後：授業の復習 講義と演習

10 「大鏡」を読む。 事前：指定資料の予習
事後：授業の復習 講義と演習

11 「土佐日記」を読む。 事前：指定資料の予習
事後：授業の復習 講義と演習

12 「更級日記」を読む。 事前：指定資料の予習
事後：授業の復習 講義と演習

13 「枕草子」を読む。 事前：指定資料の予習
事後：授業の復習 講義と演習

14 「方丈記」「徒然草」を読む。 事前：指定資料の予習
事後：授業の復習 講義と演習

15 散文文学のまとめを行う。 事前：指定資料の予習
事後：授業の復習 講義

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 古典文学研究Ａ（散文）（Classical Literature research A（Prose）） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 石上 七鞘

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
物語の発生からその展開について解説する。特に古代以来の言語伝承である神話、伝説等を理解する。長編物語と短編物語、男性の物語と女性の物語の

比較、また日記文学や随筆について講義・演習を通じて古典文学を深く理解する。講義のほか、学生の研究発表の形式を採る。
授業目標：
⚑．日本の古典文学（散文）について、時代別、ジャンル別・作品別にその特質を理解する。古典の形態や表現の特徴を理解し、理解に必要な方法や知識

を習得する。古典の生成と展開を把握し、その全体像を理解する。古典の発生と歴史を作者や作品に即して理解する。
⚒．古典の理念と変遷を理解する。古典の背景としての歴史・環境・風土を理解する。古典の各分野（物語・和歌・随筆・日記等）の展開や価値を理解す

る。
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養
◎ ◎

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
なし、プリント配付。

参考文献：
⚑．『日本古典文学史の基礎知識』秋山虔ほか著、有斐閣ブックス、￥2,520
⚒．『日本の原点』石上七鞘著 マイナビ新書 ￥830＋税
⚓．『日本古典文学大系』岩波新書 『日本古典文学全集』小学館

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
小テスト（15％）、授業内容への参加度（25％）、試験（60％）

学生へのアドバイス：
予習・復習を行うこと。欠席をしないことが大前提となります。最後まで取り組みましょう。

オフィスアワー：
水曜日 昼休み。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 日本文学の発生、「古事記」歌謡を読む。神話と歌話について考える。 事前：指定資料の予習
事後：授業の復習 講義

2 「日本書紀」歌謡を読む。郷土を探る。 事前：指定資料の予習
事後：授業の復習 講義と演習

3 「風土記」歌謡を読む。土地柄を知る。 事前：指定資料の予習
事後：授業の復習 講義と演習

4 「万葉集」を読む⚑（概論、成立、編者、部立、万葉仮名）。 事前：指定資料の予習
事後：授業の復習 講義と演習

5 「万葉集」を読む⚒（巻一、巻二、巻十四、巻十六）。 事前：指定資料の予習
事後：授業の復習 講義と演習

6 第⚖回：「古今和歌集」を読む。時代性を知る。 事前：指定資料の予習
事後：授業の復習 講義と演習

7 第⚗回：「新古今和歌集」を読む。時代性を知る。 事前：指定資料の予習
事後：授業の復習 講義と演習

8 第⚘回：「百人一首」を読む⚑（（概論、成立、編者）。 事前：指定資料の予習
事後：授業の復習 講義と演習

9 第⚙回：「百人一首」を読む⚒（天智天皇、持統天皇他）。 事前：指定資料の予習
事後：授業の復習 講義と演習

10 第10回：「梁塵秘抄」を読む。民衆の気持ちを読む。 事前：指定資料の予習
事後：授業の復習 講義と演習

11 第11回：「閑吟集」を読む。民衆の気持ちを読む。 事前：指定資料の予習
事後：授業の復習 講義と演習

12 第12回：「奥の細道」を読む。江戸時代の人々の心を読む。 事前：指定資料の予習
事後：授業の復習 講義と演習

13 第13回：「去来抄」を読む 事前：指定資料の予習
事後：授業の復習 講義と演習

14 第14回：「三冊子」を読む。 事前：指定資料の予習
事後：授業の復習 講義と演習

15 第15回：韻文文学のまとめを行う。 事前：指定資料の予習
事後：授業の復習 講義

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 古典文学研究Ｂ（韻文）（Classical Literature research B（Verses）） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 石上 七鞘

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
詩歌の発生や作品に見られる文学歌謡を理解する。講義のほか、学生によるテーマ発表を行う。

授業目標：
⚑．日本の文学史について、時代やジャンル別･作品別理念とその特質を理解する。
⚒．古典文学の形態や表現の特徴を理解し、理解に必要な応報や知識を習得する。古典文学の生成と展開を把握し、その全体像を理解する。古典文学の発

生と歴史を作者や作品に即して理解する。古典文学の理念と変遷を理解する。古典文学の背景としての歴史・環境・風土を理解する。古典文学の各分野
（物語・和歌・随筆・日記等）の展開や価値を理解する。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
資料を配布するので教科書は指定しません。

参考文献：
コミュニケーション基本テキスト
五十嵐健著 日本能率協会マネジメントセンター

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業内容への参加状況等（40％）、小テスト・レポート等（60％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
コミュニケーションの入り口は笑顔です。毎回、体調を整えてさわやかな笑顔で受講できるように準備してください。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 ［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
ガイダンス・コミュニケーションとは何かについて学ぶ

事前：シラバスを読んでおく
事後：配付資料の復習

講義 40分
グループワーク 50分

2 コミュニケーション上手になるために・他者とのかかわりと自己開示について、体
験を通して学ぶ

事前：前時の振り返りをする
事後：配付資料の復習

講義 30分
ロールプレイ 60分

3 自分を知る・自己紹介をしてみよう・クラス全員の前で発表する 事前：前時の振り返りをする
事後：配付資料の復習

講義 30分
演習 60分

4 自分の世界を広げる・他者を理解するために必要なことを考えていく 事前：前時の振り返りをする
事後：配付資料の復習

講義 40分
グループワーク 50分

5 子どもを知る・発達とコミュニケーションについて理解する 事前：前時の振り返りをする
事後：配付資料の復習

講義 50分
グループワーク 40分

6 表現遊びについて遊びの指導から考える 事前：前時の振り返りをする
事後：配付資料の復習

講義 50分
演習 40分

7 言葉遊びについて遊びの指導から考える 事前：前時の振り返りをする
事後：配付資料の復習

講義 50分
演習 40分

8 コミュニケーションの遊び①・乳児を対象にした遊びについて検討する 事前：前時の振り返りをする
事後：配付資料の復習 演習 90分

9 コミュニケーションの遊び①・幼児を対象にした遊びについて検討する 事前：前時の振り返りをする
事後：配付資料の復習 演習 90分

10 聞く技術・保護者との連携のために必要なコミュニケーション技術について学ぶ 事前：前時の振り返りをする
事後：配付資料の復習

講義 60分
グループワーク 30分

11 伝える技術①・プレゼンテーション力をつける 事前：前時の振り返りをする
事後：配付資料の復習

講義 50分
グループワーク 40分

12 伝える技術②・アサーションの考え方を理解し実践する 事前：前時の振り返りをする
事後：配付資料の復習

講義 50分
グループワーク 40分

13 子どものコミュニケーション力を育てる・遊びを通してコミュニケーションを育て
る技術について学ぶ

事前：前時の振り返りをする
事後：配付資料の復習 演習 60分

14 保育者として必要なコミュニケーションについて考える 事前：前時の振り返りをする
事後：配付資料の復習

講義 60分
グループワーク 30分

15 学習のまとめと振り返りを行う 事前：前時の振り返りをする
事後：学修のまとめ記録作成

講義 60分
グループワーク 30分

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 子どもコミュニケーションの指導（Guidance on Communication with Children) 科目分類 専門科目

担 当 教 員 古金 悦子

履 修 条 件
前提科目

そ の 他

授業概要：
保育者としての子どもとの関わりや保育者同士の連携、保護者との信頼関係を築くための関わりなど、コミュニケーションの基本を知り、その方法につ

いて学ぶ。講義を基本にアクティブラーニングを行う。

授業目標：
子ども、保護者、保育者同士などと関わる上で保育者として必要なコミュニケーションを理解する。

信頼関係を築くためのコミュニケーションの手法を身に付ける。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
幼稚園教育要領解説、保育所保育指針解説
必要に応じて資料を配布する。

