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教本：
①野口智雄『マーケティングの基本』日経文庫、2005年を主たるテキスト

とするが、授業内容は右記に示す参考書全般に及ぶので各授業毎配布する授
業内容を取り纏めたレジュメを教本とする。

参考文献：
②片桐誠士・高宮城朝則・東徹『現代マーケティングの構図』嵯峨野書

院、2010年、③久保村隆祐・出牛正芳・吉村寿『マーケティング読本』東
洋経済新報社、2000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（50％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
試験は参考書、ノート類は一切持ち込み不可。期末試験の他に小試験を行うので、各授業ごとに配布する教本（レジュメ）と参考書によって予習・復習

を行い、授業内容を整理することが必要である。
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 オリエンテーション（授業のすすめ方と教本、参考書の案内） 事前：なし
事後：なし 講義

2 ⚑．マーケティングとは 事前：①教本p10～13
事後：本日の授業内容 講義

3 ⚒．マーケティングの具体的内容 4Ｐ’s
⑴ Product ①製品政策Ⅰ

事前：第⚒回授業で指示
事後：本日の授業内容 講義

4 ②製品政策⚒ 事前：①教本p34～85
事後：本日の授業内容 講義

5･6 ③製品政策⚓ ④製品政策⚔ 事前：第⚔回授業で指示
事後：本日の授業内容 講義

7 ⑵ Promotion ①販売促進政策⚑ 事前：①教本p142～144
事後：本日の授業内容 講義

8 ②販売促進政策⚒ 事前：①教本156～161
事後：本日の授業内容 講義

9 これまでの授業の小括と小テスト 事前：第⚑～⚘回授業で内容
事後：なし 講義

10 ⑶ Place ①流通経路政策⚑ 事前：①教本130～135
事後：本日の授業内容 講義

11 ②流通経路政策⚒ 事前：第10回授業で指示
事後：本日の授業内容 講義

12 ⑷ Price ①価格政策⚑ 事前：第11回授業で指示
事後：本日の授業内容 講義

13 ②価格政策⚒ 事前：①教本100～113
事後：本日の授業内容 講義

14 ③価格政策⚓ 事前：第13回授業で指示
事後：本日の授業内容 講義

15 授業の総括 事前：第14回授業で指示
事後：第⚑～15回授業で内容 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) マーケティング論Ⅰ（Marketing Management Ⅰ） 科目分類 基礎科目

担 当 教 員 佐々木 悟

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
マーケティングは、Market＋ ingが示すように企業・組織が行う対市場活動である。財・サービスの生産・流通、および消費に関する経済秩序を市場の

自由な需給調節に委ねる市場主義のもと、市場成果は「見えざる手」に委ねられている。企業が市場メカニズムに委ねる以上の成果を求めるならば、必然
的に市場に働きかけるための「見える手」が必要になってくる。それがマーケティングである。本授業は、前期において、市場とマーケティングの基礎理
論を学ぶ。
授業目標：

マーケティング論の基礎理論であるマーケティングツール 4Ｐ’sの内容とその組み合わせであるマーケティングミックスについて理解する。

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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ま

教本：
プリント等を適宜配布する。

参考文献：
「マーケティング入門－企業と市場－」五絃社 ￥1,000 税別

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％）、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：
⚖回以上欠席した学生は定期試験を受験することができない。

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 マーケティングの定義 事前：なし
事後：今回の配布資料の読み返し 講義

2 マーケティング活動における⚓大要素 事前：前回の配布資料を読む
事後：今回の配布資料の読み返し 講義

3 戦略的マーケティング 事前：前回の配布資料を読む
事後：今回の配布資料の読み返し 講義

4 マーケティングとは何か 事前：前回の配布資料を読む
事後：今回の配布資料の読み返し 講義

5 流通とその機能 事前：前回の配布資料を読む
事後：今回の配布資料の読み返し 講義

6 流通とマーケティング 事前：前回の配布資料を読む
事後：今回の配布資料の読み返し 講義

7 小売流通 事前：前回の配布資料を読む
事後：今回の配布資料の読み返し 講義

8 卸売流通 事前：前回の配布資料を読む
事後：今回の配布資料の読み返し 講義

9 マーケティング情報と情報システム 事前：前回の配布資料を読む
事後：今回の配布資料の読み返し 講義

10 マーケティング・プロセス 事前：前回の配布資料を読む
事後：今回の配布資料の読み返し 講義

11 製品の戦略 事前：前回の配布資料を読む
事後：今回の配布資料の読み返し 講義

12 価格の戦略 事前：前回の配布資料を読む
事後：今回の配布資料の読み返し 講義

13 流通の戦略 事前：前回の配布資料を読む
事後：今回の配布資料の読み返し 講義

14 コミュニケーションの戦略 事前：前回の配布資料を読む
事後：今回の配布資料の読み返し 講義

15 まとめ 事前：前回までの配布資料を読む
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) マーケティング論Ⅰ（Marketing Management Ⅰ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 宝子山 嘉一

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
昭和30年代、日本に紹介されたマーケティングは、消費財メーカーを中心として展開されてきたが、近年では小売業界やサービス業界にも普及している。

消費者の需要を的確にとらえ価値ある商品開発によって新たな需要を創造し、効果的に商品を供給するマーケティングの理念と戦略を体系的に学ぶととも
に、最新の事例にもふれながらその発想法についても学習する。
授業目標：

企業は、研究開発、生産、マーケティング、販売、人事、財務など、様々な活動を営んでいますが、これらの活動はその外見こそあまり変わっていませ
ん。しかし、その中身は恐ろしい速さで進化しています。マーケティングも例外ではありません。市場の機会をとらえ、標的市場を設定し、ポジショニン
グを行い、それに合わせてマーケティング・ミックス戦略を構築する こうした一連のプロセス自体は不変ですが、その重要ポイント、手法などは、変
化してきています。その変化をキッチリとらえることを目標にします。
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：
①野口智雄『マーケティングの基本』日経文庫、2005年を主たるテキスト

とするが、授業内容は左記に示す参考書全般に及ぶので核授業毎配布する授
業内容を取り纏めたレジュメを教本とする。

参考文献：
②片桐誠士・高宮城朝則・東徹『現代マーケティングの構図』嵯峨野書

院、2010年、③久保村隆祐・出牛正芳・吉村寿『マーケティング読本』東
洋経済新報社、2000年、④日経産業新聞『日経シェア調査2014』日本経済
新聞社、2013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（50％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
試験は参考書、ノート類は一切持ち込み不可。期末試験の他に小試験を行うので、各授業ごとに配布する教本（レジュメ）と参考書によって予習・復習

を行い、授業内容を整理することが必要である。
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 ⚑．オリエンテーション授業のすすめ方と教本、参考書の紹介 事前：なし
事後：なし 講義

2 ⚒．マーケティングの基礎理論⚑
事前：「マーケティング論Ⅰ」レジュメ

No.1～15
事後：本日の授業内容

講義

3 ⚓．マーケティングの基礎理論⚒
事前：「マーケティング論Ⅰ」レジュメ

No.1～15
事後：本日の授業内容

講義

4･5 ⚔．マーケティングの諸活動⚑
⚕．マーケティングの諸活動⚒

事前：「マーケティング論Ⅰ」レジュメ
No.1～15

事後：本日の授業内容
講義

6～8 ⚖．マーケティングと競争
⑴ 多占 ⑵ 寡占 ⑶ 独占

事前：④p7～369
事後：本日の授業内容 講義

9 授業の小括と小テスト 事前：第⚑～⚘回授業で内容
事後：なし 講義

10 ⑷ 独占的競争。 事前：③第⚑章
事後：本日の授業内容 講義

11 ① 占的競争における製品差別化 事前：③第⚑章
事後：本日の授業内容 講義

12 ② 独占的競争の普遍化・高度化 事前：③第⚑章
事後：本日の授業内容 講義

13 ⚗．新しいマーケティングマーケティングの概念の拡大 事前：③第⚑章
事後：本日の授業内容 講義

14 大戦間における自動車業界のマーケティング 事前：第13回授業で指示
事後：本日の授業内容 講義

15 授業の総括 事前：第⚑～14回授業で内容
事後：第⚑～15回授業で内容 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) マーケティング論Ⅱ（Marketing Management Ⅱ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 佐々木 悟

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
企業が市場メカニズムに委ねる以上の成果を求めて、市場に働きかけるための「見える手」が、つまりマーケティング戦略である。

本授業ではマーケティング論Ⅰで培った市場とマーケティングの基礎理論をもとに、市場競争によって形成されてきた市場構造と、企業の競争を勝ち抜く
マーケティングの機能と諸活動について学ぶ。
授業目標：

製品差別化とブランド化を基盤とする非価格競争、すなわち独占的競争におけるマーケティングの機能と諸活動の関わりを把握し、最低のコストで最大
の顧客満足を生み出すマーケティングツールの組み合わせ（マーケティングミックス）を提案する。

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：
プリント等を適宜配布する。

参考文献：
「マーケティングを哲学として経営に取り入れるということ」
日本実業出版 ￥1,600 税別

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％）、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：
⚖回以上欠席した学生は定期試験を受験することができない。

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 マーケティングの考え方 事前：なし
事後：今回の配布資料の読み返し 講義

2 戦略的マーケティング活動 事前：前回の配布資料を読む
事後：今回の配布資料の読み返し 講義

3 戦略的経営① 事前：前回の配布資料を読む
事後：今回の配布資料の読み返し 講義

4 戦略的経営② 事前：前回の配布資料を読む
事後：今回の配布資料の読み返し 講義

5 ステークホルダー・コンセプト 事前：前回の配布資料を読む
事後：今回の配布資料の読み返し 講義

6 ビジネス領域の設定 事前：前回の配布資料を読む
事後：今回の配布資料の読み返し 講義

7 外部環境を分析する 事前：前回の配布資料を読む
事後：今回の配布資料の読み返し 講義

8 戦略的マーケティング・プランを立案する 事前：前回の配布資料を読む
事後：今回の配布資料の読み返し 講義

9 市場を分析し、ターゲットを絞る 事前：前回の配布資料を読む
事後：今回の配布資料の読み返し 講義

10 製品・ブランﾄﾞ戦略 事前：前回の配布資料を読む
事後：今回の配布資料の読み返し 講義

11 プライス戦略 事前：前回の配布資料を読む
事後：今回の配布資料の読み返し 講義

12 流通戦略 事前：前回の配布資料を読む
事後：今回の配布資料の読み返し 講義

13 販売促進戦略 事前：前回の配布資料を読む
事後：今回の配布資料の読み返し 講義

14 戦略を評価する 事前：前回の配布資料を読む
事後：今回の配布資料の読み返し 講義

15 まとめ 事前：前回までの配布資料を読む
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) マーケティング論Ⅱ（Marketing Management Ⅱ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 宝子山 嘉一

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
昭和30年代、日本に紹介されたマーケティングは、消費財メーカーを中心として展開されてきたが、近年では小売業界やサービス業界にも普及している。

消費者の需要を的確にとらえ価値ある商品開発によって新たな需要を創造し、効果的に商品を供給するマーケティングの理念と戦略を体系的に学ぶととも
に、最新の事例にもふれながらその発想法についても学習する。
授業目標：

企業は、研究開発、生産、マーケティング、販売、人事、財務など、様々な活動を営んでいますが、これらの活動はその外見こそあまり変わっていませ
ん。しかし、その中身は恐ろしい速さで進化しています。マーケティングも例外ではありません。市場の機会をとらえ、標的市場を設定し、ポジショニン
グを行い、それに合わせてマーケティング・ミックス戦略を構築する こうした一連のプロセス自体は不変ですが、その重要ポイント、手法などは、変
化してきています。その変化をキッチリとらえることを目標にします。
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：
石橋春男・橋口宏行・河口雄二『よくわかるマクロ経済学入門』
慶應義塾大学出版会、￥1,800

参考文献：
石橋春男・関谷喜三郎『入門マクロ経済学』税務経理協会、￥2,800

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：
予習・復習をして教場に臨むこと。

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 ケインズの学説上の位置づけ
世界大恐慌とケインズ

事前：なし
事後：関連事項の学習 講義

2 ケインズ経済学のフレーム・ワーク 事前：教本の予習
事後：関連事項の学習 講義

3 世界の人口、所得、貿易量 事前：教本の予習
事後：関連事項の学習 講義

4 日本の人口、所得、貿易量 事前：教本の予習
事後：関連事項の学習 講義

5 GDPの概念 事前：教本の予習
事後：関連事項の学習 講義

6 GNPとGNI 事前：教本の予習
事後：関連事項の学習 講義

7 GNE 事前：教本の予習
事後：関連事項の学習 講義

8 内需と外需 事前：教本の予習
事後：関連事項の学習 講義

9 消費関数と貯蓄関数 事前：教本の予習
事後：関連事項の学習 講義

10 貯蓄と投資 事前：教本の予習
事後：関連事項の学習 講義

11 所得決定の⚒部門モデル 事前：教本の予習
事後：関連事項の学習 講義

12 投資乗数の理論 事前：教本の予習
事後：関連事項の学習 講義

13 所得決定の⚓部門モデル
個人、法人、政府部門のマクロ分析

事前：教本の予習
事後：関連事項の学習 講義

14 財政乗数と均衡予算定理
減税と公共事業の経済効果

事前：教本の予習
事後：関連事項の学習 講義

15 所得決定の⚔部門モデル
貿易乗数と輸入誘発効果

事前：前期のノート整理
事後：前期試験の準備 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) マクロ経済学Ⅰ（Macroeconomics Ⅰ） 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 なし

授業概要：
マクロ経済学の目標は、経済成長率、インフレ率、失業率、利子率と為替レートのそれぞれの決定システムとそれらの相互依存関係を理解することにあ

る。これらの基礎的経済条件の導出と解釈について講義し、理解を深めることができるように指導する。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：

マクロ経済学の分析道具を正確に理解し、それらの変数がいかなる要因によって決定され、その変数が他の変数に及ぼす影響を理解できるように指導す
る。マクロ経済学の理解なくして、現実の経済を理解できないほど昨今の国民経済は複雑・多様化している。さらに、グローバル化した社会では、国際間
の相互関連は重層化している。こうした経済現象の解明にマクロ経済学の役割は大きい。
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・橋口宏行・河口雄二著「よくわかるマクロ経済学入門」
慶應義塾大学出版会、￥1,800

参考文献：
石橋春男・関谷喜三郎著『入門マクロ経済学』税務経理協会、￥2,800

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：
教本を毎週精読して授業に臨まれたい。

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 貨幣の役割
貨幣とはいったい何なのか。

事前：なし
事後：関連事項の学習 講義

2 貨幣数量説とケンブリッジ方程式 事前：教本の予習
事後：関連事項の学習 講義

3 流動性選好説 事前：教本の予習
事後：関連事項の学習 講義

4 日本銀行の役割 事前：教本の予習
事後：関連事項の学習 講義

5 日本銀行と市中銀行 事前：教本の予習
事後：関連事項の学習 講義

6 金融部門勘定 事前：教本の予習
事後：関連事項の学習 講義

7 IS曲線 事前：教本の予習
事後：関連事項の学習 講義

8 LM曲線 事前：教本の予習
事後：関連事項の学習 講義

9 財政政策の有効性 事前：教本の予習
事後：関連事項の学習 講義

10 クラウディングアウト効果 事前：教本の予習
事後：関連事項の学習 講義

11 金融政策の有効性 事前：教本の予習
事後：関連事項の学習 講義

12 流動性の罠 事前：教本の予習
事後：関連事項の学習 講義

13 為替市場
固定相場制と変動相場制の比較分析

事前：教本の予習
事後：関連事項の学習 講義

14 為替レート決定の理論
購買力平価説と金利平価説

事前：教本の予習
事後：関連事項の学習 講義

15 ポリシー・ミックス
後期の総まとめ

事前：後期のノート整理
事後：後期試験の準備 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) マクロ経済学Ⅱ（Macroeconomics Ⅱ） 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 なし

授業概要：
マクロお経済学の最終目標は、財政政策と金融政策の有効性を検討することである。政府の財政政策は、個人、法人、金融、海外の各部門との関係で把

握することが必要となる。よってマクロ経済学は部門分析に集中することになる。それらを踏まえて、経済政策の限界を明らかにする。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：

マクロ経済変数の相互依存関係を理解し、それらの変数の変化が及ぼす影響を分析する。たとえば、利子率とGDP、インフレ率と失業率、利子率と為替
レート、為替レートと国際収支などマクロ経済の基本事項を詳細に説明し、ひとり一人が理解できるまで時間をかけても指導する。

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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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) マルチメディアⅠ（画像）（Multimedia Ⅰ） 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

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。

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

4 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

5 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

6 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

7 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

8 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

9 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
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教本：ガイダンスで指示する 参考文献：講義中に指示する。
成績評価の方法、評価基準：
平常点（30％）、提出課題（30％）、最終課題（40％）の評価から判断する。
出席：講義を全体の⚓分の⚑以上欠席の場合は自動的に不可
平常点：授業課題、授業への参加度
提出課題：講義中の課題、最終作品（個人とグループ）、レポートなど
学生へのアドバイス：

コンピュータ演習が中心となるため、欠席をすると授業についていけなくなる可能性があります。やむを得ず欠席した授業内容などに関しては、授業内
容に関して友人に確認、または、教員に質問をするなりして、欠席の遅れを取り戻すようにしてください。質問は、メールまたは、オフィスアワーに受け
付けます。また、授業のグループワークでは、欠席などでグループのメンバーに迷惑をかけないよう努力してください。定員が超えた場合は、初回の授業
に抽選を行いますので、初回の授業は必ず出席してください。
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 ガイダンス/マルチメディアに関して 事前：なし
事後：配布資料の確認をしておく。

