
授業科目名 文化交流論Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 赤井　敏夫

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

この科目は、人文学部のDPに示す、広い知識や体験をもとに柔軟で確固とした価値基準・行動規範を身につけ、
多様な他者と共存し、積極的に交流・協働できる能力の修得を目指す。人文学部専門科目に属し、上位セメス
ターの「地域文化研究」や「文化交流論」の導入科目として位置づけられる。料理としてのカレーの変遷を比較
文化論的に考察することが本講義の目的である。

授業の目的

本科目の内容を把握することによって以下のことが理解できるようになる。1.カレーのような身近なコモディ
ティ（日用品）の背景に文化が重層的に累積していることを読み取る。2.文化の重層化は恣意的に発生するので
はなく、植民地支配という強制的な西洋化が原動力となっていたことが判明する。そして結果的に3.異文化間の
複雑な関係性を理解し多文化共生社会の到来に具える。

到達目標

授業のキーワード

プレゼンテーション・ソフトを使った講義が主体。理解度を計測するために中間と最後に小テストを実施する。
レポートは理解度を深めるような内容を設定し、講義期間中に明らかにする。

授業の進め方

第１週 オリエンテーション 　授業の概要および授業計画を説明する。

第３週 カレーと西洋の接触(2)

第４週 カレーと西洋の接触(3) 第１クール。インドのカレーといっても昔から統一されたスタンダードがあった
わけではない。各地域の文化的特性が反映された多様なバリエーションがあった
のである。ここに一定のフォーマット化が行われたのは、ポルトガル人、イギリ
ス人などがインドへ到来して植民地支配をはじめて以来といってよい。異種の文
化の接触が飲食文化にどのような相互影響を与えたかを分析する。　

第６週 カレーがイギリス料理になる
(1)

イギリス人は基本的に保守的な人種である。そんなかれらが支配者となってイン
ドへやってきて、本国と同じようなものを食べようとどれほど懸命な努力をした
か。それが結局不可能だと悟ったとき、かれらは渋々現地の料理を自分たちの口
に合うように取り入れようとする。これが「カレー」の始まりである。こうして
生まれたカレーが本国イギリスにもたらされて、どのように国民食として定着し
てゆくかを分析する。

第５週 カレーと西洋の接触(4) 第１クール。インドのカレーといっても昔から統一されたスタンダードがあった
わけではない。各地域の文化的特性が反映された多様なバリエーションがあった
のである。ここに一定のフォーマット化が行われたのは、ポルトガル人、イギリ
ス人などがインドへ到来して植民地支配をはじめて以来といってよい。異種の文
化の接触が飲食文化にどのような相互影響を与えたかを分析する。　

第９週 カレーがイギリス料理になる
(3)

イギリス人は基本的に保守的な人種である。そんなかれらが支配者となってイン
ドへやってきて、本国と同じようなものを食べようとどれほど懸命な努力をした
か。それが結局不可能だと悟ったとき、かれらは渋々現地の料理を自分たちの口
に合うように取り入れようとする。これが「カレー」の始まりである。こうして
生まれたカレーが本国イギリスにもたらされて、どのように国民食として定着し
てゆくかを分析する。　

第８週 前半の内容確認 前半の内容確認のための小テストを実施する

第７週 カレーがイギリス料理になる
(2)

イギリス人は基本的に保守的な人種である。そんなかれらが支配者となってイン
ドへやってきて、本国と同じようなものを食べようとどれほど懸命な努力をした
か。それが結局不可能だと悟ったとき、かれらは渋々現地の料理を自分たちの口
に合うように取り入れようとする。これが「カレー」の始まりである。こうして
生まれたカレーが本国イギリスにもたらされて、どのように国民食として定着し
てゆくかを分析する。　

第10週 カレーがイギリス料理になる
(4)

イギリス人は基本的に保守的な人種である。そんなかれらが支配者となってイン
ドへやってきて、本国と同じようなものを食べようとどれほど懸命な努力をした
か。それが結局不可能だと悟ったとき、かれらは渋々現地の料理を自分たちの口
に合うように取り入れようとする。これが「カレー」の始まりである。こうして
生まれたカレーが本国イギリスにもたらされて、どのように国民食として定着し
てゆくかを分析する。　

第11週 日本式カレーの成立(1) 日本のカレーは本来イギリスに定着したカレーに由来するものである。つまり日
本人はカレーをダイレクトにインドから輸入したのではなく、イギリスを経由し
て受け入れたという背景がある。カレーの日本への定着を、近代化の流れに沿っ
て分析する。

第12週 日本式カレーの成立(2) 日本のカレーは本来イギリスに定着したカレーに由来するものである。つまり日
本人はカレーをダイレクトにインドから輸入したのではなく、イギリスを経由し
て受け入れたという背景がある。カレーの日本への定着を、近代化の流れに沿っ
て分析する。　

第15週 後半の内容確認 後半の内容確認のための小テストを実施する

第２週 カレーと西洋の接触(1) 第１クール。インドのカレーといっても昔から統一されたスタンダードがあった
わけではない。各地域の文化的特性が反映された多様なバリエーションがあった
のである。ここに一定のフォーマット化が行われたのは、ポルトガル人、イギリ
ス人などがインドへ到来して植民地支配をはじめて以来といってよい。異種の文
化の接触が飲食文化にどのような相互影響を与えたかを分析する。

第14週 日本式カレーの成立(4) 日本のカレーは本来イギリスに定着したカレーに由来するものである。つまり日
本人はカレーをダイレクトにインドから輸入したのではなく、イギリスを経由し
て受け入れたという背景がある。カレーの日本への定着を、近代化の流れに沿っ
て分析する。　

第13週 日本式カレーの成立(3) 日本のカレーは本来イギリスに定着したカレーに由来するものである。つまり日
本人はカレーをダイレクトにインドから輸入したのではなく、イギリスを経由し
て受け入れたという背景がある。カレーの日本への定着を、近代化の流れに沿っ
て分析する。　

履修するにあたって 評価に出席点は加味しない。受講態度が不良の場合は上記の条件を満たしていても単位を認めない。

第１クール。インドのカレーといっても昔から統一されたスタンダードがあった
わけではない。各地域の文化的特性が反映された多様なバリエーションがあった
のである。ここに一定のフォーマット化が行われたのは、ポルトガル人、イギリ
ス人などがインドへ到来して植民地支配をはじめて以来といってよい。異種の文
化の接触が飲食文化にどのような相互影響を与えたかを分析する。　



授業時間外に必要な学修 ノートを復習し小テストの備える。　（毎回１時間ほど）
提出課題など レポートもしくはノート。
成績評価方法・基準 授業内容確認小テスト２回40点×2＋レポート20点＝100点のうち60点の取得が最低合格ライン。小テスト

は模範解答を示す。小テスト、レポート共に返却しない。
テキスト 特になし。必要があれば、適宜指示する。
指定図書 特になし。必要があれば、適宜指示する。
参考書 特になし。必要があれば、適宜指示する。



授業科目名 文化交流論Ⅱ （資格） 単位数

開講キャンパス代表教員 赤井　敏夫

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

この科目は、人文学部のDPに示す、広い知識や体験をもとに柔軟で確固とした価値基準・行動規範を身につけ、
多様な他者と共存し、積極的に交流・協働できる能力の修得を目指す。人文学部専門科目に属し、上位セメス
ターの「地域文化研究」や「文化交流論」の導入科目として位置づけられる。料理としてのカレーの変遷を比較
文化論的に考察することが本講義の目的である。

授業の目的

本科目の内容を把握することによって以下のことが理解できるようになる。1.カレーのような身近なコモディ
ティ（日用品）の背景に文化が重層的に累積していることを読み取る。2.文化の重層化は恣意的に発生するので
はなく、植民地支配という強制的な西洋化が原動力となっていたことが判明する。そして結果的に3.異文化間の
複雑な関係性を理解し多文化共生社会の到来に具える。

到達目標

授業のキーワード

プレゼンテーション・ソフトを使った講義が主体。理解度を計測するために中間と最後に小テストを実施する。
レポートは理解度を深めるような内容を設定し、講義期間中に明らかにする。

授業の進め方

第１週 オリエンテーション 　授業の概要および授業計画を説明する。

第３週 カレーと西洋の接触(2)

第４週 カレーと西洋の接触(3) 第１クール。インドのカレーといっても昔から統一されたスタンダードがあった
わけではない。各地域の文化的特性が反映された多様なバリエーションがあった
のである。ここに一定のフォーマット化が行われたのは、ポルトガル人、イギリ
ス人などがインドへ到来して植民地支配をはじめて以来といってよい。異種の文
化の接触が飲食文化にどのような相互影響を与えたかを分析する。　

第６週 カレーがイギリス料理になる
(1)

イギリス人は基本的に保守的な人種である。そんなかれらが支配者となってイン
ドへやってきて、本国と同じようなものを食べようとどれほど懸命な努力をした
か。それが結局不可能だと悟ったとき、かれらは渋々現地の料理を自分たちの口
に合うように取り入れようとする。これが「カレー」の始まりである。こうして
生まれたカレーが本国イギリスにもたらされて、どのように国民食として定着し
てゆくかを分析する。

第５週 カレーと西洋の接触(4) 第１クール。インドのカレーといっても昔から統一されたスタンダードがあった
わけではない。各地域の文化的特性が反映された多様なバリエーションがあった
のである。ここに一定のフォーマット化が行われたのは、ポルトガル人、イギリ
ス人などがインドへ到来して植民地支配をはじめて以来といってよい。異種の文
化の接触が飲食文化にどのような相互影響を与えたかを分析する。　

第９週 カレーがイギリス料理になる
(3)

イギリス人は基本的に保守的な人種である。そんなかれらが支配者となってイン
ドへやってきて、本国と同じようなものを食べようとどれほど懸命な努力をした
か。それが結局不可能だと悟ったとき、かれらは渋々現地の料理を自分たちの口
に合うように取り入れようとする。これが「カレー」の始まりである。こうして
生まれたカレーが本国イギリスにもたらされて、どのように国民食として定着し
てゆくかを分析する。　

第８週 前半の内容確認 前半の内容確認のための小テストを実施する

第７週 カレーがイギリス料理になる
(2)

イギリス人は基本的に保守的な人種である。そんなかれらが支配者となってイン
ドへやってきて、本国と同じようなものを食べようとどれほど懸命な努力をした
か。それが結局不可能だと悟ったとき、かれらは渋々現地の料理を自分たちの口
に合うように取り入れようとする。これが「カレー」の始まりである。こうして
生まれたカレーが本国イギリスにもたらされて、どのように国民食として定着し
てゆくかを分析する。　

第10週 カレーがイギリス料理になる
(4)

イギリス人は基本的に保守的な人種である。そんなかれらが支配者となってイン
ドへやってきて、本国と同じようなものを食べようとどれほど懸命な努力をした
か。それが結局不可能だと悟ったとき、かれらは渋々現地の料理を自分たちの口
に合うように取り入れようとする。これが「カレー」の始まりである。こうして
生まれたカレーが本国イギリスにもたらされて、どのように国民食として定着し
てゆくかを分析する。　

第11週 日本式カレーの成立(1) 日本のカレーは本来イギリスに定着したカレーに由来するものである。つまり日
本人はカレーをダイレクトにインドから輸入したのではなく、イギリスを経由し
て受け入れたという背景がある。カレーの日本への定着を、近代化の流れに沿っ
て分析する。

第12週 日本式カレーの成立(2) 日本のカレーは本来イギリスに定着したカレーに由来するものである。つまり日
本人はカレーをダイレクトにインドから輸入したのではなく、イギリスを経由し
て受け入れたという背景がある。カレーの日本への定着を、近代化の流れに沿っ
て分析する。　

第15週 後半の内容確認 後半の内容確認のための小テストを実施する

第２週 カレーと西洋の接触(1) 第１クール。インドのカレーといっても昔から統一されたスタンダードがあった
わけではない。各地域の文化的特性が反映された多様なバリエーションがあった
のである。ここに一定のフォーマット化が行われたのは、ポルトガル人、イギリ
ス人などがインドへ到来して植民地支配をはじめて以来といってよい。異種の文
化の接触が飲食文化にどのような相互影響を与えたかを分析する。

第14週 日本式カレーの成立(4) 日本のカレーは本来イギリスに定着したカレーに由来するものである。つまり日
本人はカレーをダイレクトにインドから輸入したのではなく、イギリスを経由し
て受け入れたという背景がある。カレーの日本への定着を、近代化の流れに沿っ
て分析する。　

第13週 日本式カレーの成立(3) 日本のカレーは本来イギリスに定着したカレーに由来するものである。つまり日
本人はカレーをダイレクトにインドから輸入したのではなく、イギリスを経由し
て受け入れたという背景がある。カレーの日本への定着を、近代化の流れに沿っ
て分析する。　

履修するにあたって 評価に出席点は加味しない。受講態度が不良の場合は上記の条件を満たしていても単位を認めない。

第１クール。インドのカレーといっても昔から統一されたスタンダードがあった
わけではない。各地域の文化的特性が反映された多様なバリエーションがあった
のである。ここに一定のフォーマット化が行われたのは、ポルトガル人、イギリ
ス人などがインドへ到来して植民地支配をはじめて以来といってよい。異種の文
化の接触が飲食文化にどのような相互影響を与えたかを分析する。　



授業時間外に必要な学修 ノートを復習し小テストに備える。　（毎回１時間ほど）
提出課題など レポートもしくはノート。
成績評価方法・基準 授業内容確認小テスト２回40点×2＋レポート20点＝100点のうち60点の取得が最低合格ライン。小テスト

は模範解答を示す。小テスト、レポート共に返却しない。
テキスト 特になし。必要があれば、適宜指示する。
指定図書 特になし。必要があれば、適宜指示する。
参考書 特になし。必要があれば、適宜指示する。



授業科目名 ソーシャルワーク実習指導Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 相澤　譲治、大塚　美和子、川本　健太郎、九十九　綾子、橋本　力、水
上　然、宮崎　清恵

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

1

有瀬

講義授業の方法

本科目は、学部DP1及びDP2を目指している。この科目は、社会福祉士受験資格「ソーシャルワーク（相談援助）
実習」の実施後の事後学習に相当する科目である。ソーシャルワーク実習指導Ⅰ、ソーシャルワーク実習と本科
目は一連の科目である。　実習記録や実習体験を踏まえた課題の整理と実習総括レポートの作成を通して実習全
体を振りかえることが目的である。 なお、この科目の担当者は障害者福祉現場、高齢者福祉現場、児童福祉現
場、病院等において実務経験のある教員なので、より実践的な観点から福祉現場の状況等に関して解説するもの
とする。

授業の目的

学部DP２に掲げる社会福祉士の知識、態度である以下の内容の習得を目指す。①実習記録を客観的にふりかえ
り、自己洞察を深めることが出来る。（知識）②実習課題をふまえた各自の課題の整理が出来る。（知識）③実
習総括レポートの作成を通して、実習に望んだ態度を理解できる。（態度）

到達目標

社会福祉士、ソーシャルワーク実習、実習のまとめ授業のキーワード

事後学習の全体像を理解した後、各実習分野の担当教員のスーパービジョンを受けながら発表やレポートの作成
を実施する。

授業の進め方

第１回 評価全体総括会 実習終了後の自己評価の意義と方法を学ぶ

第５回～第７回 実習分野別報告会
第８回～第１０回 実習全体報告会 実習全体の報告会を実施し、お互いの実習状況を学びあう。(1)～(3)

第１４回 実習総括レポートの発表 各学生の実習総括レポートを発表することで、相互に意見交換を実施し、学びあ
う。

第１１回～第１３回 実習総括レポートの作成 実習総括レポートを作成しながら、実習自体のふりかえりを各自行う。(1)～(3)

第１５回 全体総括 実習報告をしながら、総合的な実習のふりかえりを各自行う。

授業時間外に必要な学修 事前学習としておおむね1時間、事後指導としておおむね1時間。
提出課題など 実習総括レポート。レポートは、各分野担当教員が、確認の上返却する。
成績評価方法・基準 実習報告・発表点 50%、レポート提出５０％によって総合的に評価する
テキスト ソーシャルワーク実習指導Ⅰaと同じ
指定図書
参考書

第２回～第４回 分野別総括会 分野別の事後指導を実施しながら、個人及びグループスーパービジョンを受ける
（１）~(3)

履修するにあたって

実習の分野別で報告会を実施し、学びあう。(1)～(3)



授業科目名 ソーシャルワーク実習 単位数

開講キャンパス代表教員 相澤　譲治、大塚　美和子、川本　健太郎、九十九　綾子、橋本　力、水
上　然、宮崎　清恵

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 集中講義

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

4

有瀬

実習授業の方法

　本科目は、学部DP2を目指している。この科目は、社会福祉士受験資格のための必修科目であり、学外での社会
福祉施設、福祉事務所、病院、社会福祉協議会等で実習を行う。　 社会福祉の実践現場における体験を通して、
社会福祉専門職として従事する上で必要な専門知識、専門援助技術、および関連知識の内容の理解を深めること
が目的である。また、職業価値・倫理を身につけ、福祉専門職としての自覚に基づいた行動ができることも目的
となる。さらに、医療・保健等の関連分野との連携のあり方、及びその具体的内容について実践的に理解し、技
術を習得することも目的である。 なお、この科目の担当者は障害者福祉現場、高齢者福祉現場、児童福祉現場、
病院等において実務経験のある教員なので、より実践的な観点から福祉現場の状況等に関して解説するものとす
る。

授業の目的

学部DP２に掲げる社会福祉士の知識、技能、態度の以下の項目の習得を目指す。①社会福祉専門職として従事す
る上での専門知識を習得できる。（知識）②社会福祉専門職として従事する上での専門援助技術を習得できる。
（技能）③社会福祉専門職として従事する上での職業価値、倫理を習得できる。（態度）④医療・保健等の関連
分野との連携のあり方と具体的内容を理解できる。（知識）

到達目標

職場実習、職種実習、ソーシャルワーク実習、個別支援計画の立案授業のキーワード

実習先の実習担当指導者の実習指導とともに実習担当教員によるスーパービジョンを受けながら実習を実施す
る。

授業の進め方

1日目 ソーシャルワーク実習の内容理
解

ソーシャルワーク実習の実施にあたって実習先から詳細な説明等を得る

１１日目～１２日目 職種実習とそのふりかえり

１３日目～２3日目 ソーシャルワーク実習とそのふ
りかえり

ソーシャルワーク実習の第３段階であるソーシャルワーク実習を実施し、個別支
援計画の立案等を行う。同時に、実習指導者と実習担当教員のスーパービジョン
を受ける。

授業時間外に必要な学修 各回の実習で実施される関連科目・講義について予習を行うこと（60分程度）。帰校日指導や巡回指導の
報告書をもとに、作成しておくこと。その時間は実習中に指示する。

提出課題など 実習記録、実習評価レポートの提出を求める。実習レポートは、各分野担当の教員がコメントの上、返却
する。

成績評価方法・基準 実習記録の記載状況20%、担当教員による学内・巡回指導時の評価５0%、及び実習先の評価３0%により、
総合的に評価する。

テキスト 相澤譲治、九十九綾子編『相談援助実習』　電気書院
指定図書
参考書

２日目～１０日目 職場実習とそのふりかえり ソーシャルワーク実習の第１段階である職場実習をおこない、実習指導者と実習
担当教員のスーパービジョンを実施する。

履修するにあたって 適宜、必要に応じて参考資料を配布する。

ソーシャルワーク実習の第２段階である職種実習をおこない、実習指導者と実習
担当教員によるスーパービジョンを実施する。



授業科目名 介護実習 単位数

開講キャンパス代表教員 相澤　譲治

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 集中講義

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

1

有瀬

実習授業の方法

本科目は、DP３とDP4を目指している。この科目は、教員の免許資格のための必修科目である。これまで学修した
社会福祉の専門科目をふまえて、主に介護現場での社会福祉総合実習を実施する。特に３年生夏季集中のソー
シャルワーク実習の学びとも関連させながら、基本的介護技術の習得を目指す。 具体的には、特別養護老人ホー
ムにおいて介護担当職員のスーパービジョンを受けながら、基本介護技術、個別的介護技術、介護関連援助技術
を体験することが目的である。  なお、この科目の担当者は福祉現場での実務経験のある教員なので、より実践
的な観点から福祉現場の状況等について解説するものとする。

授業の目的

①介護現場の現状と課題を説明できる。（知識）②介護の基本的な留意点を理解できる。（態度）③介護現場で
の基本的介護技術の習得ができる。（技能）

到達目標

介護、介護技術授業のキーワード

実習先の実習担当者や現場職員の指導を受けながら、体験実習を実施する。授業の進め方

1日目 介護実習の目的と方法 介護実習を進めるにあたっての目的と方法を学修する。

授業時間外に必要な学修 実習に関連する科目・講義について予習を行うこと（60分程度）。実習先の理念、特色、職員配置等を事
前に調べておくこと。その内容等は、事前に指示する。

提出課題など 介護実習体験レポート。提出後、内容を確認し、コメントを付して返却する。
成績評価方法・基準 実習報告レポートの提出と内容（５０％）、実習報告（５０％）
テキスト
指定図書
参考書 『よくわかる社会福祉施設』全国社会福祉協議会、全国特別支援学校長会編『介護等体験ガイドブック』

ジアース教育新社

２日目～5日目 基本介護技術、個別介護技術等
の習得

実習担当職員等の指導を受けながら、基本的、個別的な介護技術や介護関連援助
技術を習得する。

履修するにあたって



授業科目名 ソーシャルワーク実習指導Ⅰａ 単位数

開講キャンパス代表教員 相澤　譲治、大塚　美和子、川本　健太郎、九十九　綾子、橋本　力、藤
田　裕一、水上　然、宮崎　清恵

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

1

有瀬

講義授業の方法

本科目は、学部DP1及びDP2を目指している。この科目は、社会福祉士受験科目の必修科目「相談援助（ソーシャ
ルワーク）実習」を実施するための事前学習の科目である。相談援助（ソーシャルワーク）実習の実施にあた
り、実習の意義と目的、実習の基本的前提、実習記録の書き方、個別支援計画の立案、スーパービジョンの基本
のほか実習実施の基本的留意点について理解できることが目的である。　なお、この科目の担当者は障害者福祉
現場、高齢者福祉現場、児童福祉現場、病院等において実務経験のある教員なので、より実践的な観点から福祉
現場の状況等に関して解説するものとする。