参考文献：
松本和美編著『保育に役立つ言語表現教材』（第⚒版）みらい、2018
古橋和夫著『保育者のための言語表現の技術』萌文書林、2018

成績評価の方法、評価基準：
定期試験（60％）、課題提出・発表（30％）、授業への参加意欲（10％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
演習に積極的に参加することで、実践力を身につけてほしい。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 本科目の目標、授業の概要、受講上の心得、授業形式を提示する。
事前：シラバスの確認
事後：テキスト p.8～12を読み授業ポイ

ントを確認する
講義 90分

2 子どもの発達に添った様々な「言葉遊び」を学び、実習に生かせるよう体を
動かす。

事前：テキストp.97～104を読む
事後：授業ポイントを200字でまとめる

講義 50分
実践 40分

3 幼児の教材の価値や意義を理解する。 事前：テキストp.105～108を読む
事後：授業ポイントを200字でまとめる 講義 90分

4 絵本・紙芝居の特質、絵本・紙芝居を読むために必要なことを理解する 事前：テキストp.109～112を読む
事後：授業ポイントを200字でまとめる 講義 90分

5 パネルシアターの仕組みや活用の仕方を考える。 事前：テキストp.61～68を読む
事後：授業ポイントを200字でまとめる 講義 90分

6 教材研究①パネルシアターの作り方を学び、実習に生かせるよう体を動か
す。

事前：テキストp.69～71を読む
事後：授業ポイントを200字でまとめる

講義 50分
実践 40分

7 エプロンシアター、ストーリーテリングの基本を理解する。 事前：テキストp.72～85を読む
事後：授業ポイントを200字でまとめる 講義 90分

8 ペープサートの仕組みや活用の仕方を考える。 事前：テキストp.44～47を読む
事後：授業ポイントを200字でまとめる 講義 90分

9 教材研究②ペープサートの作り方を学び、実習に生かせるよう体を動かす。 事前：テキストp.48～52を読む
事後：授業ポイントを200字でまとめる

講義 50分
実践 40分

10 ペープサートの実際を体験的に理解するため、グループで発表し合い相互
評価する。

事前：テキストp.113～116を読む
事後：授業ポイントを200字でまとめる

講義 10分
グループワーク 50分

発表 30分

11 人形劇の仕組みや活用の仕方を考える。 事前：テキストp.53～54を読む
事後：授業ポイントを200字でまとめる 講義 90分

12 教材研究③人形の作り方を学び、実習に生かせるよう体を動かす。 事前：テキストp.55～60を読む
事後：授業ポイントを200字でまとめる

講義 30分
実践 60分

13 人形を用いた話について学ぶ。 事前：テキストp.86～90を読む
事後：授業ポイントを200字でまとめる 講義 90分

14 人形で表現あそびをするために必要な理論と知識について理解する。 事前：テキストp.91～104を読む
事後：授業ポイントを200字でまとめる 講義 90分

15 人形劇、その他の演じ方には様々な表現のあることを学ぶ。 事前：テキストp.16～32、38～43を読む
事後：授業ポイントを200字でまとめる 講義 90分

開 講 年 次 ⚓年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚑ 時 間 数 15 授業形態 講義

授業科目(英文) 言葉で遊ぶ（言語表現）（Play with Words（Expression in Language）） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 村木 桂子

履 修 条 件
前提科目 保育内容（言葉）

そ の 他 なし

授業概要：
乳幼児期の言語発達の道筋や特徴などについて学ばせ、子どもの「言葉」を育てるための「言葉遊び」や言語表現を用いた様々な教材を、体系的に理解

させる。言葉に関する教材の理論を教授する。保育者として表現技術指導の基礎的知識を身に付け、実際に活用するための基礎力を養成する。入門的言語
表現教材の開発の理論と知識を学ばせる。
授業目標：
⚑．幼児期の言語の特徴を理解し、子どもの遊びを豊かに展開するために必要な理論・知識を習得する。
⚒．言語表現の表現活動に関する様々な理論や知識を習得し、理解を深める。
⚓．表現活動に係わる教材（絵本、紙芝居、人形劇、ストーリーテリング等）等の活用のための理論や知識を学ぶ。
⚔．子どもが自ら児童文化財等に親しむ環境構成及び具体的展開のための知識を習得する。
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養
◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
『幼保連携型認定こども園教育・保育要領、幼稚園教育要領、保育所保育指針』(最新版)
『教育の知恵 60』（大沢裕編著、一藝社）

参考文献：
適宜、授業時に指示する。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
幼児教育者として必須の、子どもの教育に関わる基礎的事項が理解でき、教育的なものの見方・考え方が身についているかを討論の発表内容、複数回提

出させるレポートの内容、筆記試験によって総合的に評価する。
学生へのアドバイス：

教育の時事問題に関心を持つこと。
オフィスアワー：

初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 子どもの教育の本質と意義 事前：教育の記事を読んでおく
事後：ノートを読み返す 講義 90分

2 教育の目的・理念 事前：望ましい人間像を考える
事後：ノートを読み返す 講義 90分

3 家庭教育（家族の教育） 事前：家庭で受けた教育を思い出しておく
事後：ノートを読み返す

VTR試聴 45分､
グループ討論 45分

4 学校教育 事前：家庭と学校の違いを考える
事後：ノートを読み返す 講義 90分

5 社会教育 事前：地域の行事を考える
事後：ノートを読み返す 講義 90分

6 諸外国の子どもの教育思想と歴史（古代） 事前：世界史を復習する
事後：ノートを読み返す 講義 90分

7 諸外国の子どもの教育思想と歴史（中世とルネッサンス期） 事前：世界史を復習する
事後：ノートを読み返す 講義 90分

8 諸外国の子どもの教育思想と歴史（近代） 事前：世界史を復習する
事後：ノートを読み返す 講義 90分

9 我が国の子どもの教育思想と歴史 事前：日本史を復習する
事後：ノートを読み返す 講義 90分

10 子どもの人権教育 事前：人権に関する新聞記事を読む
事後：討論の結果を振り返る

グループ討論 60分
発表 30分

11 近代の教育制度・教育法規の基礎 事前：教育法規を調べておく
事後：ノートを読み返す 講義 90分

12 子どもの教育の内容 事前：望ましい経験について考えておく
事後：ノートを読み返す 講義 90分

13 子どもの教育の方法 事前：教育方法について事前学習する
事後：ノートを読み返す 講義 90分

14 子どもの教育実践の様々な取り組み 事前：PCで世界の教育を調べてみる
事後：討論の結果を振り返る

VTR試聴 45分､
グループ討論 45分

15 生涯学習と現代の教育課題 事前：教育の時事問題を調べてみる
事後：

グループ討論 45分
講義 45分

開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 子ども教育原理（Principles of Childhood Education) 科目分類 専門科目

担 当 教 員 大沢 裕

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
教育の理念と意味、教育思想の歴史的変遷（我が国と欧米の場合）、教育の目的・内容・方法の関連、教育制度・法規の実際、生涯学習社会における教育

のあり方、現代の教育の喫緊の課題などを、特に幼児の教育に視点を合わせて理解させる。この過程を通して、教育に関する基礎的・基本的概念の習得を
させ、教育活動における実践原理の体系的な理解を促す。教育現場との関連性を意識しながら教授する。授業形態は、講義の他に、グループ討論と発表、
VTR視聴とその検討を含む。
授業目標：

子どもの教育の意義、理念について理解し、教育の思想と歴史的変遷について学び、子ども教育の基礎的理論を理解する。子どもの教育の制度・法規に
ついて理解する。教育実践の様々なあり方を知る。生涯学習社会の教育の現状と課題について認識する。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

○ ◎

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
毎回、作成したプリントを配布し、それにそって授業をすすめ

ていきます。

参考文献：
高妻紳二郎「新・教育制度論：教育制度を考える15の視点」、ミネルヴァ書房、2014年。
その他授業中に適宜紹介します。

成績評価の方法、評価基準：
授業参加状況等（50％）、小テスト・レポート等（20％）、定期試験（30％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
社会学的思考を自ら実践できるようになることを目的としています。授業には積極的に参加してください。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1
社会変化と学校
情報化を取り上げながら、社会変化が学校教育にどう影響を与えているかを
考えていきます。