授業の注意事項
講義

2 動画編集に関して理解をし、動画編集ソフトを準備
する。

事前：利用するスノートPCの準備をしておく。
事後：動画編集ソフトの操作方法を復習しておく。

講義 60分
演習 30分

3 アニメーションの復習と動画処理の基本を理解し、
動画編集ソフトを利用して編集技術を学習する。

事前：アニメーションに関して復習しておく。
事後：動画編集ソフトの操作方法を復習しておく。 講義 90分

4 動画編集ソフトを利用し、ファイル形式・スライド
の素材収集方法を学習する。

事前：利用するスマートフォンやデジタルカメラの確認をしておく。
事後：動画編集ソフトの操作方法を復習しておく。

講義 30分
演習 60分

5 動画スライドの作成を行う。 事前：利用するスノートPCの確認をしておく。
事後：動画編集ソフトの操作方法を復習しておく。

講義 30分
演習 60分

6 素材を利用した動画の編集・ストーリーの作成を行
う。

事前：利用するスノートPCの確認をしておく。
事後：動画編集ソフトの操作方法を復習しておく。 演習 90分

7 動画編集（シーンの挿入とタイムライン）を学習す
る。

事前：利用するスノートPCの確認をしておく。
事後：動画編集ソフトの操作方法を復習しておく。

講義 30分
演習 60分

8 動画編集（文字と特殊効果）、音声の効果的な利用を
学習する。

事前：利用するスノートPCの確認をしておく。
事後：動画編集ソフトの操作方法を復習しておく。 講義 90分

9 作成したストーリーに沿った動画作成方法を理解す
る。

事前：利用するノートPCの確認をしておく。
事後：動画編集ソフトの操作方法を復習しておく。

講義 20分
演習 70分

10 デジタル機器の利用とデータの取り込み方法を理解
し実践する。

事前：動画を録画するツール（デジタルビデオカメラまたはスマート
フォン）の確認をしておく。

事後：動画の提出を行う。
演習

11 グループワークにて、企画書と絵コンテの作成をす
る。

事前：グループの企画とアイデアを共有しておく。
事後：編集データを確認しておく。 演習

12 グループワークにて撮影準備と撮影をする。 事前：絵コンテを共有しておく。
事後：撮影の過不足を十分に確認しておく。 演習

13～14 グループワークにてグループ作品の作成を行う。 事前：撮影の過不足があった場合は、追加撮影をしておく。
事後：作品を完成させておく。 演習

15 課題発表会を行う。 事前：作品の提出を行う。
事後：フィードバックを確認しておく。 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) マルチメディアⅡ（映像）（Multimedia Ⅱ） 科目分類 基礎科目

担 当 教 員 立野 貴之

履 修 条 件

前提科目 マルチメディアⅠ

そ の 他
この授業は、マルチメディアＡからさらに発展した広範囲にわたる知識が必要となる。そのため、原則としてマ
ルチメディアＡの単位を修得した学生を対象とし、また、マルチメディアＡを十分に理解した上（成績Ａ以上）
での受講が望ましい。

授業概要：
インターネットでマルチメディア対応の映像を作成するに必要な知識や手順を理解することを目的とする。この講義では、主に動画・音声データの処理

やアニメーションの作成に関する内容に焦点を当て、パソコンを利用して、動画処理に必要な知識や技能を身に付ける。
授業目標：

動画データの知識の講義及び、動画編集・アニメーションの作成データを加工し、インターネット上で利用できるマルチメディアがどういったものかを、
講義の中で紹介しそれらを作成する。またアニメーション作成や音声データの加工、さらに、それぞれを組み合わせるために必要な知識と技術を習得する。
最終的には、受講生が独自の作品制作をしてインターネット上に公開し、それに関する発表を行う。
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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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) マルチメディアＡ（画像）（Multimedia A） 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

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：
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。

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

4 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

5 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

6 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

7 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

8 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

9 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pcdvuiko
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
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教本： ガイダンスで指示する 参考文献： 講義中に指示する。
成績評価の方法、評価基準：

平常点（30％）、提出課題（30％）、最終課題（40％）の評価から判断する。
出席：講義を全体の⚓分の⚑以上欠席の場合は自動的に不可
平常点：授業課題、授業への参加度
提出課題：講義中の課題、最終作品（個人とグループ）、レポートなど

学生へのアドバイス：
コンピュータ演習が中心となるため、欠席をすると授業についていけなくなる可能性があります。やむを得ず欠席した授業内容などに関しては、授業内

容に関して友人に確認、または、教員に質問をするなりして、欠席の遅れを取り戻すようにしてください。質問は、メールまたは、オフィスアワーに受け
付けます。また、授業のグループワークでは、欠席などでグループのメンバーに迷惑をかけないよう努力してください。定員が超えた場合は、初回の授業
に抽選を行いますので、初回の授業は必ず出席してください。
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 ガイダンス /マルチメディアに関して 事前：なし事後：配布資料の確認をしておく。 授業の注意事項
講義

2 動画編集に関して理解をし、動画編集ソフトを準備す
る。

事前：利用するスノートPCの準備をしておく。
事後：動画編集ソフトの操作方法を復習しておく。

講義 60分
演習 30分

3 アニメーションの復習と動画処理の基本を理解し、動
画編集ソフトを利用して編集技術を学習する。

事前：アニメーションに関して復習しておく。
事後：動画編集ソフトの操作方法を復習しておく。 講義 90分

4 動画編集ソフトを利用し、ファイル形式・スライドの
素材収集方法を学習する。

事前：利用するスマートフォンやデジタルカメラの確認をしておく。
事後：動画編集ソフトの操作方法を復習しておく。

講義 30分
演習 60分

5 動画スライドの作成を行う。 事前：利用するスノートPCの確認をしておく。
事後：動画編集ソフトの操作方法を復習しておく。

講義 30分
演習 60分

6 素材を利用した動画の編集・ストーリーの作成を行う。 事前：利用するスノートPCの確認をしておく。
事後：動画編集ソフトの操作方法を復習しておく。 演習 90分

7 動画編集（シーンの挿入とタイムライン）を学習する。 事前：利用するスノートPCの確認をしておく。
事後：動画編集ソフトの操作方法を復習しておく。

講義 30分
演習 60分

8 動画編集（文字と特殊効果）、音声の効果的な利用を学
習する。

事前：利用するスノートPCの確認をしておく。
事後：動画編集ソフトの操作方法を復習しておく。 講義 90分

9 作成したストーリーに沿った動画作成方法を理解す
る。

事前：利用するノートPCの確認をしておく。
事後：動画編集ソフトの操作方法を復習しておく。

講義 20分
演習 70分

10 デジタル機器の利用とデータの取り込み方法を理解し
実践する。

事前：動画を録画するツール（デジタルビデオカメラまたはスマー
トフォン）の確認をしておく。

事後：動画の提出を行う。
演習

11 グループワークにて、企画書と絵コンテの作成をする。 事前：グループの企画とアイデアを共有しておく。事後：編集データ
を確認しておく。 演習

13･14 グループワークにて撮影準備と撮影をする。 事前：絵コンテを共有しておく。事後：撮影の過不足を十分に確認し
ておく。 演習

14 グループワークにてグループ作品の作成を行う。 事前：撮影の過不足があった場合は、追加撮影をしておく。事後：作
品を完成させておく。 演習

15 課題発表会を行う。 事前：作品の提出を行う。
事後：フィードバックを確認しておく。 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) マルチメディアＢ（映像）（Multimedia B） 科目分類 基礎科目

担 当 教 員 立野 貴之

履 修 条 件

前提科目 マルチメディアⅠ

そ の 他
この授業は、マルチメディアＡからさらに発展した広範囲にわたる知識が必要となる。そのため、原則としてマ
ルチメディアＡの単位を修得した学生を対象とし、また、マルチメディアＡを十分に理解した上（成績Ａ以上）
での受講が望ましい。

授業概要：
インターネットでマルチメディア対応の映像を作成するに必要な知識や手順を理解することを目的とする。この講義では、主に動画・音声データの処理

やアニメーションの作成に関する内容に焦点を当て、パソコンを利用して、動画処理に必要な知識や技能を身に付ける。
授業目標：

動画データの知識の講義及び、動画編集・アニメーションの作成データを加工し、インターネット上で利用できるマルチメディアがどういったものかを、
講義の中で紹介しそれらを作成する。またアニメーション作成や音声データの加工、さらに、それぞれを組み合わせるために必要な知識と技術を習得する。
最終的には、受講生が独自の作品制作をしてインターネット上に公開し、それに関する発表を行う。
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



シラバス-12  Page 23 20/03/17 09:39

622

教本：
小田切博『キャラクターとは何か』筑摩書房 ￥735

参考文献：
小田切博『戦争はいかに「マンガ」を変えるか』NTT出版 ￥2,625
他授業中に適宜指示する。

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。
授業内容への参加状況等（40％）、小テスト・レポート等（60％）で総合評価する。

学生へのアドバイス：
できるだけ先入観を持たずにきてくだい。

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 マンガ文化の現状 事前：なし
事後：なし 講義

2 「マンガ」とは何か 事前：なし
事後：なし 講義

3 「マンガ」とは何か 事前：なし
事後：なし 講義

4 メディアミックス 事前：なし
事後：なし 講義

5 メディアミックス 事前：なし
事後：なし 講義

6 戦後マンガ史 事前：なし
事後：なし 講義

7 戦後マンガ史 事前：なし
事後：なし 講義

8 戦後マンガ史 事前：なし
事後：なし 講義

9 戦後マンガ史 事前：なし
事後：なし 講義

10 戦後マンガ史 事前：なし
事後：なし 講義

11 日本のマンガ言説 事前：なし
事後：なし 講義

12 日本のマンガ言説 事前：なし
事後：なし 講義

13 海外との関係 事前：なし
事後：なし 講義

14 海外との関係 事前：なし
事後：なし 講義

15 まとめ、総論 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) マンガ研究（Comics Study） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 小田切 博

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
「マンガ」とは何か。というレベルから、各時代の言説、報道などを通して日本国内の「マンガ」の歴史的な流れを講義する。

授業目標：
現在の日本におけるマンガ文化のあり方を俯瞰的にまとめ、「マンガ研究」とはどのようなものかを考えてもらう。

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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み

教本：
石橋春男・橋口宏行・中藤和重著『よくわかるミクロ経済学入門』

慶應義塾大学出版会、￥1,800

参考文献：
石橋春男・関谷喜三郎『入門ミクロ経済学』税務経理協会、￥2,500

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：
ミクロ経済学の専用ノートを準備し、予習・復習を習慣化する。

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 ミクロ経済学と経済学史
ワルラスとマーシャル

事前：なし
事後：復習と関連事項の学習 講義

2 限界革命と新古典派経済学 事前：教本で次回の予習
事後：復習と関連事項の学習 講義

3 経済分析の基本的概念：需要と供給 事前：教本で次回の予習
事後：復習と関連事項の学習 講義

4 右下がりの需要曲線の意味 事前：教本で次回の予習
事後：復習と関連事項の学習 講義

5 右上がりの供給曲線の意味 事前：教本で次回の予習
事後：復習と関連事項の学習 講義

6 静学と最適資源配分 事前：教本で次回の予習
事後：復習と関連事項の学習 講義

7 比較静学と需給均衡 事前：教本で次回の予習
事後：復習と関連事項の学習 講義

8 消費者行動理論の学説史
限界効用理論

事前：教本で次回の予習
事後：復習と関連事項の学習 講義

9 消費者の予算線とそのシフト 事前：教本で次回の予習
事後：復習と関連事項の学習 講義

10 無差別曲線と限界代替率 事前：教本で次回の予習
事後：復習と関連事項の学習 講義

11 消費者均衡点と需要曲線 事前：教本で次回の予習
事後：復習と関連事項の学習 講義

12 代替効果と所得効果
需要曲線の導出過程

事前：教本で次回の予習
事後：復習と関連事項の学習 講義

13 代替材と補完財とギッフエン財
価格効果の分析

事前：教本で次回の予習
事後：復習と関連事項の学習 講義

14 動学と蜘蛛の巣の理論
時間と価格変動

事前：教本で次回の予習
事後：復習と関連事項の学習 講義

15 ミクロ経済学の応用
環境の経済分析

事前：教本で次回の予習
事後：復習と関連事項の学習 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) ミクロ経済学Ⅰ（Microeconomics Ⅰ） 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 なし

授業概要：
消費者の合理的行動は効用の極大であり、企業の合理的行動は利潤の極大である、それぞれの行動原理から需要曲線と供給曲線が導かれる。需要・供給

分析から最適資源配分のメカニズムを明らかにすることができる。つまり本講義は、資源配分の基本原理を解明することが目的になる。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：

この講義では、消費者が予算制約の下で効用を最大化する行動原理を追及する。まず基本的な分析道具を詳細に解説し、ミクロ分析の基礎固めを行う。
つぎに商品価格の上昇や下落がその商品の需要量を増減させるという需要の法則が常に成り立つかどうかを証明する。さらに、企業についても限られた資
金制約の下で利潤を極大にする行動原理にも立ち入る。
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・橋口宏行・中藤和重著『よくわかるミクロ経済学』

慶應義塾大学出版会、￥1,800

参考文献：
石橋春男・関谷喜三郎『入門ミクロ経済学』税務経理協会、￥2,500

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：
授業中の討論に積極的に参加する。

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 市場と企業分析
消費者と企業とマーケットの関連性

事前：教本の予習
事後：復習と関連事項の学習 講義

2 費用・便益分析 事前：教本の予習
事後：復習と関連事項の学習 講義

3 平均費用と限界費用 事前：教本の予習
事後：復習と関連事項の学習 講義

4 利潤極大化原理 事前：教本の予習
事後：復習と関連事項の学習 講義

5 供給曲線の導出 事前：教本の予習
事後：復習と関連事項の学習 講義

6 市場分類 事前：教本の予習
事後：復習と関連事項の学習 講義

7 完全競争市場 事前：教本の予習
事後：復習と関連事項の学習 講義

8 独占市場 事前：教本の予習
事後：復習と関連事項の学習 講義

9 寡占市場 事前：教本の予習
事後：復習と関連事項の学習 講義

10 自然独占 事前：教本の予習
事後：復習と関連事項の学習 講義

11 公共財 事前：教本の予習
事後：復習と関連事項の学習 講義

12 情報の非対称性 事前：教本の予習
事後：復習と関連事項の学習 講義

13 外部不経済と環境問題 事前：教本の予習
事後：復習と関連事項の学習 講義

14 応用ミクロ経済 ⑴ 政治問題をミクロ経済学で解く 事前：教本の予習
事後：復習と関連事項の学習 講義

15 応用ミクロ経済 ⑵ 国際問題をミクロ経済学で解く 事前：教本の予習
事後：復習と関連事項の学習 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) ミクロ経済学Ⅱ（Microeconomics Ⅱ） 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 なし

授業概要：
この講義では、市場経済のメカニズムを明らかにする。市場への参入者の数によって価格と需給量がどのように変化するか。情報や規制、市場への期待

などによって、市場が機能しない場合もある。こうした市場の失敗によって市場原理が機能しない多くのケースも本講義の対象となる。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：

ここでは、企業の行動原理が主たる講義の対象となる。市場分類を行い、代表的な完全競争市場、独占、寡占市場などの価格形成メカニズムを比較・分
析する。さらに、外部効果が発生する場合、自然独占企業の場合、公共財の場合などのいわゆる市場の失敗の分析に果たすミクロ経済学の役割を解明する。

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：
石上七鞘『あなたの日本がもっと素敵になる⚘つの和ハーブ物語』

コスモの本

参考文献：
⚑．石上七鞘著『日本の民俗伝承』蒼洋社
⚒．石上七鞘著『十二支の民俗伝承』おうふう
⚓．石上七鞘著『化粧の民俗』おうふう
⚔．石上堅『日本民族語大辞典』おうふう
⚕．『日本風俗史事典』日本風俗史学会編 弘文堂

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。
発表（20％）と期末試験（80％）で評価する。

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 民俗と民俗学 民俗の意味を知り、また民俗学という学問の成り立ちを考える。 事前：指定資料の予習
事後：授業の復習 講義

2 民俗学の祖 日本民俗学を確立した人物、柳田国男と折口信夫について学ぶ。 事前：指定資料の予習
事後：授業の復習 講義と演習

3 民俗学の研究法、重出立証法や比較研究法を紹介し、民俗地図の活用の仕方を学ぶ。 事前：指定資料の予習
事後：授業の復習 講義と演習

4 神とカミ 日本固有の神観念の成立について論じ、人と神の関係を考える。 事前：指定資料の予習
事後：授業の復習 講義と演習

5 民俗・風俗・宗教 これらを理解する。 事前：指定資料の予習
事後：授業の復習 講義と演習

6 アニミズム・祖先崇拝・トーテミズム 人間と霊魂との関係を理解する。 事前：指定資料の予習
事後：授業の復習 講義と演習

7 ケとハレとケガレ
人間の生活が、ケとケガレとハレの三元循環とアラシ（異常）について学習する。

事前：指定資料の予習
事後：授業の復習 講義と演習

8 禁忌（タブー） 古語の忌（イミ）について学習する。 事前：指定資料の予習
事後：授業の復習 講義と演習

9 人生儀礼 人の誕生から葬送までを概観する。 事前：指定資料の予習
事後：授業の復習 講義と演習

10 衣・食・住 変還過程と、地域身分や職業による違い学習する。 事前：指定資料の予習
事後：授業の復習 講義と演習

11 新年の行事から師走の大晦日の主要な行事を考える。 事前：指定資料の予習
事後：授業の復習 講義と演習

12 神話・伝説・昔話 小さい頃からなじんできた伝承文芸を考える。 事前：指定資料の予習
事後：授業の復習 講義と演習

13 海の民俗伝承 山の民俗伝承 川の民俗伝承を考える。 事前：指定資料の予習
事後：授業の復習 講義と演習

14 学生のプレゼン。 事前：指定資料の予習
事後：授業の復習 講義と演習

15 まとめ 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) 民俗学（Folklore） 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：
日本社会の構造や社会の中で発生する文化的要素について様々なアプローチから考察する。日本社会の機構や社会の中で起こる諸現象と生活や行動の中

から生まれ、受け継がれてきた現象を民俗学の見地から考察する。古くから伝承された民間の信仰や習俗を通して日本人の生活について明らかにしていく。
世代を超えて伝承されて来た習わし、言い伝えの意味を考え、日本人の心を探る。
授業目標：
⚑．民族の歴史を通して日本人の生活と文化を学ぶ。
⚒．日本人のアイデンティティーを探る。
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

参考文献：
使用しない

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（40％）、課題（30％）、発表（30％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
初回の授業に必ず出席すること。メディア技術の基礎知識（定義）を事前に調べること。

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 ガイダンス、
授業科目名であるメディア技術について説明し、確認をする。