授業の目的

学部DP2に掲げる社会福祉士の知識や技能である以下の内容の習得を目指す。①実習の意義と目的が説明できる。
（知識）②事前学修の目的と内容が説明できる。（知識）③実習記録の書き方の基本が理解できる。（技能）④
個別支援計画の内容が説明できる。（知識）⑤実習の基本的な留意点を説明できる。（知識）⑥実習に出るため
の最低限の基本的知識を身につけていることを示すことが出来る(知識）

到達目標

ソーシャルワーク実習、事前学習授業のキーワード

テキストの内容を中心にしながら、随時資料を配布する。授業の進め方

第1回 新教育課程におけるソーシャル
ワーク実習

ソーシャルワーク実習は、新教育課程ではどのような位置づけとなっているの
か、社会福祉士養成の成立事情と課題をふまえ学ぶ。

第3回 ソーシャルワーク実習の目的
第4回 ソーシャルワーク実習の内容 ソーシャルワーク実習の具体的内容を詳細に学ぶ。

第6回 ソーシャルワークの価値と倫理 ソーシャルワークの価値と倫理について、詳細に学び、それらが実習においてな
ぜ不可欠なのかを確認する。

第5回 ソーシャルワーク実習への基本
的前提

ソーシャルワーク実習の基本的前提としての社会的マナーを中心に学ぶ。

第9回 ソーシャルワーク実習における
配属実習

ソーシャルワーク実習における配属実習のプロセスを学ぶ。

第8回 社会福祉専門職としての実習
（２）

相談援助実習の職場実習、職種実習、ソーシャルワーク実習の目標と内容を理解
する。

第7回 社会福祉専門職としての実習
(1)

社会福祉専門職としての学習がソーシャルワーク実習であることを学ぶ。

第10回 事前学習の目的と内容 事前学習の目的と内容を学ぶ。
第11回 事前学習と実習の紹介 ４年生から事前学習と実習について具体的内容を学ぶ。
第12回 配属実習の目的 配属実習の目的と内容を学ぶ。

第15回 実習のスーパービジョン 実習中のスーパービジョンの方法と内容を学ぶ。

授業時間外に必要な学修 事前学習として、おおむね１時間、事後学習としておおむね1時間。また、現場の状況を理解するために
出来る限りさまざまな福祉現場での自主的な体験学習を推奨する。

提出課題など 随時、レポート課題の提出を求める。レポートはコメントの上、返却する。
成績評価方法・基準 授業への取り組み３０％、レポート内容２０％、基礎知識確認テスト５０％
テキスト 相澤譲治、九十九綾子編著　『相談援助実習』　電気書院
指定図書
参考書 随時、紹介する。

第2回 社会福祉士の専門性 社会福祉士の専門性の３要素を詳細に学ぶ。

第14回 個別支援計画の立案 実習内容のん加で重要な課題である個別支援計画の立案について学ぶ。
第13回 実習記録の書き方と留意点 日々の実習記録の書き方と文章表現の留意点を学ぶ。

履修するにあたって 実習に望むにあたっての重要な科目である。真摯な受講姿勢を望む。

ソーシャルワーク実習の目的を明確に学ぶ。



授業科目名 教職実践演習（中・高教諭） (資格) 単位数

開講キャンパス代表教員 有本　貴美子

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義、演習授業の方法

　この科目は、人文学科ディプロマポリシーのうち「学校教育の目的や目標、地域社会の課題を理解し、さまざ
まな要求や問題解決に取り組み、知識や技能の伸長を図る社会人として活躍する」ことを目指して実施される。
　この科目は教職課程のこれまでの授業科目の履修や教育実習、その他の様々な活動を通じて、学生が身に付け
た資質能力が、教員として最小限必要な資質能力として形成されているかについて、本学が養成する教員像や到
達目標等に照らして最終的に確認するものであり、いわば全学年を通じた「学びの軌跡の集大成」として位置付
けられるものである。学生はこの科目の履修を通じて、将来、教員になる上で、自分自身の課題を自覚し、必要
に応じて不足している知識や技能等を補い、その定着を図ることにより、教職生活をより円滑にスタートできる
ようになることが期待される。　授業の目的は以下の通りである。　（１）教職者としての使命感や責任感、教
育的愛情等を身に付ける。　（２）教職者としての社会性や対人関係能力を身に付ける。　（３）生徒理解や学
級経営等に関する知識・能力を身に付ける。 　（４）教科内容等の指導力に関する知識・能力を身に付ける。　
なお、この科目の担当者は、中学校・高等学校で国語科教諭として30余年勤務し、現在は引き続き非常勤講師と
して勤める、実務経験のある教員である。したがって、授業内では、必要に応じて教育現場での具体的な事例な
ども交えつつ、実務的な見地から国語教育について解説・講義する機会を設けたい。

授業の目的

（１）使命感や責任感、教育的愛情等に関する事項　・教育に対する使命感や情熱を持ち、常に子どもから学
び、共に成長しようとする姿勢が身に　　付いている。　・高い倫理観と規範意識、困難に立ち向かう強い意志
を持ち、自己の職責を果たすことができ　　る。　・子どもの成長や安全、健康を第一に考え、適切に行動する
ことができる。（２）社会性や対人関係能力に関する事項　・教員としての職責や義務の自覚に基づき、目的や
状況に応じた適切な言動をとることができ　　る。　・組織の一員としての自覚を持ち、他の教職員と協力して
職務を遂行することができる。　・保護者や地域の関係者と良好な人間関係を築くことができる。（３）生徒理
解や学級経営等に関する事項　・子どもに対して公平かつ受容的な態度で接し、豊かな人間的交流を行うことが
できる。　・子どもの発達や心身の状況に応じて、抱える課題を理解し、適切な指導を行うことができ　　る。
　・子どもとの間に信頼関係を築き、学級集団を把握して、規律ある学級経営を行うことができ　　る。（４）
教科内容等の指導力に関する事項　・教科書の内容を理解しているなど、学習指導の基本的事項（教科等の知識
や技能など）を身　　に付けている。　・板書、話し方、表情など授業を行う上での基本的な表現力を身に付け
ている。　・子どもの反応や学習の定着状況に応じて、授業計画や学習形態等を工夫することができる。

到達目標

教育、教職、実践授業のキーワード

・教育実習その他の教育活動で各自が実践したことをテーマ別に振り返り、発表と討論を通じて考えを深めてい
く。・また、講義形式で、具体例を挙げながら現代の教育の問題点を解説し理解を促す。・毎回、振り返りシー
トを記入し、各自の考えをまとめる。次の時間の初めに共有する。・最終回には、これから教育実習を経験する
後輩に向けてのアドバイスをまとめ、発表する。

授業の進め方

第1回 授業を始めるにあたって 　授業の目的、目標、進め方などについてのガイダンス。　教育実習及びこれま
での大学での学びで得られたことについて振り返り、教職に対する自身の意識を
確認する。

第3回 部活動の指導

第4回 教職員との相互協力 　教育実習で、指導教員その他の教職員、他の教育実習生とどのように関わった
かを振り返る。「アドバイスに耳を傾けるとともに理解や協力を得ることができ
たか」「独善的にならず協調性や柔軟性を持って、授業や学級の運営に当たるこ
とができたか」という観点で話し合う。「授業の目的」(２)に対応。

第6回 学級経営 　教育実習の時、学級の指導で困ったこと・苦労したことを報告し話し合う。ま
た、対処がうまくできた時の各自の工夫も紹介し、情報を共有しお互いに理解し
合う。「授業の目的」(３)に対応。

第5回 生徒理解 　教育実習の時の生徒との関係を振り返り、「生徒たちと親しみを持って接する
ことができたか」「生徒の声を真摯に受け止め、公平かつ受容的な態度で接する
ことができるか」といった観点から自己評価を行い、よりよい関係性を探求して
いく。「授業の目的」(３)に対応。

第9回 使命感・責任感、倫理観、教育
的愛情

　教育実習を含めたこれまでの学びを振り返り、教職者として「誠実、公平かつ
責任感を持って児童・生徒に接し、彼らから学び、共に成長しようとする意識を
持って、指導に当たることができるか」という観点から自己評価を行い、さらに
成長するためには何が必要かについて考察を深める。「授業の目的」(１)に対
応。

第8回 魅力的な先生とは 　教育実習でお世話になった先生、自分が小・中・高でお世話になった先生を思
い出し、目標あるいはあこがれとする先生の、どのような点を見習いたいかを討
論し、自分たちがめざす先生像を模索する。「授業の目的」(１)(４)に対応。

第7回 学校に関わるボランティア活動 　これまでに経験した、学校や児童生徒に関係するボランティア活動について、
経験者からの発表を聞く。経験の中で学んだこと反省したことなどを紹介し、他
の学生からの質問疑問に答える。教育実習以外の児童生徒と関わる実践の機会か
ら得るものを確認し合う。「授業の目的」(１)(３)に対応。

第10回 新学習指導要領の実施と高校国
語の科目再編の行方

　前半は講義形式で行い、新学習指導要領の概略と高校国語の科目再編について
理解を深める。後半は、高校国語科目の選択科目「論理国語」と「文学国語」を
巡る議論に言及し、著名三氏の意見をふまえて、各自の考えをまとめる。「授業
の目的」(４)に対応。

第11回 自然災害時の対応 　阪神・淡路大震災の時の、児童生徒に対する対応や避難所になった学校の事例
などについて、講義担当者が自身の体験や市内の学校の様子などを示し、予期で
きぬ出来事への対応・心構えを考察する。「授業の目的」(１)(２)に対応。

第12回 保護者・地域社会との向き合い
方

　新聞記事や講義担当者の体験談から様々な事例を知り、対応の仕方を考える。
教職者として「保護者や地域の関係者の意見・要望に耳を傾けるとともに、連
携・協力しながら、課題に対処することができるか」といった観点に立って自己

第2回 教育実習の省察と自己研鑽 　教育実習時を振り返りながら、「自身の準備不足を痛感し反省したことはな
かったか」、「その解決に向けてどのように努力したか」などについて自己評価
を行い、これらの点において成長するためには何が必要かを考察する。「授業の
目的」(１)に対応。

履修するにあたって ・このシラバスを読み、各回の主題について真摯な態度で取り組む心構えを持つ。・授業計画は、実際の授業の
進度に応じて順序を変更する場合がある。・原則、欠席をしないよう心がける。・提出物はフィードバックに利
用する場合がある（全体に配布・掲示する場合には、氏名・学籍番号等が分からないように加工する）。　　・
教育実習で使用した実習ノート、研究授業の指導案、教職ポートフォリオ等を各自保管し、適宜持参できるよう
にしておくこと。

　教育実習で携わった実習校での部活動での、生徒や顧問の先生などとの関わり
を各自発表し、質疑応答の形式で進める。「授業の目的」(２)(３)に対応。



評価をし、さらなる成長をめざす。「授業の目的」（２）に対応。

第15回 まとめ 　教育実習とこの授業全体を通してわかった課題点を分析し、今後教職を目指す
後輩たちにアドバイスとしてまとめ、発表をする。

授業時間外に必要な学修 　授業時間外に必要な学修の目安となる時間は、１回あたり３時間程度である。　授業前には、教育実習
ノートや学修ポートフォリオ等に基づき、これまでの学びを丁寧に振り返り、自己分析を行った上で、メ
モにまとめておく必要がある。また、授業後には、授業内容を実践記録としてまとめ、分析を加える必要
がある。

提出課題など 　毎時間、授業内容に基づく実践報告の提出を求める。この内容については提出後、次時にその主なもの
を紹介してフィードバックする。　また、次回のテーマを示すので、そのテーマについて各自発言できる
ように準備をしてくる必要がある。　冬季休暇には、以下の課題を与える。第15回に提出。　　① 「教
職を学ぶことで自身が成長したこと・得たことを、今後の教師としての生活にどのよう　　　に活かして
いきたいか」を考察する。（Ａ４用紙1枚）　　② 第15回に発表できるように、 自身の課題点を分析し
後輩へのアドバイスを800字程度にまとめる。

成績評価方法・基準 　授業時の討議や発言、発表、他の受講生との意見交換等の内容を５０％、実践報告・課題の内容を
５０％とする。評価基準は「到達目標」（１）～（４）である。

テキスト 　レジメを使用する。
指定図書
参考書

第14回 不登校・いじめ等の諸問題につ
いて

　不登校・いじめ等の諸問題について、授業担当者の体験を聞き、その対応につ
いての基本的な立場について考える。「授業の目的」(１)(３)に対応。

第13回 教職者（社会人）としての自己
形成

　教職者としてのキャリア形成を、初任期から退職までの流れを背景として学
ぶ。その上で、教職者としてまた社会人として、一生涯にわたって社会に貢献す
る意識を持つ。教職を学ぶことで自身が成長したこと・得ることができた知識・
経験・体験を振り返る。「授業の目的」(１)(２)に対応。



授業科目名 経営史総論Ⅱ （B）【20】 単位数

開講キャンパス代表教員 赤坂　義浩

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義形式で行います。授業の方法

　本講義は、経営学部ディプロマポリシーの第1項「現代の企業経営に関する基本的知識を学修し、ビジネス全般
にわたって活用するために有用な知識を総合的に学修する」ための科目と位置づけられ、履修系統図（カリキュ
ラ・マップ）の経営・商学コース1年次コース別選択必修科目であり、1年次配当科目「入門的な科目で経営学の
基礎を学修」することを目的とする科目のひとつに位置づけられる。　具体的には、日本の経済発展、経営発展
の過程において、企業経営の様々な制度や技術がどのような条件で、どのように形成されたのかということを学
ぶことができる。それによって、受講者が、企業という組織の仕組みについて、より深く理解できるようになる
ことが、本講義の目的である。

授業の目的

受講者は、企業経営の諸制度が歴史的にどのように形成されて来たのかについて学ぶことで、歴史的な視点で現
状を理解出来るようになることが目標である。

到達目標

経営史、株式会社制度、近代産業、企業者史学、政府・企業間関係、政商・財閥論授業のキーワード

毎回、参考プリントを配布し、随時史料、写真、図表を提示しながらビジュアルに学んで行く。また、講義中に
重要なポイントについて、受講者に質問を行う。

授業の進め方

第１回　 ガイダンス　 後期の「経営史総論Ⅱ」の内容、成績評価方法などについて説明する。

第３回　　 幕末～維新期の経営(1)

第４回　 幕末～維新期の経営(2) 幕末～維新期の変革期に生き残った商家の１つである住友家を事例に、広瀬宰平
の経営再建の取り組みについて学ぶ。さらに、三野村と広瀬の企業者活動から、
変革期の企業経営に必要なこととは何かについて学ぶ。

第６回　 近代銀行制度の創設と株式会社
－国立銀行

日本初の本格的な株式会社は、国立銀行であった。今回は、知識として広まった
株式会社制度が、どのように活用され、どのように株式会社の設立が進んでいっ
たか、について学ぶ。

第５回　 株式会社制度の認識－書籍と近
代法典整備

日本経済の近代化＝近代産業の創設と発展には、ソフトとしての会社制度、特に
株式会社制度が不可欠であった。しかし、江戸時代に商家組織、共同出資ビジネ
スの発展が見られてもなお、会社組織そのものは、当時の日本人には新奇なもの
であった。そこでこの回では、まず知識として株式会社制度がどのように認識、
理解されていったのかについて学ぶ。　

第９回　 「鉄道熱」と株式市場の発展 日本初の私鉄である日本鉄道の経営的成功により、1880年代後半以降、各地で鉄
道会社の設立が相次いだ。いわゆる「鉄道熱」と呼ばれる鉄道会社設立ブーム
は、日本の株式市場の発展に大きく貢献した。この回は、鉄道会社設立ブームが
株式市場の発展にどのように貢献したのかについて学ぶ。

第８回　 日本における株式会社制度の普
及過程（２）私鉄会社の設立

株式会社制度を活用した近代産業の創設事例として、鉄道事業の創設と展開につ
いて学ぶ。

第７回　　　 日本における株式会社制度の普
及過程（１）近代紡績業

株式会社制度を活用して、日本にも近代産業企業が次々と創設されていった。そ
の先駆的事例として、近代紡績業を事例に、日本における株式会社制度と近代産
業の創設、定着過程について学ぶ。

第10回　　　 岩崎弥太郎の企業者活動と新興
企業家

幕末から明治期にかけて、近代産業の分野でリスクをとって起業する、いわゆる
新興企業家とはどのような人たちなのか。三菱財閥の創業者岩崎弥太郎の事例を
もとに、新興企業家の企業者活動とその特徴について学ぶ。

第11回　　 政商の経済合理性 近代化の初期時点では、どの国でもいわゆる「政商」と呼ばれる人々が生まれて
いる。彼らの存在は、非合理的だと言われて来たが、果たして本当にそうであろ
うか。政商が日本経済の近代化に果たした役割、経済合理性について学ぶ。

第12回　　 明治前・中期の新興企業家
（１）

「長者番付」データの分析により、幕末～明治期にかけての企業家の変遷につい
て学ぶ。

第15回 明治の企業家精神 日本経済の近代化を担った新興企業家たちは、どこから生まれて来て、どのよう
な企業家精神の持ち主だったのだろうか。最後に、新興企業家と、彼らの企業家
精神の源泉について学ぶ。

授業時間外に必要な学修 　受講に際しては、必ず講義ノートを作成し、毎回講義内容について必ず復習をしておくこと。定期試験
実施時には、定期試験対策として、総復習をすること。

提出課題など 特に予定していない。
成績評価方法・基準 定期試験の成績によって評価する。100点満点で採点し、得点に応じて成績評価を行う。　
テキスト なし
指定図書 なし
参考書 宮本又郎編『日本をつくった企業家』、宮本又郎、平野恭平ほか編『１からの経営史』（碩学社）

第２回　 開港と近代化の初期条件 ペリー来航と幕府の開国の決断から日本の近代化の道のりが始まる。果たして日
本は欧米諸国に比べてどれくらい遅れていたのか。日本がその後埋めなければな
らなかった欧米諸国とのギャップ、近代化の初期条件について学ぶ。

第14回　 明治前・中期の新興企業家
（３）

明治前・中期の新興企業家の５類型のうち、「３．技術者・職人出身の企業
家」、「４．社会的企業家」、「５．財界指導者（ビジネスリーダー）」の企業
者活動について学ぶ。

第13回　 明治前・中期の新興企業家
（２）

幕末～明治前・中期の新興企業家は、５つのタイプに分類できる。この回では、
そのうち、「１．旧商家を近代企業に再建した企業家」、「２．徒手空拳のベン
チャー企業家」の企業者活動について学ぶ。

履修するにあたって 定期試験は講義内容から出題するので、受講者は、講義時には必ずノートを取ること。講義中、私語、携帯電話
の使用等の授業妨害は厳禁する。講義資料は、講義担当者が随時配布する。

幕末から維新期には、社会経済が大きく変化した。そのとき、多くの商家が市場
から退場を迫られる一方、生き残ることが出来た商家もあった。両者の違いはど
こにあったのかについて、三井家の事業再建を行った三野村利左衛門の事例から
学ぶ。



授業科目名 経営史総論Ⅱ （A） 単位数

開講キャンパス代表教員 赤坂　義浩

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義形式で行います。授業の方法

　本講義は、経営学部ディプロマポリシーの第1項「現代の企業経営に関する基本的知識を学修し、ビジネス全般
にわたって活用するために有用な知識を総合的に学修する」ための科目と位置づけられ、履修系統図（カリキュ
ラ・マップ）の経営・商学コース1年次コース別選択必修科目であり、1年次配当科目「入門的な科目で経営学の
基礎を学修」することを目的とする科目のひとつに位置づけられる。　具体的には、日本の経済発展、経営発展
の過程において、企業経営の様々な制度や技術がどのような条件で、どのように形成されたのかということを学
ぶことができる。それによって、受講者が、企業という組織の仕組みについて、より深く理解できるようになる
ことが、本講義の目的である。

授業の目的

受講者は、企業経営の諸制度が歴史的にどのように形成されて来たのかについて学ぶことで、歴史的な視点で現
状を理解出来るようになることが目標である。

到達目標

経営史、株式会社制度、近代産業、企業者史学、政府・企業間関係、政商・財閥論授業のキーワード

毎回、参考プリントを配布し、随時史料、写真、図表を提示しながらビジュアルに学んで行く。また、講義中に
重要なポイントについて、受講者に質問を行う。

授業の進め方

第１回　 ガイダンス　 後期の「経営史総論Ⅱ」の内容、成績評価方法などについて説明する。

第３回　　 幕末～維新期の経営(1)

第４回　 幕末～維新期の経営(2) 幕末～維新期の変革期に生き残った商家の１つである住友家を事例に、広瀬宰平
の経営再建の取り組みについて学ぶ。さらに、三野村と広瀬の企業者活動から、
変革期の企業経営に必要なこととは何かについて学ぶ。

第６回　 近代銀行制度の創設と株式会社
－国立銀行

日本初の本格的な株式会社は、国立銀行であった。今回は、知識として広まった
株式会社制度が、どのように活用され、どのように株式会社の設立が進んでいっ
たか、について学ぶ。

第５回　 株式会社制度の認識－書籍と近
代法典整備

日本経済の近代化＝近代産業の創設と発展には、ソフトとしての会社制度、特に
株式会社制度が不可欠であった。しかし、江戸時代に商家組織、共同出資ビジネ
スの発展が見られてもなお、会社組織そのものは、当時の日本人には新奇なもの
であった。そこでこの回では、まず知識として株式会社制度がどのように認識、
理解されていったのかについて学ぶ。　

第９回　 「鉄道熱」と株式市場の発展 日本初の私鉄である日本鉄道の経営的成功により、1880年代後半以降、各地で鉄
道会社の設立が相次いだ。いわゆる「鉄道熱」と呼ばれる鉄道会社設立ブーム
は、日本の株式市場の発展に大きく貢献した。この回は、鉄道会社設立ブームが
株式市場の発展にどのように貢献したのかについて学ぶ。