事前：なし
事後：次回の配布資料を読む

講義 70分･ディスカ
ッション 20分

2 家族変化と学校：少子化が子どもの成長・教育に対してどういう影響を与え
ているかを考えていく

事前：配布資料の下読み
事後：キーワードを調べ､考えをまとめる

講義 60分･ディスカ
ッション 30分

3
公教育の原理について考える
公教育としての学校について、日本の学校の特徴や学校教育における公共性
の問題を考えていく

事前：配布資料の下読み
事後：キーワードを調べ､考えをまとめる

講義 60分･グループ
ワーク 30分

4 日本の教育制度とは何か：明治以降の教育制度の変遷をたどりながら、制度
と教育の関連について考えていく

事前：配布資料の下読み
事後：キーワードを調べ､考えをまとめる

講義 70分･グループ
ワーク 20分

5 諸外国の教育改革と課題を考える；諸外国の教育改革を理解し、その上で日
本の教育改革の現状と課題を理解する

事前：配布資料の下読み
事後：キーワードを調べ､考えをまとめる

講義60分･グループ
ワーク30分

6 教育政策と教育行政：教育政策や教育行政の原理を理解し、課題と改善策を
考えていく

事前：配布資料の下読み
事後：キーワードを調べ､考えをまとめる

講義 70分･グループ
ワーク 20分

7
日本国憲法と教育基本法
日本国憲法と教育基本法の関係を理解すると共に、教育基本法がどう改正さ
れたかを考えていく、

事前：配布資料の下読み
事後：キーワードを調べ､考えをまとめる

講義 80分･グループ
ワーク 10分

8 学校教育法と関連法規
学校に関連するさまざまな関連法規について理解する。

事前：配布資料の下読み
事後：キーワードを調べ､考えをまとめる

講義 60分･ディスカ
ッション 30分

9
学級経営とは何か
生徒たちが主体的に学習する組織にするために、学級経営の在り方について
考えていく

事前：配布資料の下読み
事後：キーワードを調べ､考えをまとめる

講義 60分･グループ
ワーク 30分

10
教育評価と学級経営
学級経営を評価し、次年度以降の改善にどうつなげているのか、その方法を
理解する

事前：配布資料の下読み
事後：キーワードを調べ､考えをまとめる

講義 60分･グループ
ワーク 30分

11 学校評価というシステム PDCAサイクルを考えてみる
PDCAサイクルを理解し、自ら実践できるようにする

事前：配布資料の下読み
事後：キーワードを調べ､考えをまとめる

講義 20分･グループ
ワーク 50分･発表
20分

12 チームとしての学校という視点
中教審答申を中心に、チームとしての学校という視点を理解する

事前：配布資料の下読み
事後：キーワードを調べ､考えをまとめる

講義 60分･グループ
ワーク 30分

13 開かれた学校Ⅰ地域の教育力の活用
学校・家庭・地域社会の連携の在り方を理解する。

事前：配布資料の下読み
事後：キーワードを調べ､考えをまとめる

講義 20分･グループ
ディスカッション
60分･発表 10分

14 開かれた学校Ⅱ学校評議委員・コミュニティスクール・学社連携への模索
地域から信頼できる学校作りのための実践例を学習し、課題について考える

事前：配布資料の下読み
事後：キーワードを調べ､考えをまとめる

講義 20分･グループ
ディスカッション
60分･発表 10分

15
開かれた学校と安心・安全な学校作り
「開かれた学校」と生徒にとっての安全な学校作りの兼ね合いは非常に難し
い。いくつかの実践例から、課題を考える。

事前：配布資料の下読み
事後：キーワードを調べ､考えをまとめる 発表60分・講義30分

開 講 年 次 ⚓年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 子ども教育社会学（Sociology of Child Education） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 深谷 野亜

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
この授業では、現代の公教育を支える社会構造を理解した上で、学生一人一人が主体的に考え、答えを導き出す姿勢を身につけることを促していく。授

業ではグループディスカッションやプレゼンテーションを多用し、参加型の授業を目指していきたい。
授業目標：

教育がどのような制度／法律下でこどもの教育に携わるのかを理解し、各自が自らの見識を持てるようにすることを目的としている。具体的には以下の
5つを目標とする。①学校教育に与える社会の影響を理解する②制度や法律と学校教育のかかわりについて理解する③学校改善のための取組について理解
する④地域と学校の連携の重要性を理解する⑤安心・安全な学校作りへの取組を理解する。
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養
〇 ◎

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
藤井穂高編著『教育の方と制度』ミネルヴァ書房
事前に配付した資料を使用する。

参考文献：
教育行政と学校経営（放送大学）小川正人(著)、勝野正章(著)・『幼稚園教育要領』

（最新版）文部科学省、『保育所保育指針解説書』（最新版）厚生労働省、『幼保連携
型認定こども園教育・保育要領』（最新版）内閣府・文部科学省・厚生労働省

成績評価の方法、評価基準：評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業参加状況等（20％）、小テスト・レポート（20％）、定期試験（60％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 就学前の教育・保育の現状と課題について考える。 事前：資料・テキストでの確認
事後：資料・テキストでの復習

講義（60分）・
グループ（30分)

2 家族変化と子どもの育ちの変化について考える。 事前：情報収集
事後：資料・テキストでの復習

講義（60分）・
グループ（30分)

3 保育制度のこれまでの経過と現在について考える。 事前：資料・テキストでの確認
事後：資料・テキストでの復習

講義（60分）・
グループ（30分)

4 教育基本計画と教育大綱について考える。 事前：資料・テキストでの確認
事後：資料・テキストでの復習

講義（60分）・
グループ（30分)

5 こども子育て支援法について考える。 事前：情報収集
事後：資料・テキストでの復習

講義（60分）・
グループ（30分)

6 就学前の教育・保育制度を支える国の行政組織について考える。 事前：資料・テキストでの確認
事後：資料・テキストでの復習

講義（60分）・
グループ（30分)

7 就学前の教育・保育制度を支える地方の行政組織について考える。 事前：資料・テキストでの確認
事後：資料・テキストでの復習

講義（60分）・
グループ（30分)

8 就学前教育・保育の制度の現状と課題について考える。 事前：情報収集
事後：資料・テキストでの復習

講義（60分）・
グループ（30分)

9 地域の子育て拠点としての幼稚園、保育所、幼保連携型認定こども園について考える。 事前：情報収集
事後：資料・テキストでの復習

講義（60分）・
グループ（30分)

10 教育課題と学級経営について考える。 事前：資料・テキストでの確認
事後：資料・テキストでの復習

講義（60分）・
グループ（30分)

11 学校保健安全法について考える。 事前：情報収集
事後：資料・テキストでの復習

講義（60分）・
グループ（30分)

12 災害に対する危機管理体制と学校経営について考える。 事前：資料・テキストでの確認
事後：資料・テキストでの復習

講義（60分）・
グループ（30分)

13 学校管理下で起こる事故例と裁判事例①（授業における危機管理）について考える。 事前：資料・テキストでの確認
事後：資料・テキストでの復習

講義（60分）・
グループ（30分)

14 学校管理下で起こる事故例と裁判事例①（行事、学校外活動における危機管理）につい
て考える。

事前：資料・テキストでの確認
事後：資料・テキストでの復習

講義（60分）・
グループ（30分)

15 今後における学校安全教育について考える。 講義（60分）・
グループ（30分)

開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 子ども教育制度論（Childhood Education System) 科目分類 専門科目

担 当 教 員 山下 文一

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
この授業では現代の公教育及び保育を支える社会構造と制度を理解した上で、学生一人一人が主体的に考え、答えを導き出す姿勢を身につけることを促

していく。授業ではグループディスカッションやプレゼンテーションを多用し、参加型授業の実現を目指す。

授業目標：
教育・保育制度の変遷と現状を理解し、現在の子どもたちを取り巻く社会状況について考え、これらの課題解決を図るために地域や社会全体と一体とな

った教育・保育の在り方について理解する。また子どもたちが安全で、安心した生活をおくることができるための学校、家庭、地域の連携、危機管理等の
在り方について考え理解する。
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養
◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
使用しない。適宜、参考資料を配布。

参考文献：
田中智志/橋本美保監修 羽田紘一編著 新・教職課程シリーズ 教育相談

一藝社 ￥2,200 他

成績評価の方法、評価基準：評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業内容への参加状況等（40％）、小テスト・レポート等（30％）、定期試験（30％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
授業では、一方的な講義ではなく、学生に考えてもらいます。単元によっては発表者を決めておき、プレゼンテーションを行ってもらうこともあります。