事前：教科書の準備をする。
事後：メディア関連書を調べる。

講義 80分、ディスカシ
ョン 10分

2 メディア技術において数学的準備である情報（数値データ）のデジタル化を説
明し、数値データ表現の課題を行う。

事前：n進数について調べる。
事後：数値データ化を纏める。

講義40分、ディスカシ
ョン20分、課題20分

3 メディア技術において数学的準備である情報（文字データ）のデジタル化を説
明し、文字データ表現の課題を行う。

事前：文字データを調べる。
事後：文字データ化を纏める。

講義40分、ディスカシ
ョン30分、課題20分

4 数値、文字データのデジタル化の課題についてディスカションを行い、発表を
行う。

事前：バイナリデータを調べる。
事後：バイナリデータを纏める。

講義40分、ディスカシ
ョン30分、課題20分

5 メディア技術において数学的準備である情報（画像データ）のデジタル化を説
明し、文字データ表現の課題を行う。

事前：画像データを調べる。
事後：画像データ化を纏める。

講義40分、ディスカシ
ョン30分、課題20分

6 メディア技術において数学的準備である情報（音声データ）のデジタル化を説
明し、文字データ表現の課題を行う。

事前：音声データを調べる。
事後：音声データ化を纏める。

講義40分、ディスカシ
ョン30分、課題20分

7 画像、音声データのデジタル化の課題についてディスカションを行い、発表を
行う。

事前：RGB,CMYKを調べる。
事後：RGB,CMYKを纏める。

講義40分、ディスカシ
ョン30分、課題20分

8 オープンネットワーク社会におけるメディア技術の概要、および動向を説明し、
課題を行う。

事前：メディア技術を調べる。
事後：メディア技術の概要、および

動向を纏める。

講義40分、ディスカシ
ョン30分、課題20分

9 メディア技術の処理基礎である情報圧縮技術について説明し、課題を行う。 事前：情報圧縮技術を調べる。
事後：情報圧縮技術を纏める。

講義40分、ディスカシ
ョン30分、課題20分

10 メディア技術の処理基礎である音声、音響符号化、および復号化技術について
説明し、課題を行う。

事前：音響符号化を調べる。
事後：音響符号化を纏める。

講義40分、ディスカシ
ョン30分、課題20分

11 メディア技術の処理基礎である画像圧縮、および符号化について説明し、課題
を行う。

事前：画像圧縮、符号化を調べる。
事後：画像圧縮、符号化を纏める。

講義40分、ディスカシ
ョン30分、課題20分

12 メディア技術の処理基礎である復号化技術について説明し、課題を行う。 事前：復号化技術を調べる。
事後：復号化技術を纏める。

講義40分、ディスカシ
ョン30分、課題20分

13 マルチメディア作品として動画制作をしながら、コンセプトシート（テーマ、企
画立案、構成など）を作成する。

事前：SNSにつて調べる。
事後：コンセプトシートを纏める。

講義20分、ディスカシ
ョン60分、課題20分

14 動画制作の最終確認を行う。コンセプトシートを提出する。 事前：動画の編集を行う。
事後：動画の最終確認を行う。

講義20分、ディスカシ
ョン60分、課題20分

15 課題発表会にて動画を上映し、評論する。 事前：全資料を下読みする。
事後：発表の振り返り。

発表60分、ディスカシ
ョン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) メディア技術基礎（Media Technology Foundation） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 金 宰郁

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
現在のメディアの状況をより明確に理解するために、メディアの発生からそのメディア技術までの軌跡をたどり、さらには電子メディアのあり方とその

進展の道筋を多様なメディア技術と社会と人間の関係を技術の視点から基礎から学習する。とくにメディア技術を人と世界の関係、人間の認識や感覚、伝
達や記憶の仕組みまでを含んだ包括的な新しい技術を習得する。
授業目標：
⚑．メディアの特性およびメディアが伝える情報の内容を正しく理解するため、メディアとコミュニケーション理論の基礎を学ぶ。
⚒．具体例を通じてメディア技術を習得することを学習する。
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
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め

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：
高妻紳次郎『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：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：
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 オリエンテーション 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
社会学とは何か
社会学の基本的な理論を概括し、どのような視点をもつことが求められ
るのかを理解する

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 70分・ディスカッ
ション 20分

3
社会学的創造力とは何か
社会学の基礎的な考え方を理解し、自分のものの見方に取り入れられる
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 70分・グループワ
ーク 20分

4 考現学について理解しよう
今和次郎の「考現学入門」を中心に、考現学という視点を理解していく

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 Doing SociologyⅠ
街中や学内を、社会学的な視点から考察してみる

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 30分・グループワ
ーク 40分・発表 20分

6 Doing SociologyⅡ
雑誌をつかって、ターゲットとする階層の違いを把握してみる

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

7 情報化社会とは何か
情報化社会の変遷と情報化社会の特徴を理解する

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 80分・ディスカッ
ション 10分

8
情報と私たちⅠ子どもへの影響
映画等のレイティングシステムから、子どもの成長への課題と解決策を
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 70分・ディスカッ
ション 20分

9 情報と私たちⅡ
SNSなどネット社会の特徴と課題を理解し､グループ毎にテーマを決定する

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

10 情報と私たちⅢ
SNSに関連した事件について持ち寄った資料を、グループ毎にまとめる

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 グループワーク 90分

11 情報と私たちⅣ
グループ毎にプレゼンテーションを行い、批評する。

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 10分・ディスカッ
ション 20分・発表 60
分

12
メディアリテラシーとは何か
現在の重要な教育課題の一つであるメディアリテラシーについて、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・グループワ
ーク 30分

13
メディアリテラシー教育Ⅰ
学校教育において、どのようにメディアリテラシー教育が実践されてい
るかを理解する、

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・グループデ
ィスカッション 30分

14 文献読解
古典「オルレアンのうわさ」を読み、情報が与える影響について考える

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 70分・グループデ
ィスカッション 20分・

15 まとめ
授業を通じて何を考えたか、各自プレゼンテーションをしてもらう

事前：プレゼンの準備
事後：キーワードを調べ、考えをまとめる 発表 75分・講義 15分

開 講 年 次 ⚒年期 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) メディア社会学（Sociology of Media） 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 社会学Ⅰを履修していると、講義についていくのに役立ちます。

授業概要：
社会学では“社会的存在としての自己”という重要な視点があるが、現代社会においては、メディアの影響力への考察は不可欠な視点であるといえます。

メディアと社会の関係を理解し、メディアが発達した現代社会を生きる我々の生活について、社会学的な視点で考察できることを目標としています。
授業目標：

社会学的思考を身につけ、メディアや情報化社会とのかかわりの中で自分の考えや自己存在を捉えなおすことができるような読解力を身につける。
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：
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。
授業への貢献（50％）、課題と発表（50％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
事前のリサーチ、発表とディスカッションへの積極的な参加が必要です。

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 シラバス内容の説明、社会情報の概観 事前：シラバスを読む
事後：身の回りのICT機器について考察する

講義 60分､
ディスカッション 30分

2 ICTによる交通の変革 事前：配布資料：ICTによる交通の変革を読む
事後：自動運転について調べる

講義 45分､
ディスカッション 45分

3 ソーシャルネットワークの構造 事前：配布資料：ソーシャルネットワークを読む
事後：ソーシャルネットワークの事例を調べる

講義 45分､
ディスカッション 45分

4 情報セキュリティー～標的型攻撃 事前：配布資料：標的型攻撃を読む
事後：標的型攻撃の事例を調べる

講義 60分､
ディスカッション 30分

5 情報セキュリティー～巧妙な手段と社会への影響 事前：指定された動画を視聴する
事後：紹介した事例についてまとめる

講義 45分､
ディスカッション 45分

6 ビッグデータ 事前：配布資料：ビッグデータを読む
事後：ビッグデータの応用事例を調べる

講義 45分､
ディスカッション 45分

7 流行と広告 事前：配布資料：流行と広告を読む
事後：広告のメディアと特徴をまとめる

講義 45分､
ディスカッション 45分

8 レアアース・レアメタル 事前：配布資料：レアアース・レアメタルを読む
事後：リサイクルについて調べる

講義 45分､
ディスカッション 45分

9 バイオインフォマティクス 事前：配布資料：バイオインフォマティクスを読む
事後：手法についてまとめる

講義 45分､
ディスカッション45分

10 FinTech
～クラウドファンディング

事前：クラウドファンドで興味のあるものを探す
事後：成功/失敗事例を調べる

講義 45分､
ディスカッション 45分

11 FinTech
～暗号資産

事前：配布資料：暗号資産を読む
事後：暗号資産のセキュリティーについて調べる

講義 45分､
ディスカッション 45分

12 人工知能
～歴史と技術の発展

事前：配布資料：人工知能の歴史を読む
事後：過去の技術に触れる

講義 60分､
ディスカッション 30分

13 人工知能
～機械学習の仕組み

事前：配布資料：機械学習を読む
事後：機械学習に触れる

講義 60分､
ディスカッション 30分

14 人工知能
～社会への応用

事前：配布資料：機械学習の応用事例を読む
事後：応用を体験する

講義 45分､
ディスカッション 45分

15 まとめ
～発表とディスカッション

事前：選択したテーマについて発表資料を作成
事後：発表についてコメントを書く

講義 45分､
ディスカッション 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) メディア情報論（Media and Social Informatics） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 岸 康人

履 修 条 件
前提科目 情報処理概論

そ の 他

授業概要：
本講義では、更新され続けるICTが社会にどのような影響を与え、どのような対応が迫られるのか、ディスカッションを通じて考察する。

授業目標：
各講義の表題となっている項目への技術的概要を理解し、どのような構造で社会に影響を及ぼしているのか、また及ぼし得るのか、説明できるようにな

ることが本講義の目標である。

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
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教本：
なし

参考文献：
ジャパンタイムズ創刊号(1897年)、明石元国連事務次長等と小生の鼎談

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（40％）、課題及びパフォーマンス（40％）、定期試験（20％）で総合評価する。

学生へのアドバイス：
上記の「国民」の、特に若者の果たす役割を考えてもらいたい。

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 オリエンテーション 事前：なし
事後：なし 講義

2 メディアの特性、役割、歴史 事前：なし
事後：なし 講義

3 新聞 事前：なし
事後：なし 講義

4 放送 事前：なし
事後：なし 講義

5 海外メディア及び特派員 事前：なし
事後：なし 講義

6 我が国初の英字紙 ジャパンタイムズ ⚑ 事前：なし
事後：なし 講義

7 我が国初の英字紙 ジャパンタイムズ ⚒ 事前：なし
事後：なし 講義

8 英語での情報発信の重要性とフォーリンプレスセンター 事前：なし
事後：なし 講義

9 広告 事前：なし
事後：なし 講義

10 外国人市場戦略 事前：なし
事後：なし 講義

11 インバウンドマーケティングと情報発信 事前：なし
事後：なし 講義

12 メディアを目指す人へ（就活、人脈、情報、面接、転職その他） 事前：なし
事後：なし 講義

13 海外を目指す人へ（英語、教養、異文化理解、その他） 事前：なし
事後：なし 講義

14 ディスカッション 事前：なし
事後：なし ディスカッション

15 まとめ 事前：なし
事後：なし 講義及び質疑応答

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) メディアワークショップ（Media Workshop） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 立馬 歳郎

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
各種メディアでの経歴 新聞(ジャパンタイムズ）、放送(毎日放送)、国際(フォーリンプレスセンター)、海外(タイ国バンコク週報)、アカデミズム(東京

大学新聞研究所) 等の特異な経験に基づいて、活字、映像、外国語の情報発信が、受け手にどのような影響を及ばすのか、そして今、情報発信、特に英語
での発信が何故重要なのかを実証的に提起します。同時に、メディアの世界を志す若い世代に幾つかの助言をし、それに基づく議論を予定しています。
授業目標：

我が国の浮沈を左右する情報発信についてその重要性を考えます。
卒業後メディアを目指す方へアドバイス（業界情報・面接その他）をします。

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：
オペレーティングシステムの概念
A. Silberschatz他著 共立出版 ￥16,500

参考文献：
講義内で指示

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。
授業内での演習（50％）、定期試験（50％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
OSは約60年の歴史があり、次第に複雑・高度なものになってきた経緯があります。これからも新しい機能が追加されますが、土台の概念は半世紀を経て

未だ現役です。先人の知恵がどのように活かされているのか、コードから読み解いていくつもりで取り組みましょう。
オフィスアワー：

初回講義日に伝える。

授業
回数 外国人市場戦略授業内容及び計画（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、OS概論 事前：シラバスを読む
事後：PC環境の整備 講義

2 調査したCPUの種類を発表・質疑応答
CPUの役割と命令を実行する仕組み

事前：CPUの種類を調べる
事後：アセンブリコードを出力して読む

講義 60分
演習 30分

3 デバイスについて発表・質疑応答
ハードウェアとIOの制御

事前：デバイスの種類についてまとめる
事後：割り込みのシグナル処理を試す

講義 60分
演習 30分

4 アドレス空間について発表・質疑応答
メモリの管理

事前：アドレス空間について調べる
事後：ページングの様子を観察する

講義 60分
演習 30分

5 プロセスについて発表・質疑応答
プロセスとスレッド

事前：プロセスについて調べる
事後：動いているプロセスを観察する

講義 60分
演習 30分

6 ページングについて発表・質疑応答
プロセスの優先度とスケジューリング

事前：ページングの概念を調べる
事後：OSのスケジューリングを調べる

講義 60分
演習 30分

7 マルチコアでのプロセスの観察を発表・疑問整理
マルチプロセッサと並列処理

事前：マルチコアのプロセスを観察する
事後：CPUの割当ポリシーを調べる

講義 60分
演習 30分

8 デバイスドライバの役割について発表・質疑応答
様々なデバイスへの対応

事前：デバイスドライバの役割を調べる
事後：ソースでのデバイス表現を調べる

講義 60分
演習 30分

9 ファイルシステムについて発表・質疑応答
ファイルシステムとブート時の挙動

事前：ファイルシステムの種類と特徴を調べる
事後：仮想PC上で複数のFSを作成・マウントして、挙動を

確認する

講義 60分
演習 30分

10 メモリ管理について発表・質疑応答
プロセス間通信

事前：メモリの管理を再度復習する
事後：各通信手法について実装する

講義 60分
演習 30分

11 OSI参照モデルについて発表・質疑応答
ネットワーク通信

事前：OSI参照モデルについて調べる
事後：ネットワークの設定項目を整理する

講義 60分
演習 30分

12 PCアーキテクチャについて発表・質疑応答
GPUコンピューティング

事前：PCアーキテクチャについて復習する
事後：CPUとGPUでのプログラムの挙動を比較する

講義 60分
演習 30分

13 仮想化ソフトのインストールについて報告
仮想化⚑：ホストOSとゲストOS

事前：仮想化ソフトをインストールする
事後：ゲストOSでLANを構成する

講義 60分
演習 30分

14 コンテナツールのインストールについて報告
仮想化⚒：コンテナ

事前：Dockerをインストールする
事後：自作のイメージを構築する

講義 60分
演習 30分

15 疑問点のディスカッション
まとめと最近のOSの話題

事前：OSの挙動での疑問点をまとめる
事後：カーネルのソースコードを読む

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) UNIXシステム論（UNIX System Theory） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 岸 康人

履 修 条 件
前提科目 情報処理概論、プログラミング基礎、ネットワーク技術

そ の 他 ノートパソコンを用意すること

授業概要：
現代のコンピュータをハードとソフトの間で支えているオペレーティングシステム（OS）について学習する。内部の挙動が掴みやすいため、UNIX系シ

ステムで演習を行うが、概念は他のOSでも共通である。

授業目標：
OSに必要な概念を身につけ、何に影響し、どのような性能の差異に繋がるのかを理解し、実際に検証できる技術を身につけることが目標となる。

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
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教本：
使用せず、毎回、授業内プリントや、資料を配布する、

参考文献：
田中真介監修「発達が解れば子どもが見える」他、授業中、随時紹介する。

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（50％）、定期試験（30％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
将来、親になる人、保育の仕事をしたい人に役立つものにしたい。「人間のなりたち」の基礎に関心を持って「おもしろく」なってほしいので、内容につ

いての希望を積極的に出してほしい。
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 本授業の概要について 事前：授業への期待を整理しておく
事後：授業における疑問点を整理する

考えてきたことの発表 40
分、講義 50分

2 生涯発達における幼児・児童期の心理の重要性について 事前：テキストの指定ページの予習
事後：授業における疑問点を整理する

話題提供と討議 40分、
講義 50分

3 幼児の家族関係・愛着関係の成立 事前：資料を読む
事後：授業における疑問点を整理する 講義 50分、話題提供 40分

4 幼児の家族関係・愛着関係の発展 事前：授業内プリントを読み置く
事後：授業における疑問点を整理する 講義 50分、話題提供 40分

5 自我の発達 事前：自身の思い出をメモしてくる
事後：授業における疑問点を整理する 講義 50分、話題提供 40分

6 ことばの発達 事前：資料を読み置く
事後：授業における疑問点を整理する 講義 50分、話題提供 40分

7 ことばの発達 事前：幼児の会話例を探してくる
事後：授業における疑問点を整理する 講義 50分、話題提供 40分

8 ことばの発達と社会性 事前：授業内プリントを読み置く
事後：授業における疑問点を整理する 講義 50分、話題提供 40分

9 認知能力の発達 事前：認知能力の内容を調べる
事後：理解できたことを整理する 講義 50分、話題提供 40分

10 遊びの発達 事前：遊びの場面や思い出をメモする
事後：授業における疑問点を整理する 講義 50分、話題提供 40分

11 集団適応と心理発達・・幼児期 事前：資料を読む
事後：授業における疑問点を整理する 講義 50分、話題提供 40分

12 集団適応と心理発達・・学齢期 事前：学齢期を回想しメモする
事後：ほかの人の報告をまとめる 講義 50分、話題提供 40分

13 幼児・児童期の経験がその後の適応に与えるのも 事前：資料を読む
事後：感想を書く 講義 50分、話題提供 40分

14 実際の幼児・児童について事例検討 事前：事例検討の対象児を用意する
事後：事例を整理する グループワーク 90分

15 実際の幼児・児童についての発表と検討 事前：事例発表の準備をする
事後：プリント・ノートをまとめる 討議 70分、まとめ 20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) 幼児・児童期の心理（Psychology of Childhood） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 作間 祐子

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
人間形成の基盤として重要視されている幼児、児童期の心理発達に関する各側面の発達を学ぶ。

授業目標：
幼児・児童期の状態像について発達の各側面から理解できるようにする。

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：
適宜、授業時に参考書の紹介と関係資料配布を行う。

参考文献：
「幼稚園教育要領」文部科学省、「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」内閣府、
「保育所保育指針」厚生労働省

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（30％）、定期試験（60％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
課題意識をもって、主体的に学ぶこと。

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 中央教育審議会答申における幼小接続の変遷について考える。 事前：幼稚園教育要領の予習
事後：配布資料の復習