第８回　 日本における株式会社制度の普
及過程（２）私鉄会社の設立

株式会社制度を活用した近代産業の創設事例として、鉄道事業の創設と展開につ
いて学ぶ。

第７回　　　 日本における株式会社制度の普
及過程（１）近代紡績業

株式会社制度を活用して、日本にも近代産業企業が次々と創設されていった。そ
の先駆的事例として、近代紡績業を事例に、日本における株式会社制度と近代産
業の創設、定着過程について学ぶ。

第10回　　　 岩崎弥太郎の企業者活動と新興
企業家

幕末から明治期にかけて、近代産業の分野でリスクをとって起業する、いわゆる
新興企業家とはどのような人たちなのか。三菱財閥の創業者岩崎弥太郎の事例を
もとに、新興企業家の企業者活動とその特徴について学ぶ。

第11回　　 政商の経済合理性 近代化の初期時点では、どの国でもいわゆる「政商」と呼ばれる人々が生まれて
いる。彼らの存在は、非合理的だと言われて来たが、果たして本当にそうであろ
うか。政商が日本経済の近代化に果たした役割、経済合理性について学ぶ。

第12回　　 明治前・中期の新興企業家
（１）

「長者番付」データの分析により、幕末～明治期にかけての企業家の変遷につい
て学ぶ。

第15回 明治の企業家精神 日本経済の近代化を担った新興企業家たちは、どこから生まれて来て、どのよう
な企業家精神の持ち主だったのだろうか。最後に、新興企業家と、彼らの企業家
精神の源泉について学ぶ。

授業時間外に必要な学修 　受講に際しては、必ず講義ノートを作成し、毎回講義内容について必ず復習をしておくこと。定期試験
実施時には、定期試験対策として、総復習をすること。

提出課題など 特に予定していない。
成績評価方法・基準 定期試験の成績によって評価する。100点満点で採点し、得点に応じて成績評価を行う。　
テキスト なし
指定図書 なし
参考書 宮本又郎編『日本をつくった企業家』、宮本又郎、平野恭平ほか編『１からの経営史』（碩学社）

第２回　 開港と近代化の初期条件 ペリー来航と幕府の開国の決断から日本の近代化の道のりが始まる。果たして日
本は欧米諸国に比べてどれくらい遅れていたのか。日本がその後埋めなければな
らなかった欧米諸国とのギャップ、近代化の初期条件について学ぶ。

第14回　 明治前・中期の新興企業家
（３）

明治前・中期の新興企業家の５類型のうち、「３．技術者・職人出身の企業
家」、「４．社会的企業家」、「５．財界指導者（ビジネスリーダー）」の企業
者活動について学ぶ。

第13回　 明治前・中期の新興企業家
（２）

幕末～明治前・中期の新興企業家は、５つのタイプに分類できる。この回では、
そのうち、「１．旧商家を近代企業に再建した企業家」、「２．徒手空拳のベン
チャー企業家」の企業者活動について学ぶ。

履修するにあたって 定期試験は講義内容から出題するので、受講者は、講義時には必ずノートを取ること。講義中、私語、携帯電話
の使用等の授業妨害は厳禁する。講義資料は、講義担当者が随時配布する。

幕末から維新期には、社会経済が大きく変化した。そのとき、多くの商家が市場
から退場を迫られる一方、生き残ることが出来た商家もあった。両者の違いはど
こにあったのかについて、三井家の事業再建を行った三野村利左衛門の事例から
学ぶ。



授業科目名 英語会話Ⅱ （Ｃ） 単位数

開講キャンパス代表教員 荒島　千鶴、壱岐尾　純子

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜2限 金曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

さまざまなジャンルのトピックについて自らの考え方を発信したり議論できるようにし、同時に相手が発信する
内容に従って会話をさらに発展させたり、効果的に発表できることも含めて演習を行う。リスニング(Input活動)
については、次に発話することの準備として、アクティブに音声を聞き取ることができるような演習を行う。
　　　

授業の方法

この授業ではディプロマポリシーの「1.実践的で高度な外国語の運用ができる」、「2.他者と協調、協働できる
コミュニケーション力を持つことができる」、「3.言語の基礎にある多様な社会、文化、歴史、政治、経済など
について幅広い知識や教養を身に付けることができる」、「4.教育現場で有効な、英語に関する体系的で専門的
な知識と指導法を習得することができる」ことを目的としている。留学時に必要となる英語でのコミュニケー
ション力を向上させる。

授業の目的

・さまざまなトピックについて自分の考えを英語で表現できるようになる。・さまざまなトピックについて英語
で聞いた内容を理解でき、概略を再現できるようになる。・自らの意見を述べるため、自分の議論に必要な部分
をしっかり把握して聞くことができるようになる。・対話の相手にとって聞き取りやすい英語で発話できるよう
になる。・英語で話すべき内容の骨格となる構成をしっかり把握して口頭表現ができるようになる。・相手が
言った内容をパラフレーズして繰り返し、さらに自分の意見を加えることができるようになる。　

到達目標

アクティブリスニング　　プレゼンテーション　　対話　　内容構成　　語彙　　発音　　　授業のキーワード

週2回の授業の内、週1回は日常会話・スピーチ・プレゼンテーションの基礎を学ぶ input中心の授業とする。週1
回はinput活動で得た知識を元に discussion、 pair work、 presentation などを行うoutput中心の授業とす
る。　　

授業の進め方

第1回 Orientation Review of course goals and assignments

第3回 Technology (2)
第4回 Technology (3) Presentation input

第6回 Entertainment (1) Passage input
第5回 Technology (4) Presentation output

第9回 Entertainment (4) Presentation output
第8回 Entertainment (3) Presentation input　
第7回 Entertainment (2) Passage output(Critical thinking and discussion)

第10回 International affairs (1) Passage input

第27回 Presentation preparation Grammar check、 Recording

第11回 International affairs (2) Passage output(Critical thinking and discussion)

第28回 Presentation Individual PPT Presentation video、 Evaluation

第30回 Letter to myself (2) Letter to myself (2) Presentation
第29回 Letter(2) Preparation Letter(2) Preparation

第12回 International affairs (3) Presentation input　

第15回 Personal finance (2) Passage output(Critical thinking and discussion)

第17回 Personal finance (4) Presentation output
第16回 Personal finance (3) Presentation input　

第20回 Health (3) Presentation input　
第19回 Health (2) Passage output(Critical thinking and discussion)
第18回 Health (1) Passage input

第21回 Health (4) Presentation output

第23回 Diversity (2) Passage output(Critical thinking and discussion)
第22回 Diversity (1) Passage input

第24回 Diversity (3) Presentation input　

第26回 Versant test PPT Preparation
第25回 Diversity (4) Presentation output

授業時間外に必要な学修 毎回、予習、小テストやプレゼンの準備に最低1時間、既習事項の復習などに最低1時間の学修を必要とす
る。 　　

提出課題など プレゼン原稿、評価表の提出、リスニング課題等の提出を課す。また、これら提出物のフィードバックに
関しては、授業内外で実施する。

成績評価方法・基準 授業内活動 40%+40%Versant及びAcademic Express 20%
テキスト なし。必要な資料はウェブ上で配布する。
指定図書
参考書

第2回 Technology (1) Passage input

第14回 Personal finance (1) Passage input
第13回 International affairs (4) Presentation output

履修するにあたって この授業は演習中心の授業である。積極的に発話を行い、１時間の授業内でも進歩が実感できるように最大限の
努力をすること。　

Passage output(Critical thinking and discussion)



授業科目名 英語読解Ⅱ （Ｂ） 単位数

開講キャンパス代表教員 荒島　千鶴、海老原　由貴

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜1限 木曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義　演習授業の方法

この授業ではディプロマポリシーの中でも「1.実践的で高度な外国語の運用ができる」と「3.言語の基礎にある
多様な社会、文化、歴史、政治、経済などについて幅広い知識や教養を身に付けることができる」「4.教育現場
で有効な、英語に関する体系的で専門的な知識と指導法を習得することができる」ことを目的としている。英語
読解力を向上させる為に、基本的な英文法、英語構文、語彙、慣用表現を学習し、読解方略を効果的に使用して
様々なトピック、ジャンルの英文の精読と多読を行う。

授業の目的

・To learn efficient reading skills.・To build up English vocabulary and expressions as well as 
knowledge of English grammar.・To improve reading speed in English.

到達目標

精読　多読　読解方略　文法　語彙授業のキーワード

pair work、 group work、 lecture授業の進め方

第1回 Orientation Orientation

第3回 Technology (1)
第4回 Technology (2) Unit 7 Casual Reading、 Comparison and Contrast

第6回 Technology (4) Unit 7 Academic Reading　
第5回 Technology (3) Academic Express (37)～(39)

第9回 Entertainment (3) Academic Express (43)～(45)
第8回 Entertainment (2) Unit 8 Casual Reading、 Categorizing
第7回 Entertainment (1) Academic Express (40)～(42)

第10回 Entertainment (4) Unit 8 Academic Reading

第27回 Diversity (4) Unit 12 Paraphrasing

第11回 International affairs (1) Academic Express (46)～(48)

第28回 Reflection Reflection

第30回 Reflection Reflection
第29回 Academic Express Academic Express

第12回 International affairs (2) Unit 9 Casual Reading、 Sequencing

第15回 Personal finance (1) Unit 10 Casual Reading、 Inference 1

第17回 Personal finance (3) Unit 10 Academic Reading
第16回 Personal finance (2) Academic Express (52)～(54)

第20回 Health (2) Academic Express (58)～(60)
第19回 Health (1) Unit 11 Casual Reading、 Inference 2
第18回 Personal finance (4) Academic Express (55)～(57)

第21回 Health (3) Unit 11 Academic Reading

第23回 Diversity (1) Unit 12 Casual Reading
第22回 Health (4) Academic Express (61)～(63)

第24回 Diversity (2) Academic Express (64)～(66)

第26回 TOEIC TOEIC　
第25回 Diversity (3) Unit 12 Academic Reading

授業時間外に必要な学修 毎回、予習、宿題に最低1時間、既習事項の復習などに最低1時間の学修を必要とする。
提出課題など 授業での指示にしたがうこと。
成績評価方法・基準 60%  In-class30%  Homework10%  TOEIC IP Test　
テキスト 『able English Grammar 24Lessons』（第一学習社）ISBN978-4-8040-1590-3
指定図書
参考書

第2回 Orientation Orientation

第14回 International affairs (4) Academic Express (49)～(51)
第13回 International affairs (3) Unit 9 Academic Reading

履修するにあたって

Academic Express (34)～(36)



授業科目名 英語読解Ⅱ （Ｄ） 単位数

開講キャンパス代表教員 荒島　千鶴、壱岐尾　純子

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜2限 木曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義　演習授業の方法

この授業ではディプロマポリシーの中でも「1.実践的で高度な外国語の運用ができる」と「3.言語の基礎にある
多様な社会、文化、歴史、政治、経済などについて幅広い知識や教養を身に付けることができる」「4.教育現場
で有効な、英語に関する体系的で専門的な知識と指導法を習得することができる」ことを目的としている。英語
読解力を向上させる為に、基本的な英文法、英語構文、語彙、慣用表現を学習し、読解方略を効果的に使用して
様々なトピック、ジャンルの英文の精読と多読を行う。

授業の目的

・To learn efficient reading skills.・To build up English vocabulary and expressions as well as 
knowledge of English grammar.・To improve reading speed in English.

到達目標

精読　多読　読解方略　文法　語彙授業のキーワード

pair work、 group work、 lecture授業の進め方

第1回 Orientation Orientation

第3回 Technology (1)
第4回 Technology (2) Unit 7 Casual Reading、 Comparison and Contrast

第6回 Technology (4) Unit 7 Academic Reading　
第5回 Technology (3) Academic Express (37)～(39)

第9回 Entertainment (3) Academic Express (43)～(45)
第8回 Entertainment (2) Unit 8 Casual Reading、 Categorizing
第7回 Entertainment (1) Academic Express (40)～(42)

第10回 Entertainment (4) Unit 8 Academic Reading

第27回 Diversity (4) Unit 12 Paraphrasing

第11回 International affairs (1) Academic Express (46)～(48)

第28回 Reflection Reflection

第30回 Reflection Reflection
第29回 Academic Express Academic Express

第12回 International affairs (2) Unit 9 Casual Reading、 Sequencing

第15回 Personal finance (1) Unit 10 Casual Reading、 Inference 1

第17回 Personal finance (3) Unit 10 Academic Reading
第16回 Personal finance (2) Academic Express (52)～(54)

第20回 Health (2) Academic Express (58)～(60)
第19回 Health (1) Unit 11 Casual Reading、 Inference 2
第18回 Personal finance (4) Academic Express (55)～(57)

第21回 Health (3) Unit 11 Academic Reading

第23回 Diversity (1) Unit 12 Casual Reading
第22回 Health (4) Academic Express (61)～(63)

第24回 Diversity (2) Academic Express (64)～(66)

第26回 TOEIC TOEIC　
第25回 Diversity (3) Unit 12 Academic Reading

授業時間外に必要な学修 毎回、予習、宿題に最低1時間、既習事項の復習などに最低1時間の学修を必要とする。
提出課題など 授業での指示にしたがうこと。
成績評価方法・基準 60%  In-class30%  Homework10%  TOEIC IP Test　
テキスト 『able English Grammar 24Lessons』（第一学習社）ISBN978-4-8040-1590-3
指定図書
参考書

第2回 Orientation Orientation

第14回 International affairs (4) Academic Express (49)～(51)
第13回 International affairs (3) Unit 9 Academic Reading

履修するにあたって

Academic Express (34)～(36)



授業科目名 英語表現Ⅱ （Ｅ） 単位数

開講キャンパス代表教員 荒島　千鶴、壱岐尾　純子

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜1限 金曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

演習授業の方法

この授業ではディプロマポリシーの中でも (1) 実践的で高度な外国語の適用できる (2) 言語の基礎にある多様
な社会、文化、歴史、政治、経済などについて幅広い知識や教養を身に付けることができる (3) 教養現場で効果
な英語に関する体系的で専門的知識と指導法を習得することができる ことを目的としている。　In this 
course、 basic writing skills and understanding of grammar will be improved. Essays will give 
practice in writing on a variety of themes. Since the class will be conducted in English、 the  
ability to understand basic instructions and guidance given in English will be improved.

授業の目的

To be able to(1) produce a 250 word essay (2) create a coherent essay (3) write about various topics 
(4) use proper word order (5) use appropriate vocabulary(6) produce a logical essay

到達目標

essay、 grammar、 writing授業のキーワード

The class will meet twice each week. Lessons will be aimed at improving writing skills. In 
addition、 students are expected to write six essays. After receiving feedback on the first draft of 
each essay、 students are required to make improvements and submit a second draft.　

授業の進め方

第1回 Orientation Orientation

第3回 Technology (1)
第4回 Technology (2) Unit 7 Persuasive essay

第6回 Technology (4) Unit 7 Persuasive essay
第5回 Technology (3) Unit 7 Conjecturing alternatives

第9回 Entertainment (3) Unit 8 Drawing conclusions
第8回 Entertainment (2) Unit 8 Spoken vs. Written English
第7回 Entertainment (1) Unit 8 Drawing conclusions

第10回 Entertainment (4) Unit 8 Spoken vs. Written English

第27回 Diversity (4) Unit 12 When you don't paraphrase

第11回 International affairs (1) Unit 9 Stating results & Justifying procedures

第28回 Academic Express Academic Express

第30回 Reflection Reflection
第29回 Reflection Reflection

第12回 International affairs (2) Unit 9 Narrative essay

第15回 Personal finance (1) Unit 10 What is a good thesis statement?

第17回 Personal finance (3) Unit 10 What is a good thesis statement?
第16回 Personal finance (2) Unit 10 Presenting arguments

第20回 Health (2) Unit 11 Self-examination
第19回 Health (1) Unit 11 Self-reflective writing
第18回 Personal finance (4) Unit 10 Presenting arguments

第21回 Health (3) Unit 11 Self-reflective writing

第23回 Diversity (1) Unit 12 APA (3): In-text citations
第22回 Health (4) Unit 11 Self-examination

第24回 Diversity (2) Unit 12 Self-correction

第26回 TOEIC TOEIC
第25回 Diversity (3) Unit 12 When you paraphrase

授業時間外に必要な学修 Students will write one essay each unit. Two drafts should be submitted for each essay、 and 
students will be required to make improvements to their essays before re-submitting. Students 
will be responsible for all homework assignments in addition to work in class. Students 
should expect to spend approximately 60 minutes each week to complete this work.　

提出課題など Online assignments must be submitted by the due date. Any questions should be directed to the 
course instructor.

成績評価方法・基準 "40% for 6 essays; 40% for forum chats conducted in class; 20% for participation. Essays will 
be assessed according to the number of characters written. Forum chats will be assessed 
according to the number of posts made and characters written. Participation will be assessed 
according to the submission of ""Forum chat Set-up and Review"" (Tuesday)、 and ""Writing 
Assignment Planning""、 peer- and self-checks (Friday)."

テキスト
指定図書
参考書

第2回 Orientation Orientation

第14回 International affairs (4) Unit 9 Stating results & Justifying procedures
第13回 International affairs (3) Unit 9 Narrative essay

履修するにあたって Attendance and active participation in each class is mandatory. Students are expected to use only 
English in the classroom.

Unit 7 Conjecturing alternatives



授業科目名 民法Ⅰ（総則） 【法①～④】【経営】 単位数

開講キャンパス代表教員 足立　公志朗

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜1限 木曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

4

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

　この科目は、法学部ディプロマ・ポリシーのうち、「１．知識・理解」および「２．汎用的技能」に対応し、
民法総則の学修を通じて法的素養を身につけることおよび法的思考に基づいた説得力ある解決指針を示すことが
できるようになることを目的としている。　この授業では、民法典第1編「総則」1条～174条を中心に学ぶ。もっ
とも、民法の規定は相互に関係しているため、必要に応じて対象範囲以外の規定および特別法についても学ぶ。

授業の目的

①対象範囲に関する基本用語および概念を理解し、適切に用いることができる。②対象範囲における諸制度・諸
規定について、なぜそのような諸制度・諸規定があり、それらがいかなる考え方に基づいているのかということ
（趣旨）を理解し、説明できる。③解釈上の問題について、基本的な最上級審の立場（判例）を理解し、説明で
きる。④対象範囲に関する事例について法的問題を理解すること、当該法的問題について法律の規定や判例・学
説をふまえて論理的に解答できる。

到達目標

権利の主体、自然人、法人、権利能力、行為能力、権利の客体、法律行為、意思表示、代理、時効授業のキーワード

　教科書の記述に沿って説明をする。講義中心の授業であるが、担当教員が教室内を巡回し、受講者に質問をし
たり、条文の音読を求めたりする。受講者には積極的な参加を求める。

授業の進め方

第1回 イントロダクション 成績評価の方法等、事務的な事柄について説明した後、講義の全体的な内容等、
次回以降の予告をする。その次に、民法に関する一般論を学ぶ。教科書1頁～
１１頁。

第3回 私権とその行使
第4回 権利能力と行為能力 権利能力について学び、さらに、行為能力の導入部分を学ぶ。教科書33頁～42

頁。

第6回 不在者の財産管理、法人 不在者の財産管理について学んだ後、法人法の導入部分を学ぶ。教科書56頁～70
頁。

第5回 制限行為能力者 制限行為能力者に関するルールについて学ぶ。教科書43頁～56頁。

第9回 権利の客体、法律行為 権利の客体について学んだ後、法律行為法の導入部分を学ぶ。教科書102頁～110
頁。

第8回 法人 主に権利能力なき社団について学ぶ。教科書91頁～101頁。
第7回 法人 主に法人の対外的法律関係について学ぶ。教科書70頁～91頁。

第10回 法律行為の成立 法律行為の成立に関わる諸問題を検討する。教科書111頁～116頁。

第27回 時効の完成猶予と更新 時効の完成猶予と更新について学ぶ。教科書268頁～284頁。

第11回 法律行為の解釈、意思表示の有
効性

法律行為の解釈について学んだ後、意思表示の有効性に関する導入部分及び心裡
留保について学ぶ。教科書117頁～125頁。

第28回 取得時効 取得時効について学ぶ。教科書284頁～291頁。

第30回 民法総則の総論 今学期に学んだ内容を振り返りながら、民法総則の意義を検討する。
第29回 消滅時効 消滅時効について学ぶ。教科書291頁～300頁。

第12回 虚偽表示 虚偽表示について学ぶ。教科書125頁～134頁。

第15回 法律行為の有効性 法律行為の有効性に関する諸問題について学ぶ。教科書151頁～163頁。

第17回 条件・期限 条件及び期限について学ぶ。教科書175頁～181頁。
第16回 無効・取消し 無効及び取消しについて学ぶ。教科書163頁～175頁。

第20回 無権代理 無権代理に関する諸問題について学ぶ。教科書204頁～211頁。
第19回 代理行為 主に代理行為の瑕疵及び代理権の濫用について学ぶ。教科書194頁～204頁。

第18回 代理権 代理の導入部分、並びに、代理権の発生及び消滅について学ぶ。教科書182頁～
194頁。

第21回 無権代理と相続 無権代理と相続に関する論点について学ぶ。教科書212頁～217頁

第23回 表見代理 表見代理に関するその他の論点について学ぶ。教科書234頁～238頁。

第22回 表見代理 代理権授与の表示による表見代理及び権限外の代理行為の表見代理について学
ぶ。教科書217頁～234頁。

第24回 期間・時効序説 期間について学んだ後、時効の導入部分について学ぶ。教科書239頁～250頁。

第26回 時効 主に時効の援用権者について学ぶ。教科書259頁～267頁。
第25回 時効 時効制度の存在理由及び時効の援用について学ぶ。教科書250頁～258頁。

授業時間外に必要な学修 〈予習〉　教科書の該当箇所を読み、条文は全て六法でチェックすること。各回1時間程度の予習が求め
られる。〈復習〉　復習は、ノートの補充を中心に、手を使った作業を行うこと。復習は講義のあったそ
の日に行うこと。各回1時間程度の復習が求められる。　