受け身な態度ではなく、自身の考えを表現できるように心がけてください。
オフィスアワー：

初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 教育相談とは
保育・教育相談の意義

事前：
事後：復習（教育相談の定義、まとめ） 講義

2 教育相談に関わる心理学の基礎理論 事前：予習（心理学と教育相談について考える）
事後：復習（教育相談と心理学基礎のまとめ） 講義

3 教育相談とカウンセリングマインド
保育所・幼稚園、学校場面

事前：予習（カウンセリングマインドを調べる）
事後：復習（カウンセリングマインドまとめ） 講義

4 カウンセリングの基礎
代表的なカウンセリング理論と技法（傾聴、受容、共感的理解）

事前：予習（カウンセリングについて調べる）
事後：復習（カウンセリング理論のまとめ） 講義

5 子ども・児童生徒の理解の方法⑴
発達・成長を見据えた支援

事前：予習（子どもの成長について調べる）
事後：復習（子どもの成長への支援のまとめ） 講義

6 子ども・児童生徒の理解の方法⑵
問題行動発生のメカニズム

事前：予習（問題行動について調べる）
事後：復習（問題行動のメカニズムのまとめ） 講義

7 子ども・児童生徒の理解の方法⑶
アセスメントの方法 SOS（シグナル）を察知する力

事前：予習（アセスメントについて調べる）
事後：復習（アセスメントの方法のまとめ） 講義と演習

8 教育（保育）相談活動の実際⑴発達障害への対応 事前：予習（発達障害について調べる）
事後：復習（発達障害への対応のまとめ） 講義と演習

9 教育（保育）相談活動の実際⑵虐待、いじめへの対応 事前：予習（いじめについて考える）
事後：復習（虐待やいじめへの対応のまとめ） 講義と演習

10 教育（保育）相談活動の実際⑶不登校（登園しぶり）、学業不振（知
的晩稲）への対応

事前：予習（登園しぶりを調べる）
事後：復習（登園しぶりなど対応のまとめ） 講義と演習

11 教育（保育）相談活動の実際⑷支援目標、立案、支援計画の策定 事前：予習（支援計画を調べる）
事後：復習（支援計画をなどのまとめ） 講義と演習

12 保護者支援のあり方―保護者との連携と支援 事前：予習（保護者対応について考える）
事後：復習（保護者支援、連携のまとめ） 講義

13 教育相談に活かすグループ体験―グループ体験の基礎知識 事前：予習（グループ体験を調べる）
事後：復習（教育草案に活かすグループ体験のまとめ） 講義と演習

14 教育相談に活かす多職種及び他機関との連携⑴医療・福祉・心理
職者との連携

事前：予習（多職種とは何か調べる）
事後：復習（多職種との連携についてまとめ） 講義

15 教育相談に活かす多職種及び他機関との連携
―⑵地域、自治体の機関、児童相談所他 専門機関との連携

事前：予習（児童相談所について調べる）
事後：復習（様々な相談機関との連携についてまとめる） 講義

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 子ども教育相談（Educational counseling of children) 科目分類 専門科目

担 当 教 員 中村 淳子

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
本講座では、子ども・児童生徒が人として望ましく成長するための支援方法として保育・教育者が身につけるべき教育相談活動について基本的な理論や

知識を学んでいく。さらには相談活動に必要なカウンセリングの方法をロールプレイやグループワークなどで体験的に学習していく。
授業目標：
⚑．教育相談の基礎的な知識や理論等を学び、子ども・児童生徒の支援について考える。
⚒．子ども・児童生徒の悩みや問題行動について理解し、教育者として対処できる相談技術を習得する。
⚓．個別的な対応だけでなく集団への対応をも視野に入れた相談活動を習得し、各専門機関などとの連携を学ぶ。
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養
○ ◎

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 子ども教育方法論（Curriculum method of teaching） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 濱中 啓二郎

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
現代の教育、保育の現状及び子どもの実情を踏まえ、教育の方法に関する基礎的な理論や技術を学ぶ。具体的には子どもの認識や学力に合わせたカリキ

ュラムの立案方法、教科・領域の特性に合わせた教育方法を理解し、模擬保育を通しての改善方法及び評価方法、さらに現時点における最新の情報機器等
の活用方法や在り方、注意事項などについても学ぶ。
またそれぞれが教員の職務内容として責任を持ち、自分の教育・保育方法を立案し、展開ができる様に、より実践的で、具体的な内容を学び、その求めら
れる資質能力や役割についても考えていきたい。

授業目標：
幼稚園教育要領及び保育所保育指針に示された内容を基本とし、教育方法についての専門的な知識の習得、及び認識を深める。具体的な指導案の作成方

法や、教材研究の方法の習得、情報通信機器等の活用方法、を作成・応用できる基本を習得できるようにし、各自の教育実践や教育研究などに結びつけて、
具体的な指導場面に展開できることを目標とする。
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養
◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 本授業のガイダンス 教育方法とは何か 事前：
事後：本授業の復習 講義

2 幼稚園教育要領と子ども、遊び、環境 事前：指針、要領の講読
事後：本授業の復習 講義

3 教育方法と教師の専門性 事前：
事後：本授業の復習 講義

4 教育方法の基礎的理論：思想、歴史 事前：
事後：本授業の復習 講義

5 年齢別の教育方法、環境構成の意義、絵本を用いた教育方法 事前：
事後：本授業の復習 講義

6 育みたい資質・能力、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿 事前：指針、要領の講読
事後：本授業の復習 講義

7 子どもの興味・関心と教育方法、教育評価、評価方法 事前：
事後：本授業の復習 講義

8 様々な教育方法、学習指導理論 事前：
事後：本授業の復習 講義

9 保護者に理解と基礎的な対応 事前：
事後：本授業の復習 講義

10 遊びや環境を通した教育方法の実例 事前：
事後：本授業の復習 講義

11 地域の連携と特色ある教育方法・実践例 事前：
事後：本授業の復習 講義

12 計画、指導案の重要性（日案・週案・長期計画の作成） 事前：
事後：本授業の復習 講義、個人活動、発表

13 情報機器の操作と教育方法：諸注意、実践例、計画 事前：情報機器操作の確認
事後：本授業の復習 講義

14 情報機器の操作と教育方法：教材の作成 事前：
事後：本授業の復習 講義、グループ活動

15 模擬授業、「よい教育方法」の模索 事前：
事後：本授業の復習 講義、グループ活動

教本：「保育をめぐる諸問題」（一藝社）
「幼稚園教育要領」（フレーベル館）
「保育所保育指針」（フレーベル館）
「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」（フレーベル館）

参考文献：

成績評価の方法、評価基準：
授業参加状況等（10％）、小テスト・レポート等（20％）、定期試験（70％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
「保育所保育指針」や「幼稚園教育要領」には目を通しておいてください。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。
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教本：
特になし

参考文献：
『保育所保育指針』厚生労働省、フレーベル館、￥320＋税

成績評価の方法、評価基準：受講者全員から作品・レポートの提出を求め、内容を成績評価に考慮する。
授業内容への参加状況・授業態度等（40％）、課題作品・レポート等（60％）、等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
個人で使用する材料・用具等については授業の中で説明するので、各自で準備すること。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 子どもコミュニケーション表現法について検討する。
事前：子どもコミュニケーショ