講義（60分)
グループ（30分)

2 幼稚園教育要領と小学校学習指導要領における幼小接続について考える。 事前：幼稚園教育要領の予習
事後：配布資料の復習

講義（60分)
グループ（30分)

3 小1プロブレムがなぜ発生するかその状況を捉え、幼児期の教育と小学校教育の
接続の意義について考える。

事前：幼稚園教育要領の予習
事後：配布資料の復習

講義（60分)
グループ（30分)

4 幼稚園と小学校における教育課程の違いと特性について考える。 事前：幼稚園教育要領の予習
事後：配布資料の復習

講義（60分)
グループ（30分)

5 小学校学習指導要領各教科における幼児期の教育と小学校教育の接続について
考える。

事前：幼稚園教育要領の予習
事後：配布資料の復習

講義（60分)
グループ（30分)

6 幼児期の教育と小学校教育の主な接続の教科である「生活科」の特性について
考える。

事前：小学校学習始動要領の予習
事後：配布資料の復習

講義（60分)
グループ（30分)

7 都道府県教育委員会における幼小接続の施策の現状について資料を収集し、取
り組み状況について考える。①（情報収集と比較）

事前：情報収集
事後：配布資料の復習 グループ（90分)

8 都道府県教育委員会における幼小接続の施策の現状について資料を収集し、取
り組み状況について考える。②（発表）

事前：情報収集
事後：配布資料の復習

グループ（30分)
発表・評価（60分)

9 接続期カリキュラムの実際①（幼稚園）事例を収集し比較考察を行うことによ
り、地域におけるカリキュラムの違いについて考える。

事前：情報収集
事後：配布資料の復習 グループ（90分)

10 接続期カリキュラムの実際②（小学校）事例を収集し比較考察を行うことによ
り、地域におけるカリキュラムの違いについて考える。

事前：情報収集
事後：配布資料の復習 グループ（90分)

11 収集した事例をもとに考察した地域におけるカリキュラムの違いについて発表
する。

事前：情報収集
事後：配布資料の復習

グループ（30分)
発表・評価（60分)

12 幼児・児童の交流プログラムの実際、事例を収集し比較考察を行うことにより、
地域におけるカリキュラムの違いについて考える。

事前：情報収集
事後：配布資料の復習

講義（60分)
グループ（30分)

13 特別な支援の必要な幼児の小学校への接続について考える。 事前：配布資料の予習
事後：配布資料の復習

講義（60分)
グループ（30分)

14 接続期カリキュラムの現状と課題について考える。 事前：配布資料の予習
事後：配布資料の復習

講義（60分)
グループ（30分)

15 幼小接続の今後の展望について考える。 事前：配布資料の予習
事後：配布資料の復習

講義（60分)
グループ（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) 幼小接続教育（Education of Preschoolers before Entering Elementary School） 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：
今日の幼児期・児童期の子どもの抱える様々な問題や実態を知り、子どもの発達や学びの連続性を保障するための幼小の接続カリキュラムの在り方につ

いて理解を深め自らの保育・教育観を形成する。

授業目標：
幼児教育・保育の教育課程についての基本的考えや幼小接続カリキュラムの在り方について理解するとともに、それらが教育や保育の現場でどのように

実践されているか事例を通して学習する。また、実際に接続カリキュラムを作成することを通して、幼小接続についての実践力を身に付ける。

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



シラバス-12  Page 34 20/03/17 09:39

633

教本：
『質の高い幼児期の教育～⚓、⚔、⚕歳児の指導と環境構成・実践例』
ななみ書房

参考文献：
『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）

成績評価の方法、評価基準：
保育者として持つべき子ども観を修得し、発達段階に即して子どもを把握することができるか、子どもの生活の特徴、個と集団の関係から子どもを理解

する基礎力を習得したかを、グループ討議の成果、複数回のレポート内容等、総合的に評価し、平常点も加味する。。
学生へのアドバイス：

⚓、⚔、⚕歳児の発達段階の違いを学べるよう実際の園でのボランティアなどもおすすめします。
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 幼児教育のための基本的な幼児理解の必要性…カリキュラムマネージメントの視点から
教科書の構造とのつながりが理解できるよう質問時間をとって発言を促す。

事前：授業用ファイル準備
事後：教科書を必ず購入 講義

2 ⚓歳児の発達と理解⚑ 初めての集団生活・安定から自己発揮まで
⚓歳児の特徴について発表する。

事前：教科書を読んでおく
事後：プリントに記入 講義

3 ⚓歳児の発達と理解⚒ 依存から自立へ・自分でできる喜び
⚓歳児にふさわしい環境について考えを出し合う。

事前：教科書復習
事後：プリント記入 講義

4 具体的な発達の捉え方・⚓歳児のビデオ視聴後グループ協議し、幼児の気持ちの理解を
深め、レポートにまとめる。

事前：プリント記入
事後：レポート完成 講義・グループ協議

5 ⚔歳児の発達と理解⚑ 友達への関心の広がりを視点として
⚔歳児の特徴について調べてきたことを発表する。

事前：教科書を読んでおく
事後：プリント記入 講義

6 ⚔歳児の発達と理解⚒ 体験の広がりを視点として
⚔歳児にふさわしい環境について考えを出し合う。

事前：教科書復習
事後：プリント記入 講義

7 幼児の活動に対する肯定的な見方の意義・⚔歳児のビデオ視聴後グループ協議し、幼児
の気持と教師の援助についてレポートにまとめる。

事前：プリント記入
事後：レポート完成 講義・グループ協議

8 ⚕歳児の発達と理解⚑ 協同性の育ちに向けて
⚕歳児の特徴について調べてきたことを発表する。

事前：教科書を読んでおく
事後：プリント記入 講義

9 ⚕歳児の発達と理解⚒ 小学校への接続期の理解に向けて
⚕歳児にふさわしい環境について考えを出し合う。

事前：教科書復習
事後：プリント記入 講義

10 個と集団の関係の捉え方・⚕歳児のビデオ視聴後、グループ協議し、幼児の気持ちと教師
の援助のあり方についてレポートにまとめる。

事前：プリント記入
事後：レポート完成 講義・グループ協議

11 幼児の遊び・生活の意味の理解
実際の幼稚園の保育参観を通して気付いたことを発表する。

事前：なし
事後：振り返りをする 保育参加・参観

12 教師の姿勢と子どもに対する共感的理解・実践例のビデオ視聴し、幼児の気持ちの理解
と教師の援助のあり方について考察しレポートにまとめる。

事前：なし
事後：レポート完成 保育参観

13
特別に支援を必要とする子どもの理解・実践例から具体的な環境構成と援助について考
える。
環境の工夫からできる支援についてグループで協議し発表する。

事前：実践例を読んでおく
事後：振り返り 講義・グループ協議

14 保育の改善の視点 保育記録・評価方法の実際
様々な保育の記録があることを知る。

事前：教科書を読んでおく
事後：プリントの振り返り 講義

15 保護者の心情理解と基礎的な対応の方法について考える。
教科書の事例から考えを出し合う。

事前：教科書を読んでおく
事後：振り返りをする 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) 幼児理解（Early childhood understanding） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 永井 由利子

履 修 条 件
前提科目

そ の 他

授業概要：
幼児を理解するためには、まず子どもとはどのような存在かを把握し、幼児期の特徴、幼児の生活の傾向を知る必要がある。本講義では、幼児期の特徴

とはどのようなものかを理解させ、一人ひとりの子どもの心情・意欲・態度、個と集団のとらえ方のポイントを教授する。保育現場に立つ学生たちが幼児
の内面に何が起こり、どのような思いを抱いているのかに目を向け、発達の課題に即した指導が可能となるよう支援する。具体的な事例を示しつつ、幼児
の発達観を習得させ、共感的理解の基礎を培い、実践力を培うよう指導する。授業形態は、講義とグループ討論が主体となる。
授業目標：

幼児理解のための基礎理論を習得し、具体的な事例を通じて、幼児の発達段階のとらえ方、幼児の遊びや生活、幼児の興味・関心、個と集団を捉える見
方を育成する。共感的理解の基礎を培う。
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：
各回プリント配布。

参考文献：
適宜紹介。

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（20％）、定期試験（60％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
観光の背景となる歴史や文化の違いに着目し、ヨーロッパの観光の魅力を考えてください。

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) ヨーロッパ観光論（Europe Tourism Studies） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 安本 達式

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
ヨーロッパの観光の特性を歴史・文化的背景、観光資源の特性から考察する。

授業目標：
⚑．ヨーロッパ観光の特性を理解する。
⚒．アジアなど他地域との差異を理解する。

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・ヨーロッパ観光論で学ぶことを説明する。 事前：なし
事後：ヨーロッパ観光概観

講義 60分、質疑 20分、感想コ
メント記入 10分

2 【ヨーロッパ観光の歴史と規模】ヨーロッパにおける観光の起こりと発達
について解説する。その内容について小テストを行う。

事前：観光史の下調べ
事後：歴史的背景の考察 講義 80分、小テスト 10分

3 【ヨーロッパ観光の歴史と規模】ヨーロッパのツーリズム形態の変遷につ
いて解説する。その内容について小テストを行う。

事前：観光文化の下調べ
事後：文化的背景の考察 講義 80分、小テスト 10分

4
【ヨーロッパ観光の歴史と規模】UNWTOの世界観光指標より、ヨーロッ
パへの国際観光到達数、観光収入などについて解説する。その内容につい
て小テストを行う。

事前：データの下調べ
事後：ヨーロッパ観光の規模の考

察
講義 80分、小テスト 10分

5 【ヨーロッパ観光の歴史と規模】これまで学習してきた内容をもとに、グ
ループディスカッションを行い、代表から発表を行う。

事前：ディスカッション準備
事後：発表内容の考察と批評

講義 30分、ディスカッション
40分、発表 20分

6 【ヨーロッパの観光資源の特性】ヨーロッパの世界遺産にみる観光資源の
特性を解説する。その内容について小テストを行う。

事前：世界遺産の下調べ
事後：歴史的資源の特性考察 講義 80分、小テスト 10分

7 【ヨーロッパの観光資源の特性】ヨーロッパの世界遺産にみる観光資源の
特性を解説する。その内容について小テストを行う。

事前：世界遺産の下調べ
事後：文化的資源の特性考察 講義 80分、小テスト 10分

8 【ヨーロッパの観光資源の特性】スペイン・パラドールにみる観光資源の
特性を解説する。その内容について小テストを行う。

事前：パラドールの下調べ
事後：宿泊施設の特性考察 講義 80分、小テスト 10分

9 【ヨーロッパの観光資源の特性】イタリア・アルベルゴ・ディフーゾにみる
観光資源の特性を解説する。その内容について小テストを行う。

事前：アルベルゴデフューゾの下
調べ

事後：滞在型観光の特性考察
講義 80分、小テスト 10分

10 【ヨーロッパの観光資源の特性】ヨーロッパのワインツーリズムにみる観
光資源の特性を解説する。その内容について小テストを行う。

事前：ワインツーリズムの下調べ
事後：食と観光の特性考察 講義 80分、小テスト 10分

11 【ヨーロッパの観光資源の特性】これまで学習してきた内容をもとに、グ
ループディスカッションを行い、代表から発表を行う。

事前：ディスカッション準備
事後：発表内容の考察と批評

講義 30分、ディスカッション
40分、発表 20分

12 【ヨーロッパの観光地の特性】スペインの観光地を事例にその特性を解説
する。その内容について小テストを行う。

事前：スペイン観光の下調べ
事後：観光地形成事例の考察 講義 80分、小テスト 10分

13 【ヨーロッパの観光地の特性】ポルトガルの観光地を事例にその特性を解
説する。その内容について小テストを行う。

事前：ポルトガル観光下調べ
事後：観光地形成事例の考察 講義 80分、小テスト 10分

14 【ヨーロッパの観光地の特性】フランスの観光地を事例にその特性を解説
する。その内容について小テストを行う。

事前：フランス観光の下調べ
事後：観光地形成事例の考察 講義 80分、小テスト 10分

15 まとめ・これまでの学習及びディスカッションの内容をもとに、今後考え
ていくべきことをまとめる。

事前：配布プリントの再読
事後：今後の探求方向の考察 講義 70分、小レポート 20分
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教本：
Cultural Walks in Britain（Y. Waku & B. Benfield 成美堂）および、ハンドアウト

参考文献：
『ヨーロッパとは何か』（増田四郎 岩波新書 ￥700）

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：
生の英語を聞く映像の教材は、今日の英国を理解するのに役立つだけでなく、リスニングの練習にもなりますので、積極的に取り組んで下さい。視覚的

に西欧の文化をとらえたり、音楽を聴いたりするのも、西欧のものの見方を理解するのに役立ちます。
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 Introduction to Europe 事前：クイズ
事後：ハンドアウト記入

講義 60分、ハンドアウト
記入 30分

2 The United Kingdom 事前：クイズ
事後：ハンドアウト記入

講義 60分、ハンドアウト
記入 30分

3 The Lake District 事前：クイズ
事後：ハンドアウト記入

講義 60分、ハンドアウト
記入 30分

4 Beatrix Potter and The Tale of Peter Rabbit 事前：オブザベーション
事後：クイズ

講義 60分、ハンドアウト
記入 30分

5 Statford-upon-Avon 事前：クイズ
事後：ハンドアウト記入

講義 60分、ハンドアウト
記入 30分

6 Shakespeare and the play Romeo and Juliet 事前：オブザベーション
事後：クイズ

講義 60分、ハンドアウト
記入 30分

7 London through the Ages 事前：クイズ
事後：ハンドアウト記入

講義 60分、ハンドアウト
記入 30分

8 Wessex and Stonehenge 事前：クイズ
事後：ハンドアウト記入

講義 60分、ハンドアウト
記入 30分

9 Winchester and Alfred the Great 事前：クイズ
事後：ハンドアウト記入

講義 60分、ハンドアウト
記入 30分

10 Jane Austen and Emma 事前：オブザベーション
事後：クイズ

講義 60分、ハンドアウト
記入 30分

11 Oxford and Cambridge 事前：クイズ
事後：ハンドアウト記入

講義 60分、ハンドアウト
記入 30分

12 Public School and Another Country 事前：オブザベーション
事後：クイズ

講義 60分、ハンドアウト
記入 30分

13 The Cotswolds 事前：クイズ
事後：ハンドアウト記入

講義 60分、ハンドアウト
記入 30分

14 Manchester 事前：クイズ
事後：ハンドアウト記入

講義 60分、ハンドアウト
記入 30分

15 Liverpool 事前：クイズ
事後：ハンドアウト記入

講義 60分、ハンドアウト
記入 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) ヨーロッパ文化研究Ａ（European Study A） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 廣本 和枝

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
ヨーロッパ文化の中でも、特に英国に焦点を当てます。学生の皆さんがすでに聞いたことがあるような地域や文化を取り上げ、テキストを読んで、その

内容について考えます。副教材として毎回DVDなどを用いて、目で見て生の英語を聞く時間も作ります。

授業目標：
英国について学びながら、広くヨーロッパへの理解を深めることが目標です。

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：
Cultural Walks in Britain（Y. Waku & B. Benfield 成美堂）およびハンドアウト

参考文献：
『ヨーロッパとは何か』（増田四郎 岩波新書 ￥700）

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：
生の英語を聞く映像の教材は、今日の英国を理解するのに役立つだけでなく、リスニングの練習にもなりますので、積極的に取り組んで下さい。視覚的

に西欧の文化をとらえたり、音楽を聴いたりするのも、西欧のものの見方を理解するのに役立ちます。
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 英語はどこの国のことば：Englishes 事前：クイズ
事後：ハンドアウト記入

講義 60分、ハンドアウト
記入 30分

2 Canterbury and Middle English 事前：クイズ
事後：ハンドアウト記入

講義 60分、ハンドアウ
ト記入 30分

3 Sherlock Holmes 事前：オブザベーション
事後：ハンドアウト記入

講義 60分、ハンドアウト
記入 30分

4 Glastonbury Festival 事前：クイズ
事後：ハンドアウト記入

講義 60分、ハンドアウト
記入 30分

5 The Potteries 事前：クイズ
事後：ハンドアウト記入

講義 60分、ハンドアウト
記入 30分

6 Yorkshire Moors 事前：オブザベーション
事後：ハンドアウト記入

講義 60分、ハンドアウト
記入 30分

7 Nottingham and Robin Hood 事前：クイズ
事後：ハンドアウト記入

講義 60分、ハンドアウト
記入 30分

8 1066 and Robin Hood 事前：オブザベーション
事後：ハンドアウト記入

観察 60分、ハンドアウト
記入 30分

9 Edinburgh 事前：クイズ
事後：ハンドアウト記入

講義 60分、ハンドアウト
記入 30分

10 Auld Lang Syne and Christmas songs 事前：クイズ
事後：ハンドアウト記入

講義 30分、実践 30分、ハ
ンドアウト記入 30分

11 Scotch Whiskey 事前：クイズ
事後：ハンドアウト記入

講義 60分、ハンドアウト
記入 30分

12 Enjoy the lyrics:(Englishman in New York) 事前：クイズ
事後：ハンドアウト記入

講義 60分、ハンドアウト
記入 30分

13 The Republic of Ireland and Dublin, 事前：クイズ
事後：ハンドアウト記入

講義 60分、ハンドアウト
記入 30分

14 Irish Americans 事前：クイズ
事後：ハンドアウト記入

講義 60分、ハンドアウト
記入 30分

15 Irish Immigrants : Titanic 事前：オブザベーション
事後：ハンドアウト記入

観察 60分、ハンドアウト
記入 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) ヨーロッパ文化研究Ｂ（European Study B） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 廣本 和枝

履 修 条 件
前提科目 特になし

そ の 他 特になし

授業概要：
ヨーロッパ文化の中でも、特に英国に焦点を当てます。学生の皆さんがすでに聞いたことがあるような地域や文化を取り上げ、テキストを読んで、その

内容について考えます。副教材として毎回DVDなどを用いて、目で見て生の英語を聞く時間も作ります。

授業目標：
英国について学びながら、広くヨーロッパへの理解を深めることが目標です。

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：
『看護師のための松陰流人材育成術』長谷川勤著・日本医療企画

参考文献：
⚑．『留魂録』古川薫著・講談社学術文庫
⚒．『吉田松陰』海原徹・ミネルヴァ書房 そのほかは随時提示する。

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。
毎回の授業終了時に、「今日の授業感想」を書いてもらいます。記述なき場合は出席が低評価となります。