提出課題など 原則として課さない。
成績評価方法・基準 学期末に実施する定期試験（100点満点）による。
テキスト 山田卓生・河内宏・安永正昭・松久三四彦『民法Iー総則〔第4版〕』（有斐閣、2018年）
指定図書 増成牧・笹川明道編著『ナビゲート民法ー契約社会を賢く生きるための14章』（北大路書房、2019年）
参考書 潮見佳男他編『民法判例百選I　総則・物権［第8版］』（有斐閣、2018年）定番の参考書である。これ以

外の参考書は講義中に挙げる。

第2回 民法ルールの適用 民法ルールの適用に関する問題について学ぶ。教科書11頁～19頁。

第14回 詐欺・強迫 詐欺及び強迫について学ぶ。教科書146頁～151頁。
第13回 錯誤 錯誤について学ぶ。教科書134頁～146頁。

履修するにあたって 〈各回の持ち物〉1.　教科書2.　六法〈講義が始まるまでに〉　第1回の講義までに、教科書を一通り読んでおく
ことを強く勧めます。

私権の行使に関するルールについて学ぶ。教科書20頁～32頁。



授業科目名 民法Ⅰ（総則） 【法①～④】【経営】 単位数

開講キャンパス代表教員 足立　公志朗

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜1限 木曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

4

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

　この科目は、法学部ディプロマ・ポリシーのうち、「１．知識・理解」および「２．汎用的技能」に対応し、
民法総則の学修を通じて法的素養を身につけることおよび法的思考に基づいた説得力ある解決指針を示すことが
できるようになることを目的としている。　この授業では、民法典第1編「総則」1条～174条を中心に学ぶ。もっ
とも、民法の規定は相互に関係しているため、必要に応じて対象範囲以外の規定および特別法についても学ぶ。

授業の目的

①対象範囲に関する基本用語および概念を理解し、適切に用いることができる。②対象範囲における諸制度・諸
規定について、なぜそのような諸制度・諸規定があり、それらがいかなる考え方に基づいているのかということ
（趣旨）を理解し、説明できる。③解釈上の問題について、基本的な最上級審の立場（判例）を理解し、説明で
きる。④対象範囲に関する事例について法的問題を理解すること、当該法的問題について法律の規定や判例・学
説をふまえて論理的に解答できる。

到達目標

権利の主体、自然人、法人、権利能力、行為能力、権利の客体、法律行為、意思表示、代理、時効授業のキーワード

　教科書の記述に沿って説明をする。講義中心の授業であるが、担当教員が教室内を巡回し、受講者に質問をし
たり、条文の音読を求めたりする。受講者には積極的な参加を求める。

授業の進め方

第1回 イントロダクション 成績評価の方法等、事務的な事柄について説明した後、講義の全体的な内容等、
次回以降の予告をする。その次に、民法に関する一般論を学ぶ。教科書1頁～
１１頁。

第3回 私権とその行使
第4回 権利能力と行為能力 権利能力について学び、さらに、行為能力の導入部分を学ぶ。教科書33頁～42

頁。

第6回 不在者の財産管理、法人 不在者の財産管理について学んだ後、法人法の導入部分を学ぶ。教科書56頁～70
頁。

第5回 制限行為能力者 制限行為能力者に関するルールについて学ぶ。教科書43頁～56頁。

第9回 権利の客体、法律行為 権利の客体について学んだ後、法律行為法の導入部分を学ぶ。教科書102頁～110
頁。

第8回 法人 主に権利能力なき社団について学ぶ。教科書91頁～101頁。
第7回 法人 主に法人の対外的法律関係について学ぶ。教科書70頁～91頁。

第10回 法律行為の成立 法律行為の成立に関わる諸問題を検討する。教科書111頁～116頁。

第27回 時効の完成猶予と更新 時効の完成猶予と更新について学ぶ。教科書268頁～284頁。

第11回 法律行為の解釈、意思表示の有
効性

法律行為の解釈について学んだ後、意思表示の有効性に関する導入部分及び心裡
留保について学ぶ。教科書117頁～125頁。

第28回 取得時効 取得時効について学ぶ。教科書284頁～291頁。

第30回 民法総則の総論 今学期に学んだ内容を振り返りながら、民法総則の意義を検討する。
第29回 消滅時効 消滅時効について学ぶ。教科書291頁～300頁。

第12回 虚偽表示 虚偽表示について学ぶ。教科書125頁～134頁。

第15回 法律行為の有効性 法律行為の有効性に関する諸問題について学ぶ。教科書151頁～163頁。

第17回 条件・期限 条件及び期限について学ぶ。教科書175頁～181頁。
第16回 無効・取消し 無効及び取消しについて学ぶ。教科書163頁～175頁。

第20回 無権代理 無権代理に関する諸問題について学ぶ。教科書204頁～211頁。
第19回 代理行為 主に代理行為の瑕疵及び代理権の濫用について学ぶ。教科書194頁～204頁。

第18回 代理権 代理の導入部分、並びに、代理権の発生及び消滅について学ぶ。教科書182頁～
194頁。

第21回 無権代理と相続 無権代理と相続に関する論点について学ぶ。教科書212頁～217頁

第23回 表見代理 表見代理に関するその他の論点について学ぶ。教科書234頁～238頁。

第22回 表見代理 代理権授与の表示による表見代理及び権限外の代理行為の表見代理について学
ぶ。教科書217頁～234頁。

第24回 期間・時効序説 期間について学んだ後、時効の導入部分について学ぶ。教科書239頁～250頁。

第26回 時効 主に時効の援用権者について学ぶ。教科書259頁～267頁。
第25回 時効 時効制度の存在理由及び時効の援用について学ぶ。教科書250頁～258頁。

授業時間外に必要な学修 〈予習〉　教科書の該当箇所を読み、条文は全て六法でチェックすること。各回1時間程度の予習が求め
られる。〈復習〉　復習は、ノートの補充を中心に、手を使った作業を行うこと。復習は講義のあったそ
の日に行うこと。各回1時間程度の復習が求められる。　

提出課題など 原則として課さない。
成績評価方法・基準 学期末に実施する定期試験（100点満点）による。
テキスト 山田卓生・河内宏・安永正昭・松久三四彦『民法Iー総則〔第4版〕』（有斐閣、2018年）
指定図書 増成牧・笹川明道編著『ナビゲート民法ー契約社会を賢く生きるための14章』（北大路書房、2019年）
参考書 潮見佳男他編『民法判例百選I　総則・物権［第8版］』（有斐閣、2018年）定番の参考書である。これ以

外の参考書は講義中に挙げる。

第2回 民法ルールの適用 民法ルールの適用に関する問題について学ぶ。教科書11頁～19頁。

第14回 詐欺・強迫 詐欺及び強迫について学ぶ。教科書146頁～151頁。
第13回 錯誤 錯誤について学ぶ。教科書134頁～146頁。

履修するにあたって 〈各回の持ち物〉1.　教科書2.　六法〈講義が始まるまでに〉　第1回の講義までに、教科書を一通り読んでおく
ことを強く勧めます。

私権の行使に関するルールについて学ぶ。教科書20頁～32頁。



授業科目名 民法Ⅰ（総則） 【法⑤～⑧】【経営】 単位数

開講キャンパス代表教員 足立　公志朗

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜2限 木曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

4

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

　この科目は、法学部ディプロマ・ポリシーのうち、「１．知識・理解」および「２．汎用的技能」に対応し、
民法総則の学修を通じて法的素養を身につけることおよび法的思考に基づいた説得力ある解決指針を示すことが
できるようになることを目的としている。　この授業では、民法典第1編「総則」1条～174条を中心に学ぶ。もっ
とも、民法の規定は相互に関係しているため、必要に応じて対象範囲以外の規定および特別法についても学ぶ。

授業の目的

①対象範囲に関する基本用語および概念を理解し、適切に用いることができる。②対象範囲における諸制度・諸
規定について、なぜそのような諸制度・諸規定があり、それらがいかなる考え方に基づいているのかということ
（趣旨）を理解し、説明できる。③解釈上の問題について、基本的な最上級審の立場（判例）を理解し、説明で
きる。④対象範囲に関する事例について法的問題を理解すること、当該法的問題について法律の規定や判例・学
説をふまえて論理的に解答できる。

到達目標

権利の主体、自然人、法人、権利能力、行為能力、権利の客体、法律行為、意思表示、代理、時効授業のキーワード

　教科書の記述に沿って説明をする。講義中心の授業であるが、担当教員が教室内を巡回し、受講者に質問をし
たり、条文の音読を求めたりする。受講者には積極的な参加を求める。

授業の進め方

第1回 イントロダクション 成績評価の方法等、事務的な事柄について説明した後、講義の全体的な内容等、
次回以降の予告をする。その次に、民法に関する一般論を学ぶ。教科書1頁～
１１頁。

第3回 私権とその行使
第4回 権利能力と行為能力 権利能力について学び、さらに、行為能力の導入部分を学ぶ。教科書33頁～42

頁。

第6回 不在者の財産管理、法人 不在者の財産管理について学んだ後、法人法の導入部分を学ぶ。教科書56頁～70
頁。

第5回 制限行為能力者 制限行為能力者に関するルールについて学ぶ。教科書43頁～56頁。

第9回 権利の客体、法律行為 権利の客体について学んだ後、法律行為法の導入部分を学ぶ。教科書102頁～110
頁。

第8回 法人 主に権利能力なき社団について学ぶ。教科書91頁～101頁。
第7回 法人 主に法人の対外的法律関係について学ぶ。教科書70頁～91頁。

第10回 法律行為の成立 法律行為の成立に関わる諸問題を検討する。教科書111頁～116頁。

第27回 時効の完成猶予と更新 時効の完成猶予と更新について学ぶ。教科書268頁～284頁。

第11回 法律行為の解釈、意思表示の有
効性

法律行為の解釈について学んだ後、意思表示の有効性に関する導入部分及び心裡
留保について学ぶ。教科書117頁～125頁。

第28回 取得時効 取得時効について学ぶ。教科書284頁～291頁。

第30回 民法総則の総論 今学期に学んだ内容を振り返りながら、民法総則の意義を検討する。
第29回 消滅時効 消滅時効について学ぶ。教科書291頁～300頁。

第12回 虚偽表示 虚偽表示について学ぶ。教科書125頁～134頁。

第15回 法律行為の有効性 法律行為の有効性に関する諸問題について学ぶ。教科書151頁～163頁。

第17回 条件・期限 条件及び期限について学ぶ。教科書175頁～181頁。
第16回 無効・取消し 無効及び取消しについて学ぶ。教科書163頁～175頁。

第20回 無権代理 無権代理に関する諸問題について学ぶ。教科書204頁～211頁。
第19回 代理行為 主に代理行為の瑕疵及び代理権の濫用について学ぶ。教科書194頁～204頁。

第18回 代理権 代理の導入部分、並びに、代理権の発生及び消滅について学ぶ。教科書182頁～
194頁。

第21回 無権代理と相続 無権代理と相続に関する論点について学ぶ。教科書212頁～217頁

第23回 表見代理 表見代理に関するその他の論点について学ぶ。教科書234頁～238頁。

第22回 表見代理 代理権授与の表示による表見代理及び権限外の代理行為の表見代理について学
ぶ。教科書217頁～234頁。

第24回 期間・時効序説 期間について学んだ後、時効の導入部分について学ぶ。教科書239頁～250頁。

第26回 時効 主に時効の援用権者について学ぶ。教科書259頁～267頁。
第25回 時効 時効制度の存在理由及び時効の援用について学ぶ。教科書250頁～258頁。

授業時間外に必要な学修 〈予習〉　教科書の該当箇所を読み、条文は全て六法でチェックすること。各回1時間程度の予習が求め
られる。〈復習〉　復習は、ノートの補充を中心に、手を使った作業を行うこと。復習は講義のあったそ
の日に行うこと。各回1時間程度の復習が求められる。　

提出課題など 原則として課さない。
成績評価方法・基準 学期末に実施する定期試験（100点満点）による。
テキスト 山田卓生・河内宏・安永正昭・松久三四彦『民法Iー総則〔第4版〕』（有斐閣、2018年）
指定図書 増成牧・笹川明道編著『ナビゲート民法ー契約社会を賢く生きるための14章』（北大路書房、2019年）
参考書 潮見佳男他編『民法判例百選I　総則・物権［第8版］』（有斐閣、2018年）定番の参考書である。これ以

外の参考書は講義中に挙げる。

第2回 民法ルールの適用 民法ルールの適用に関する問題について学ぶ。教科書11頁～19頁。

第14回 詐欺・強迫 詐欺及び強迫について学ぶ。教科書146頁～151頁。
第13回 錯誤 錯誤について学ぶ。教科書134頁～146頁。

履修するにあたって 〈各回の持ち物〉1.　教科書2.　六法〈講義が始まるまでに〉　第1回の講義までに、教科書を一通り読んでおく
ことを強く勧めます。

私権の行使に関するルールについて学ぶ。教科書20頁～32頁。



授業科目名 民法Ⅰ（総則） 【法⑤～⑧】【経営】 単位数

開講キャンパス代表教員 足立　公志朗

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜2限 木曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

4

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

　この科目は、法学部ディプロマ・ポリシーのうち、「１．知識・理解」および「２．汎用的技能」に対応し、
民法総則の学修を通じて法的素養を身につけることおよび法的思考に基づいた説得力ある解決指針を示すことが
できるようになることを目的としている。　この授業では、民法典第1編「総則」1条～174条を中心に学ぶ。もっ
とも、民法の規定は相互に関係しているため、必要に応じて対象範囲以外の規定および特別法についても学ぶ。

授業の目的

①対象範囲に関する基本用語および概念を理解し、適切に用いることができる。②対象範囲における諸制度・諸
規定について、なぜそのような諸制度・諸規定があり、それらがいかなる考え方に基づいているのかということ
（趣旨）を理解し、説明できる。③解釈上の問題について、基本的な最上級審の立場（判例）を理解し、説明で
きる。④対象範囲に関する事例について法的問題を理解すること、当該法的問題について法律の規定や判例・学
説をふまえて論理的に解答できる。

到達目標

権利の主体、自然人、法人、権利能力、行為能力、権利の客体、法律行為、意思表示、代理、時効授業のキーワード

　教科書の記述に沿って説明をする。講義中心の授業であるが、担当教員が教室内を巡回し、受講者に質問をし
たり、条文の音読を求めたりする。受講者には積極的な参加を求める。

授業の進め方

第1回 イントロダクション 成績評価の方法等、事務的な事柄について説明した後、講義の全体的な内容等、
次回以降の予告をする。その次に、民法に関する一般論を学ぶ。教科書1頁～
１１頁。

第3回 私権とその行使
第4回 権利能力と行為能力 権利能力について学び、さらに、行為能力の導入部分を学ぶ。教科書33頁～42

頁。

第6回 不在者の財産管理、法人 不在者の財産管理について学んだ後、法人法の導入部分を学ぶ。教科書56頁～70
頁。

第5回 制限行為能力者 制限行為能力者に関するルールについて学ぶ。教科書43頁～56頁。

第9回 権利の客体、法律行為 権利の客体について学んだ後、法律行為法の導入部分を学ぶ。教科書102頁～110
頁。

第8回 法人 主に権利能力なき社団について学ぶ。教科書91頁～101頁。
第7回 法人 主に法人の対外的法律関係について学ぶ。教科書70頁～91頁。

第10回 法律行為の成立 法律行為の成立に関わる諸問題を検討する。教科書111頁～116頁。

第27回 時効の完成猶予と更新 時効の完成猶予と更新について学ぶ。教科書268頁～284頁。

第11回 法律行為の解釈、意思表示の有
効性

法律行為の解釈について学んだ後、意思表示の有効性に関する導入部分及び心裡
留保について学ぶ。教科書117頁～125頁。

第28回 取得時効 取得時効について学ぶ。教科書284頁～291頁。

第30回 民法総則の総論 今学期に学んだ内容を振り返りながら、民法総則の意義を検討する。
第29回 消滅時効 消滅時効について学ぶ。教科書291頁～300頁。

第12回 虚偽表示 虚偽表示について学ぶ。教科書125頁～134頁。

第15回 法律行為の有効性 法律行為の有効性に関する諸問題について学ぶ。教科書151頁～163頁。

第17回 条件・期限 条件及び期限について学ぶ。教科書175頁～181頁。
第16回 無効・取消し 無効及び取消しについて学ぶ。教科書163頁～175頁。

第20回 無権代理 無権代理に関する諸問題について学ぶ。教科書204頁～211頁。
第19回 代理行為 主に代理行為の瑕疵及び代理権の濫用について学ぶ。教科書194頁～204頁。

第18回 代理権 代理の導入部分、並びに、代理権の発生及び消滅について学ぶ。教科書182頁～
194頁。

第21回 無権代理と相続 無権代理と相続に関する論点について学ぶ。教科書212頁～217頁

第23回 表見代理 表見代理に関するその他の論点について学ぶ。教科書234頁～238頁。

第22回 表見代理 代理権授与の表示による表見代理及び権限外の代理行為の表見代理について学
ぶ。教科書217頁～234頁。

第24回 期間・時効序説 期間について学んだ後、時効の導入部分について学ぶ。教科書239頁～250頁。

第26回 時効 主に時効の援用権者について学ぶ。教科書259頁～267頁。
第25回 時効 時効制度の存在理由及び時効の援用について学ぶ。教科書250頁～258頁。

授業時間外に必要な学修 〈予習〉　教科書の該当箇所を読み、条文は全て六法でチェックすること。各回1時間程度の予習が求め
られる。〈復習〉　復習は、ノートの補充を中心に、手を使った作業を行うこと。復習は講義のあったそ
の日に行うこと。各回1時間程度の復習が求められる。　

提出課題など 原則として課さない。
成績評価方法・基準 学期末に実施する定期試験（100点満点）による。
テキスト 山田卓生・河内宏・安永正昭・松久三四彦『民法Iー総則〔第4版〕』（有斐閣、2018年）
指定図書 増成牧・笹川明道編著『ナビゲート民法ー契約社会を賢く生きるための14章』（北大路書房、2019年）
参考書 潮見佳男他編『民法判例百選I　総則・物権［第8版］』（有斐閣、2018年）定番の参考書である。これ以

外の参考書は講義中に挙げる。

第2回 民法ルールの適用 民法ルールの適用に関する問題について学ぶ。教科書11頁～19頁。

第14回 詐欺・強迫 詐欺及び強迫について学ぶ。教科書146頁～151頁。
第13回 錯誤 錯誤について学ぶ。教科書134頁～146頁。

履修するにあたって 〈各回の持ち物〉1.　教科書2.　六法〈講義が始まるまでに〉　第1回の講義までに、教科書を一通り読んでおく
ことを強く勧めます。

私権の行使に関するルールについて学ぶ。教科書20頁～32頁。



授業科目名 英語とコミュニケーション 単位数

開講キャンパス代表教員 東　淳一

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 金曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義と実習授業の方法

この授業は英語のさまざまな音声現象や文法が実際のコミュニケーションの場面でどのようになるのかを学びま
す。具体的には、受講者が１）文法としては正しいのにある場面ではその文法形式ではなく別の文法形式が選ば
れる理由を理解できる、２）実際の会話の場面で遭遇する音声のルールを理解でき、実際に運用できる、３）会
話での音声のルールと伝統的な文法との乖離を理解できる、４）伝統文法でのいくつかのルールについて、その
ルールの起源を理解できる、５）英語の発話でのイントネーションやポーズ、テンポといった韻律的特徴の実態
を理解できる、６）ジェスチャーなどのパラ言語要素が文法構造とどのように対応をなしているのかを理解でき
る、等を目的とします。この科目は上の内容を理解するだけではなく、実際に受講者が自分で英語らしいコミュ
ニケーションができるようになることも目的としており、学部のディプロマポリシーの「実践的で高度な外国語
の運用ができる」という項目に対応しています。

授業の目的

以下が到達目標である。・上記の授業の目的欄のそれぞれの項目を理解し練習した上で、受講者自らが英語らし
い自然なコミュニケーションができる。・受講者が自然で英語らしい、いわば英語としてふさわしい韻律で英語
の発話ができる。

到達目標

音声文法、伝統文法、韻律的特徴、イントネーション、ストレス、ポーズ、リズム、音調単位、音調核、音声の
崩れ、強形、弱形、フィラー、フォーカス、パラ言語、ジェスチャー、語用論、言語行為

授業のキーワード

講義形式で、まずテーマに関して解説をします。その後受講者はその説明を理解するだけではなく、実際に英語
の発話として学んだルールを実現できなければなりません。この部分については演習的な授業となります。

授業の進め方

1 導入 授業で学ぶさまざまな目新しい用語、概念について解説し、この科目全体の学習
内容を展望します。

3 イントネーションの記述

4 新情報、フォーカスと文法構
造、そして韻律的特徴

イントネーション、リズム、ポーズといった韻律的特徴は通常は文法構造から予
測可能です。しかし、実際の発話では単語やフレーズのもつ情報量も韻律に大き
な影響を与えます。存在文などを参考に理屈を考え、さらに自分でフォーカスを
考えた英語らしい英語の発話ができるよう練習します。

6 文法単位と韻律 自然な英語の発話の場合、文法単位と韻律とは密接な平行関係をなします。音楽
同様に、韻律によって的確なフレージングが行われることで、聞き手は正しく内
容を理解できるようになります。まず基本的なルールを学び、さまざまな文が与
えられても自然な韻律で英語が発話できるように練習します。

5 定・不定、数・量にかかわる英
文法

たとえば、The book you were looking for is on that shelf. で、どうしてA 
bookではだめなのか、There is a nice Indian restaurant next to our hotel.
で、どうしてthe nice Indian restaurantではだめなのか。このように定と不定
の概念を新情報・既出情報の観点から考えます。

9 文法の揺れと語法 The mountains are covered by snow.という表現は、実は間違いではありませ
ん。つまりwithだけではなく、この場合byを使っても同様な意味を表現できると
いうことになります。このような文法の揺れ、不安定さについて考えてみます。

8 準動詞について 不定詞、動名詞、分詞についてそれぞれの違いを探ります。

7 仮定法とは 仮定法の定義は何だったでしょう。別に仮定していないのにもかかわらず仮定法
を使うこともあります。仮定法の本質を学び、さらに多彩な仮定法の使われ方を
学びます。また、ドイツ語など他のヨーロッパ言語と比較しつつ、be動詞の仮定
法過去の形がなぜwereであるのかなどにもふれます。