ンについて考える。
事後：授業の内容を整理する。

講義 60分、
ディスカッション 30分

2 子どもコミュニケーション表現法によるコミュニケーションツールの役割につい
て検討する。

事前：配布資料を読む。
事後：授業の内容を整理する。

講義 60分、
ディスカッション 30分

3 子どもコミュニケーション表現法の造形表現と保育教材の検討 ⑴ 画材・素材に
ついて検討する。

事前：配布資料を読む。
事後：授業の内容を整理する。

講義 30分、
ディスカッション 60分

4 子どもコミュニケーション表現法の造形表現と保育教材の検討 ⑵ 内容について
検討する。

事前：配布資料を読む。
事後：授業の内容を整理する。

講義 30分、
グループワーク 60分

5 子どもコミュニケーション表現法の造形表現と保育教材の制作 ⑴ 下図を作成す
る。

事前：配布資料を読む。
事後：授業の内容を整理する。

講義 30分、
グループワーク 60分

6 子どもコミュニケーション表現法の造形表現と保育教材の制作 ⑵ 裁断・下塗り
等を実施する。

事前：配布資料を読む。
事後：授業の内容を整理する。

講義 30分、
グループワーク 60分

7 子どもコミュニケーション表現法の造形表現と保育教材の制作 ⑶ 上塗り・縫製
等を実施する。

事前：配布資料を読む。
事後：授業の内容を整理する。

講義 30分、
グループワーク 60分

8 子どもコミュニケーション表現法の造形表現と保育教材の制作 ⑷ 仕上げを実施
する。

事前：配布資料を読む。
事後：授業の内容を整理する。

講義 30分、
グループワーク 60分

9 子どもコミュニケーション表現法の造形表現と保育教材の制作 ⑸ 細部仕上げを
実施する。

事前：配布資料を読む。
事後：授業の内容を整理する。

講義 30分、
グループワーク 60分

10 子どもコミュニケーション表現法の造形表現と保育教材の活用 ⑴ 受容について
学ぶ。

事前：配布資料を読む。
事後：授業の内容を整理する。

講義 30分、
グループワーク 60分

11 子どもコミュニケーション表現法の造形表現と保育教材の活用 ⑵ 共感について
学ぶ。

事前：配布資料を読む。
事後：授業の内容を整理する。

講義 30分、
グループワーク 60分

12 子どもコミュニケーション表現法の造形表現と保育教材の活用 ⑶ 乳児への対応
について検討する。

事前：配布資料を読む。
事後：授業の内容を整理する。

講義 30分、
グループワーク 60分

13 子どもコミュニケーション表現法の造形表現と保育教材の活用 ⑷ 幼児への対応
について検討する。

事前：配布資料を読む。
事後：授業の内容を整理する。

講義 30分、
グループワーク 60分

14 造形表現の鑑賞を実施する。 事前：配布資料を読む。
事後：授業の内容を整理する。

講義 30分、
グループワーク 60分

15 授業の振り返りとまとめについてグループディスカッションを行う。 事前：配布資料を読む。
事後：授業の内容を整理する。

講義 30分、
ディスカッション 60分

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 子どもコミュニケーション表現法（Communication Method for Children) 科目分類 専門科目

担 当 教 員 小野 和

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
子どもコミュニケーション表現法の視点による造形表現と保育教材の検討・制作・活用を体験し、子どもとの関わりの中で豊かなコミュニケーション表

現を実践する力を養う。

授業目標：
子どもコミュニケーション表現法の意義を理解する。保育におけるコミュニケーションツールの役割を学び、子どもとの関わりの中で実践する力を養う。

この科目は、4.次世代育成支援等において地域コミュニティづくりに指導的役割が発揮できる人材を育成する科目である。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
「子育て・子育てを支援する」子どもの食と栄養（萌文書林、堤ちはる 編）」

参考文献：

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業内容への参加状況等（30％）、試験（70％）で総合評価する。

学生へのアドバイス：
保育活動における食育の重要度は近年ますます高まっています。保育士を目指す学生として、身近な食の問題に関心を持ち、授業で身に付けた知識や技

術を日常の食生活にも取り入れ活かしてください。
オフィスアワー：

初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1･⚒ 乳幼児の食事（演習）の概要と目標について 事前：なし
事後：授業内容復習

講義 90分
演習 90分

⚓･⚔ 乳幼児の心身の発達と食生活について 事前：テキスト精読（p 1～p 16）
事後：授業内容復習

講義 90分
演習 90分

⚕･⚖ 調乳、授乳の意義と実践 事前：テキスト精読（p 89～p 107）
事後：授業内容復習

講義 90分
演習 90分

⚗･⚘ 離乳食の意義と実践 事前：テキスト精読（p 107～p 129）
事後：授業内容復習

講義 90分
演習 90分

⚙･10 乳幼児期の間食の意義と実践 事前：テキスト精読（p 141～p 146）
事後：授業内容復習

講義 90分
演習 90分

11･12 献立、調理の基本と幼児のお弁当作成 事前：テキスト精読（p 49～p 71）
事後：授業内容復習

講義 90分
演習 90分

13･14 乳幼児期の食の問題に関する演習 ① 事前：テキスト精読（p 148～p 155）
事後：授業内容復習

講義 90分
演習 90分

15･16 乳幼児期の食の問題に関する演習 ② 事前：テキスト精読（p 161～p 166）
事後：授業内容復習

講義 90分
演習 90分

17･18 特別な配慮を要する子どもの食と栄養に関する演習 ① 食物アレルギーへの対応 事前：テキスト精読（p 256～p 263）
事後：授業内容復習

講義 90分
演習 90分

19･20 特別な配慮を要する子どもの食と栄養に関する演習 ② 障害のある子どもへの対応 事前：テキスト精読（p 264～p 276）
事後：授業内容復習

講義 90分
演習 90分

21･22 食育の意義と実践に関する演習 ① 事前：テキスト精読（p 177～p 210）
事後：授業内容復習

講義 90分
演習 90分

23･24 食育の意義と実践に関する演習 ② 事前：テキスト精読（p 177～p 210）
事後：授業内容復習

講義 90分
演習 90分

25･26 食育の意義と実践に関する演習 ③ 事前：テキスト精読（p 177～p 210)
事後：授業内容復習

講義 90分
演習 90分

27･28 食育の意義と実践に関する演習 ④ 事前：テキスト精読（p 177～p 210)
事後：授業内容復習

講義 90分
演習 90分

29･30 総括 事前：テキスト精読（p 177～p 210)
事後：授業内容復習

講義 90分
演習 90分

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 60 授業形態 演習

授業科目(英文) 子どもの食と栄養（Food and Nourishment for Children） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 ヒューズ 美代

履 修 条 件
前提科目 乳幼児の食事（講義）を修得していること

そ の 他 なし

授業概要：
乳幼児の食事（講義）の内容をふまえ、演習を通して、乳幼児の食に関する知識や技術についてより実践的、応用的に活用できる力を養う。さらに保育

所における食育の意義と実践についても学び、展開できる力を深めていく。

授業目標：
⚑．乳幼児期に必要な栄養についての基礎的知識を活用できる。
⚒．保育所における食育について理解し、基礎的力を持つ。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 オリエンテーション 自己紹介
シラバスの確認

事前：シラバスの確認
事後：自己紹介 講義

2 子どもの健康と保健の意義
生命保持と母性・父性の育成

事前：7Pまでの予習
事後：7Pまでの復習 講義

3 子どもの健康と保健の意義
子どもの健康概念と健康指標

事前：8P～14Pまでの予習
事後：8P～14Pまでの復習 講義

4 子どもの発育・発達 生物としてのヒトの成り立ち 事前：指定資料での予習
事後：指定資料での復習 講義

5 子どもの発育・発達 発育期の区分
発育、発達の経過と速度

事前：16P～17Pまでの予習
事後：16P～17Pまでの復習 講義

6 子どもの発育・発達 発育の原則
新生児期の身体発育

事前：17P～18Pまでの予習
事後：17P～18Pまでの復習 講義

7 子どもの発育・発達 乳児期の身体発育 事前：20P～21Pまでの予習
事後：20P～21Pまでの復習 講義

8 子どもの発育・発達 幼児期の身体発育 事前：21P～21Pまでの予習
事後：21P～21Pまでの復習 講義

9 子どもの発育・発達 学童期の身体発育
青年期の身体発育

事前：21P～22Pまでの予習
事後：21P～22Pまでの復習 講義

10 子どもの発育・発達 思春期の身体発育
身体発育とその評価

事前：22P～30Pまでの予習
事後：22P～30Pまでの復習 講義

11 生理機能の発達 呼吸機能
循環機能

事前：31P～34Pまでの予習
事後：31P～34Pまでの復習 講義

12 生理機能の発達 免疫機能 事前：34P～36Pまでの予習
事後：34P～36Pまでの復習 講義

13 生理機能の発達 消化機能 尿排泄機能
水分代謝 体温調節

事前：36P～41Pまでの予習
事後：36P～41Pまでの復習 講義

14 生理機能の発達 内分泌機能 事前：42P～44Pまでの予習
事後：42P～44Pまでの復習 講義

15 生理機能の発達 睡眠リズム
感覚機能

事前：44P～47Pまでの予習
事後：44P～47Pまでの復習 講義

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚔ 時 間 数 60 授業形態 講義

授業科目(英文) 子どもの保健Ⅰ（Child Health Ⅰ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 畑島 冨士子

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
現代の子どもの健康問題を把握し、小児期の子どもの心身の健康づくりと保健活動の重要性について学ぶ。具体的には、乳幼児期の身体発育・生理的機

能の発達、小児期に多い疾病について学び、子ども理解を深める。また、事故防止と安全対策について学び、快適で安全な保育環境について理解する。子
どもの心の健康と保育者の役割、地域における健康づくり・家庭との連携の必要性について考える。

授業目標：
⚑．子どもの心身の健康増進を図る保健活動の意義を理解する。
⚒．子どもの身体発育や生理機能及び運動機能並びに精神機能の発達と保健について理解する。
⚓．子どもの疾病とその予防法及び適切な対応について理解する。
⚔．子どもの精神保健とその課題等について理解する。
⚕．保育における環境及び衛星管理並びに安全管理について理解する。
⚖．施設等における子どもの心身の健康及び安全の実施体制について理解する。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
子どもの保健Ⅱ 編著：佐藤益子 発行所：ななみ書房 ￥2,200