学生へのアドバイス：
『教本』を必ず事前に読んでおくこと。予習してない学生は理解が困難。学習意欲の高い学生の参加を望みます。

教室内の授業ルールは厳格に守る事。正当な理由なき遅刻は、授業参加を認めません。
オフィスアワー：

初回講義日に伝える。授業終了後15分程度非常勤控室で待機。

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・松蔭大学の建学精神と理念 事前：建学理念の確認
事後：プリント内容再確認 講義

2 吉田松陰の生涯 ①前半生 事前：年譜の配布
事後：松陰の人生を知る 講義

3 吉田松陰の生涯 ②後半生 事前：下田での密航から
事後：松陰の真骨頂確認 講義

4 ｢福堂策｣・「士規七則」・「松下村塾記」を学ぶ 事前：松陰精神を確認
事後：テーマは最も大切の確認 講義

5 松蔭大学の校是・「知行合一」について 事前：建学精神との関連
事後：王陽明の思想を知る 講義

6 吉田松陰の行動背景を学ぶ 事前：日本の独立を目指す
事後：日本人の矜持を知る 講義

7 吉田松陰の時代認識と「水戸学」 事前：尊王攘夷とは
事後：水戸での学び確認 講義

8 吉田松陰の「草莽崛起」とは 事前：日本の行く末への憂慮
事後：打開策への苦悶を学ぶ 講義

9 「安政の大獄」の原因と展開 事前：どうして発生したか
事後；歴史的意義を知る 講義

10 日本の幕末史と世界史との関連 事前：西欧の産業革命とは
事後：ペリー来航の背景を知る 講義

11 「留魂録」の世界を学ぶ 事前：幕府専横の政策
事後：門下生への遺書の内容 講義

12 明治維新とは何か 事前：明治維新とは何か
事後：近代日本の実現と内容 講義

13 吉田松陰の日本人としての誇りについて 事前：独立不羈の大日本とは
事後：前例蹈襲の硬直的思考 講義

14 吉田松陰の「立志」・「実践」について 事前：人間の生き方とは
事後：行動に意義あり 講義

15 私立大学に学ぶことの意義について 事前：私立大学は建学精神こそ
事後：自覚で有用な人となれ 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) 吉田松陰論（The Philosophy of Yoshida Shoin） 科目分類 基礎科目

担 当 教 員 長谷川 勤

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
本学の教育理念である「知行合一」を実践した吉田松陰について、その短い生涯を時代との関連において考察し、本学で学ぶ意義と誇りを修得する。
吉田松陰の人間形成とその行動の軌跡を考察していくが、とくに松陰が主宰した「松下村塾」において塾生をどのように指導したかを学び、その教育効

果と人間形成のあり方を考え、松陰の思想や行動の現代的意義について理解を深める。
授業目標：
⚑．吉田松陰の感化力が優れていた理由を理解する。（松下村塾の人間教育）
⚒．日本の西欧からの「植民地化」への危機感が、塾生に奮起させたが、その起爆剤となった「松陰精神」を理解する。
⚓．短期間の教育で、明治期の国家指導者を多く輩出したものは何であったかを理解する。
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
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教本：
リスク危機マネジメントのすすめ 宮林正恭著 丸善出版（主として第⚗章）

参考文献：
必要に応じ授業の際に指示します。

成績評価の方法、評価基準：
評価の配分基準：授業への積極的な参加およびその内容（40％）、提出物の提出（20％）、試験（40％）で総合評価します。

学生へのアドバイス：
この授業では、リスク危機マネジメントの手法を身につけることに重点を置いています。その手法の背景にある原理的考え方、それを活用する際の考慮

しなければならない事項、リスク危機マネジメントの全体的な考え方、基本論などについては、後期に行う「リスク危機マネジメント基礎論Ⅱ」の授業で
行うこととしています。リスク危機マネジメントの総合的な力を身に付けるためには「リスク危機マネジメント基礎論Ⅱ」を履修することが強く推奨され
ます。

パソコンを使わず、スマートフォンのみで資料を調べたりレポートを書いたりする学生さんがいますが、大きな図表なども全体として理解できないこと
になりがちであり、結局能率が上がらないことが多いのです。中古品や安い製品で良いから、PCを入手して能率的な学習をして欲しいと思います。

授業は欠席しないこと、これが最も大切です。
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。あらかじめ、電話またはメールで、あるいは、研究室へのメッセージの投函で事前連
絡をくれるとありがたいのです。電話番号は080-4732-3423、メールアドレスはmmiyabas@shoin-u.ac.jp、研究室は3810室です。

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（授業のやり方、学生評価の考え方など）
リスク危機マネジメントの必要性など

事前：
事後：復習 講義

2 リスク、危機について リスク危機マネジメントの手順
リスク段階の業務実施の考え方

事前：予習
事後：復6に習

講義及び
ディスカッション

3 リスクのリストアップと優先的にリスク危機マネジメントを実施すべき対象の選定、 事前：予習
事後：復習

講義及び
ディスカッション

4 リスクの内容の粗い分析と対処方針の決定 事前：予習
事後：復習

講義及び
ディスカッション

5 リスク分析 事前：予習
事後：復習

講義及び
ディスカッション

6 リスクの軽減方策の策定と実行 事前：予習
事後：復習

講義及び
ディスカッション

7 危機に備えた準備(マニュアルなど） 事前：予習
事後：復習

講義及び
ディスカッション

8 リスクの監視、モニターとリスクコミニュケーション 事前：予習
事後：復習

講義及び
ディスカッション

9 危機の認知と危機対応行動 事前：予習
事後：復習

講義及び
ディスカッション

10 危機克服行動その1 事前：予習
事後：復習

講義及び
ディスカッション

11 危機克服行動その2 事前：予習
事後：復習

講義及び
ディスカッション

12 クライシスコミュニケーション及び危機対応のバックアップ機能（ロジスティクス、
待機予備など）

事前：予習
事後：復習

講義及び
ディスカッション

13 危機対応行動および危機克服行動の終了と危機対応のフォローアップ 事前：予習
事後：復習

講義及び
ディスカッション

14 リスク危機マネジメントの全体マネジメント 事前：予習
事後：復習

講義及び
ディスカッション

15 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 必修 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) リスク危機マネジメント基礎論Ⅰ（1st Stage Fundametal Study of the Risk and Crisis 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：
リスク危機マネジメントの狙いは、定められた使命や目標を達成するため、ときにはリスクを低減しあるいはリスクを取り、また、危機に遭遇した時は

その被害が最小となるように危機対応を行い、全体として最小の被害やコストで使命や目標を達成することです。この授業では、リスク危機マネジメント
論のうち、それを実行するための手法の一般的な基本を学びます。

理解の進行度合いによって授業の進め方はかなり柔軟に変更することがあります。
授業目標：

リスク危機マネジメントの標準的な方法論の基礎知識を習得することを目標とします。
リスク危機マネジメント論の原理的な考え方など基本論は、後期のリスク危機マネジメントⅡにおいて学習することとしています。
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：
リスク危機マネジメントのすすめ 宮林正恭著 丸善出版

参考文献：
授業の途中で指示する。

成績評価の方法、評価基準：
評価の配分基準：授業への積極的な参加およびその内容（提出物を含む。）（60％）、最終試験又は最終レポート（40％）で総合評価します。

学生へのアドバイス：
授業を欠席しないことが最も大切です。授業を休むと後で非常に苦労することになります。

概念や原理的事項、背景にある考え方、考慮事項などを理解することを楽しみ、リスク危機管理の手法を活用する能力を身に着けてください。そしてそれ
を人生の処し方に生かしてほしいものです。

また、金融投資などは今後年金支給の縮小に伴って非常に重要なリスク管理項目になります。そのような知識を身につけることもこの授業で予定してい
ます。
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（授業のやり方、学生評価の考え方など）
リスク危機マネジメントの手法の学習結果およびリスク、危機、リスク危機マネジメ
ントに関する理解の状況の確認、リスクや危機の基本的性質

事前：リスク危機マネジメント
基礎論Ⅰの復習

事後：復習
講義

2 リスクの発現に関する考え方 事前：予習
事後：復習

講義及び
ディスカッション

3 リスクや危機と人間及び組織 事前：予習
事後：復習

講義及び
ディスカッション

4 リスク危機マネジメントの基本的考え方 事前：予習
事後：復習

講義及び
ディスカッション

5 リスクアセスメント 事前：予習
事後：復習

講義及び
ディスカッション

6 リスク対応の方法論 事前：予習
事後：復習

講義及び
ディスカッション

7 リスクコントロール及びリスクの監視 事前：予習
事後：復習

講義及び
ディスカッション

8 危機対応アプローチ 事前：予習
事後：復習

講義及び
ディスカッション

9 危機対応の現場論、危機の終焉及びそのフォローアップならびに危機との共存 事前：予習
事後：復習

講義及び
ディスカッション

10 リスク危機マネジメントのリーダーシップと責任体制 事前：予習
事後：復習

講義及び
ディスカッション

11 個人におけるリスク危機マネジメント（人間関係の取り扱い） 事前：予習
事後：復習

講義及び
ディスカッション

12 個人におけるリスク危機マネジメント（金融商品の取り扱い） 事前：予習
事後：復習

講義及び
ディスカッション

13 組織におけるリスク危機マネジメント 事前：予習
事後：復習

講義及び
ディスカッション

14 社会的リスク危機マネジメント（災害など） 事前：予習
事後：復習

講義及び
ディスカッション

15 まとめ 事前：予習
事後：復習

講義及び
ディスカッション

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) リスク危機マネジメント基礎論Ⅱ（2nd Stage Fundametal Study of the Risk and Crisis 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 リスク危機マネジメント基礎論Ⅰを出来る限りマスターしておいてほしい

そ の 他 なし

授業概要：
リスク危機マネジメントの原理論的考え方、関連領域の取り扱い方、特に留意しなければならない事項など、リスク危機マネジメント基礎論Ⅰで学んだ

その手法を実際に活用するために理解しておくべき基本原理などを学び、応用力を身に着ける。特に学生たちが将来身近にリスクおよび危機として取り扱
い取り扱う可能性が非常に高い、金融商品のリスク、災害のリスク、組織内におけるいろいろなリスクについて特に各論として取り上げる。理解の進行度
合いによって授業の進め方はかなり柔軟に変更する予定。一部演習あり。
授業目標：

リスク危機マネジメント基礎論Ⅰにおいて学んだ手法の背景にある考え方、基本原理などを知り、応用力を身に着ける。
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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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（評価方法と学び方）を行う。 事前：シラバスを読むこと
事後：シラバスの確認

講義 70分、ディス
カッション 20分

2 社会現象として生じるリスクとは何か、リスクの種類を学び理解する。
事前：予習に取り組む
事後：授業終了直前に授業内容確認のた

めに振り返りシートに記述する。

講義 60分、ディス
カッション 10分、
PBL 20分

3 組織が抱えるリスク、すなわち組織過誤の事例を基に企業組織に潜在するリス
クを理解する。

事前：予習に取り組む
事後：授業終了直前に授業内容確認のた

めに振り返りシートに記述する。

講義 60分、ディス
カッション 10分、
PBL 20分

4 産業場面で発生する労働災害の推移を学ぶと共に、企業トップが冒す判断誤り
の過程を理解する。

事前：予習に取り組む
事後：授業終了直前に授業内容確認のた

めに振り返りシートに記述する。

講義 60分、ディス
カッション 10分、
PBL 20分

5
産業場面では多くの人が協同して働いており、対人関係からくる衝突（対人関
係がもたらすリスク）を回避するためには、各人の性格やパーソナリティ特性
をとは何かを学び理解する。

事前：予習に取り組む
事後：授業終了直前に授業内容確認のた

めに振り返りシートに記述する。

講義 60分、ディス
カッション 10分、
PBL 20分

6
産業場面においては、事故が少ない人と事故を引き起こすことが多い人がいる。
事故多発者のパーソナリティ特性を理解すると共に、多面評価法（自己評価法
と他者評価法）を用いて、各人のパーソナリティの評価を実習・体験する。

事前：予習に取り組む
事後：授業終了直前に授業内容確認のた

めに振り返りシートに記述する。

講義 60分、ディス
カッション 10分、
PBL 20分

7 「安全」と「リスク」の定義を考えることに加え、実際に産業場面で使用されて
いるactive safety、passive safetyの定義と方法を理解する。

事前：予習に取り組む
事後：授業終了直前に授業内容確認のた

めに振り返りシートに記述する。

講義 60分、ディス
カッション 10分、
PBL 20分

8 ヒューマンエラーの発生過程を認知心理学の視点から、大脳で行われている内
部情報処理過程の働きを理解する。

事前：予習に取り組む
事後：授業終了直前に授業内容確認のた

めに振り返りシートに記述する。

講義 60分、ディス
カッション 10分、
PBL 20分

9 連続作業の下で生じる「注意―不注意」のあり方を学び、我々が行う注意行動に
潜むリスクを理解する。

事前：予習に取り組む
事後：授業終了直前に授業内容確認のた

めに振り返りシートに記述する。

講義 60分、ディス
カッション 10分、
PBL 20分

10 受動的知覚と能動的知覚の働きを学び、我々が環境を見ていく際の目の配り方
と情報摂取のあり方を理解する。

事前：予習に取り組む
事後：授業終了直前に授業内容確認のた

めに振り返りシートに記述する。

講義 60分、ディス
カッション 10分、
PBL 20分

11
我々が見ている世界を意味づける際に重要となる記憶の仕組みと構造を学ぶ。
初めに記憶の仕組みを理解するために系列位置効果に関する実験を行い、記憶
の仕組みの一端を理解する。

事前：予習に取り組む
事後：授業終了直前に授業内容確認のた

めに振り返りシートに記述する。

講義 60分、ディス
カッション 10分、
PBL 20分

12 記憶に係る諸説と共に、記憶の仕組み・構造、並びに忘却の仕組みを学び理解す
る。

事前：予習に取り組む
事後：授業終了直前に授業内容確認のた

めに振り返りシートに記述する。

講義 60分、ディス
カッション 10分、
PBL 20分

13
連続作業の下で生じる生理的な変動要因を、サーカディアンリズムに連動する大
脳覚醒水準の低下が事故を引き起こすリスク要因であることを理解する。加え
て､履修生各自が体験した失敗事例を記述し､レポートとして提出する(宿題)。

事前：予習に取り組む
事後：授業終了直前に授業内容確認のた

めに振り返りシートに記述する。

講義 60分、ディス
カッション 10分、
PBL 20分

14 行動変容をもたらす集団訓練方法を学び、そこで用いられる手続き・方法を理
解する。

事前：予習に取り組む
事後：授業終了直前に授業内容確認のた

めに振り返りシートに記述する。

講義 60分、ディス
カッション 10分、
PBL 20分

15 まとめ・全体を振り返る 事前：すべてのテーマを整理・確認する
事後：全体を復習する

講義 70分、ディス
カッション 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) リスク心理学（Psychology of Risk Perception of human behavior） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 深澤 伸幸

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
新聞やテレビ等のマスメディアでは、大地震の発生のリスクや金融リスク等が日々報じられ、自然環境や社会・政治場面、あるいは企業組織が内在する

リスクから、人間一人一人が行う判断過程や行動面に対しても「リスク」という言葉が用いられている。本授業では、各個人が行う判断過程や行動を起こ
す際に生じる「リスク」を取り上げ、その構造を考える。授業形式は、講義を主体とするが、随時、討議や実習を含んで「分かる授業」を目指す。
授業目標：

①「リスク」に関する定義や考え方が理解できる、②リスクに対する主観的な評価・見積もり（risk perception）の仕組みが理解できる、③リスクに対す
る認知から、リスク軽減やリスク回避の仕組みが理解できるまでを、到達目標としする。

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：
深澤伸幸「ヒューマンエラーの心理学入門 発生過程の理解と対策 」（株）杏林舎、￥2,300

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。
小テスト・レポート等（40％）、定期試験（60％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
欠席回数が全体の⚑／⚓を超える場合には、受験しても評価しないので注意されたい。

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) リスクマネジメント論（Risk Management in Financial Business） 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：
金融ビジネスにおいては、リスクマネジメントはあらゆる活動における共通する根幹である。この授業では金融ビジネスにおけるリスクマネジメントの

基本的考え方を理解したうえで、金融に伴うリスクの取り扱いについての基礎的知識を学ぶ。講義中心の授業としているが、出来る限り学生の参加を求め
て双方向の授業を行いたいと考えている。

金融に対する学生の知識の程度によっては、各金融分野における活動や金融商品の性格にまで遡って講義することになる。そのため、上記の時間割通り
の内容とならない可能性があり、危機に取捨選択して授業を進めることとする。
授業目標：

金融経済における専門を学ぶための共通的基盤として、金融に伴うリスクの取り扱いの基礎的素養を身につける。
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

教本：
森平爽一郎著 金融リスクマネジメント入門 日本経済新聞出版社

参考文献：
必要に応じ授業において指示する。危機危機

成績評価の方法、評価基準：
授業参加状況等（小テスト・レポート等を含む）（60％）、定期試験（40％）で総合評価する。

学生へのアドバイス：
どうしても数式を使わざるを得ないところもあり、また、数学的考え方を要求されるばあいもある。しかし、十分丁寧に授業をするので恐れず勉学に励

んでほしい
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（授業の進め方、授業に臨む際の心構え等）
金融ビジネスにおけるリスクマネジメントの位置づけ
金融ビジネスにおけるリスクとは？

事前：予習
事後：復習 講義

2 金融ビジネスにおけるリスクの取り扱いの考え方 事前：予習
事後：復習 講義

3 金融組織における金融リスク取り扱いの方法論 事前：予習
事後：復習 講義

4 Value at Risk 事前：予習
事後：復習 講義および演習

5 市場リスク⚑ 株式投資 事前：予習
事後：復習 講義および演習

6 市場リスク⚒ 債券投資 事前：予習
事後：復習 講義および演習

7 市場リスク⚓ 為替リスク 事前：予習
事後：復習 講義および演習

8 市場リスク⚔ その他の市場リスク（デリバティブなど） 事前：予習
事後：復習 講義および演習

9 市場リスクのVaR 事前：予習
事後：復習 講義および演習

10 信用リスク概論、デフォルト 事前：予習
事後：復習 講義および演習

11 デフォルト 事前：予習
事後：復習 講義

12 異なる融資、投資対象の信用リスク 事前：予習
事後：復習 講義

13 リレーショナルリスク、流動性リスク、モデルリスクなど 事前：予習
事後：復習 講義

14 統合リスク管理 事前：予習
事後：復習 講義

15 まとめ 事前：予習
事後：復習 講義
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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（授業のすすめ方と教本・参考書の案内） 事前：なし
事後：なし 講義