10 音声の崩れについて 音声英語では、英語のすべての単語がしっかりと発音されることは稀であり、冠
詞、助動詞、代名詞、前置詞など機能語はいわゆる弱形で発音されます。このよ
うな音声の崩れ現象を日本語と比較しつつ学び、実際に「崩れた音声」で発音で
きる練習を行います。

11 会話の文法 ものごとを断言的に言う場合には文末でピッチを下げ、人にあることを(Yes/No
を）尋ねる場合には文末でピッチを上げるのは日本語、英語ともに共通です。特
にイントネーションを中心に、ピッチの向き、つまり音調がどのような規則に従
うのかを学び、自分でも正しく英語を発話できるように練習します。

12 スピーチを効果的に行うには 今まで学んできたことを参考にして、効果的な英語のスピーチをするにはどのよ
うに発話すればいいのか、みんなで考え、練習をしてみます。

15 文、韻律、パラ言語を貫くルー
ル

文と韻律には平行関係があります。さらにジェスチャーや姿勢の変化といったパ
ラ言語も文そのものや韻律と密接な関係があります。これらを学び、英語のス
ピーチや対話を行いつつパラ言語の効果的使用を体験します。また、最終テスト
を実施します。

授業時間外に必要な学修 この科目について、宿題など授業時間外で必要となる学修の時間は一回の授業につきおおよそ60分です。
小レポートやスピーチの録音などはGCsqaureを使って行う予定です。

提出課題など レポートおよび小レポート、スピーチの録音などの提出があります。提出は原則としてGCsquareを利用
し、オンラインで行う予定です。フィードバックについてはGCsquareまたは研究室にて行います。

成績評価方法・基準 オンライン活動含む授業中の活動40%、スピーチ録音20%、授業中の質疑応答内容１0%、授業内での最終試

2 書きことばと話ことば 書きことばと話ことばについて、その実態を詳しく見ます。たとえば、話ことば
では言いよどんだり、ポーズが不自然に入ったりします。特に普段見逃してし
まっている音声現象に焦点を当ててみます。

14 感情や信念を付加したり論理を
明確にする

感情的に強く発話する、相手を議論で打ち負かす、論理的に相手を攻める、信念
をしっかりと強調するといった自分を押し出す英語での発話をする場合に、韻律
をどのように効果的に使えばよいのかを学び、自分でもこの種の発話を練習して
みます。

13 段落を構築する 効果的なスピーチをするにあたり、さらに高度なテクニックは段落内でのまとま
りを考えて発話することです。段落内での関係をはっきり示し、段落の終わりで
は明確にここで段落が終わるということを示す必要があります。英語と日本語で
これがどのように行われているのかを分析し、自分でもより効果的な英語のス
ピーチができるように練習します。

履修するにあたって 単に授業を聞くというだけではなく、聞いた内容を自分で英語の発話として具現できるように練習を行う姿勢が
重要です。

ストレスの概念も含め、英語のイントネーションが一般的にどのような形式に
なっているのかを考えます。同時に、音楽の楽譜のようにイントネーションの具
体的な動きを表示する表記法を学びます。その表記法によって書かれた英文を正
しく発音できるようにします。



験30%により成績評価を行います。
テキスト テキストは使用せず、必要に応じてプリントを用意します。
指定図書 授業中に適宜指示します。
参考書 授業中に適宜指示します。



授業科目名 経営学総論Ⅱ 【法】 単位数

開講キャンパス代表教員 浅井　希和子

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義形式授業の方法

経営学の基本的な理論を学習する。どのような企業、組織に所属しても必要になる経営管理（マネジメント）と
いう概念の基本を理解する。

授業の目的

企業や組織の経営について経営学の基本的な理論を使って説明できる.到達目標

経営管理、企業、組織、戦略、人的資源管理授業のキーワード

教科書を使用し、講義を中心に進める。必要に応じて、パワーポイントや映像資料等で補足する。授業の進め方

第1回 イントロダクション 講義の概要、進め方、評価の方法について説明する.

第3回 管理とは何か

第4回 企業とは何か 会社組織の種類、株式会社の特徴、株式会社の成立の経緯などについて学習す
る。

第6回 組織のマネジメントの展開 個人と組織の関係、組織の存続条件、意思決定のマネジメントについて考える.
第5回 マネジメントの誕生 科学的管理法、人間関係論など古典的なマネジメント論について学習する.

第9回 企業戦略のマネジメント 経営戦略とは何かについて考える.
第8回 経営組織の環境適応 　コンティンジェンシー理論の誕生と発展、またその限界について考える.

第7回 組織文化のマネジメント 組織文化とは何か、組織文化の機能と逆機能、組織文化の形成と変革について学
ぶ.

第10回 競争戦略のマネジメント 競争優位とは何か、競争優位を獲得するための戦略を考える.
第11回 イノベーションのマネジメント イノベーションとは何か、イノベーションをどのようにマネジメントするのかに

ついて考える。
第12回 生産管理 生産管理と経営、品質管理、生産管理と企業の優位性について考える.

第15回 講義のまとめ これまでの講義のまとめと期末テストについての説明。

授業時間外に必要な学修 授業の前に指定された資料を読んで疑問点を整理しておくこと。教科書を読んで講義の内容を復習するこ
と。

提出課題など 小テストに変えて課題提出を求めることがあります
成績評価方法・基準 小テスト（3回）30％、期末テスト70％
テキスト 上野恭裕・馬場大治　編著　（2016年）　『経営管理論　ベーシックプラス』　中央経済社
指定図書
参考書 上林憲雄 他著　(2018年）　『経験から学ぶ経営学入門　第2版』　有斐閣ブックス

第2回 経営学とはどのような学問か 経営学という学問の成り立ちと他の関連する学問分野との関係について考える.

第14回 財務管理とコーポレート・ガバ
ナンス

企業はお金をどう管理し、様々な利害関係者にどのように対応するのかについて
考える。　

第13回 企業における人のマネジメント 人のマネジメントとは何か、日本企業に特徴的な人のマネジメントについて考え
る.

履修するにあたって 経営学総論Ⅰを履修していることが望ましい。履修していない者は、『経験から学ぶ経営学入門』などの書籍
で、基本適な内容を把握しておくこと。

経営管理とは、経営管理の担い手は誰なのか、経営管理の歴史について学習す
る.



授業科目名 経営学総論Ⅱ 【法】 単位数

開講キャンパス代表教員 浅井　希和子

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義形式授業の方法

経営学の基本的な理論を学習する。どのような企業、組織に所属しても必要になる経営管理（マネジメント）と
いう概念の基本を理解する。

授業の目的

企業や組織の経営について経営学の基本的な理論を使って説明できる.到達目標

経営管理、企業、組織、戦略、人的資源管理授業のキーワード

教科書を使用し、講義を中心に進める。必要に応じて、パワーポイントや映像資料等で補足する。授業の進め方

第1回 イントロダクション 講義の概要、進め方、評価の方法について説明する.

第3回 管理とは何か

第4回 企業とは何か 会社組織の種類、株式会社の特徴、株式会社の成立の経緯などについて学習す
る。

第6回 組織のマネジメントの展開 個人と組織の関係、組織の存続条件、意思決定のマネジメントについて考える.
第5回 マネジメントの誕生 科学的管理法、人間関係論など古典的なマネジメント論について学習する.

第9回 企業戦略のマネジメント 経営戦略とは何かについて考える.
第8回 経営組織の環境適応 　コンティンジェンシー理論の誕生と発展、またその限界について考える.

第7回 組織文化のマネジメント 組織文化とは何か、組織文化の機能と逆機能、組織文化の形成と変革について学
ぶ.

第10回 競争戦略のマネジメント 競争優位とは何か、競争優位を獲得するための戦略を考える.
第11回 イノベーションのマネジメント イノベーションとは何か、イノベーションをどのようにマネジメントするのかに

ついて考える。
第12回 生産管理 生産管理と経営、品質管理、生産管理と企業の優位性について考える.

第15回 講義のまとめ これまでの講義のまとめと期末テストについての説明。

授業時間外に必要な学修 授業の前に指定された資料を読んで疑問点を整理しておくこと。教科書を読んで講義の内容を復習するこ
と。

提出課題など 小テストに変えて課題提出を求めることがあります
成績評価方法・基準 小テスト（3回）30％、期末テスト70％
テキスト 上野恭裕・馬場大治　編著　（2016年）　『経営管理論　ベーシックプラス』　中央経済社
指定図書
参考書 上林憲雄 他著　(2018年）　『経験から学ぶ経営学入門　第2版』　有斐閣ブックス

第2回 経営学とはどのような学問か 経営学という学問の成り立ちと他の関連する学問分野との関係について考える.

第14回 財務管理とコーポレート・ガバ
ナンス

企業はお金をどう管理し、様々な利害関係者にどのように対応するのかについて
考える。　

第13回 企業における人のマネジメント 人のマネジメントとは何か、日本企業に特徴的な人のマネジメントについて考え
る.

履修するにあたって 経営学総論Ⅰを履修していることが望ましい。履修していない者は、『経験から学ぶ経営学入門』などの書籍
で、基本適な内容を把握しておくこと。

経営管理とは、経営管理の担い手は誰なのか、経営管理の歴史について学習す
る.



授業科目名 国際経済学Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 浅居　孝彦

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 金曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

「国際経済学Ⅱ」では、国際金融の基礎的な知識を身につけることを目的としている。具体的には、外国為替、
国際収支に関する基礎的な概念・理論、国際金融の制度的枠組みとその歴史・現状について学習する。加えて、
金融のグローバル化が進展する中で起こった通貨危機、金融危機についても解説する。この科目は、経営学部が
DPに掲げる「社会のグローバル化に伴って、国際社会の一員としての自覚を持ち、異文化圏の人々と交流するの
に必要な知識・技能を学修する」ことを目指す。

授業の目的

国際金融の基礎的な知識を習得した上で、国際金融に関する現実の経済問題・動向について自らの見解を示すこ
とができる。

到達目標

外国為替市場、外国為替相場、国際収支、国際通貨制度、通貨・金融危機授業のキーワード

基本的に講義中心で進めるが、授業内で理解度確認のための問題演習を行う。授業の進め方

第1回 イントロダクション 「国際経済学Ⅱ」で学習する内容を把握する（授業の進め方、学習の仕方、成績
評価の方法についての説明を含む）。

第3回 外国為替相場
第4回 外国為替市場 外国為替市場のしくみと取引の種類、中央銀行の市場介入の効果、世界の主要為

替市場の特徴について学習する。

第6回 国際収支のしくみ 国際収支の概念・しくみ、国際収支表の構成を把握する。

第5回 為替リスクヘッジの手段と方法 デリバティブの種類（先物為替、通貨オプション、通貨スワップ、通貨先物）を
理解する。

第9回 為替相場の決定理論(2) 金利平価説について学習する。
第8回 為替相場の決定理論(1) 購買力平価説について学習する。

第7回 為替相場と国際収支 為替相場の変動が貿易収支に及ぼす影響、為替相場と国際資本移動の関係につい
て学習する。

第10回 国際通貨制度のしくみ 国際通貨制度の役割、基軸通貨の成立要件を理解する。
第11回 国際通貨制度の変遷 国際通貨制度の変遷を概観した上で、金（為替）本位制、ブレトンウッズ体制の

しくみと問題点について学習する。
第12回 国際通貨制度の課題 変動相場制の問題点、増大する国際資本移動の状況について学習する。

第15回 「国際経済学Ⅱ」のまとめ 「国際経済学Ⅱ」で学習した内容を総復習する。

授業時間外に必要な学修 授業内で実施する問題演習プリント（問題用紙）を解説できるようになるまで繰り返し復習すること。理
解できない内容については、次回の授業時に質問できるように質問内容の整理をしておくこと。復習と質
問内容の整理のために、1～2時間程度の事後学習をすることが望ましい。

提出課題など 授業時に問題演習プリント（解答用紙）の提出を課し、次回授業時にフィードバックを行う。
成績評価方法・基準 授業時に実施する問題演習（5点×10回）、定期試験（50点）で評価する。
テキスト 秦忠夫・本田敬吉・西村陽造 [2012]『国際金融のしくみ（第4版）』有斐閣。
指定図書 飯島寛之・五百旗頭真吾・佐藤秀樹・菅原歩 [2017]『身近に感じる国際金融』有斐閣。永易淳・江阪太

郎・吉田裕司 [2015]『はじめて学ぶ国際金融論』有斐閣。
参考書 上記以外の参考書については、必要に応じて授業の中で紹介する。

第2回 外国為替のしくみと形態 外国為替のしくみ、荷為替信用状取引のしくみを理解する。

第14回 世界金融危機 世界金融危機の背景・メカニズム、金融危機の世界経済への影響について学習す
る。

第13回 アジア通貨危機 アジア通貨危機の背景・メカニズム、通貨危機後の通貨・金融協力の枠組みにつ
いて学習する。

履修するにあたって 「ミクロ経済学」、「マクロ経済学」、「国際経済学Ⅰ」を履修済みであることが望ましい。

直物相場と先物相場の関係、銀行間相場と銀行の対顧客相場の関連を理解する。



授業科目名 国際経済学Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 浅居　孝彦

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 金曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

「国際経済学Ⅱ」では、国際金融の基礎的な知識を身につけることを目的としている。具体的には、外国為替、
国際収支に関する基礎的な概念・理論、国際金融の制度的枠組みとその歴史・現状について学習する。加えて、
金融のグローバル化が進展する中で起こった通貨危機、金融危機についても解説する。この科目は、経営学部が
DPに掲げる「社会のグローバル化に伴って、国際社会の一員としての自覚を持ち、異文化圏の人々と交流するの
に必要な知識・技能を学修する」ことを目指す。

授業の目的

国際金融の基礎的な知識を習得した上で、国際金融に関する現実の経済問題・動向について自らの見解を示すこ
とができる。

到達目標

外国為替市場、外国為替相場、国際収支、国際通貨制度、通貨・金融危機授業のキーワード

基本的に講義中心で進めるが、授業内で理解度確認のための問題演習を行う。授業の進め方

第1回 イントロダクション 「国際経済学Ⅱ」で学習する内容を把握する（授業の進め方、学習の仕方、成績
評価の方法についての説明を含む）。

第3回 外国為替相場
第4回 外国為替市場 外国為替市場のしくみと取引の種類、中央銀行の市場介入の効果、世界の主要為

替市場の特徴について学習する。

第6回 国際収支のしくみ 国際収支の概念・しくみ、国際収支表の構成を把握する。

第5回 為替リスクヘッジの手段と方法 デリバティブの種類（先物為替、通貨オプション、通貨スワップ、通貨先物）を
理解する。

第9回 為替相場の決定理論(2) 金利平価説について学習する。
第8回 為替相場の決定理論(1) 購買力平価説について学習する。

第7回 為替相場と国際収支 為替相場の変動が貿易収支に及ぼす影響、為替相場と国際資本移動の関係につい
て学習する。

第10回 国際通貨制度のしくみ 国際通貨制度の役割、基軸通貨の成立要件を理解する。
第11回 国際通貨制度の変遷 国際通貨制度の変遷を概観した上で、金（為替）本位制、ブレトンウッズ体制の

しくみと問題点について学習する。
第12回 国際通貨制度の課題 変動相場制の問題点、増大する国際資本移動の状況について学習する。

第15回 「国際経済学Ⅱ」のまとめ 「国際経済学Ⅱ」で学習した内容を総復習する。

授業時間外に必要な学修 授業内で実施する問題演習プリント（問題用紙）を解説できるようになるまで繰り返し復習すること。理
解できない内容については、次回の授業時に質問できるように質問内容の整理をしておくこと。復習と質
問内容の整理のために、1～2時間程度の事後学習をすることが望ましい。

提出課題など 授業時に問題演習プリント（解答用紙）の提出を課し、次回授業時にフィードバックを行う。
成績評価方法・基準 授業時に実施する問題演習（5点×10回）、定期試験（50点）で評価する。
テキスト 秦忠夫・本田敬吉・西村陽造 [2012]『国際金融のしくみ（第4版）』有斐閣。
指定図書 飯島寛之・五百旗頭真吾・佐藤秀樹・菅原歩 [2017]『身近に感じる国際金融』有斐閣。永易淳・江阪太

郎・吉田裕司 [2015]『はじめて学ぶ国際金融論』有斐閣。
参考書 上記以外の参考書については、必要に応じて授業の中で紹介する。

第2回 外国為替のしくみと形態 外国為替のしくみ、荷為替信用状取引のしくみを理解する。

第14回 世界金融危機 世界金融危機の背景・メカニズム、金融危機の世界経済への影響について学習す
る。

第13回 アジア通貨危機 アジア通貨危機の背景・メカニズム、通貨危機後の通貨・金融協力の枠組みにつ
いて学習する。

履修するにあたって 「ミクロ経済学」、「マクロ経済学」、「国際経済学Ⅰ」を履修済みであることが望ましい。

直物相場と先物相場の関係、銀行間相場と銀行の対顧客相場の関連を理解する。



授業科目名 国際経済学 単位数

開講キャンパス代表教員 石本　眞八

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜3限 水曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

4

有瀬

講義授業の方法

この科目は、学部のＤＰの２に示されている、国際貿易の基礎理論と貿易政策の評価、マクロ経済政策効果の基
礎を習得し、日常の経済生活や経済全体の動向について理論的に理解できることを目指しています。

授業の目的

国際貿易に関する諸問題やマクロ経済政策の意義と効果について理解すること到達目標

授業のキーワード

講義が中心であるが理解度を測るために適宜問題を解いてもらう授業の進め方

第1回 ミクロ経済学の復習① 生産者行動の理論

第3回 ミクロ経済学の復習③
第4回 リカード・モデル① ２財１要素経済モデル

第6回 リカード・モデル③ 自由貿易均衡と比較優位
第5回 リカード・モデル② 閉鎖経済均衡価格の決定要因

第9回 ヘクシャー＝オリーン・モデル
③

閉鎖経済均衡価格の決定要因

第8回 ヘクシャー＝オリーン・モデル
②

供給曲線の導出

第7回 ヘクシャー＝オリーン・モデル
①

２財２要素経済モデル

第10回 ヘクシャー＝オリーン・モデル
④

固定相場制と変動相場制

第27回 為替レート決定理論② フロー・アプローチ

第11回 貿易政策① 生産者余剰と消費者余剰の概念

第28回 為替レート決定理論③ アセット・アプローチ

第30回 まとめ 国際経済学の理論と実際
第29回 為替レート決定理論④ オーバーシューティング・モデル

第12回 貿易政策② 貿易利益：閉鎖経済と自由貿易

第15回 貿易政策⑤ 関税同盟の理論

第17回 マクロ経済学の復習② 財政政策と金融政策の効果
第16回 マクロ経済学の復習① ＩＳ－ＬＭモデル

第20回 マンデル＝フレミング・モデル
③

国際資本移動とＢＰ曲線

第19回 マンデル＝フレミング・モデル
②

国際収支とＢＰ曲線

第18回 マンデル＝フレミング・モデル
①

ＩＳ－ＬＭモデルの拡張

第21回 マンデル＝フレミング・モデル
④

資本移動が無い場合の財政政策と金融政策の効果

第23回 マンデル＝フレミング・モデル
⑥

資本移動が完全な場合の財政政策と金融政策の効果

第22回 マンデル＝フレミング・モデル
⑤

資本移動が不完全な場合の財政政策と金融政策の効果

第24回 マンデル＝フレミング・モデル
⑦

為替相場制・資本移動と財政政策・金融政策の効果の関連性

第26回 為替レート決定理論① 購買力平価説

第25回 マンデル＝フレミング・モデル
⑧

マンデル＝フレミング・モデルの意義と限界

授業時間外に必要な学修 毎回の授業の復習に最低１時間は必要です。
提出課題など
成績評価方法・基準 定期試験(100%)
テキスト
指定図書
参考書 必要に応じて適宜指示する。

第2回 ミクロ経済学の復習② 消費者行動の理論

第14回 貿易政策④ 輸入数量割当政策
第13回 貿易政策③ 輸入関税政策

履修するにあたって ミクロ経済学とマクロ経済学の基礎を理解していることが望ましい

市場均衡



授業科目名 国際経済学 単位数

開講キャンパス代表教員 石本　眞八

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜3限 水曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

4

有瀬

講義授業の方法

この科目は、学部のＤＰの２に示されている、国際貿易の基礎理論と貿易政策の評価、マクロ経済政策効果の基
礎を習得し、日常の経済生活や経済全体の動向について理論的に理解できることを目指しています。

授業の目的

国際貿易に関する諸問題やマクロ経済政策の意義と効果について理解すること到達目標

授業のキーワード

講義が中心であるが理解度を測るために適宜問題を解いてもらう授業の進め方

第1回 ミクロ経済学の復習① 生産者行動の理論

第3回 ミクロ経済学の復習③
第4回 リカード・モデル① ２財１要素経済モデル

第6回 リカード・モデル③ 自由貿易均衡と比較優位
第5回 リカード・モデル② 閉鎖経済均衡価格の決定要因

第9回 ヘクシャー＝オリーン・モデル
③

閉鎖経済均衡価格の決定要因

第8回 ヘクシャー＝オリーン・モデル
②

供給曲線の導出

第7回 ヘクシャー＝オリーン・モデル
①

２財２要素経済モデル

第10回 ヘクシャー＝オリーン・モデル
④

固定相場制と変動相場制

第27回 為替レート決定理論② フロー・アプローチ

第11回 貿易政策① 生産者余剰と消費者余剰の概念

第28回 為替レート決定理論③ アセット・アプローチ

第30回 まとめ 国際経済学の理論と実際
第29回 為替レート決定理論④ オーバーシューティング・モデル

第12回 貿易政策② 貿易利益：閉鎖経済と自由貿易

第15回 貿易政策⑤ 関税同盟の理論

第17回 マクロ経済学の復習② 財政政策と金融政策の効果
第16回 マクロ経済学の復習① ＩＳ－ＬＭモデル

第20回 マンデル＝フレミング・モデル
③

国際資本移動とＢＰ曲線

第19回 マンデル＝フレミング・モデル
②

国際収支とＢＰ曲線

第18回 マンデル＝フレミング・モデル
①

ＩＳ－ＬＭモデルの拡張

第21回 マンデル＝フレミング・モデル
④

資本移動が無い場合の財政政策と金融政策の効果

第23回 マンデル＝フレミング・モデル
⑥

資本移動が完全な場合の財政政策と金融政策の効果

第22回 マンデル＝フレミング・モデル
⑤

資本移動が不完全な場合の財政政策と金融政策の効果

第24回 マンデル＝フレミング・モデル
⑦

為替相場制・資本移動と財政政策・金融政策の効果の関連性

第26回 為替レート決定理論① 購買力平価説

第25回 マンデル＝フレミング・モデル
⑧

マンデル＝フレミング・モデルの意義と限界

授業時間外に必要な学修 毎回の授業の復習に最低１時間は必要です。
提出課題など
成績評価方法・基準 定期試験(100%)
テキスト
指定図書
参考書 必要に応じて適宜指示する。