参考文献：
随時紹介します。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業参加状況等（30％）、小テスト・レポート・発表等（40％）、定期試験（30％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
子どもの心と体の健康を育むことは保育の基本です。意欲的に取り組むことを望みます。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

16 生理機能の発達 神経機能 事前：47P～50Pまでの予習
事後：47P～50Pまでの復習 講義

17 生理機能の発達 精神機能 事前：51P～55Pまでの予習
事後：51P～55Pまでの復習 講義

18 生理機能の発達 情緒・行動発達 事前：56P～58Pまでの予習
事後：56P～58Pまでの復習 講義

19 小児の主な病気 小児の病気の特徴 事前：59P～59Pまでの予習
事後：59P～59Pまでの復習 講義

20 小児の主な病気 保育現場でよくある疾患 事前：60P～69Pまでの予習
事後：60P～69Pまでの復習 講義

21 小児の主な病気 保育現場でよくある疾患 事前：70P～86Pまでの予習
事後：70P～86Pまでの復習 講義

22 子どもの精神保健 子どもの生活環境と精神保健 事前：87P～90Pまでの予習
事後：87P～90Pまでの復習 講義

23 子どもの精神保健 子どもの心の健康とその課題 事前：91P～98Pまでの予習
事後：91P～98Pまでの復習 講義

24 子どもの精神保健 子どもの心の健康とその課題 事前：99P～106Pまでの予習
事後：99P～106Pまでの復習 講義

25 環境と衛生管理・安全管理 保育の環境整備と保健
保育現場における衛生管理

事前：107P～117Pまでの予習
事後：107P～117Pまでの復習 講義

26 環境と衛生管理・安全管理 保育現場の事故防止と安全対策 事前：117P～122Pまでの予習
事後：117P～122Pまでの復習 講義

27 健康及び安全の実施体制 職員間の連携と組織的取組 事前：123P～124Pまでの予習
事後：123P～124Pまでの復習 講義

28 健康及び安全の実施体制 主な母子保健対策と保育 事前：124P～131Pまでの予習
事後：124P～131Pまでの復習 講義

29 健康及び安全の実施体制 家庭・専門機関・地域との連携
子どもの福祉や健康、母子保健に関連する法規

事前：131P～136Pまでの予習
事後：131P～136Pまでの復習 講義

30 まとめ 事前：全体の復習
事後：なし 講義
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教本：
「これだけはおさえたい！保育者のための子どもの保健Ⅱ」（第⚒版）
鈴木美枝子編著（創成社）

参考文献：
適宜紹介する。

成績評価の方法、評価基準：
授業参加状況等（30％）、提出課題（20％）、実技課題（30％）、筆記試験（20％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
演習科目のため、主体的かつ積極的に参加する意欲が必要となる。他の学生とのグループワークもあり、コミュニケーション力も大切となる。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 ガイダンス（授業の進め方、評価方法の説明） 事前：シラバスの確認
事後：保健に関する知識の確認 講義 90分

2 子どもの健康観察と健康管理（バイタルサインの測定と連
絡帳の活用）

事前：自分の連絡帳の内容確認
事後：バイタルサインの測定

講義 40分、実習（グループワ
ーク含む）50分

3 子どもの養護と教育①（子どもの抱っことおんぶ、寝かせ
方について学ぶ）

事前：教科書該当箇所の予習
事後：抱っこ、おんぶ、寝かせ方の復習

講義 30分、実習（グループワ
ーク含む）60分

4 子どもの養護と教育②（排泄とおむつ交換について学ぶ） 事前：教科書該当箇所の確認
事後：おむつの交換の仕方の復習

講義 30分、実習（グループワ
ーク含む）60分

5 子どもの養護と教育③（沐浴の仕方と衣服の着脱について
学ぶ）

事前：教科書該当箇所の確認
事後：沐浴と衣服の着脱

講義 30分、実習（グループワ
ーク含む）60分

6 子どもの発育・発達の観察と評価（身体計測と母子手帳の
活用）

事前：自分の母子手帳の内容を確認
事後：身体計測の復習

講義 40分、実習（グループワ
ーク含む）50分

7 子どもの体調不良などへの対応①（アナフィラキシーショ
ックへの対応方法を学ぶ）

事前：子どもの事故について調べる
事後：アナフィラキシーショックへの対応の復習

講義 40分、実習（グループワ
ーク含む）50分

8 子どもの体調不良への対応②（嘔吐物の処理、手洗いの仕
方を学ぶ）

事前：感染性胃腸炎について調べる
事後：嘔吐物の処理と手洗いの復習

講義 30分、実習（グループワ
ーク含む）60分

9 安全対策①（チャイルドマウスとチャイルドビジョンから
子どもの安全対策を学ぶ）

事前：乳幼児の動きに注目する
事後：安全対策の復習

講義 30分、実習（グループワ
ーク含む）60分

10 安全対策②（危険チェック図の作成から安全対策を学ぶ） 事前：危険チェック図の作成
事後：安全対策の復習

講義 10分、グループワーク
40分、発表 40分

11 心とからだの健康づくりのために①（健康づくりに役立つ
保健便りの作成を行う）

事前：保健だよりの題材集め
事後：保健だよりの仕上げを行う

講義 10分、グループワーク
80分

12 心とからだの健康づくりのために②（作成した保健だより
の発表を行う）

事前：発表練習をしておく
事後：保健だよりの内容の復習 発表 70分、講義 20分

13 応急手当①（怪我への対応の仕方を学ぶ） 事前：怪我について調べておく
事後：怪我への対応の復習

講義 60分、実習（グループワ
ーク含む）30分

14 応急手当②（乳幼児の心肺蘇生法を学ぶ） 事前：教科書該当箇所の予習
事後：心肺蘇生法の復習

講義 20分、実習（グループワ
ーク含む）70分

15 学んだ知識と技術のまとめ（学んだ内容の復習とまとめを
行う）

事前：知識と技術の復習
事後：学んだことを現場で活用できるよう適宜内

容の復習
演習 70分、講義 20分

開 講 年 次 ⚓年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 演習

授業科目(英文) 子どもの保健Ⅱ（Child HealthⅡ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 塩野谷 祐子

履 修 条 件
前提科目 特になし

そ の 他 特になし

授業概要：
子どもの体調観察の仕方、養護技術、病気や怪我の対応と予防に関する技術を学ぶ。また、連絡帳の記入や保健だよりの作成を通して家庭との連携の仕

方や保健知識の伝達方法を理解する。

授業目標：
子どもの体調観察の仕方、養護技術、病気や怪我の対応と予防に関する技術、また、連絡帳や保健だよりによる家庭への伝達方法の習得がなされている

かを達成課題とする。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
山下文一『保育者論』ミネルヴァ書房

参考文献：
『幼稚園教育要領』(最新版)文部科学省、
『保育所保育指針解説書』(最新版)厚生労働省
『幼保連携型認定こども園教育・保育要領』(最新版)内閣府・文部科学省・厚生労働省
「幼稚園教諭・保育教諭のための研修ガイド～質の高い教育・保育の実現のために～」

保育教諭養成課程研究会
成績評価の方法、評価基準：

授業参加状況等（20％）、小テスト・レポート（20％）、定期試験（60％）等で総合評価する。
学生へのアドバイス：

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 我が国における教職の社会的意義について考える。 事前：資料・テキストでの確認
事後：資料・テキストでの復習

講義（60分）・
グループ（30分)

2 専門職としての幼稚園教諭、保育教諭、保育士の社会的責務について考える。 事前：資料・テキストでの確認
事後：資料・テキストでの復習

講義（60分）・
グループ（30分)

3 今日的課題を踏まえた幼稚園教諭、保育教諭、保育士の役割について考える。 事前：資料・テキストでの確認
事後：資料・テキストでの復習

講義（60分）・
グループ（30分)

4 幼稚園教諭、保育士、保育教諭の資質・能力などを育成していくための研修について考
える。

事前：資料・テキストでの確認
事後：資料・テキストでの復習

講義（60分）・
グループ（30分)

5 チーム学校への対応と園における公務分掌について考える。 事前：資料・テキストでの確認
事後：資料・テキストでの復習

講義（60分）・
グループ（30分)

6 教職員研修の意義と制度について考える。 事前：資料・テキストでの確認
事後：資料・テキストでの復習

講義（60分）・
グループ（30分)