⚒･⚓ ⚑．商業の歴史的展開
⑴ 自給自足から物々交換 ⑵ 商品の使用価値と価値

事前：教本レジュメ（No.1）
事後：本日の授業内容 講義

4 ⑶ 商品流通と商品の交換 事前：教本レジュメ（No.2）
事後：本日の授業内容 講義

5 ⑷ 貨幣による交換と貨幣の機能 事前：第⚔回授業で指示
事後：本日の授業内容 講義

6 ⑸ 商品流通の矛盾と商人の出現 事前：教本レジュメ（No.3）
事後：本日の授業内容 講義

7 ⑹ 商業学説 事前：第⚖回授業で指示
事後：本日の授業内容 講義

8 前半授業の小括と小テスト 事前：第⚑～⚗回授業の内容
事後：なし 講義

9 ⚒．商業資本
⑴ 商品買取資本と商業信用

事前：教本レジュメ（No.4）
事後：本日の授業内容 講義

10 ⑵ 売買操作資本 事前：第⚙回授業で指示
事後：本日の授業内容 講義

11 ⑶ 危険準備資本 事前：教本レジュメ（No.5）
事後：本日の授業内容 講義

12 ⚓．商業の存立基盤（ホールの法則） 事前：第11回授業で指示
事後：本日の授業内容 講義

13･14 ⚔．社会的総資本と商業利潤
⑴ 生産価格の法則 ⑵ 商業利潤の成立

事前：教本レジュメ（No.6）
事後：本日の授業内容 講義

15 ⚕．商品過剰と市場問題 事前：教本レジュメ（No.7）
事後：第⚑～14回授業の内容 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) 流通経済論Ⅰ（Distribution Economics Theory Ⅰ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 佐々木 悟

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
商品の誕生した古代より商人（商業資本）は商業を通して流通に介在して、歴史とともにその性格、機能を大きく変えてきた。とりわけ、19世紀の資本

主義の展開とともに近代的商人として、流通過程そのものを社会的に効率化し、それを通して社会的総資本にとって利潤増大に寄与する機能を大きく拡大
してするとともに、現代においては産業のボーダレス化を背景に金融、サービス、製造など様々なビジネスチャンスを求めて他産業に進出して機能を多角
化し、商人を商業という特定の産業で規定することが困難になってきている。本授業では、商業の歴史的展開と商業資本の理論的学習を通して現代商業の
諸相を学習し、人口密集地帯の大都市部では、商業資本の総体的機能が発揮され、価値増殖にとっての制限をなくす流通過程の社会的縮小、すなわち流通
時間の短縮と流通費用の節減が実現され、大規模小売商の流通支配がすすむ一方、地方都市の中心市街地や農村部の集落では中小零細小売商が撤退して、
高齢者、交通弱書、非健常者らから構成される買い物難民が析出されている現状を分析し、その対応を考察する。
授業目標：

商業の歴史的展開の把握と商業資本の理論的学習を通して、現代商品流通の矛盾への分析能力と対応の考察力を養成すること。

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

教本：
授業内容は右記に示す参考書全般に亘るが、各授業毎に配布す

る授業内容を要約したレジュメを教本とする。

参考文献：
⚑．加藤司・石原武政「流通体系⚔ 地域商業の競争構造」中央経済社、2009年
⚒．日本農業市場学会「食料・農産物の流通と市場Ⅱ」筑波書房、2008年
⚓．加藤義忠・佐々木保幸・真部和義「小売商業政策の展開」同文館出版、2006年
⚔．森下二次也「商業経済論の体系と展開」千倉書房、1994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（50％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
試験は参考書、ノート類は一切持ち込み不可。期末試験の他に小試験を行うので、各授業ごとに配布する教本（レジュメ）と参考書によって予習・復習

を行い、授業内容を整理することが必要である。
オフィスアワー：

初回講義日に伝える。
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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（授業のすすめ方と教本・参考書の案内） 事前：なし
事後：なし 講義

2 ⚑．流通と商業
⑴ 流通懸隔と架橋の機能

事前：教本レジュメ（No.1）
事後：本日の授業内容 講義

3 ⑵ 商業の段階分化と機能分化 事前：教本レジュメ（No.1）
事後：本日の授業内容 講義

⚔･⚕ ⚒．卸売商業のマーチャンダイジングⅠ
⑴ 需給調整機能 ⑵ 情報伝達機能

事前：教本レジュメ（No.2）
事後：本日の授業内容 講義

⚖･⚗ ⑶ 金融機能 ⑷ リスク分散機能 事前：教本レジュメ（No.3）
事後：本日の授業内容 講義

⚘･⚙ ⚓．卸売業のマーチャンダイジングⅡ
⑸ 物流機能 ⑹ アソートメント機能

事前：教本レジュメ（No.4）
事後：本日の授業内容 講義

10 ⑺ リテールサポート機能 事前：教本レジュメ（No.5）
事後：本日の授業内容 講義

11 ⚔．現代卸売業の諸相と中間商人排除 事前：教本レジュメ（No.5）
事後：本日の授業内容 講義

12 授業の小括と小テスト 事前：教本レジュメNo.1～5
事後：なし 講義

13･14 ⚕．小売商業のマーチャンダイジング
⑴ 流通と小売商業の特性 ⑵ 業種と業態

事前：教本レジュメ（No.6）
事後：本日の授業内容 講義

15 授業の総括 事前：教本レジュメ（No.7）
事後：本日の授業内容 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) 流通経済論Ⅱ（Distribution Economics Theory Ⅱ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 佐々木 悟

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
流通経済、特に商業は我々の経済生活に不可欠の部門であり、我々はメーカーの商品（販売を目的に生産された財やサービス）を購入・消費して生活を

営んでいる。生産と消費は流通を媒介として結びついており、商品の所有権の移転に関わる商流を担う業が商業であり、商人のマーチャンダイジング機能
は我々の消費生活の豊かさの向上にとってますます重要性を増している。しかし、中小零細店の閉鎖、大規模小売店の郊外出店等により、地方都市では中
心市街地の空洞化、地方農村では限界集落化が顕著になり、夥しい買い物難民が醸成されつつある。

本授業では流通経済を主導する段階別に商業の機能を明らかにし、卸売業、小売業の業態別にみたダイナミックスな展開を統計資料や日経MJ等のマス
メディアの報道を通して学びながら、商業の社会的責任の側面から現代商業の現状と課題を考察する。
授業目標：

商業の社会的役割は、各生産者が顧客の需要・欲求に対応した製品計画によって造った商品を、需要者が存立する適正な場所に、適正な時期に、適正な
数量で、かつ適正な価格で供給することである。商品流通の川中、川下を担う卸売業、小売業の取引に焦点を当て、商業の社会的役割と商人（商業資本）
のマーチャンダイジング機能を検証し、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

教本：
授業内容は右記に示す参考書全般に亘るが、各授業毎に配布す

る授業内容を要約したレジュメを教本とする。

参考文献：
⚑．石井淳蔵・向井雅夫『シリーズ流通体系⚑ 小売業の業態革新』中央経済社、

2009年
⚒．服部吉伸『よくわかるこれからのマーチャンダイジング』同文館出版、2009年
⚓．加藤義忠・佐々木保幸・真部和義『小売商業政策の展開』同文館出版、2006年
⚔．田島義博『マーチャンダイジングの知識』日経文庫、2004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（50％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
試験は参考書、ノート類は一切持ち込み不可。期末試験の他に小試験を行うので、各授業ごとに配布する教本（レジュメ）と参考書によって予習・復習

を行い、授業内容を整理することが必要である。
オフィスアワー：

初回講義日に伝える。
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教本：
プリントを配布する。

参考文献：
廣岡裕一他著「変化する旅行ビジネス」文理閣 ￥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。
平常点（授業参画度、小テスト等）（40％）、定期試験（60％）等

学生へのアドバイス：
楽しく学ばなければ観光は学べない。

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：配布プリントを読返す 講義 90分

2 旅行業の成り立ち ✅：
近代旅行業、業界勢力図、業界トレンドなど考察する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

3 旅行業の成り立ち ✆：
旅行業法、企画旅行と手配旅行の違いを考察する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

4 旅行業の成り立ち ✇：
旅行企画、ソリューション営業、イベント・コンベンションなどを考察する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

5 旅行業の成り立ち ✈：
旅行業のやりがい、転職・独立、職種などについて考察する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

6 旅行業界がわかる ✅：
国内・海外旅行市場、個人旅行、団体旅行、訪日外国人旅行、ネット販売などを考察する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

7 旅行業界がわかる ✆：
パッケージ旅行、格安航空券、多角化経営、業界概略などを考察する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

8 旅行業界がわかる ✇：
専門特化型旅行社、ネット旅行社、楽天トラベル、HISなどを考察する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

9 旅行業界がわかる ✈：
クルーズ、ロングステイ、海外旅行先ランキングなどを考察する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

10 旅行業界がわかる ✉：
ロケ地巡り、海外ウエディング、スポーツ観戦、バリアフリーなどを考察する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

11 旅行業界がわかる ✊：
シニアツアー、新コンセプト旅行、チャーター便、インターネット直販などを考察する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

12
旅行業界がわかる ✋：

バーシャルカウンター、ダイナミックパッケージ、エクスペディア、グローバル観光
戦略などを考察する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

13 クラブツーリズムの経営 ✅：
旅の通販、添乗の活用などを考察する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

14 クラブツーリズムの経営 ✆：
同社のデータマーケティング､旅の友､ミッション経営､企業の社会貢献などを考察する｡

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

15 星野リゾート研究：
ホテル、旅館の経営立て直しのための戦略を研究する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 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) 旅行会社経営論Ⅰ（Travel Business Management Ⅰ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 大井 功

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
映像でイメージを掴み、旅行業現状を理解し、新たなビジネスモデルを模索する。

授業目標：
旅行業の経営がわかり、新たな発展の方策を考える。

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



シラバス-12  Page 47 20/03/17 09:39

646

教本：
プリントを配布する。

参考文献：
廣岡裕一他著「変化する旅行ビジネス」文理閣 ￥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。
平常点（授業参画度、小テスト等）（40％）、定期試験（60％）等

学生へのアドバイス：
楽しく学ばなければ観光は学べない。

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 旅行企画の方法 ✅：
海外旅行の未来戦略、観光立国、ツアープランナー、脱価格競争などを考察する。

事前：なし
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

2 旅行企画の方法 ✆：
情報収集、現地調査、SIT、政府観光局との共働などを考察する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

3 旅行企画の方法 ✇：
パッケージツアーの創り方、理性と感情に訴える旅行パンフレットの作り方などを考える｡

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

4 旅行企画の方法 ✈：
顧客満足、広報活動、ツアコン、ツアー価格などを考察する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

5
旅行企画の方法 ✉：

日本人の英語、観光局との共働、コミュニティ・ツーリズム、サステナブル・ツーリ
ズムなどを考察する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

6 訪日外国人ビジネス：
日本のインバウンド、観光立国、クールジャパン、ゴールデンルートなどを考察する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

7 ビジネスモデル ✅：
メディア販売、航空のグローバルアライアンスなどを考察する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

8 ビジネスモデル ✅：
JTBの世界戦略を考察する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

9 ビジネスモデル ✅：
店頭販売における低価格販売、付加価値創造、経験価値マーケティングなどを考察する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

10 ビジネスモデル ✅：
メディカル・ツーリズム、まちづくりなどを考察する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

11 ビジネスモデル ✅：
ホテル、テーマパーク、癒しブームなどを考察する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

12 カジノ運営：
インテグレイテッド・リゾート、カジノ解禁のメリット・デメリットを考える。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

13 イベント＆コンベンション ✅：
国際会議と博覧会、ショーオーガナイザー、博覧会プロデューサーなどを考察する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

14 イベント＆コンベンション ✆：
MICE市場、PCO、イベント・オーガナイザーなどを考察する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

15 旅行業の課題：
市場の変化、成熟社会、マスーツーリズムなど、を考察する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 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) 旅行会社経営論Ⅱ（Travel Business Management Ⅱ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 大井 功

履 修 条 件
前提科目 旅行業Ⅰを同時履修か、過去に履修したことがある。

そ の 他 なし

授業概要：
映像でイメージを掴み、旅行業現状を理解し、新たなビジネスモデルを模索するために討議する。

授業目標：
旅行業の経営がわかり、新たな発展の方策を考える。

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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教本：
講義時にプリントを配布する。

参考文献：
授業時に随時紹介する。

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。
定期試験（60％）、平常点（40％）で総合評価する。

学生へのアドバイス：
復習を行うこと、欠席をしないことを希望します。

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 事前：なし
事後：なし 講義 90分

2 旅行業法 事前：なし
事後：資料の精読

講義 50分､
映像 20分、小テスト 20分

3 旅行業約款 事前：なし
事後：資料の精読

講義 50分､
映像 20分、小テスト 20分

4 運送・宿泊約款 事前：なし
事後：資料の精読

講義 50分､
映像 20分、小テスト 20分

5 鉄道 事前：なし
事後：資料の精読

講義 50分､
映像 20分、小テスト 20分

6 宿泊・客船 事前：なし
事後：資料の精読

講義 50分､
映像 20分、小テスト 20分

7 航空 事前：なし
事後：資料の精読

講義 50分､
映像 20分、小テスト 20分

8 国内観光地理⚑ 事前：なし
事後：資料の精読

講義 50分､
映像 20分、小テスト 20分

9 国内観光地理⚒ 事前：なし
事後：資料の精読

講義 50分､
映像 20分、小テスト 20分

10 国内観光地理⚓ 事前：なし
事後：資料の精読

講義 50分､
映像 20分、小テスト 20分

11 国内観光地理⚔ 事前：なし
事後：資料の精読

講義 50分､
映像 20分、小テスト 20分

12 国内観光地理⚕ 事前：なし
事後：資料の精読

講義 50分､
映像 20分、小テスト 20分

13 日本文化 事前：なし
事後：資料の精読

講義 50分､
映像 20分、小テスト 20分

14 世界遺産 事前：なし
事後：資料の精読

講義 50分､
映像 20分、小テスト 20分

15 まとめ 事前：なし
事後：資料の精読

講義 50分､
映像 20分、小テスト 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) 旅行業務基礎Ⅰ（Travel Business Basic Ⅰ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 大井 功

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
・解説し、過去の問題を解きながら理解を深める。
・観光のしくみを学び、自力で調査する能力を身につける。

授業目標：
毎年⚙月に行われる国家試験「国内旅行業務取扱管理者試験」合格基準点の取れるレベルの知識と理解力を持つことを目指す。

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：
講義時にプリントを配布する。

参考文献：
授業時に随時紹介する。

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。
定期試験（60％）、平常点（40％）で総合評価する。

学生へのアドバイス：
復習を行うこと、欠席をしないことを希望します。

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 事前：なし
事後：なし

講義 50分､
映像 20分、小テスト 20分

2 国際航空運賃 事前：なし
事後：資料の精読

講義 50分､
映像 20分、小テスト 20分

3 出入国法令と実務⚑ 事前：なし
事後：資料の精読

講義 50分､
映像 20分、小テスト 20分

4 出入国法令と実務⚒ 事前：なし
事後：資料の精読

講義 50分､
映像 20分、小テスト 20分

5 出入国法令と実務⚓ 事前：なし
事後：資料の精読

講義 50分､
映像 20分、小テスト 20分

6 海外旅行実務⚑ 事前：なし
事後：資料の精読

講義 50分､
映像 20分、小テスト 20分

7 海外旅行実務⚒ 事前：なし
事後：資料の精読

講義 50分､
映像 20分、小テスト 20分

8 海外観光地理⚑ 事前：なし
事後：資料の精読

講義 50分､
映像 20分、小テスト 20分

9 海外観光地理⚒ 事前：なし
事後：資料の精読

講義 50分､
映像 20分、小テスト 20分

10 海外観光地理⚓ 事前：なし
事後：資料の精読

講義 50分､
映像 20分、小テスト 20分

11 海外観光地理⚔ 事前：なし
事後：資料の精読

講義 50分､
映像 20分、小テスト 20分

12 海外観光地理⚕ 事前：なし
事後：資料の精読

講義 50分､
映像 20分、小テスト 20分

13 海外観光地理⚖ 事前：なし
事後：資料の精読

講義 50分､
映像 20分、小テスト 20分

14 海外観光地理⚗ 事前：なし
事後：資料の精読

講義 50分､
映像 20分、小テスト 20分

15 まとめ 事前：なし
事後：資料の精読

講義 50分､
映像 20分、小テスト 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) 旅行業務基礎Ⅱ（Travel Business Basic Ⅱ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 大井 功

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
解説し、過去の問題を解きながら理解を深める。

授業目標：
「総合旅行業務取扱管理者試験」の「海外旅行実務」を取り上げ、国家試験の合格を目指す。

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：
プリントを配布する。

参考文献：
⚑．高橋秀夫著「クラブツーリズム研究」毎日新聞社 ￥1,800＋税
⚒．廣岡裕一他著「変化す旅行ビジネス」文理閣 ￥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。
平常点（授業参画度、小テスト等）（40％）、定期試験（60％）等

学生へのアドバイス：
旅行業界で活躍したい人、旅行好きの人、楽しく学びましょう。

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 事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す 講義 90分

2 旅行業概観：
旅行業の歴史や旅行業の意義や機能などを考察する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

3 旅行業とは：
旅行業法上の旅行業や旅行業の現状などを考察する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

4 旅行市場：
国内旅行・海外旅行・訪日外国人の市場規模、旅行会社の課題などを考察する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

5 旅行業経営：
日本の旅行業の経営特質や問題点などを考察する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

6 販売戦略：
旅行業の商品とその販売方法や店舗政策などを考察する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

7 商品部門別業務：
国内旅行、海外旅行の部門別業務内容などを考察する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

8 販売形態：
店頭販売、団体営業、メディア販売などを考察する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

9 主要市場における営業活動 ✅：
パッケージツアー、教育旅行、業務旅行、視察旅行などを考察する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

10 主要市場における営業活動 ✆：
イベント・コンベンション、海外ウエディング・マーケットなどを考察する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

11 業務別にみた営業内容：
ホールセラー、リテーラー、ツアーオペレーターなどの営業を考察する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

12 旅行業のマーケティング：
旅行業のマーケティングの特徴を考察する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

13 旅行業関連法令：
旅行業法の変遷、旅行業約款などを考察する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