第2回 ミクロ経済学の復習② 消費者行動の理論

第14回 貿易政策④ 輸入数量割当政策
第13回 貿易政策③ 輸入関税政策

履修するにあたって ミクロ経済学とマクロ経済学の基礎を理解していることが望ましい

市場均衡



授業科目名 入門マクロ経済学 ③ 単位数

開講キャンパス代表教員 石本　眞八

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

この科目は１年次生全員が学習することが求められている基幹科目であり、２年次配当科目である「マクロ経済
学」の導入科目として位置付けられている。この科目は経済学部のディプロマ・ポリシーに掲げる経済理論の基
礎の修得を目指すための科目である。

授業の目的

マクロ経済学の基礎であるＧＤＰ・金融・財政の関係について理解する。到達目標

GDPの三面等価、45度線分析、経済成長授業のキーワード

スライドを用いた講義形式で行う。必要に応じてレジュメを配布する。授業の進め方

第1回 マクロ経済学とは マクロ経済学がどのような学問であるのかについて学習する。

第5回～第6回 物価と失業
第7回～第8回 国民所得の決定 45度線分析を用いてGDPがどのように決まるのかについて学習する。

第11回～第12回 財政政策 財政の仕組みや財政政策について学習する。
第9回～第10回 金融政策 金融システムや金融政策について学習する。

第15回 総括 これまで学習した内容のまとめを行う。
第13回～第14回 日本経済の歴史と現状 日本経済の歴史と現状について学習する。

授業時間外に必要な学修 毎週の講義前にテキストの指定個所を読んだうえで授業に臨むこと。講義終了後にはノートを見直し、テ
キストの章末にある練習問題を解いて復習すること。

提出課題など
成績評価方法・基準 小テストと定期試験で評価する。小テストは毎週実施し、出席日数が２／３に満たない者については成績

評価は行わない。評価を受けようとするものは、定期試験を受けなければならない。定期試験を受けられ
なかった場合は、所定の手続に従って必ず追試験を受験しなければならない。

テキスト 中村保・大内田康徳編著『経済学入門』ミネルヴァ書房、2017年
指定図書
参考書

第2回～第4回 国内総生産 GDPの概念、名目GDPと実質GDPの違い、三面等価について学習する。

履修するにあたって

物価と失業の概念や測定方法及びこれらの関係について学習する。



授業科目名 入門マクロ経済学 ③ 単位数

開講キャンパス代表教員 石本　眞八

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

この科目は１年次生全員が学習することが求められている基幹科目であり、２年次配当科目である「マクロ経済
学」の導入科目として位置付けられている。この科目は経済学部のディプロマ・ポリシーに掲げる経済理論の基
礎の修得を目指すための科目である。

授業の目的

マクロ経済学の基礎であるＧＤＰ・金融・財政の関係について理解する。到達目標

GDPの三面等価、45度線分析、経済成長授業のキーワード

スライドを用いた講義形式で行う。必要に応じてレジュメを配布する。授業の進め方

第1回 マクロ経済学とは マクロ経済学がどのような学問であるのかについて学習する。

第5回～第6回 物価と失業
第7回～第8回 国民所得の決定 45度線分析を用いてGDPがどのように決まるのかについて学習する。

第11回～第12回 財政政策 財政の仕組みや財政政策について学習する。
第9回～第10回 金融政策 金融システムや金融政策について学習する。

第15回 総括 これまで学習した内容のまとめを行う。
第13回～第14回 日本経済の歴史と現状 日本経済の歴史と現状について学習する。

授業時間外に必要な学修 毎週の講義前にテキストの指定個所を読んだうえで授業に臨むこと。講義終了後にはノートを見直し、テ
キストの章末にある練習問題を解いて復習すること。

提出課題など
成績評価方法・基準 小テストと定期試験で評価する。小テストは毎週実施し、出席日数が２／３に満たない者については成績

評価は行わない。評価を受けようとするものは、定期試験を受けなければならない。定期試験を受けられ
なかった場合は、所定の手続に従って必ず追試験を受験しなければならない。

テキスト 中村保・大内田康徳編著『経済学入門』ミネルヴァ書房、2017年
指定図書
参考書

第2回～第4回 国内総生産 GDPの概念、名目GDPと実質GDPの違い、三面等価について学習する。

履修するにあたって

物価と失業の概念や測定方法及びこれらの関係について学習する。



授業科目名 教育相談 (資格) 単位数

開講キャンパス代表教員 石野　陽子

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 集中講義

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

授業の方法

教育相談とは、成長期にある子どもが諸問題を抱えた時、本人や本人を取り巻く者に対して望ましい相談活動や
援助を行なうことである。ここでは、学級という集団や教育評価の特性と問題点を学び、現場における教育相談
の役割と方法について、実践を交えながら理解を深める。

授業の目的

教育現場で相談業務を行なうことの意義を身につけ、実践できる土台を養う到達目標

授業のキーワード

テーマによっては小実験や話し合い活動を行なう。また、その結果などをまとめたものの提出を求める。よっ
て、講義への積極的参加を期待する。私語など授業の進行を妨げる行為は一切認めない。非常に悪質な場合は退
室を求める場合があることを理解願いたい。

授業の進め方

第1回 教育評価 教育評価の歴史と昨日、方法と分類

第3回 学習環境としての集団
第4回 学習環境としての集団 学級の特質と理解、発達と指導

第6回 教育相談 意義と役割、組織と方法、診断と処遇
第5回 教育相談 意義と役割、組織と方法、診断と処遇

第9回 心身障害の理解 障害の分類と程度、心身障害と発達、発達保障とQOL
第8回 教育臨床 教育臨床の意味、教育相談との関係、学校心理士の活動内容
第7回 教育臨床 教育臨床の意味、教育相談との関係、学校心理士の活動内容

第10回 心身障害の理解 障害の分類と程度、心身障害と発達、発達保障とQOL
第11回 適応障害の理解 適応の仕組、適応障害のタイプ、発現の要因と対応
第12回 適応障害の理解 適応の仕組、適応障害のタイプ、発現の要因と対応

第15回 症例と対応 症例を確認しながらどのような対応を取るべきか考える

授業時間外に必要な学修 この授業は４期に分けられ、それぞれの終わりにレポートを学修されたかの確認レポートを課します。
よって、その課題のために適切な復習をして下さい。該当箇所は授業中に知らせます。

提出課題など
成績評価方法・基準 出席は当然しなければならない。レポート50％、小レポート20％、授業での発言とその内容30％
テキスト
指定図書
参考書

第2回 教育評価 教育評価の歴史と昨日、方法と分類

第14回 症例と対応 症例を確認しながらどのような対応を取るべきか考える
第13回 適応障害の理解 適応の仕組、適応障害のタイプ、発現の要因と対応

履修するにあたって

学級の特質と理解、発達と指導



授業科目名 地域防災コミュニティ論Ⅰ 単位数

開講キャンパス代表教員 伊藤　亜都子

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義、グループワーク授業の方法

この科目は、社会防災学科のディプロマポリシー１（知識・技能）、２（思考力・判断力・表現力等の能力）に
関連する。　災害時には、それぞれの地域社会が抱える課題が顕在化し、より大きな問題として現れやすい。し
たがって、災害と地域社会の関係および基本的な地域社会のしくみについて学びながら、平常時において、私た
ちはどのような地域づくりを行うことが災害時にも平常時にも重要であるかについて、一人ひとりが考える。　
なお、この科目の担当者は、阪神･淡路大震災の震災資料の収集整理を行う震災資料専門員として、被災者個人お
よび仮設住宅、災害ボランティア団体などを数多く訪問してきた実務経験のある教員である。従って、当時の様
子について、実際に見聞きしてきたものを当時の資料を活用しながら、解説を行う実践的教育から構成される授
業科目である。

授業の目的

災害時にコミュニティが果たす役割について知るとともに、地域防災の重要性と基礎知識を学び、自分の身近な
地域の課題として具体的に考えることができるようになる。

到達目標

地域防災、コミュニティ、地域社会授業のキーワード

基本的には講義形式で進める。必要に応じて、映像を視聴したり、ワークショップ形式でディスカッションを行
う。

授業の進め方

第1回 ガイダンス 本講義の進め方。コミュニティって何？

第3回 災害と日常社会
第4回 災害弱者 地域で生活する高齢者、障害者、外国人、女性などの視点から災害を見直す。

第6回 被災地でのコミュニティ① 災害直後の救助、避難行動、避難所におけるコミュニティの概要を学ぶ
第5回 災害ボランティア 阪神・淡路大震災、東日本大震災から災害ボランティアを考える。

第9回 東日本大震災とコミュニティ 原発事故から避難した人たちの避難所での様子や復興の現状について考える。

第8回 被災地でのコミュニティ③ 記録映画の続き。避難所、仮設住宅、復興政策と人々の生活のかかわりを考え
る。

第7回 被災地でのコミュニティ② 阪神・淡路大震災の避難所の記録映画から何が起こったのかについて学ぶ。

第10回 地域福祉とは 地域で支えあう具体的な地域活動について、事例を通して学ぶ。
第11回 地域における助け合いのしくみ ボランティアの原点についてよく考える。
第12回 地域の担い手 自治会、ボランタリーアソシエーションについて

第15回 市民参加による震災復興の公園
づくり

阪神・淡路大震災の後、計画段階から市民が参画してつくりあげた公園について
学ぶ。震災の伝承、防災機能、都心での公園活用、市民参加による維持管理など
多様な観点から考察する。

授業時間外に必要な学修 授業の予習復習(各1時間程度）。関心を持ったことについて自主的に深く調べること。
提出課題など 講義の理解状況、講義に対する自分の考えについて、授業中に数回、小レポートを実施する。グループご

とにワークショップを行い、プレゼンテーションを行う。定期試験を実施する。
成績評価方法・基準 受講態度（約30％）、授業中の小レポートおよびグループワーク（約40％）、小テスト（約30％）。
テキスト 特に指定しない。
指定図書
参考書 特に指定しない。必要に応じて、プリントや資料を配布する。

第2回 コミュニティの歴史 戦後の日本社会におけるコミュニティの歴史を把握する。

第14回 防災とまちあそび 阪神・淡路大震災のあとの神戸市灘区でのとりくみについて事例を多く紹介しな
がら学ぶ。震災前からのまちの魅力、愛着ある歴史、地域の資源などを活用して
新たな価値を見出して楽しむしくみや挑戦を続ける活動から学ぶ。

第13回 地域コミュニティと商店街 全国的に衰退の傾向にある商店街であるが、地域コミュニティの拠点としての可
能性を持っている。被災地での商店街の取り組みについて事例を通して学びなが
ら、商店街の地域コミュニティにおける意義、楽しさについて考える。

履修するにあたって 授業中の私語は、他の受講生の迷惑になるので禁止します。退室してもらいます。

阪神・淡路大震災のとき、地域社会に何が起こったのか。



授業科目名 地域防災コミュニティ論Ⅰ 単位数

開講キャンパス代表教員 伊藤　亜都子

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義、グループワーク授業の方法

この科目は、社会防災学科のディプロマポリシー１（知識・技能）、２（思考力・判断力・表現力等の能力）に
関連する。　災害時には、それぞれの地域社会が抱える課題が顕在化し、より大きな問題として現れやすい。し
たがって、災害と地域社会の関係および基本的な地域社会のしくみについて学びながら、平常時において、私た
ちはどのような地域づくりを行うことが災害時にも平常時にも重要であるかについて、一人ひとりが考える。　
なお、この科目の担当者は、阪神･淡路大震災の震災資料の収集整理を行う震災資料専門員として、被災者個人お
よび仮設住宅、災害ボランティア団体などを数多く訪問してきた実務経験のある教員である。従って、当時の様
子について、実際に見聞きしてきたものを当時の資料を活用しながら、解説を行う実践的教育から構成される授
業科目である。

授業の目的

災害時にコミュニティが果たす役割について知るとともに、地域防災の重要性と基礎知識を学び、自分の身近な
地域の課題として具体的に考えることができるようになる。

到達目標

地域防災、コミュニティ、地域社会授業のキーワード

基本的には講義形式で進める。必要に応じて、映像を視聴したり、ワークショップ形式でディスカッションを行
う。

授業の進め方

第1回 ガイダンス 本講義の進め方。コミュニティって何？

第3回 災害と日常社会
第4回 災害弱者 地域で生活する高齢者、障害者、外国人、女性などの視点から災害を見直す。

第6回 被災地でのコミュニティ① 災害直後の救助、避難行動、避難所におけるコミュニティの概要を学ぶ
第5回 災害ボランティア 阪神・淡路大震災、東日本大震災から災害ボランティアを考える。

第9回 東日本大震災とコミュニティ 原発事故から避難した人たちの避難所での様子や復興の現状について考える。

第8回 被災地でのコミュニティ③ 記録映画の続き。避難所、仮設住宅、復興政策と人々の生活のかかわりを考え
る。

第7回 被災地でのコミュニティ② 阪神・淡路大震災の避難所の記録映画から何が起こったのかについて学ぶ。

第10回 地域福祉とは 地域で支えあう具体的な地域活動について、事例を通して学ぶ。
第11回 地域における助け合いのしくみ ボランティアの原点についてよく考える。
第12回 地域の担い手 自治会、ボランタリーアソシエーションについて

第15回 市民参加による震災復興の公園
づくり

阪神・淡路大震災の後、計画段階から市民が参画してつくりあげた公園について
学ぶ。震災の伝承、防災機能、都心での公園活用、市民参加による維持管理など
多様な観点から考察する。

授業時間外に必要な学修 授業の予習復習(各1時間程度）。関心を持ったことについて自主的に深く調べること。
提出課題など 講義の理解状況、講義に対する自分の考えについて、授業中に数回、小レポートを実施する。グループご

とにワークショップを行い、プレゼンテーションを行う。定期試験を実施する。
成績評価方法・基準 受講態度（約30％）、授業中の小レポートおよびグループワーク（約40％）、小テスト（約30％）。
テキスト 特に指定しない。
指定図書
参考書 特に指定しない。必要に応じて、プリントや資料を配布する。

第2回 コミュニティの歴史 戦後の日本社会におけるコミュニティの歴史を把握する。

第14回 防災とまちあそび 阪神・淡路大震災のあとの神戸市灘区でのとりくみについて事例を多く紹介しな
がら学ぶ。震災前からのまちの魅力、愛着ある歴史、地域の資源などを活用して
新たな価値を見出して楽しむしくみや挑戦を続ける活動から学ぶ。

第13回 地域コミュニティと商店街 全国的に衰退の傾向にある商店街であるが、地域コミュニティの拠点としての可
能性を持っている。被災地での商店街の取り組みについて事例を通して学びなが
ら、商店街の地域コミュニティにおける意義、楽しさについて考える。

履修するにあたって 授業中の私語は、他の受講生の迷惑になるので禁止します。退室してもらいます。

阪神・淡路大震災のとき、地域社会に何が起こったのか。



授業科目名 地域文化理解Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 為村　啓二

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜5限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

パワーポイントを使った講義形式で授業を進める。毎回の授業の終わりに、理解度を把握するために小レポート
を課す。　

授業の方法

本講義科目は、ディプロマポリシーの中でも「3.言語の基礎にある多様な社会、文化、歴史、政治、経済などに
ついて幅広い知識や教養を身に付けることができる」ことを目的としている。また、「地域文化理解Ⅱ」ではア
ジア圏の文化など様々側面を学ぶ事により、異文化間コミュニケーションに必要な基礎知識を提供する事を目指
す。また、この講義では異文化を学習すると同時に日本の文化を理解することにより、異文化理解をより深める
ことを目的としている。異文化を理解するためには自国の文化をその対比によって理解する方法がより効果的で
ある。また、欧米中心の文化を学ぶ機会が多いがそれ以外の文化を日本文化と比較し、歴史的に異文化文化交流
を理解する事である。なお、この授業の担当者は、外資系航空会社で営業、マーケティング業務を３０年以上経
験している、実務経験のある教員であるので、より実践的な観点からアジアの現状などを詳しく解説出来る。

授業の目的

１）日本の文化の成り立ち、外国からの影響を歴史的に観察し異文化の中の日本文化を理解出来るようになる。
２）アジアの文化を理解するための基本的な歴史的背景を理解することが出来るようになる。３）アジア諸国の
文化、宗教、政治を通じて異文化社会への理解を深め、異文化理解のアプローチが出来るようになる。４）異質
な文化を深く理解することにより、コミニュケーションに必要な寛容力と対応力を身につけることが出来る。

到達目標

異文化理解　アジア　植民地政策　帝国主義　世界文化遺産　宗教授業のキーワード

インタラクティブな講義形式の授業を行います。その為には予習・復習は勿論の事、自身の考えをまとめ発表す
る事が必要とされます。

授業の進め方

第１回 オリエンテーション イントロダクション、講義内容、講義方法、目標設定。

第３回 近代化日本への道のり

第４回 日本人と宗教　神道、仏教と儒
教

多くの文化の伝承とともに宗教が主に中国より伝えられ、日本独自の神道と如何
に両立していったのか。また、古代中国の儒教の教えが日本で独自の成長を遂げ
た。独自の日本文化を作り上げた背景を宗教の歴史と共に検証してゆく。

第６回 東南アジアの国家の歴史 海のシクルロードと言われる東南アジアではそれぞれの交易の中で多様化した文
化が生まれる。

第５回 東南アジアの特徴 東南アジアの生活文化様式、民族、宗教などを検証する。海上貿易により諸外国
の文明の影響を強く受けた。

第９回 ヨーロッパ諸国の植民地支配と
経済再編成

帝国主義下の時代の植民地としてそれぞれ国家が形成され、本格的に支配を受け
る。イギリス帝国の覇権の下、輸出供給源の役割を演じる。

第８回 １８－１９世紀の東南アジア国
家の成立

海上交易で繁栄した東南アジアの諸国は陸上を中心に様々な王朝が生まれ、新た
な時代を迎える。

第７回 交易の時代　繁栄と諸外国の影
響

航海技術の発達により東南アジア域内だけではなく、中近東、ヨーロッパ諸国と
の交易が始まり繁栄の時期を迎える。

第１０回 アジア・太平洋地域文化 アジア・太平洋地域の文化は時代の流れの中で他国の影響を受けながら今日の姿
となっている。多くの国家、民族、宗教が混ざり合い複雑な関係にある。また、
今日では世界で最も経済的に発展を続けている地域でもある。同地域の文化を知
ることにより、今後この地域がどのような役割を果たすかの考察する。

第１１回 アジアの中の日本　アジア諸国
との交流の歴史

戦前日本が唱えた「大東亜共栄圏」構想の下、日本が占領したアジア諸国。文化
的にも大きな影響をアジア諸国に与えた。また、戦後日本は経済協力、援助を中
心に多くの関わりを同地域に持ち続けている。アジアの先進国として、今後これ
ら地域との関係はますます重要になってくる。日本にとってのアジア諸国の重要
性に考察を加える。

第１２回 アジアの国家と宗教 交易の中継地点として発達したアジアの諸国は様々な宗教が存在し、特色ある文
化を形成している。

第１５回 総括 グローバル化が進む中、文化、宗教、言語が異なる様々な国々との交流の機会は
今後益々増大すし異文化への理解とその対応が必要となる。世界中の異文化の存
在を認識し、その違いの本質を理解することが重要である。日本人として如何に
異文化と接すれば良いかを考察する。

授業時間外に必要な学修 授業で学習した内容を必ず１時間ほど復習して下さい。また、課題を出した際には必ず予習として事前学
習が必要となります。

提出課題など
成績評価方法・基準 授業への積極的参加や取り組み、提出課題などを総合して評価します。　授業での参加、毎回出席カード

への感想など６０％　レポート試験　40%　
テキスト 授業中に適宜指示します。講義はパワーポイントを使用。
指定図書
参考書

第２回 日本の成り立ち 日本国の成り立ち、地政学上の特徴、気候による影響、民族、文化交流などを歴
史的に分析し今日の日本の姿を浮き彫りにする。また、諸外国のと交流の歴史、
その後の影響についても検証する。

第１４回 アジアの文化的遺産２ 東南アジア・東アジアの世界文化遺産を学ぶ。
第１３回 アジアの文化的遺産１ 中近東・東アジア・南アジアにある世界文化遺産を解説する。

履修するにあたって

明治維新を迎えた日本は一気に近代化へ進んでいった。その間多くの先進国との
交流により多くのものを学び、独自に発展させていった歴史を振り返る。西洋諸
国との交流は近代日本には欠かすことが出来なかった大きな転換期でもあった。
この時代に大きな影響を受けた西洋文化について考察を行う。



授業科目名 教育方法論 単位数

開講キャンパス代表教員 井上　豊久

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 金曜5限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

オンライン授業授業の方法

これからの社会を担う子供たちに求められる資質・能力を育成するために必要な教育の方法を理解し、目的に適
した指導技術を身に付ける。DP主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度の実践的な育成を目指す。将来に
わたって知的好奇心を失わず、自立的に学修できる力量形成を目的とする。

授業の目的

１．教育方法の基礎的理論と実践の理解、２．主体的対話的で深い学びの理解と実践、３．授業構成と技術の理
解、４．機器の理解と活用

到達目標

アクティブラーニング、指導案、メディアリテラシー授業のキーワード

オンライン授業とレポート、指導案の検討等で行う授業の進め方

第１回 オリエンテーション 講義の目標・内容と方法、評価の説明

第３回 教育方法論の歴史１
第４回 教育方法論の歴史２ デューイ、ブルーナー等の教育方法論、日本の教育方法史

第６回 授業の構造と設計 学習指導の過程、授業設計、指導案の作成の基礎
第５回 教授理論 問題解決学習、系統学習、経験学習等

第９回 ワークショップ１ 参画学習とは、アイスブレイキング、アクティビティー１
第８回 中間テスト これまでの授業の復習と中間まとめ
第７回 主体的対話的で深い学び 主体的対話的で深い学びの意義と実践