7 幼稚園教諭、保育教諭、保育士の服務と身分保障について考える。 事前：資料・テキストでの確認
事後：資料・テキストでの復習

講義（60分）・
グループ（30分)

8 幼稚園教諭、保育教諭、保育士のコンプライアンスについて考える。 事前：資料・テキストでの確認
事後：資料・テキストでの復習

講義（60分）・
グループ（30分)

9 幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園において求められる保育
者の役割と職務内容について考える。

事前：資料・テキストでの確認
事後：資料・テキストでの復習

講義（60分）・
グループ（30分)

10 組織マネジメントと保育者の関連性について考える。 事前：資料・テキストでの確認
事後：資料・テキストでの復習

講義（60分）・
グループ（30分)

11 地域の中で子育てを支える保育者の役割について考える。 事前：資料・テキストでの確認
事後：資料・テキストでの復習

講義（60分）・
グループ（30分)

12 園長を招いて話を聞く（組織の一員としての責任と自覚） 事前：資料・テキストでの確認
事後：資料・テキストでの復習

講義（60分）・
グループ（30分)

13 幼稚園教諭を招いて話を聞く（園内における役割、保護者への支援） 事前：資料・テキストでの確認
事後：資料・テキストでの復習

講義（60分）・
グループ（30分)

14 ライフステージに応じたキャリア形成について考えるとともに自身のキャリアステー
ジについて考える。

事前：資料・テキストでの確認
事後：資料・テキストでの復習

講義（60分）・
グループ（30分)

15 これから求められる幼稚園教諭、保育教諭、保育士の役割と資質・能力について考え
る。 発表（90分)

開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 子ども保育者論（Childcare Workers） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 山下 文一

履 修 条 件
前提科目

そ の 他

授業概要：
時代とともに変わる保育のさまざまな実態にも機敏に対応していける保育者について学ぶとともに、専門性とｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽに基づいた確固たる使命感と熱

意を持ち、保育を行うことのできる実践の在り方について学ぶ。授業方法は、演習、話し合い活動、グループ学習等を設定する。

授業目標：
教職の意義の意義、現代課題に基づく保育者の役割、職務内容、必要とされる資質能力ついて身に付ける。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
なし。授業中に資料を配布する。

参考文献：
授業中に適宜紹介する。

成績評価の方法、評価基準：
授業参加状況等（50％）、テスト（50％）で総合評価する。

学生へのアドバイス：
講義には、グループワーク、ディスカッション等を取り入れる。毎回の講義終了時には、コメントペーパーに講義内容から考えたことを書いて提出して

いただく。
オフィスアワー：

初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 オリエンテーション 事前：シラバスの精読
事後：講義内容の復習

グループワーク 50分
講義 40分

2 ワンウェイコミュニケーション、トゥーウェイコミュニケーション 事前：資料確認・課題検討
事後：学んだことを自分と結びつけて考える

グループワーク 50分
講義 40分

3 バーバルコミュニケーションとノンバーバルコミュニケーション 事前：資料確認・課題検討
事後：学んだことを自分と結びつけて考える

グループワーク 50分
講義 40分

4 説得的コミュニケーション 事前：資料確認・課題検討
事後：学んだことを自分と結びつけて考える

グループワーク 50分
講義 40分

5 自己開示と自己呈示 事前：資料確認・課題検討
事後：学んだことを自分と結びつけて考える

グループワーク 50分
講義 40分

6 インターネットによるコミュニケーション 事前：資料確認・課題検討
事後：学んだことを自分と結びつけて考える

グループワーク 50分
講義 40分

7 交流分析① 事前：資料確認・課題検討
事後：学んだことを自分と結びつけて考える

グループワーク 50分
講義 40分

8 交流分析② 事前：資料確認・課題検討
事後：学んだことを自分と結びつけて考える

グループワーク 50分
講義 40分

9 リフレーミング① 事前：資料確認・課題検討
事後：学んだことを自分と結びつけて考える

グループワーク 50分
講義 40分

10 リフレーミング② 事前：資料確認・課題検討
事後：学んだことを自分と結びつけて考える

グループワーク 50分
講義 40分

11 アサーション① 事前：資料確認・課題検討
事後：学んだことを自分と結びつけて考える

グループワーク 50分
講義 40分

12 アサーション② 事前：資料確認・課題検討
事後：学んだことを自分と結びつけて考える

グループワーク 50分
講義 40分

13 共感傾聴 事前：資料確認・課題検討
事後：学んだことを自分と結びつけて考える

グループワーク 50分
講義 40分

14 家族のコミュニケーション 事前：資料確認・課題検討
事後：学んだことを自分と結びつけて考える

グループワーク 50分
講義 40分

15 まとめ 事前：授業全般の復習
事後：理解の補完 講義

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) コミュニケーション心理学（Psychology of Communication） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 水本 深喜

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
本講義では、私たちが日常的に行っているコミュニケーションに関する社会心理学の理論を学びながら、コミュニケーション場面で生じていることを理

解し、より快適なコミュニケーションをとるためにはどうしたらよいのかについて演習を通して考える。

授業目標：
コミュニケーション場面で何が生じているのかについて心理学的に理解し、より円滑なコミュニケーションをとることができるようになる。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

○ ◎

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
プリントを配布

参考文献：
⚑．望月義人著『メディア学のすすめ コミュニケーション力をつけるために』

人間社 ￥1,200
成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。

授業内容への参加状況等（50％）、小テスト・レポート等（20％）、定期試験（30％）等で総合評価する。
学生へのアドバイス：

日ごろから各種メディアに接することで自分の「引き出し」を多くし、今後の人生において重要視されるコミュニケーション力をつけるようにしましょ
う。
オフィスアワー：

初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 オリエンテーション／コミュニケーションとメディアについて学ぶ意義 事前：教科書の精読
事後：プリント読み直し 講義

2 コミュニケーションの態様とコミュニケーション能力 事前：教科書の精読
事後：プリント読み直し 講義

3 マス・コミュニケーションの機能と効果 ⑴ 事前：教科書の精読
事後：プリント読み直し 講義

4 マス・コミュニケーションの機能と効果 ⑵
事前：教科書の精読
事後：プリント読み直し
課題Ⅰの作成、次回授業提出

講義

5 ジャーナリズムとニュース ⑴ 事前：教科書の精読
事後：プリント読み直し 講義

6 ジャーナリズムとニュース ⑵ 事前：教科書の精読
事後：プリント読み直し 講義

7 マスメディアの公共性とメディアリテラシー ⑴ 事前：教科書の精読
事後：プリント読み直し 講義

8 マスメディアの公共性とメディアリテラシー ⑵ 事前：教科書の精読
事後：プリント読み直し 講義

9 表現・報道の自由と知る権利
事前：教科書の精読
事後：プリント読み直し
課題Ⅱの作成、次回授業提出

講義

10 メディア各論・新聞 ⑴ 事前：教科書の精読
事後：プリント読み直し 講義

11 メディア各論・新聞 ⑵ 事前：教科書の精読
事後：プリント読み直し 講義

12 メディア各論・フリーペーパー
事前：教科書の精読
事後：プリント読み直し
課題Ⅲの作成、次回授業提出

講義

13･14 メディア各論・放送 ⑴ ⑵ 事前：教科書の精読
事後：プリント読み直し 講義

15 メディア各論・出版／映像／音楽／インターネット／授業のまとめ
事前：教科書の精読
事後：プリント読み直し
課題Ⅳの作成、試験時に提出

講義

開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) コミュニケーション論（Communications） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 粟屋 信子

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
年齢・職業・場面を問わず、コミュニケーションの重要性が高まっている現代社会において、学生として国内外の政治・経済・社会の実相を的確に捉え、

自身の考えを他者と適切に調和しながら伝達するコミュニケーション力をつけるにはどうするか。この課題に対処するため、マスメディアの代表的な媒体
である新聞を中心に各マスメデイアの特徴、機能、公共性との関係などについて考察します。
授業目標：

メディアが現代社会で果たしている役割と問題点を説明できる。コミュニケーションの各種形態と特徴、コミュニケーション能力とは何かについて自身
の言葉で説明できる。各種マスメディアに親しむことで自身のコミュニケーション力向上に役立てる。
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養
◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
講義内で指示する

参考文献：
講義内で指示する

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業内での演習（30％）、提出課題・小テスト（30％）、作品制作（40％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
デジタルカメラまたはカメラ搭載の携帯電話（スマートフォン）が必要です。3304、2207以外の教室で実施される場合、ノートパソコンが必要となりま