14 ニューツーリズムとは：
エコツーリズム、グリーンツーリズム、産業観光などを理解する

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

15 観光政策と観光：
観光行政、観光立国宣言、観光基本法などを考察する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 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) 旅行業論Ⅰ（Travel Industry Ⅰ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 大井 功

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
映像によりイメージを掴んだ上で、旅行業を概括し、旅行業に特有な経営形態や商品の特性を理解し、その商品がどのように企画・造成され、どのよう

な市場で、どのように販売されているかを把握する。更に、旅行業に関わる法律が消費者をどのように保護しているかを討議する。

授業目標：
旅行業経営と商品特性を理解する。

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：
プリントを配布する。

参考文献：
⚑．高橋秀夫著「クラブツーリズム研究」毎日新聞社 ￥1,800＋税
⚒．廣岡裕一他著「変化す旅行ビジネス」文理閣 ￥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。
平常点（授業参画度、小テスト等）（40％）、定期試験（60％）等

学生へのアドバイス：
旅行業界で活躍したい人、旅行好きの人、楽しく学びましょう。

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 旅行業界を取り巻く環境 ✅：
LCCのビジネス・モデル、アウトバウンドとインバウンドの状況など

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

2 旅行業界を取り巻く環境 ✆：
旅行商品の特性や流通の仕組みなどを考察する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

3 旅行業界を取り巻く環境 ✇：
旅の⚓要素、旅行商品の特性、旅行会社の機能などを考察する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

4 旅行業界を取り巻く環境 ✈：
旅行業の現状、旅行会社の経営状況などを考察する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

5 旅行業界を取り巻く環境 ✉：
ホールセラー会社、インターネットネット販売などを考察する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

6 売れる旅行商品 ✅：
旅行商品の⚗つの構成要素とその組み合わせ方法などを考察する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

7 売れる旅行商品 ✆：
シーズンとオフの戦略、顧客価値経営、価格競争、チャーター便など

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

8 旅行とエアライン ✅：
航空機のダウンサイジング、スカイトレイン、セーバー運賃などを考察する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

9 旅行業の将来：
海外旅行マーケティングの変遷、ビジネス・モデルの変化、MICE市場などを考察する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

10 国際ホテル利用法：
国際ホテル利用のための、英語表現法を考察する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

11 旅行の法律 ✅：
独占禁止法、景品表示法、白夜事件などを考察する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

12 旅行の法律 ✆：
旅行契約をめぐるトラブルと解決法などを考察する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

13 ディズニーランドのCS：
強さの秘密、新しいアトラクションの建設など、感動の経営を考察する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

14 国際観光：
ハードパワーとソフトパワー、観光立国とは何かを考察する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 20分

15 旅行業の課題と展望：
市場の変化、クラブツーリズムの経営などを考察する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す

講義 50分､
映像 20分、討議 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) 旅行業論Ⅱ（Travel Industry Ⅱ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 大井 功

履 修 条 件
前提科目 旅行業Ⅰを同時履修か、過去に履修したことがある。

そ の 他 なし

授業概要：
映像によりイメージを掴んだ上で、旅行業を概括し、旅行業に特有な経営形態や商品の特性を理解し、その商品がどのように企画・造成され、どのよう

な市場で、どのように販売されているかを把握する。更に、旅行業に関わる法律が消費者をどのように保護しているかを討議する。

授業目標：
旅行業経営と商品特性を理解する。

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：
使用せず 作成したプリント・資料を使用する。

参考文献：
下山晴彦監修「面白いほどよくわかる！臨床心理学」
西東社 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（20％）、小テスト・レポート等（50％）、定期試験（30％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
自分自身のありようを理解しなおし、他者を支援する際の心構えを学んでほしい。

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 心理学における臨床心理学の位置づけと、臨床心理学がどのようにして成立、発
展してきたのかについて学ぶ。

事前：授業に期待することを考える
事後：授業における疑問点を整理する

講義 60分
話合 40分

2 臨床心理学の領域（医療、教育、福祉、産業、司法など）、各領域での臨床心理学
の役割について学ぶ。

事前：どのような役割があるか自分なり
にイメージしておく

事後：授業における疑問点を整理する

講義 30分
発表 60分

3 心の捉え方と理解 ⑴：臨床心理学における人のとらえ方
人間観 人格理論

事前：資料・プリントを読んでおく
事後：質問紙に答える

講義 70分
演習 20分

4 心の捉え方と理解 ⑵：発達と心の問題
発達各期における心理臨床的問題

事前：資料・プリントを読んでおく
事後：授業における疑問点を整理する

講義 70分
振返 20分

5 心理アセスメントの方法、初回面接 医療場面での患者心理について、患者と医
療スタッフ、心理職との関係や対応方法について学ぶ。

事前：資料・プリントを読んでおく
事後：授業における疑問点を整理する

講義 70分
振返 20分

6 心理アセスメント：様々な心理検査 事前：プリントを読んでおく
事後：授業における疑問点を整理する

講義 60分
演習 30分

7 心理療法①：ロジャーズの来談者中心療法の考え方について、ロールプレイング
を通して学ぶ。

事前：プリントを読んでおく
事後：授業における疑問点を整理する

講義 30分
演習 60分

8 心理療法①の発展：エンカウンターグループ
構成的グループエンカウンターの体験

事前：プリントを読んでおく
事後：体験の感想を書く

講義 40分
演習 50分

9 心理療法②：行動療法、認知行動療法の考え方について、具体的なメカニズムを学
ぶ。

事前：プリントを読んでおく
事後：授業における疑問点を整理する

講義 60分
演習 30分

10 心理療法③：箱庭療法やコラージュ療法について、その考え方や実際の事例を通
して学ぶ。

事前：作りたいものの材料を用意する
事後：作成の感想を書く

講義 30分
演習 60分

11 心理療法④：遊戯療法について、家族のあり方や家族関係を基本に、家族の持つ意
味について事例を通して学ぶ。

事前：資料・プリントを読んでおく
事後：授業における疑問点を整理する

講義 70分
振返 20分

12 試行カウンセリング：カウンセリングとマイクロカウンセリングの具体的な体験
を通して、他者への傾聴の方法を学ぶ。

事前：試行カウンセリングの準備をする
事後：感想を書く 演習 90分

13 ピアヘルピングについて：関係領域、ピアヘルピングのプロセス、技法 事前：プリントを読んでおく
事後：授業における疑問点を整理する

講義 60分
討議 30分

14 ピアヘルパーの心構え：自身の社会適応に応用する考えについて 事前：応用できそうなことを考えおく
事後：授業における疑問点を整理する

講義 60分
討議 30分

15 授業のまとめと質疑応答：臨床心理学を学習した成果について意見交換し、疑問
点や不明点などを再確認する。

事前：授業全体についての疑問や不明点
を整理する 話合い 90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) 臨床心理学（Clinical Psychology） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 作間 祐子

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
臨床心理学とはどのようなものか、成立の歴史、対象となる問題や疾患、アセスメントの方法とそれに対する考え方、さらに援助方法について、その概

要を学ぶ。これらが実感・イメージできるように具体例や社会問題を取り上げて、話し合うことを重んじる。

授業目標：
⚑．この授業を通して、臨床心理学が社会の中でどのように役立つことを目指しているのかを学ぶ。
⚒．自分自身や身近な人々を正しく理解し、心の健康を促進させるための基本を学ぶ。

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



シラバス-13  Page 2 20/03/17 09:41

652

教本：
なし。毎講義時にレジュメ（プリント）を配布する。

参考文献：
岩崎武雄『西洋哲学史（再訂版）』（有斐閣）

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（100％）で評価する。

学生へのアドバイス：
私が提供するのは〈授業〉ではなく〈講義〉です。履修者は主体的に臨むこと。

オフィスアワー：
木曜日昼休み。

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 自由と規範 概論：西洋中世・近代哲学における自然法論の系譜をたどり。
各論で展開される人間・国家観をを俯瞰する。

事前：特になし
事後：講義内容を復習する。 講義 90分

2 神的自然法論① 原罪・〈事物の本性〉と人間の自由 事前：レジュメを熟読する。
事後：講義内容を復習する。 講義 90分

3 神的自然法論②
アウグスティヌスとトマス・アクィナスの自然法概念

事前：レジュメを熟読する。
事後：講義内容を復習する。 講義 90分

4 契約説的自然法論 アトム的個人の権利と国家権力①
ホッブズ：〈リヴァイアサン〉はなぜ抵抗権を認めないのか

事前：レジュメを熟読する。
事後：講義内容を復習する。 講義 90分

5 契約説的自然法論 アトム的個人の権利と国家権力②
ロック、ルソー：市民的不服従の論理

事前：レジュメを熟読する。
事後：講義内容を復習する。 講義 90分

6 カント理論 哲学認識の枠組：
〈世界〉はいかに在るか

事前：レジュメを熟読する。
事後：講義内容を復習する。 講義 90分

7 カント倫理 学徳論と法論：
〈自己〉はいかに在るべきか

事前：レジュメを熟読する。
事後：講義内容を復習する。 講義 90分

8 ヘーゲル〈人倫〉の学①
｢自然法論文」における近代自然法論批判と共同体論

事前：レジュメを熟読する。
事後：講義内容を復習する。 講義 90分

9 ヘーゲル〈人倫〉の学②
イェーナ精神哲学における相互承認論：〈愛〉と〈闘争〉

事前：レジュメを熟読する。
事後：講義内容を復習する。 講義 90分

10 ヘーゲル〈人倫〉の学③
『精神現象学』における相互承認論：〈主人と奴隷の弁証法〉

事前：レジュメを熟読する。
事後：講義内容を復習する。 講義 90分

11 ヘーゲル〈人倫〉の学④
論理学と『法哲学綱要』の視座

事前：レジュメを熟読する。
事後：講義内容を復習する。 講義 90分

12 ヘーゲル〈人倫〉の学⑤
世界精神の概念：〈民族精神〉vs.〈世界法廷〉としての世界史

事前：レジュメを熟読する。
事後：講義内容を復習する。 講義 90分

13 普遍的人権概念と多文化主義の相克①
人権総説

事前：レジュメを熟読する。
事後：講義内容を復習する。 講義 90分

14 普遍的人権概念と多文化主義の相克②
文化相対主義・多文化主義・発展段階論

事前：レジュメを熟読する。
事後：講義内容を復習する。 講義 90分

15 普遍的人権概念と多文化主義の相克③
事例研究：伝統文化vs.女性の権利

事前：レジュメを熟読する。
事後：試験の準備をする。 講義 90分

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

授業科目(英文) 倫理学（Ethics） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 金澤 秀嗣

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
人権の更なる拡充が叫ばれる今日、個人の〈自由〉が、既成のモラルや法と対立する局面が現れている。そもそも我々はなぜ〈規範〉を遵守する義務を

負うのか。また〈規範〉には、時代や文化の差異を超えた内実が認められうるのであろうか。

授業目標：
上述した問題関心のもと、本講では〈自由と規範〉をテーマに掲げ、倫理学の地平から個人と共同体の在り方について考察したい。

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。毎講義時にレジュメ（プリント）を配布する。

参考文献：
岩崎武雄『西洋哲学史（再訂版）』（有斐閣）

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（100％）で評価する。

学生へのアドバイス：
私が提供するのは〈授業〉ではなく〈講義〉です。履修者は主体的に臨むこと。

オフィスアワー：
木曜日昼休み。

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 自由と規範 概論：西洋中世・近代哲学における自然法論の系譜をたどり。
各論で展開される人間・国家観をを俯瞰する。

事前：特になし
事後：講義内容を復習する。 講義 90分

2 神的自然法論① 原罪・〈事物の本性〉と人間の自由 事前：レジュメを熟読する。
事後：講義内容を復習する。 講義 90分

3 神的自然法論② アウグスティヌスとトマス・アクィナスの自然法概念 事前：レジュメを熟読する。
事後：講義内容を復習する。 講義 90分

4 契約説的自然法論 アトム的個人の権利と国家権力①
ホッブズ：〈リヴァイアサン〉はなぜ抵抗権を認めないのか

事前：レジュメを熟読する。
事後：講義内容を復習する。 講義 90分

5 契約説的自然法論 アトム的個人の権利と国家権力②
ロック、ルソー：市民的不服従の論理

事前：レジュメを熟読する。
事後：講義内容を復習する。 講義 90分

6 カント理論哲学 認識の枠組：
〈世界〉はいかに在るか

事前：レジュメを熟読する。
事後：講義内容を復習する。 講義 90分

7 カント倫理学 徳論と法論：
〈自己〉はいかに在るべきか

事前：レジュメを熟読する。
事後：講義内容を復習する。 講義 90分

8 ヘーゲル〈人倫〉の学①
｢自然法論文」における近代自然法論批判と共同体論

事前：レジュメを熟読する。
事後：講義内容を復習する。 講義 90分

9 ヘーゲル〈人倫〉の学②
イェーナ精神哲学における相互承認論：〈愛〉と〈闘争〉

事前：レジュメを熟読する。
事後：講義内容を復習する。 講義 90分

10 ヘーゲル〈人倫〉の学③
『精神現象学』における相互承認論：〈主人と奴隷の弁証法〉

事前：レジュメを熟読する。
事後：講義内容を復習する。 講義 90分

11 ヘーゲル〈人倫〉の学④
論理学と『法哲学綱要』の視座

事前：レジュメを熟読する。
事後：講義内容を復習する。 講義 90分

12 ヘーゲル〈人倫〉の学⑤
世界精神の概念：〈民族精神〉vs.〈世界法廷〉としての世界史

事前：レジュメを熟読する。
事後：講義内容を復習する。 講義 90分

13 普遍的人権概念と多文化主義の相克①
人権総説

事前：レジュメを熟読する。
事後：講義内容を復習する。 講義 90分

14 普遍的人権概念と多文化主義の相克②
文化相対主義・多文化主義・発展段階論

事前：レジュメを熟読する。
事後：講義内容を復習する。 講義 90分

15 普遍的人権概念と多文化主義の相克③
事例研究：伝統文化vs.女性の権利

事前：レジュメを熟読する。
事後：試験の準備をする。 講義 90分

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

授業科目(英文) 倫理学Ａ（Ethics A） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 金澤 秀嗣

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
人権の更なる拡充が叫ばれる今日、個人の〈自由〉が、既成のモラルや法と対立する局面が現れている。そもそも我々はなぜ〈規範〉を遵守する義務を

負うのか。また〈規範〉には、時代や文化の差異を超えた内実が認められうるのであろうか。

授業目標：
上述した問題関心のもと、本講では〈自由と規範〉をテーマに掲げ、倫理学の地平から個人と共同体の在り方について考察したい。

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：
黒崎剛・野村俊明編著『生命倫理の教科書 何が問題なのか』（ミネルヴァ

書房 2014年 ￥2,800）。

参考文献：
加藤久雄著『ポストゲノム社会における医事刑法入門』（東京法令出版：新

訂・補正版 2006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する。

定期試験（100％）で評価する。

学生へのアドバイス：
私が提供するのは〈授業〉ではなく〈講義〉です。履修者は主体的に臨むこと。

オフィスアワー：
木曜日昼休み。

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 安楽死と〈自己決定権〉①：安楽死の態様 事前：教本の該当頁を読む。
事後：講義内容を復習する。 講義 90分

2 安楽死と〈自己決定権〉②：ICと説明義務範囲 事前：教本の該当頁を読む。
事後：講義内容を復習する。 講義 90分

3 尊厳死・医療拒否と〈自己決定権〉 事前：教本の該当頁を読む。
事後：講義内容を復習する。 講義 90分

4 脳死と臓器移植①
｢脳死」という思想問題 生と死をどこで線引きするか

事前：教本の該当頁を読む。
事後：講義内容を復習する。 講義 90分

5 脳死と臓器移植②
臓器移植で何が議論になっているのか

事前：教本の該当頁を読む。
事後：講義内容を復習する。 講義 90分

6 脳死と臓器移植③
暫定的考察と新しい局面

事前：教本の該当頁を読む。
事後：講義内容を復習する。 講義 90分

7 人工妊娠中絶①
人工妊娠中絶の法的性格：〈堕胎〉と〈人工妊娠中絶〉の違い

事前：教本の該当頁を読む。
事後：講義内容を復習する。 講義 90分

8 人工妊娠中絶②
中絶・不妊手術容認要件の変遷：（旧優生保護法／母体保護法）

事前：教本の該当頁を読む。
事後：講義内容を復習する。 講義 90分

9 人工妊娠中絶③
胎児は〈ヒト〉か

事前：教本の該当頁を読む。
事後：講義内容を復習する。 講義 90分

10 人工妊娠中絶④
リプロダクティヴ・ライツと「胎児条項」

事前：教本の該当頁を読む。
事後：講義内容を復習する。 講義 90分

11 生殖革命①
人工生殖技術についての基礎知識：不妊治療の基本類型

事前：教本の該当頁を読む。
事後：講義内容を復習する。 講義 90分

12 生殖革命②
精子提供・卵子提供・代理出産

事前：教本の該当頁を読む。
事後：講義内容を復習する。 講義 90分

13 生殖革命③
｢家族」関係に関わる問題：代理母と子の「出自を知る権利」

事前：教本の該当頁を読む。
事後：講義内容を復習する。 講義 90分

14 遺伝子診断・遺伝子操作・クローン技術をめぐる諸問題 事前：教本の該当頁を読む。
事後：講義内容を復習する。 講義 90分

15 講義の総括と展望 事前：講義内容をまとめる
事後：試験の準備をする。 講義 90分

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

授業科目(英文) 倫理学Ｂ（Ethics B） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 金澤 秀嗣

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
最近半世紀において、技術知が生命科学と医療の分野で急激な発展を見せている。これらの進歩は我々の予想を超える事態をもたらした。我々が生命に

かかわる決断を下すにあたり、もはや常識や既成の倫理が満足のゆく解決策を示してくれるとは限らない。
そこで本講では、応用倫理学の一部門である生命倫理学のテーマを取り上げ、人間の生・死をめぐる諸相について考察を深めたい。

授業目標：
主に生命操作をめぐる諸問題を取り上げる。講義においては法学・医学上の議論も可能な限り紹介したい。

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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れ

教本：
配布資料

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。
授業参加状況等（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：
対岸アジアと日本の古代社会について学びたい受講生を希望します。

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 歴史考古学を学ぶために 資料と方法 事後：新発見墓誌の新聞資料を配布(感想文)
東京国立博物館の資料を中心に学
習内容の概説