第１０回 ワークショップ２ アクティビティー２．ブレインストーミング、カード分類法、
第１１回 ワークショップ３ シェアリング、プレゼンテーション、気づきと共有、改善
第１２回 指導案作成1 指導案作成の基礎・基本の理解、教育方法におけるＩＣＴなどメディアの理解

第１５回 まとめ 総括と最終レポート

授業時間外に必要な学修 課題の提出、自己研究を重視し、テーマに合わせ１８０分程度の時間外の学習を基本とする。
提出課題など ミニレポート、中間レポート、最レポート、提出物は成績評価に反映させるほか、適宜、匿名にて論評を

行う。
成績評価方法・基準 毎回のレポート４０％、中間レポート２０％、最終レポート４０％の総合判断
テキスト
指定図書
参考書 立田慶裕・今西幸蔵編『学校教員の現代的課題』法律文化社

第２回 教育方法論の概要と意義 教育方法の理念、意義、諸問題

第１４回 プレゼンテーション、ICTを活
用した授業

レポート提出による指導案発表、ICTを活用した教材の作成とプレゼンテーショ
ン、シェアリング

第１３回 指導案作成2 指導案作成実践、メディアリテラシー、学校とICT、PC等の活用

履修するにあたって 自己研究を着実に行うことを求めます。

ソクラテス、コメニウス、ルソー、ペスタロッチ、ヘルバルト等の教育方法論



授業科目名 総合的な学習の時間・特別活動の指導法 (資格) 単位数

開講キャンパス代表教員 井上　豊久

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

オンライン授業授業の方法

学校教育全体における総合的な学習の時間・特別活動の意義を理解し、人間関係形成、社会参画、自己実現の視
点やチームとしての学校の視点を深めた上で、総合的な学習の時間・特別活動の指導に必要な知識や素養を身に
つける。DP複数の分野の基礎知識を教養として身につけること、相手の意見を正確に理解し、自分の考えや意見
を口頭や文章で的確に表現できることを目的とする。

授業の目的

１．総合的な学習の時間・特別活動の目標及び内容の理解、２．総合的な学習の時間・教育課程全体で取り組む
指導の在り方の理解、３．総合的な学習の時間・特別活動における家庭・地域住民や関係機関との連携の理解

到達目標

アイスブレーキング、指導案、メディアリテラシー授業のキーワード

毎回、課題レポートを義務付ける。また、指導案作成を行う。授業の進め方

第1回 オリエンテーション 講義の目標・内容と方法、評価の説明

第3回 総合的な学習の時間・特別活動
の目標と内容

第4回 総合的な学習の時間・特別活動
の歴史

明治以降の変遷、戦後の変遷

第6回 総合的な学習の時間・特別活動
と授業実践

授業の計画・実施・評価の基本、個人、自己実現、集団、体験活動、社会参画
第5回 教科等との関連 教科、道徳、生徒指導等との関連

第9回 総合的な学習の時間の実際と課
題

総合的な学習の時間の実際と課題について事例等に基づいて検討する
第8回 中間試験 中間総括と中間試験
第７回 学級活動 学級活動の目標と内容

第10回 ワークショップ１ ワークショップの説明とアイスブレーキング、ブレインストーミングの説明を行
う

第11回 ワークショップ２ カード分類法を使ったアクティブラーニングとプレゼンテーションの説明を行う
第12回 指導案作成1 指導案作成の基礎・基本の理解

第１５回 まとめ 総括と最終レポート提出

授業時間外に必要な学修 課題の提出、自己研究、各回６０分の予習復習を基本とします。
提出課題など レポート、指導案、最終レポート、提出物は成績評価に反映させるほか、適宜、匿名にて論評を行う。
成績評価方法・基準 レポート４０％、中間レポート２０％、最終レポート４０％の総合判断
テキスト
指定図書
参考書 片岡徳雄編『特別活動論』福村出版

第２回 総合的な学習の時間・特別活動
とは何か

総合的な学習の時間・特別活動の定義と特徴

第１４回 発表 指導案の発表と省察、教育評価の内容と方法を理解する
第１３回 指導案作成2 指導案作成の実践と学校経営、地域等との連携について検討する

履修するにあたって

学習指導要領の理解と授業展開



授業科目名 教育方法論 (資格) 単位数

開講キャンパス代表教員 井上　豊久

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 金曜5限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

オンライン授業授業の方法

これからの社会を担う子供たちに求められる資質・能力を育成するために必要な教育の方法を理解し、目的に適
した指導技術を身に付ける。DP主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度の実践的な育成を目指す。将来に
わたって知的好奇心を失わず、自立的に学修できる力量形成を目的とする。

授業の目的

１．教育方法の基礎的理論と実践の理解、２．主体的対話的で深い学びの理解と実践、３．授業構成と技術の理
解、４．機器の理解と活用

到達目標

アクティブラーニング、指導案、メディアリテラシー授業のキーワード

オンライン授業とレポート、指導案の検討等で行う授業の進め方

第１回 オリエンテーション 講義の目標・内容と方法、評価の説明

第３回 教育方法論の歴史１
第４回 教育方法論の歴史２ デューイ、ブルーナー等の教育方法論、日本の教育方法史

第６回 授業の構造と設計 学習指導の過程、授業設計、指導案の作成の基礎
第５回 教授理論 問題解決学習、系統学習、経験学習等

第９回 ワークショップ１ 参画学習とは、アイスブレイキング、アクティビティー１
第８回 中間テスト これまでの授業の復習と中間まとめ
第７回 主体的対話的で深い学び 主体的対話的で深い学びの意義と実践

第１０回 ワークショップ２ アクティビティー２．ブレインストーミング、カード分類法、
第１１回 ワークショップ３ シェアリング、プレゼンテーション、気づきと共有、改善
第１２回 指導案作成1 指導案作成の基礎・基本の理解、教育方法におけるＩＣＴなどメディアの理解

第１５回 まとめ 総括と最終レポート

授業時間外に必要な学修 課題の提出、自己研究を重視し、テーマに合わせ１８０分程度の時間外の学習を基本とする。
提出課題など ミニレポート、中間レポート、最レポート、提出物は成績評価に反映させるほか、適宜、匿名にて論評を

行う。
成績評価方法・基準 毎回のレポート４０％、中間レポート２０％、最終レポート４０％の総合判断
テキスト
指定図書
参考書 立田慶裕・今西幸蔵編『学校教員の現代的課題』法律文化社

第２回 教育方法論の概要と意義 教育方法の理念、意義、諸問題

第１４回 プレゼンテーション、ICTを活
用した授業

レポート提出による指導案発表、ICTを活用した教材の作成とプレゼンテーショ
ン、シェアリング

第１３回 指導案作成2 指導案作成実践、メディアリテラシー、学校とICT、PC等の活用

履修するにあたって 自己研究を着実に行うことを求めます。

ソクラテス、コメニウス、ルソー、ペスタロッチ、ヘルバルト等の教育方法論



授業科目名 道徳教育の指導法 （資格）【人文学科以外】 単位数

開講キャンパス代表教員 井西　弘樹

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜5限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義（前半）、実習（後半）授業の方法

道徳科は現在、日本の小中学校において必修科目となっている。こうした状況下にあって教員を目指す者に求め
られるのは、道徳に関する深い見識を持ち、それに基づいて授業づくりを行っていく力であると考えられる。本
授業の目的は、道徳ならびに道徳教育の意味についてじっくりと考え、よりよい道徳科の授業づくりへ向けた準
備を行うことにある。本授業は、全学DPの1、2、3、5に対応する。

授業の目的

・道徳について主体的に考えられるようになる。・道徳教育の歴史を知る。・道徳教育に関する最近のテーマに
ついて理解する。・学習指導要領に即した指導案を作成し、実践できるようになる。

到達目標

授業のキーワード

前半は教科書とレジュメを用いた講義、後半は実際に学習指導案を作成した上で模擬授業を行ってもらう。履修
者の人数にもよるが、模擬授業は基本的にグループ単位で行ってもらう。

授業の進め方

第1回 学習指導要領における道徳科の
目標および内容

学習指導要領における道徳科の位置づけおよび内容について学ぶ。

第3回 道徳とは何か（2）

第4回 道徳とは何か（3） 同情道徳（ショーペンハウアー）とそれへの批判（ニーチェ）について学び、道
徳とは何かについて考える。

第6回 道徳教育の歴史（2） 戦後の日本の道徳教育について学ぶ。教育基本法の内容にもふれつつ、道徳が教
科化されるに至った経緯を知る。

第5回 道徳教育の歴史（1） 戦前の日本の道徳教育について学ぶ。明治維新以降の教育政策や教育勅語の内容
を理解する。

第9回 道徳性の発達段階 道徳性の発達段階論（コールバーグ）とケアの倫理（ギリガン）について学ぶ。

第8回 シティズンシップ教育と情報モ
ラル

昨今の道徳教育の重要テーマであるシティズンシップ教育と情報モラルについて
学ぶ。

第7回 いじめと道徳教育 いじめ問題について知見を深める。いじめに関する理論を学んだ上で、具体的な
対策を考える。

第10回 学習指導案の作成（1） 道徳教育の方法論と学習指導案の作成手順を学ぶ。
第11回 学習指導案の作成（2） 学習指導案を作成する。
第12回 模擬授業（1） 模擬授業を行う。

第15回 まとめ これまでの授業内容をふりかえりつつ、道徳教育の意義と課題についてあらため
て考え議論する。

授業時間外に必要な学修 次回の講義内容について、事前に教科書の該当箇所を読み予習しておくこと（目安として30分）。また、
模擬授業に際しては授業時間外での綿密な打ち合わせと準備が必要となる。

提出課題など
成績評価方法・基準 学期末試験（40％）、学習指導案の作成（20％）、模擬授業（20％）、参加態度など（20％）
テキスト 『イチからはじめる道徳教育』（田中潤一編著、ナカニシヤ出版、2017年）
指定図書 『中学校学習指導要領』および『中学校学習指導要領解説　特別の教科　道徳編』（いずれも文部科学省

のサイトからダウンロード可能）
参考書 授業のなかで適宜指示する。

第2回 道徳とは何か（1） 徳倫理学（アリストテレス）について学び、道徳とは何かについて考える。

第14回 模擬授業（3） 模擬授業を行う。
第13回 模擬授業（2） 模擬授業を行う。

履修するにあたって

義務論（カント）と功利主義（ベンサム、ミル）について学び、道徳とは何かに
ついて考える。



授業科目名 道徳教育の指導法 （資格）【人文学科以外】 単位数

開講キャンパス代表教員 井西　弘樹

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜5限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義（前半）、実習（後半）授業の方法

道徳科は現在、日本の小中学校において必修科目となっている。こうした状況下にあって教員を目指す者に求め
られるのは、道徳に関する深い見識を持ち、それに基づいて授業づくりを行っていく力であると考えられる。本
授業の目的は、道徳ならびに道徳教育の意味についてじっくりと考え、よりよい道徳科の授業づくりへ向けた準
備を行うことにある。本授業は、全学DPの1、2、3、5に対応する。

授業の目的

・道徳について主体的に考えられるようになる。・道徳教育の歴史を知る。・道徳教育に関する最近のテーマに
ついて理解する。・学習指導要領に即した指導案を作成し、実践できるようになる。

到達目標

授業のキーワード

前半は教科書とレジュメを用いた講義、後半は実際に学習指導案を作成した上で模擬授業を行ってもらう。履修
者の人数にもよるが、模擬授業は基本的にグループ単位で行ってもらう。

授業の進め方

第1回 学習指導要領における道徳科の
目標および内容

学習指導要領における道徳科の位置づけおよび内容について学ぶ。

第3回 道徳とは何か（2）

第4回 道徳とは何か（3） 同情道徳（ショーペンハウアー）とそれへの批判（ニーチェ）について学び、道
徳とは何かについて考える。

第6回 道徳教育の歴史（2） 戦後の日本の道徳教育について学ぶ。教育基本法の内容にもふれつつ、道徳が教
科化されるに至った経緯を知る。

第5回 道徳教育の歴史（1） 戦前の日本の道徳教育について学ぶ。明治維新以降の教育政策や教育勅語の内容
を理解する。

第9回 道徳性の発達段階 道徳性の発達段階論（コールバーグ）とケアの倫理（ギリガン）について学ぶ。

第8回 シティズンシップ教育と情報モ
ラル

昨今の道徳教育の重要テーマであるシティズンシップ教育と情報モラルについて
学ぶ。

第7回 いじめと道徳教育 いじめ問題について知見を深める。いじめに関する理論を学んだ上で、具体的な
対策を考える。

第10回 学習指導案の作成（1） 道徳教育の方法論と学習指導案の作成手順を学ぶ。
第11回 学習指導案の作成（2） 学習指導案を作成する。
第12回 模擬授業（1） 模擬授業を行う。

第15回 まとめ これまでの授業内容をふりかえりつつ、道徳教育の意義と課題についてあらため
て考え議論する。

授業時間外に必要な学修 次回の講義内容について、事前に教科書の該当箇所を読み予習しておくこと（目安として30分）。また、
模擬授業に際しては授業時間外での綿密な打ち合わせと準備が必要となる。

提出課題など
成績評価方法・基準 学期末試験（40％）、学習指導案の作成（20％）、模擬授業（20％）、参加態度など（20％）
テキスト 『イチからはじめる道徳教育』（田中潤一編著、ナカニシヤ出版、2017年）
指定図書 『中学校学習指導要領』および『中学校学習指導要領解説　特別の教科　道徳編』（いずれも文部科学省

のサイトからダウンロード可能）
参考書 授業のなかで適宜指示する。

第2回 道徳とは何か（1） 徳倫理学（アリストテレス）について学び、道徳とは何かについて考える。

第14回 模擬授業（3） 模擬授業を行う。
第13回 模擬授業（2） 模擬授業を行う。

履修するにあたって

義務論（カント）と功利主義（ベンサム、ミル）について学び、道徳とは何かに
ついて考える。



授業科目名 道徳教育の指導法 （資格）【人文学科以外】 単位数

開講キャンパス代表教員 井西　弘樹

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜5限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義（前半）、実習（後半）授業の方法

道徳科は現在、日本の小中学校において必修科目となっている。こうした状況下にあって教員を目指す者に求め
られるのは、道徳に関する深い見識を持ち、それに基づいて授業づくりを行っていく力であると考えられる。本
授業の目的は、道徳ならびに道徳教育の意味についてじっくりと考え、よりよい道徳科の授業づくりへ向けた準
備を行うことにある。本授業は、全学DPの1、2、3、5に対応する。

授業の目的

・道徳について主体的に考えられるようになる。・道徳教育の歴史を知る。・道徳教育に関する最近のテーマに
ついて理解する。・学習指導要領に即した指導案を作成し、実践できるようになる。

到達目標

授業のキーワード

前半は教科書とレジュメを用いた講義、後半は実際に学習指導案を作成した上で模擬授業を行ってもらう。履修
者の人数にもよるが、模擬授業は基本的にグループ単位で行ってもらう。

授業の進め方

第1回 学習指導要領における道徳科の
目標および内容

学習指導要領における道徳科の位置づけおよび内容について学ぶ。

第3回 道徳とは何か（2）

第4回 道徳とは何か（3） 同情道徳（ショーペンハウアー）とそれへの批判（ニーチェ）について学び、道
徳とは何かについて考える。

第6回 道徳教育の歴史（2） 戦後の日本の道徳教育について学ぶ。教育基本法の内容にもふれつつ、道徳が教
科化されるに至った経緯を知る。

第5回 道徳教育の歴史（1） 戦前の日本の道徳教育について学ぶ。明治維新以降の教育政策や教育勅語の内容
を理解する。

第9回 道徳性の発達段階 道徳性の発達段階論（コールバーグ）とケアの倫理（ギリガン）について学ぶ。

第8回 シティズンシップ教育と情報モ
ラル

昨今の道徳教育の重要テーマであるシティズンシップ教育と情報モラルについて
学ぶ。

第7回 いじめと道徳教育 いじめ問題について知見を深める。いじめに関する理論を学んだ上で、具体的な
対策を考える。

第10回 学習指導案の作成（1） 道徳教育の方法論と学習指導案の作成手順を学ぶ。
第11回 学習指導案の作成（2） 学習指導案を作成する。
第12回 模擬授業（1） 模擬授業を行う。

第15回 まとめ これまでの授業内容をふりかえりつつ、道徳教育の意義と課題についてあらため
て考え議論する。

授業時間外に必要な学修 次回の講義内容について、事前に教科書の該当箇所を読み予習しておくこと（目安として30分）。また、
模擬授業に際しては授業時間外での綿密な打ち合わせと準備が必要となる。

提出課題など
成績評価方法・基準 学期末試験（40％）、学習指導案の作成（20％）、模擬授業（20％）、参加態度など（20％）
テキスト 『イチからはじめる道徳教育』（田中潤一編著、ナカニシヤ出版、2017年）
指定図書 『中学校学習指導要領』および『中学校学習指導要領解説　特別の教科　道徳編』（いずれも文部科学省

のサイトからダウンロード可能）
参考書 授業のなかで適宜指示する。

第2回 道徳とは何か（1） 徳倫理学（アリストテレス）について学び、道徳とは何かについて考える。

第14回 模擬授業（3） 模擬授業を行う。
第13回 模擬授業（2） 模擬授業を行う。

履修するにあたって

義務論（カント）と功利主義（ベンサム、ミル）について学び、道徳とは何かに
ついて考える。



授業科目名 集団心理学（社会・集団・家族心理学） 単位数

開講キャンパス代表教員 板山　昂

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義だが、グループワーク・ペアワークを実施する場合がある。授業の方法

本科目は、個人と集団、集団と集団の相互作用に関する心理学の知見を学ぶことを通して、集団を形成して生活
する私たちが、いかに他者から影響を受け、さらには他者に影響を与えているのかについて包括的に理解するこ
とを目的とします。こうした本科目は心理学部のDPに示す、心理学の専門知識を習得し、医療・福祉・教育・産
業・司法などの分野で専門知識を生かすことができること（DP1）、社会人として幅広い教養を身につけること
（DP2）、社会の中で身の回りにある事象を観察し、問題の有無を適切に判断し、それを解決することができるこ
と（DP4）、を目指します。人が他者との関わりを持たずに生活することや、まったく集団に所属せずに生活をし
ていくことは考えられません。人は、集団に所属することで、一人ではできないことが可能になったり、安心感
を得たりすることができます。しかし、その一方で、集団で活動する中でストレスを感じてしまうこともありま
す。さらに、集団であるがために過ちを犯してしまうことあります。集団は、その中にいる個人の心理状態や行
動に様々な影響を与えます。本授業では、集団活動でいることによって生じる心理学的問題について理解すると
ともに、よりよい集団生活を送るための力を高めてもらいます。なお、この科目の担当者はカウンセラー等の実
務経験者ではない。　　

授業の目的

・対人関係並びに集団における人の意識及び行動についての心の過程について説明できる。・集団及び文化が個
人に及ぼす影響について説明できる。・集団心理学の理論と研究を日常生活と関連づけ、暮らしのなかで起きて
いる事柄について、自らの力で心理学的に考察することができる。

到達目標

集団心理学、他者存在、集団間関係、文化、授業のキーワード

授業は講義形式で行います。受講生は、毎回授業でミニレポートを提出することが求められます。　授業の進め方

第1回 授業オリエンテーション 集団、集団心理学について説明する

第3回 社会的影響②
第4回 集団過程① 集団極性化、集団思考などについて解説する

第6回 集合行動 パニック、流言などについて解説する
第5回 集団過程② ・ここまでのまとめ：小テスト・少数派の影響力などについて解説する

第9回 攻撃行動② マスメディアやバイオレンスゲームと攻撃行動の関係、暴力メディアの長期的影
響について解説する

第8回 攻撃行動① 攻撃行動の個人差、攻撃行動とパーソナリティ、攻撃行動のメカニズムについて
解説する

第7回 受容と排斥 他者からのサポートと、排斥が及ぼす影響について解説する

第10回 援助行動・協同 ・ここまでのまとめ：小テスト・援助行動の規定要因や協同に関わる心理につい
て解説する

第11回 社会的ネットワーク ネットワークの形成・維持を支える人間行動について解説する
第12回 集団間葛藤① 集団間関係における紛争・葛藤の生起、社会的アイデンティティ、社会的ジレン

マについて解説する

第15回 異文化適応 ・ここまでのまとめ：小テスト・異文化への適応に関する心理について解説する

授業時間外に必要な学修 授業前にはシラバスを基に予習、毎授業後には講義内容を復習しておくこと（時間の目安30分）
提出課題など 各授業の終了後にミニレポートを提出して頂きます。優れた内容のミニレポートについては翌週の授業時

に取り上げ、どこが優れていたかについて口頭でフィードバックを行います。小テストは、次回以降の回
に平均点や模範解答を提示し、口頭でフィードバックを行います。

成績評価方法・基準 【授業毎ミニレポート】50%：各回に課すミニレポートの問いについて、授業内容を踏まえ自らの考えで
述べられているか。【授業内試験】50%

テキスト 特に指定はしない。毎授業で資料を配布する　
指定図書
参考書 必要に応じて授業中に紹介する。

第2回 社会的影響① 社会的促進と社会的抑制、社会的手抜きについて解説する

第14回 個人主義、集団主義、文化的自
己観

個人主義や集団主義といった文化的自己感の個人への影響について解説する
第13回 集団間葛藤② 集団間関係における紛争・葛藤の和解に関する心理過程について解説する

履修するにあたって ・原則、遅刻は認めません。出席カードは授業開始時に配布するので、遅刻した場合は受け取れません。・授業
中の私語は禁じます。

集団圧力と同調行動、集団規範について解説する



授業科目名 総合的な学習の時間・特別活動の指導法 (資格) 単位数

開講キャンパス代表教員 磯辺　次雄

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 土曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