す。USBメモリ等、ファイルを保存する手段を各自用意して下さい。定員を超えた場合、初回授業で履修抽選を行います。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 シラバス内容の説明、画像の分類 事前：シラバスを読む
事後：PC環境の設定 講義

2 デジタル画像の仕組みとディスプレイ表示 事前：デジタル画像の仕組みを調べる
事後：ピクセル等の用語を復習する

講義 60分
演習 30分

3 画像形式と圧縮方法 事前：普段利用している画像形式を調べる
事後：同じ画像を複数の形式で保存し比較する

講義 60分
演習 30分

⚔ 色の表現 事前：混色について調べる
事後：彩度／明度の異なる画像を比較する

講義 45分
演習 45分

⚕ 描画とコンピュータグラフィックス（CG） 事前：CGについて調べる
事後：ドローソフトで画像を作成する

講義 45分
演習 45分

⚖ カメラの仕組みと撮影での設定 事前：カメラの仕組みについて調べる
事後：使用しているカメラについて調べる

講義 45分
演習 45分

⚗ 撮影実践 事前：カメラの設定について練習する
事後：撮影した写真をPCに移す

講義 45分
演習 45分

⚘ レタッチと写真の管理 事前：レタッチについて調べる
事後：これまで撮影した写真を整理する

講義 60分
演習 30分

⚙ レイヤーの使い方と応用 事前：画像処理ソフトのレイヤー機能について調べる
事後：課題作品を作成する

講義 60分
演習 30分

10 フィルターとその応用 事前：フィルター機能について調べる
事後：フィルターを適用した作品を制作する

講義 60分
演習 30分

11 コラージュの作成 事前：画像の切り抜きについて調べる
事後：コラージュ作品を制作する

講義 60分
演習 30分

12 レタリング 事前：フォントについて調べる
事後：ポスターを作成する

講義 60分
演習 30分

13 GIFアニメーション 事前：GIFファイルについて調べる
事後：GIFアニメを作成する

講義 60分
演習 30分

14 作品作成 事前：課題制作の準備
事後：作品を完成させる

講義 30分
演習 60分

15 作品相互レビューとまとめ 事前：作品を提出する
事後：動画について調べる

講義 30分
演習 60分

開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) コンピュータグラフィックス（Computer Graphics） 科目分類 基礎科目

担 当 教 員 岸 康人・立野 貴之・金 宰郁

履 修 条 件
前提科目 情報基礎

そ の 他 PCの操作スキルを習得していない場合、必ず上記科目から履修すること

授業概要：
PC／デジタルカメラ／スマートフォンを利用した、デジタル画像の作成・編集について作品制作を通して学習する。

授業目標：
デジタル画像の仕組みを理解し、静止画について、効果的な画像処理を施す技術を身につけることが本講義の目標となる。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 2 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) コンピュータプレゼンテーョン（Computer Presentation） 科目分類 基礎科目

担 当 教 員 安村 薫・岸 康人・金 宰郁

履 修 条 件
前提科目 情報基礎

そ の 他 ※｢学生へのアドバイス」参照

授業概要：
プレゼンテーション能力はアカデミックのみならず、一般社会においても必要不可欠な能力となっている。とりわけ現代社会においては、PCを活用した

プレゼンテーションが求められており、PCを効果的に活用したプレゼンテーションの手法について、演習を通して学習する。

授業目標：
基礎的なプレゼンテーション手法について理解し、PCで情報を的確に伝えるスライドを作成し、それらを効果的に活用したプレゼンテーションを行うこ

とが目標となる。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

○ ◎

授業計画、事前学習・事後学習、形式

教本：
指定しない

参考文献：
講義内で指示する

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業内での演習・発表（60％）、授業への取り組み（20％）、課題提出（20％）等で総合評価する。
講義の1/3以上欠席した場合、提出課題が不足している場合、発表を規定回数行わなかった場合等は単位を認定しない。

学生へのアドバイス：
授業時間外での準備が非常に重要となります。やむを得ず欠席した場合は、必ず担当の先生に指示を仰ぐようにして下さい。欠席等でグループメンバー

に迷惑をかけないよう心がけて行動して下さい。3304、2207以外の教室で実施される場合、ノートパソコンが必要となります。また、USBメモリ等、ファ
イルを保存する手段を各自用意して下さい。
オフィスアワー：

初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 シラバスの確認、プレゼンテーションとPCの活用 事前：シラバスを読む
事後：PC操作の復習

講義 60分
演習 30分

2 スライドファイルの作成と基本操作 事前：ID・パスワード、ファイル保存の準備
事後：プレゼン資料の作成

講義 60分
演習 30分

3 プレゼンテーションの実践
～個人での発表 ⑴

事前：発表練習
事後：発表の反省

講義 15分
演習 75分

⚔ プレゼンテーションの実践
～個人での発表 ⑵

事前：発表練習
事後：発表の反省

講義 15分
演習 75分

⚕ 効果的なスライドの作成 事前：プレゼンビデオの視聴
事後：資料の確認

講義 60分
演習 30分

⚖ グループでのプレゼンテーション
～企画立案

事前：テーマについて考える
事後：メンバーと議論する

講義 45分
演習 45分

⚗ グループでのプレゼンテーション
～リサーチと構成

事前：資料を集める
事後：メンバーと資料を検討する

講義 45分
演習 45分

⚘ グループでのプレゼンテーション
～スライドの作成

事前：スライドのデザインを決める
事後：スライドを完成させる

講義 30分
演習 60分

⚙ プレゼンテーションの実践
～グループでの発表 ⑴

事前：発表準備
事後：発表の反省

講義 15分
演習 75分

10 プレゼンテーションの実践
～グループでの発表 ⑵

事前：発表準備
事後：発表の反省

講義 15分
演習 75分

11 プレゼンテーション手法の研究 事前：プレゼンビデオの視聴
事後：資料の確認

講義 60分
演習 30分

12 個人でのプレゼンテーション
～企画立案、リサーチ

事前：テーマについて考える
事後：資料を集める

講義 45分
演習 45分

13 個人でのプレゼンテーション
～スライドの作成

事前：資料を検討する
事後：スライドを完成させる

講義 45分
演習 45分

14 プレゼンテーションの実践
～個人での発表 ⑶

事前：発表準備
事後：発表の反省

講義 15分
演習 75分

15 プレゼンテーションの実践
～個人での発表 ⑷

事前：発表準備
事後：発表の反省

講義 15分
演習 75分
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教本：
教科書は使用しない。必要に応じプリントを配布する。

参考文献：
適宜、紹介する。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
随時行う小テスト、レポート、授業内容への参加状況、受講態度の評価を通じて、到達目標が達成できたかを総合的に評価する。

学生へのアドバイス：
講義が一方通行にならぬようQ&Aの時間を毎回設けると共に随時ディスカッションの時間もとる予定。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 イントロダクション 事前：なし
事後：今回の授業内容 講義

2 コンベンションビジネスの全体像⚑、まとめ、WS(注) 事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

3 コンベンションビジネスの全体像⚒、まとめ、WS 事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

4 会議ビジネスの需要サイドと供給サイド、まとめ、WS 事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

5 展示会ビジネスの需要サイドと供給サイド、まとめ、WS 事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

6 コンベンション関連ビジネス、まとめ、WS 事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

7 インセンティブツアー、まとめ、WS 事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

8 イベントの誘致、まとめ、WS 事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

9 イベントの創出、まとめ、WS 事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

10 コンベンションビューロー、まとめ、WS 事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

11 会議施設、まとめ、WS 事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

12 展示施設品、まとめ、WS 事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

13 コンベンション・マーケティング⚑、まとめ、WS 事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

14 コンベンション・マーケティング⚒、まとめ、WS 事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

15 前期まとめ 事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

開 講 年 次 ⚓年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) コンベンションビジネス論（Convention Business） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 澤田 利彦

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
コンベンションビジネス（MICE）は一般的には各種団体や学会、企業などが主催する大小の会議、各種大会、展示会や見本市、企業主催のインセンティ

ブツアーを扱うものであるが、より広義には、スポーツイベントや文化イベント、フェスティバルや祭りなども含む。多くの人が一堂に集うと当然、地元
への直接・間接の経済波及効果も小さくないため多くの都市が地域活性化の切り札の一つとして大規模コンベンション施設やスポーツ施設を建設すると共
にコンベンションビューローを設立して官民合同でコンベンションの誘致に取り組んでいる重要な分野である。
授業目標：
⚑．コンベンションビジネス（MICE）の意義と現状および課題について理解すること。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式 (注)WS：授業終了前15分程度で、与えられたテーマについて150字程度の文章を作成・提出