2 シルクロードと古代日本の歴史考古学①
遥かなる敦煌と法隆寺の飛天壁画

事前：「シルクロード」を予習
事後：レポート「遣唐使とは」

〇シルクロードの地図
〇敦煌・法隆寺飛天資料

3 シルクロードと古代日本の歴史考古学②
遣唐使と飛鳥・白鳳文化

事前：飛鳥・奈良の古代寺院
事後：飛天壁画の源流

〇プレゼン（敦煌壁画・法隆寺飛
天壁画）と発表

4 シルクロードと古代日本の歴史考古学③
遣唐使と鑑真・吉備真備

事前：井上靖『天平の甍』
事後：読後コメント

〇『入唐求法巡礼記』部分資料を
輪読・コメント

5 万葉社会の歴史考古学①
『万葉集』の時代と万葉故地

事前：大宰府と元号「令和」
事後：万葉集ゆかりの故地 〇プレゼン（大宰府遺跡）

6 万葉社会の歴史考古学②
｢高志国」と大伴家持

事前：高志国と古事記の世界
事後：越中国庁址と巡行路

〇相模国庁関係遺跡・遺物資料の
概要

7 万葉社会の歴史考古学③
大伴家持と万葉時代の遺跡

事前：平城宮跡と東大寺大仏
事後：相模国分寺・国分尼寺

〇プレゼン（越中・能登巡行と関
係遺跡）

8 万葉社会の歴史考古学④
正倉院絵図と荘園遺跡

事前：東大寺正倉院とは
事後：荘園遺跡の出土資料

〇プレゼン（正倉院の絵図画像）・
コメント

9 渤海国・日本の交流に関する歴史考古学①
渤海王からの「手紙｣

事前：渤海国の概要
事後：最初の渤海使資料 〇プレゼン（渤海使の来日年表）

10 渤海国・日本の交流に関する歴史考古学②
―発見された王城遺跡・古墓―

事前：渤海国の地理
事後：参考図書の紹介

〇プレゼン・資料配布（渤海王城
遺跡分布図）

11 渤海国・日本の交流に関する歴史考古学③
大宰府・難波・北陸の交流拠点

事前：渤海使の来日資料
事後：能登・加賀「津」遺跡 〇プレゼン・金沢港周辺遺跡資料

12 渤海国・日本の交流に関する歴史考古学④
中国東北の渤海遺産《黒龍江省》

事前：中国東北の歴史地図
事後：渤海上京城と長安城 〇黒龍江省博物館紹介

13 渤海国・日本の交流に関する歴史考古学⑤
中国東北の渤海遺産《吉林省》

事前：吉林省の文化遺産
事後：王城変遷の意味

〇プレゼン・図們江流域と日本の
交流（コメント）

14 歴史考古学を学ぶ博物館と遺跡①
国内編

事前：博物館と学芸員
事後：学芸員の仕事 〇主要博物館リスト

15 歴史考古学を学ぶ博物館と遺跡②
東アジア編

事前：歴史考古学の基本文献
事後：レポート課題 〇レポート作成の事例

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) 歴史考古学（Historical Archeology） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 藤井 一二

履 修 条 件
前提科目 特になし

そ の 他

授業概要：
「シルクロードや万葉社会の歴史考古学」をテーマに、歴史時代の最新の考古学資料を素材として、人・社会・文化の関係を学びます。そこでは記録・画

像データ等を活用して、自らコメント・レポートをまとめる作業を積み重ねます。

授業目標：
日本や東アジアにおける歴史時代の遺跡・遺物をつうじて、人々の活動・生活と時代の特性について考えるとともに、現代に残る文化遺産に凝縮された

過去の人々の知恵・技術・精神文化について理解を深めます。

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：
「レストランマネジメント総論」（日本ホテル教育センター） ￥2,900

参考文献：
必要な資料をその都度配布

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（30％）、小テスト（20％）、定期試験のレポート（50％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
レストラン・外食産業はもちろん全ての経営に共通する内容です。理解できない点は授業で質問してください。

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：シラバスを読む
事後：ノートを読み返す 講義

2 レストラン業界の現状（業界の位置づけから業界特性まで） 事前：教科書を読むP1
事後：ノートを読み返す 講義

3 レストランの経営形態とその特徴 事前：教科書を読むP18
事後：ノートを読み返す 講義

4 レストラン経営の問題点と課題 事前：教科書を読むP23
事後：ノートを読み返す 講義

5 レストラン経営の今後の方向性と求められるレストランマネジメント 事前：教科書を読むP28
事後：ノートを読み返す 講義

6 レストラン開業までのマネジメント（開業までの手順と留意点） 事前：教科書を読むP39
事後：ノートを読み返す 講義

7 基本構想（事業イメージの設定から市場調査まで） 事前：教科書を読むP46
事後：ノートを読み返す 講義

8 基本構想（理念・コンセプトの設定から設計イメージまで） 事前：教科書を読むP54
事後：ノートを読み返す 講義

9 基本計画（メニュープランニングから店舗の基本計画およびデザインまで） 事前：教科書を読むP61
事後：ノートを読み返す 講義

10 基本計画（事業収支計画） 事前：教科書を読むP66
事後：ノートを読み返す 講義

11 基本計画（運営計画） 事前：教科書を読むP70
事後：ノートを読み返す 講義

12 実施計画（販売促進計画から許認可申請まで） 事前：教科書を読むP74
事後：ノートを読み返す 講義

13 着工・竣工（事業収支計画のチェックからメニューのチェックまで） 事前：教科書を読むP80
事後：ノートを読み返す 講義

14 着工・竣工（運営計画のチェックからオープンまで） 事前：教科書を読むP82
事後：ノートを読み返す 講義

15 「レストラン経営論Ⅰ」の総括 事前：教科書を読むP86
事後：レポートの提出 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) レストラン経営論Ⅰ（Restaurant Management Theory Ⅰ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 小林 信次

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
レストラン業界の現状と課題を抽出し、約30兆円の市場規模がある外食・中食産業は、少子高齢化で国内市場が縮小する中、訪日外国人が3,000万人を超

え、2020年には4,000万人が予測されています。外食産業グローバル化による海外展開が進む状況でもあります。レストランを開業するために必要なマネジ
メントを学習する。
授業目標：

レストランに興味・関心を持ち、レストラン経営に必要な開業までの基本的知識を身につけさせる。

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：
「レストランマネジメント総論」（日本ホテル教育センター） ￥2,900

参考文献：
必要な資料をその都度配布

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（30％）、小テスト（20％）、定期試験のレポート（50％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
前期レストラン経営論Ⅰに引き続いて履修してください。レストラン・外食産業だけでなく全ての経営に共通する内容です。
理解できない点は授業で質問してください。

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：教科書を読む
事後：ノートを読み返す 講義

2 レストラン開業後のマネジメント（開業前・開業後マネジメントの違い、マネジメント
サイクル）

事前：教科書を読むP89
事後：ノートを読み返す 講義

3 商品管理・ABC分析 事前：教科書を読むP95
事後：ノートを読み返す 講義

4 価格とサービス 事前：教科書を読むP99
事後：ノートを読み返す 講義

5 労務管理（職務分掌から教育訓練まで） 事前：教科書を読むP104
事後：ノートを読み返す 講義

6 施設管理 事前：教科書を読むP111
事後：ノートを読み返す 講義

7 仕入れ管理・在庫管理 事前：教科書を読むP115
事後：ノートを読み返す 講義

8 財務管理（損益分岐点分析、財務諸表、原価管理） 事前：教科書を読むP125
事後：ノートを読み返す 講義

9 販売促進管理（セールス、広報、広告・宣伝、イベント・フェア） 事前：教科書を読むP135
事後：ノートを読み返す 講義

10 顧客管理 事前：教科書を読むP140
事後：ノートを読み返す 講義

11 これまでのまとめと学習課題の確認 事前：教科書を読むP144
事後：ノートを読み返す 講義

12 レストランの防災、防犯、衛生管理 事前：教科書を読むP147
事後：ノートを読み返す 講義

13 事故、地震、防火管理 事前：教科書を読むP158
事後：ノートを読み返す 講義

14 盗難防止、遺失物管理、UG客、暴力団、コンプレイン
これまでのまとめと学習課題の確認

事前：教科書を読むP167
事後：ノートを読み返す 講義

15 「レストラン経営論Ⅱ」の総括 事前：教科書を読む
事後：レポートの提出 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) レストラン経営論Ⅱ（Restaurant Management Theory Ⅱ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 小林 信次

履 修 条 件
前提科目 レストラン経営論Ⅰを受講してからが望ましい

そ の 他 受講後レストランサービス実務を受講するとレストラン・外食産業が詳細に分かる

授業概要：
開業後のレストラン経営で重要な事項やその対応力を実務の経験を通して具体的に講義する。特にマネジメントサイクルの重要性。売り上げに関する

ABC分析とパレート図、メニュー分析（原価管理）及び損益分岐点売上の計算式を学習する。

授業目標：
レストラン開業後のマネジメントを学ぶことによって、企業が存続していくうえで最も重要な適正な利益を確保するために必要な項目を理解させる。（特

にABC分析・原価管理・損益分岐点）

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：
「レストラン業務の基礎」（日本ホテル教育センター） ￥2,600

参考文献：
必要な資料をその都度配布

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（30％）、小テスト（20％）、定期試験のレポート（50％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
ホテルや外食産業を志す人はもちろんですが、社会人になったときに必要な知識が身に着けられます。理解できない点は授業で質問してください。

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：シラバスを読む
事後：ノートを読み返す 講義

2 レストランの種類・業務の特性・基礎知識 事前：教科書を読むP1
事後：ノートを読み返す 講義

3 レストランの組織と職務分担（マネージャー） 事前：教科書を読むP17
事後：ノートを読み返す 講義

4 サービスの基本（テーブルクロスのかけ方からサービストレイの持ち方まで） 事前：教科書を読むP31
事後：ノートを読み返す 講義

5 サービスの基本（グラスウェアの扱い方から皿・シルバーウェア・グラスウェアの拭き
方まで）

事前：教科書を読むP48
事後：ノートを読み返す 講義

6 レストランサービス（サービスについてからテーブルサービスの分類まで） 事前：教科書を読むP67
事後：ノートを読み返す 講義

7 レストランサービス（メニューの知識から開店中の業務まで） 事前：教科書を読むP86
事後：ノートを読み返す 講義

8 レストランサービス（閉店後の業務から赤ワインのサービスまで） 事前：教科書を読むP114
事後：ノートを読み返す 講義

9 レストランサービス（肉料理のサービスから苦情処理まで） 事前：教科書を読むP127
事後：ノートを読み返す 講義

10 レストランサービス（ルームサービスとコーヒーショップ）
バーの基本知識（バースタッフの役割と心得まで）

事前：教科書を読むP143
事後：ノートを読み返す 講義

11 バーの基本知識（バーサービスの手順からカクテルまで） 事前：教科書を読むP159
事後：ノートを読み返す 講義

12 食器・リネン・備品の知識（シルバーウェアからグラスの種類まで） 事前：教科書を読むP177
事後：ノートを読み返す 講義

13 食器・リネン・備品の知識（その他の食器類からワゴン類まで） 事前：教科書を読むP192
事後：ノートを読み返す 講義

14 レストランの防災・防犯 事前：教科書を読むP201
事後：レポートを書く 講義

15 「レストランサービス実務」の総括 事前：教科書を読む
事後：レポートの提出 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) レストランサービス実務（Restaurant Service） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 小林 信次

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
レストランサービスの学習を通して、テーブルマナー、料理の内容、サービスの方法、世界共通のプロトコール（国際儀礼）などを理解し、あわせてテ

ーブルセッティングから食器類（お皿、シルバー、グラスなど）の名称と役割を学ぶ。

授業目標：
ホスピタリティの原点であるレストランサービスの学習を通してレストランに興味・関心を持ち、社会人として必要な基本的なマナー・知識を身につけ

させる。

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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ろ

教本：
小畑史子『よくわかる労働法 第⚓版』ミネルヴァ書房、2017年

参考文献：
授業内容に応じて適宜紹介する。※学習用六法は必携です。

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（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：
これから一社会人として働くための権利を保護する労働法体系の現状と課題を把握できるように努力して下さい。

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 労働法を学ぶに当たって（導入）
・社会の中で労働法がどのように機能しているのかを考える。

事前：教本p.2～7精読
事後：演習問題への解答 講義 60分、討論 30分

2 労働基準法による保護
・労働者及び使用者の概念について議論を深める。

事前：教本p.8～15精読
事後：演習問題への解答 講義 60分、討論 30分

3 労働契約上の権利義務
・秘密保持義務及び競業避止義務について議論を深める。

事前：教本p.16～23精読
事後：演習問題への解答 講義 60分、討論 30分

4 労働契約の締結
・採用内定に関する問題点について判例を基に議論を深める。

事前：教本p.24～31精読
事後：演習問題への解答 講義 60分、討論 30分

5 労働憲章
・均等待遇の現状と課題について判例を基に議論を深める。

事前：教本p.32～37精読
事後：演習問題への解答 講義 60分、討論 30分

6 就業規則
・就業規則の効力について判例を基に議論を深める。

事前：教本p.38～43精読
事後：演習問題への解答 講義 60分、討論 30分

7 懲戒
・懲戒処分の効力について判例を基に議論を深める。

事前：教本p.44～49精読
事後：演習問題への解答 講義 60分、討論 30分

8 人事
・人事考課の問題点について判例を基に議論を深める。

事前：教本p.50～61精読
事後：演習問題への解答 講義 60分、討論 30分

9 賃金
・賃金請求権と休職手当の関係について議論を深める。

事前：教本p.62～73精読
事後：演習問題への解答 講義 60分、討論 30分

10 労働時間・休息・休日
・労働基準法上の労働時間について議論を深める。

事前：教本p.74～85精読
事後：演習問題への解答 講義 60分、討論 30分

11 労働時間規制の弾力化
・フレックスタイム制の現状と課題について議論を深める。

事前：教本p.86～91精読
事後：演習問題への解答 講義 60分、討論 30分

12 年次有給休暇
・年休権の発生について判例を基に議論を深める。

事前：教本p.92～97精読
事後：演習問題への解答 講義 60分、討論 30分

13 男女平等
・男女雇用機会均等法の現状と課題について議論を深める。

事前：教本p.98～105精読
事後：演習問題への解答 講義 60分、討論 30分

14 女性及び年少者の保護
・女性保護規定の現状と課題について議論を深める。

事前：教本p.106～111精読
事後：演習問題への解答 講義 60分、討論 30分

15 まとめ
・労働法Ⅰの内容を振り返り、理解を深める。

事前：教本p.2～111再読
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) 労働法Ⅰ（Labor 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 法学、私法学など法学関連の基礎科目

そ の 他 なし

授業概要：
これから就職活動を行い実社会に羽ばたこうとする学生諸君にとって、労働法は自らの働く権利を守るための有効な手段となり得るはずである。昨今社

会問題となっているブラック企業の存在や長時間労働の是正、男女間の賃金格差など、労働環境を巡る具体的な課題を取り上げながら、労働法体系全般の
根底に流れているものをつかむことを主旨とする。
授業目標：
⚑．労働法体系の基盤となる法概念について自らの言葉で説明できる。
⚒．身近に起きている労働争議について、判例を基に現状と課題を説明できる。

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：
小畑史子『よくわかる労働法 第⚓版』ミネルヴァ書房、2017年

参考文献：
授業内容に応じて適宜紹介する。※学習用六法は必携です。

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（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：
これから一社会人として働くための権利を保護する労働法体系の現状と課題を把握できるように努力して下さい。

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 労働法Ⅱを学ぶに当たって（導入）
・労働法Ⅰで学んだ内容を確認する。

事前：教本p.2～7精読
事後：演習問題への解答 講義 60分、討論 30分

2 育児休業・介護休業
・育児、介護休業法の概要を理解する。

事前：教本p.112～117精読
事後：演習問題への解答 講義 60分、討論 30分

3 安全衛生
・労働安全衛生法の概要と課題を議論する。

事前：教本p.118～123精読
事後：演習問題への解答 講義 60分、討論 30分

4 労災補償
・労災保険給付の現状と課題について議論する。

事前：教本p.124～135精読
事後：演習問題への解答 講義 60分、討論 30分

5 労災民訴
・安全配慮義務の概要と課題を理解する。

事前：教本p.136～141精読
事後：演習問題への解答 講義 60分、討論 30分

6 労働契約の終了
・解雇の自由とその制限について判例を基に検討する。

事前：教本p.142～149精読
事後：演習問題への解答 講義 60分、討論 30分

7 非典型雇用
・派遣労働者の雇用形態について理解する。

事前：教本p.150～159精読
事後：演習問題への解答 講義 60分、討論 30分

8 労働組合
・労働組合の役割について理解する。

事前：教本p.160～165精読
事後：演習問題への解答 講義 60分、討論 30分

9 団体交渉
・団体交渉の手続、態様と断交拒否の救済について検討する。

事前：教本p.166～171精読
事後：演習問題への解答 講義 60分、討論 30分

10 労働協約
・労働協約の成立要件及び規範的効力について検討する。

事前：教本p.172～177精読
事後：演習問題への解答 講義 60分、討論 30分

11 団体行動の法的保護
・団体行動の種類と禁止事項について理解する。

事前：教本p.178～181精読
事後：演習問題への解答 講義 60分、討論 30分

12 争議行為
・争議行為と損害賠償及び懲戒処分について検討する。

事前：教本p.182～189精読
事後：演習問題への解答 講義 60分、討論 30分

13 不当労働行為・労働委員会
・不利益取扱及び黄犬契約について検討する。

事前：教本p.190～199精読
事後：演習問題への解答 講義 60分、討論 30分

14 労働紛争の解決
・労働審判制度の概要と課題について検討する。

事前：教本p.200～203精読
事後：演習問題への解答 講義 60分、討論 30分

15 まとめ
・労働法Ⅱの内容を振り返り、理解を深める。

事前：教本p.112～203再読
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) 労働法Ⅱ（Labor 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 労働法Ⅰ

そ の 他 なし

授業概要：
これから就職活動を行い実社会に羽ばたこうとする学生諸君にとって、労働法は自らの働く権利を守るための有効な手段となり得るはずである。昨今社

会問題となっているブラック企業の存在や長時間労働の是正、男女間の賃金格差など、労働環境を巡る具体的な課題を取り上げながら、労働法体系全般の
根底に流れているものをつかむことを主旨とする。
授業目標：
⚑．労働法体系の基盤となる法概念について自らの言葉で説明できる。
⚒．身近に起きている労働争議について、判例を基に現状と課題を説明できる。

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