総合的な学習の時間及び特別活動の意義、目標・内容や、その定め方についての理解を深め、指導計画作成、指
導法、評価についての知識・技能や素養を身に付ける。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なお、この科目の担当者は中学校現場の
実践および教育委員会での指導を経験した実務経験のある教員であり、現場での実践向けて必要な知識・態度や
実践事例を受講できる。

授業の目的

・総合的な学習の時間の目標・内容・各学校において定める際の考え方、特別活動の目標・内容を説明でき
る。・総合的な学習の時間の果たす役割を、必要となる資質・能力の視点から理解している。・探究的な学習過
程、主体的・対話的で深い学びを実現することの重要性と具体的事例を理解している。・特別活動の教育課程に
おける位置づけ、各教科等との関連を理解している。　　　　　　　　　　　　　　　　　・特別活動の内容の
特質、指導の在り方、評価の重要性を理解し、話し合い活動や集団活動の指導の在り方を例示できる。・特別活
動の家庭、地域住民、社会教育施設等の関係機関との連携の在り方を理解している。・教育活動の評価と改善の
重要性、学習状況に関する評価の方法・留意点を理解している。　　　　　　　　・この学習を通して、教育実
践に対する意欲を高める。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　

到達目標

　探究的な学習過程　主体的・対話的で深い学び 人間関係形成　社会参画　自己実現　授業のキーワード

テキストとレジュメを用いて講義を中心に進める。毎授業の最後にミニレポートを提出する。　　　　　　授業の進め方

第1回 概要 学習指導要領と総合的な学習の時間・特別活動

第3回 総合的な学習の時間の内容１
第4回 総合的な学習の時間の内容２ 考える技法　道徳との関連

第6回 総合的な学習の時間の評価 教育評価とは　目標の設定について　指導と評価の一体化

第5回 総合的な学習の時間の内容の取
扱い

考える技法の活用　配慮する事項

第９回 特別活動の内容２ 生徒会活動　学校行事
第８回 特別活動の内容1 学級活動　
第7回 特別活動とは 学習指導要領の構成　特別活動とは

第１０回 特別活動の意義 人間形成と特別活動　各教科・道徳・総合的な学習の時間との関連
第１１回 総合的な学習の時間の計画立案

について
見通しを持った指導計画　単元計画　

第１２回 各学校において定める総合的な
学習の時間の目標及び内容

各学校において総合的な学習の時間の目標及び内容を定める際の考え方

第１５回 課題のまとめ 前回に引き続きレポートをまとめて、提出し、これまでの講義のまとめをおこな
う。

授業時間外に必要な学修 自分の興味・関心に応じた探究的な学習を考えること。最終レポートの作成に向けて、探究的な学習の具
体をまとめておくこと。

提出課題など 毎時間講義終了後、ミニレポートを提出する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最終レポートとして、特別活
動を組み込んだ総合的な学習の時間の実施計画を立案して提出する。

成績評価方法・基準 定期試験（５０％）　　課題のレポート（3０％）　　毎時間講義終了後のミニレポートの記載内容
（20％）　　　　で評価する。

テキスト 文部科学省『中学校学習指導要領解説　特別活動編』（Ｈ２９．７）東山書房発行　256円＋税文部科学
省『中学校学習指導要領解説　総合的な学習の時間編』（Ｈ２９．７）東山書房発行　209円＋税

指定図書 なし
参考書 文部科学省『評価基準の作成、 評価方法等の工夫改善のための参考資料【中学校　特別活動】』　（Ｈ

２３．１１）　　教育出版

第2回 総合的な学習の時間・特別活動
の目標と内容

総合的な学習の時間及び特別活動の目標と内容　育成する資質・能力

第１４回 総合的な学習の時間・特別活動
の課題の研究

受講生が参考文献等の資料を収集して、特別活動を組み込んだ総合的な学習の時
間の指導計画を、レポートとして作成する。

第１３回 総合的な学習の時間の指導計画 総合的な学習の時間の指導計画の作成と配慮事項

履修するにあたって 小・中学校、高等学校で経験してきた学校行事・校外学習・職場体験活動・ホームルームなどの内容や、それら
の活動で感じたことを振り返っておく。

探究的な見方・考え方　探究課題



授業科目名 ソーシャルキャピタル研究 単位数

開講キャンパス代表教員 江田　英里香

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

【前半】ソーシャルキャピタルについての理解を深めるために講義形式の授業をします。その際、ワークシート
を使った作業やディスカッションも行います。【後半】学生が自分たちでソーシャルキャピタルの事例研究をし
てプレゼンを行います。最後には、自分たちでソーシャルキャピタルを活かすプロジェクト立案を行い、プレゼ
ンをします。

授業の方法

ソーシャルキャピタル（社会関係資本）とは、社会における人と人とのつながりを差し、目には見えない信頼、
規範、ネットワークを地域資源として捉える概念です。孤立化、虐待、無縁社会など、人間関係の希薄化を一要
因とする事象が増えつつある今、注目を集めています。本講義では、ソーシャルキャピタルの概念を理解したう
えで、新たな「つながり」が必要とされる地域社会の実態を検証し、ソーシャルキャピタルを創出する事例を学
びます。また、自らがソーシャルキャピタルを創出する担い手となって実施可能な企画作りを行います。本科目
は社会防災学科ディプロマポリシー1(知識・技能)に関連します。なお、本科目は実務経験のある教員であるこ
と、実践的教育から構成される授業科目です。

授業の目的

ソーシャルキャピタルの基本的な概念が理解できる。ソーシャルキャピタルが注目される社会的背景が理解でき
る。ソーシャルキャピタルの創出について自らの言葉で説明できる。企画立案に関する基礎的能力を獲得する。
聞く力・話す力等のコミュニケーション能力を向上させる。

到達目標

ソーシャルキャピタル、社会関係資本、つながり、ネットワーク、信頼、地域社会授業のキーワード

講義・ディスカッション・グループワークなどを織り交ぜた授業を行います。したがって、授業に積極的に参加
する心構えで受講をしてください。ゲストスピーカーに話をしてもらう機会を設ける予定ですので、その調整に
よっては講義内容が変更になる場合もあります。

授業の進め方

第1回 オリエンテーション 全15回の講義の流れとソーシャルキャピタルの定義について説明します。

第3回 ソーシャルキャピタルが注目さ
れる社会的背景②

第4回 ソーシャルキャピタルと災害 ソーシャルキャピタルと災害との関連について考えます。　

第6回 ソーシャルキャピタル活用の実
践事例①

ソーシャルキャピタルの活用に関する活動の事例を発表します。

第5回 ソーシャルキャピタルと地域社
会

ソーシャルキャピタルと地域社会との関連について考えます。　

第9回 ソーシャルキャピタル創出の実
践事例①

ソーシャルキャピタルの創出に関する活動の事例を発表します。

第8回 ソーシャルキャピタル活用の実
践事例③

ソーシャルキャピタルの活用に関する活動の事例を発表します。

第7回 ソーシャルキャピタル活用の実
践事例②

ソーシャルキャピタルの活用に関する活動の事例を発表します。

第10回 ソーシャルキャピタル創出の実
践事例②

ソーシャルキャピタルの創出に関する活動の事例を発表します。

第11回 ソーシャルキャピタル創出実践
事例③

ソーシャルキャピタルの創出に関する活動の事例を発表します。

第12回 ソーシャルキャピタル創出の企
画作成ワークショップ①

グループに分かれて、ソーシャルキャピタルを創出するための活動を企画しま
す。

第15回 今後の課題 ソーシャルキャピタルについての今後の課題について検証し、全体のまとめと質
疑応答を行います。

授業時間外に必要な学修 インターネットのニュース、新聞、文献、インターネットの記事などを中心に事前・事後学習各1時間程
度

提出課題など 個人プレゼンテーションをまとめたレポートグループプレゼンテーションをまとめたレポート小論文課題
これらに対するコメントや説明については、授業内にてフィードバックします。

成績評価方法・基準 小レポート（毎回）　３０％個人プレゼンテーション＋レポート　２５％グループワーク＋レポート
　２０％小論文　２５％以上を総合的に評価します。

テキスト 特にありません
指定図書
参考書

第2回 ソーシャルキャピタルが注目さ
れる社会的背景①

社会の変化に伴う、ソーシャルキャピタルのニーズの高まりについて検討しま
す。

第14回 企画プレゼンテーション① グループによる企画の発表を行います。

第13回 ソーシャルキャピタル創出の企
画作成ワークショップ②

グループに分かれて、ソーシャルキャピタルを創出するための活動を企画しま
す。

履修するにあたって

家族の在り方の変化に伴う、ソーシャルキャピタルのニーズの高まりについて検
討します。



授業科目名 ソーシャルキャピタル研究 単位数

開講キャンパス代表教員 江田　英里香

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

【前半】ソーシャルキャピタルについての理解を深めるために講義形式の授業をします。その際、ワークシート
を使った作業やディスカッションも行います。【後半】学生が自分たちでソーシャルキャピタルの事例研究をし
てプレゼンを行います。最後には、自分たちでソーシャルキャピタルを活かすプロジェクト立案を行い、プレゼ
ンをします。

授業の方法

ソーシャルキャピタル（社会関係資本）とは、社会における人と人とのつながりを差し、目には見えない信頼、
規範、ネットワークを地域資源として捉える概念です。孤立化、虐待、無縁社会など、人間関係の希薄化を一要
因とする事象が増えつつある今、注目を集めています。本講義では、ソーシャルキャピタルの概念を理解したう
えで、新たな「つながり」が必要とされる地域社会の実態を検証し、ソーシャルキャピタルを創出する事例を学
びます。また、自らがソーシャルキャピタルを創出する担い手となって実施可能な企画作りを行います。本科目
は社会防災学科ディプロマポリシー1(知識・技能)に関連します。なお、本科目は実務経験のある教員であるこ
と、実践的教育から構成される授業科目です。

授業の目的

ソーシャルキャピタルの基本的な概念が理解できる。ソーシャルキャピタルが注目される社会的背景が理解でき
る。ソーシャルキャピタルの創出について自らの言葉で説明できる。企画立案に関する基礎的能力を獲得する。
聞く力・話す力等のコミュニケーション能力を向上させる。

到達目標

ソーシャルキャピタル、社会関係資本、つながり、ネットワーク、信頼、地域社会授業のキーワード

講義・ディスカッション・グループワークなどを織り交ぜた授業を行います。したがって、授業に積極的に参加
する心構えで受講をしてください。ゲストスピーカーに話をしてもらう機会を設ける予定ですので、その調整に
よっては講義内容が変更になる場合もあります。

授業の進め方

第1回 オリエンテーション 全15回の講義の流れとソーシャルキャピタルの定義について説明します。

第3回 ソーシャルキャピタルが注目さ
れる社会的背景②

第4回 ソーシャルキャピタルと災害 ソーシャルキャピタルと災害との関連について考えます。　

第6回 ソーシャルキャピタル活用の実
践事例①

ソーシャルキャピタルの活用に関する活動の事例を発表します。

第5回 ソーシャルキャピタルと地域社
会

ソーシャルキャピタルと地域社会との関連について考えます。　

第9回 ソーシャルキャピタル創出の実
践事例①

ソーシャルキャピタルの創出に関する活動の事例を発表します。

第8回 ソーシャルキャピタル活用の実
践事例③

ソーシャルキャピタルの活用に関する活動の事例を発表します。

第7回 ソーシャルキャピタル活用の実
践事例②

ソーシャルキャピタルの活用に関する活動の事例を発表します。

第10回 ソーシャルキャピタル創出の実
践事例②

ソーシャルキャピタルの創出に関する活動の事例を発表します。

第11回 ソーシャルキャピタル創出実践
事例③

ソーシャルキャピタルの創出に関する活動の事例を発表します。

第12回 ソーシャルキャピタル創出の企
画作成ワークショップ①

グループに分かれて、ソーシャルキャピタルを創出するための活動を企画しま
す。

第15回 今後の課題 ソーシャルキャピタルについての今後の課題について検証し、全体のまとめと質
疑応答を行います。

授業時間外に必要な学修 インターネットのニュース、新聞、文献、インターネットの記事などを中心に事前・事後学習各1時間程
度

提出課題など 個人プレゼンテーションをまとめたレポートグループプレゼンテーションをまとめたレポート小論文課題
これらに対するコメントや説明については、授業内にてフィードバックします。

成績評価方法・基準 小レポート（毎回）　３０％個人プレゼンテーション＋レポート　２５％グループワーク＋レポート
　２０％小論文　２５％以上を総合的に評価します。

テキスト 特にありません
指定図書
参考書

第2回 ソーシャルキャピタルが注目さ
れる社会的背景①

社会の変化に伴う、ソーシャルキャピタルのニーズの高まりについて検討しま
す。

第14回 企画プレゼンテーション① グループによる企画の発表を行います。

第13回 ソーシャルキャピタル創出の企
画作成ワークショップ②

グループに分かれて、ソーシャルキャピタルを創出するための活動を企画しま
す。

履修するにあたって

家族の在り方の変化に伴う、ソーシャルキャピタルのニーズの高まりについて検
討します。



授業科目名 公的扶助論 単位数

開講キャンパス代表教員 遠藤　洋二

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜5限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

現代社会の貧困像とそれを取り巻く社会情勢を考察した上で、公的扶助の中核である生活保護制度の歴史・仕組
み・実施体制・現状・課題などを理解する。　なお、教員は児童相談所、福祉事務所においてソーシャルワー
カーとして従事した経験を有し、当該業務で得た具体例を講義に盛り込む。　

授業の目的

「知識・技能」（１）提示された事例から、世帯の生活保護費を算定できる。（２）生活保護に関連する事例を
もとに、ソーシャルワークの立場から援助計画を立てることができる。「思考力・判断力・表現力」（１）社会
福祉施策における公的扶助の役割を説明することができる。「主体性・多様性・協働性」（１）援助事例を通し
て、生活保護の制度を利用した援助方法を考えることができる。（２）貧困をめぐる課題を、解決あるいは緩和
する方法を考えることができる。

到達目標

貧困・格差社会・生存権授業のキーワード

講義を中心に進めていくが、資料や映像を活用しながら、自ら考え、その結果を言語化することを目的に発表、
振返りなどを実施する。

授業の進め方

第1回 本講義の目的、概要 この授業で何を学ぶのか、また受講ルールや評価の方法について理解するととも
に、低所得者に対する支援の制度の概要を知る。

第3回 公的扶助制度の歴史的展開　
第4回 生活保護制度（１）　 生活保護制度の原理、原則および要、被保護者の権利義務について学ぶ。

第6回 最低生活保障水準と生活保護基
準　

生活保護制度が国民の生存権を保障する仕組みについて学ぶ。
第5回 生活保護制度（２）　 扶助の種類、内容等、生活保護制度の具体的な方法について学ぶ。

第9回 低所得者に対する制度と支援 生活困窮者自立支援法の内容とその意義について学ぶ。
第8回 低所得者対策の概要　 第２のセーフティネットである社会手当などについて学ぶ。
第7回 生活保護の動向　 戦後日本の社会、経済状況とそれに呼応した生活保護の変遷について学ぶ。

第10回 生活保護の実施体制と福祉事務
所　

生活保護法の運営、実施体制および福祉事務所の組織について学ぶ。

第11回 生活保護における相談援助活動
（１）

生活保護実践におけるソーシャルワークについて学ぶ。

第12回 生活保護における相談援助活動
（２）　

生活保護の事例から公的機関におけるソーシャルワークについて学ぶ。

第15回 授業の振り返りとまとめ　 講義内容を振返り、そこで学んだことを言語化する。

授業時間外に必要な学修 テキストの該当項目を熟読し、理解できないことをノートにまとめ質問できるようにしておく。（９０
分）

提出課題など
成績評価方法・基準 定期試験100％
テキスト 高間満・遠藤洋二ほか「低所得者に対する支援と生活保護制度」、学文社、2010年、2、668円（＋税）
指定図書 岩田正美（2010）「貧困と社会福祉」、日本図書センター　
参考書

第2回 現代社会と公的扶助　 社会福祉制度全般における公的扶助の位置づけおよび低所得者対策の現代的意義
について学ぶ。

第14回 演習（生活保護費の算定）　 事例を用いて、生活保護費の算定について学ぶ。

第13回 生活保護における自立支援　 生活保護制度における「自立」について考え、自立を助長するソーシャルワーク
の意義を学ぶ。

履修するにあたって

日本および諸外国における貧困対策および公的扶助の歴史的経過について学ぶ。



授業科目名 簿記論Ⅱ ③【19-】/基礎会計学Ⅱ【-18】 単位数

開講キャンパス代表教員 小川　慶

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

授業は、口頭解説と板書を中心に行い、授業の後半は小テストで学習内容の確認をする。授業の方法

（主題）　簿記論Ⅱは、会計のなかでも重要な決算整理に関する手続きを修学するための布石として位置付けら
れる。会計手続きの社会的認知は、決算により作成される財務諸表の集約になる。制度会計を成立させているの
が、講義で扱う決算に他ならない。会計手続きは、会計理論によって裏付けられ、単なる事務的作業ではないこ
とを認識する必要がある。講義で解説する内容を、会計理論の観点から捉え、その意義や必要性を認識する。講
義形式は、解説と問題演習を中心とする。（目標）　決算手続きのなかでも基礎的なものを扱うため、修学にお
いて大きな理解上の困難を伴うものではなく、継続して講義を受ければ熟知は可能である。会計理論を体系的に
習得する。

授業の目的

　簿記論Ⅱでの到達目標は、決算手続きの仕組みや考え方を、会計理論に照らして認識し、自ら仕訳を実施し、
決算手続きまでを行えるようになることである。問題演習を実践することによって、実社会の会計制度の蓋然性
を把握する。

到達目標

決算整理・精算表・財務諸表授業のキーワード

　講義の前半および中盤は、解説を中心に進め、終盤は問題演習を実施する。解説は、指定の教科書を用いて行
う。問題演習は、既存あるいは作成したものを使用する。解説と問題演習の構成によって、理解の定着を図る。
　

授業の進め方

第１回 序論 財務諸表等の作成について概説する。

第３回 貸倒引当金の残高設定
第４回 有形固定資産の取得と減価償却 減価償却の考え方について説明する。

第６回 有価証券の取得・売却・評価替
え

有価証券の購入から売却そして評価替えの考え方を説明する。

第５回 減価償却費の記帳と有形固定資
産の売却・除却　

仕訳の違いによる考え方の相違を説明する。

第９回 現金過不足・引出金・消耗品・
貯蔵品

現金過不足・引出金・消耗品・貯蔵品の手続きについて説明する。
第８回 費用・収益の見越し 費用・収益の未払い・未収を見越す方法を説明する。
第７回 費用・収益の繰延べ 費用・収益の前払・前受を繰り延べる方法を説明する。　

第１０回 中間テスト 講義の第１回から第９回まので範囲から出題する。
第１１回 決算（試算表の作成） 試算表の作成方法を勘定を用いて説明する。
第１２回 決算（決算整理整理） 決算整理仕訳を行い精算表への記入の仕方を説明する。

第１５回 総括 各単元の内容整理を行う。

授業時間外に必要な学修 復習を必要とするので、現存する書籍を図書館などで活用すること。
提出課題など 必要がある場合には、課すことがある。
成績評価方法・基準 小テスト30％、中間テスト30％、定期試験40％
テキスト 吉田康久『簿記会計基礎論』中央経済社、2020年。
指定図書 指定しない。
参考書 現存する多くの書籍を活用すること。

第２回 貸倒引当金の設定 債権の貸倒れについて説明する。

第１４回 精算表の完成 総合的な精算表を完成させるための手続きを説明する。
第１３回 決算（精算表の作成） 複合的な決算整理仕訳を行い精算表へ記入する手順を説明する。

履修するにあたって 教科書とノートおよび電卓は必携。

貸倒引当金の残高を補充する方法を説明する。　



授業科目名 簿記論Ⅱ ③【19-】/基礎会計学Ⅱ【-18】 単位数

開講キャンパス代表教員 小川　慶

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

授業は、口頭解説と板書を中心に行い、授業の後半は小テストで学習内容の確認をする。授業の方法

（主題）　簿記論Ⅱは、会計のなかでも重要な決算整理に関する手続きを修学するための布石として位置付けら
れる。会計手続きの社会的認知は、決算により作成される財務諸表の集約になる。制度会計を成立させているの
が、講義で扱う決算に他ならない。会計手続きは、会計理論によって裏付けられ、単なる事務的作業ではないこ
とを認識する必要がある。講義で解説する内容を、会計理論の観点から捉え、その意義や必要性を認識する。講
義形式は、解説と問題演習を中心とする。（目標）　決算手続きのなかでも基礎的なものを扱うため、修学にお
いて大きな理解上の困難を伴うものではなく、継続して講義を受ければ熟知は可能である。会計理論を体系的に
習得する。

授業の目的

　簿記論Ⅱでの到達目標は、決算手続きの仕組みや考え方を、会計理論に照らして認識し、自ら仕訳を実施し、
決算手続きまでを行えるようになることである。問題演習を実践することによって、実社会の会計制度の蓋然性
を把握する。

到達目標

決算整理・精算表・財務諸表授業のキーワード

　講義の前半および中盤は、解説を中心に進め、終盤は問題演習を実施する。解説は、指定の教科書を用いて行
う。問題演習は、既存あるいは作成したものを使用する。解説と問題演習の構成によって、理解の定着を図る。
　

授業の進め方

第１回 序論 財務諸表等の作成について概説する。

第３回 貸倒引当金の残高設定
第４回 有形固定資産の取得と減価償却 減価償却の考え方について説明する。

第６回 有価証券の取得・売却・評価替
え

有価証券の購入から売却そして評価替えの考え方を説明する。

第５回 減価償却費の記帳と有形固定資
産の売却・除却　

仕訳の違いによる考え方の相違を説明する。

第９回 現金過不足・引出金・消耗品・
貯蔵品

現金過不足・引出金・消耗品・貯蔵品の手続きについて説明する。
第８回 費用・収益の見越し 費用・収益の未払い・未収を見越す方法を説明する。
第７回 費用・収益の繰延べ 費用・収益の前払・前受を繰り延べる方法を説明する。　

第１０回 中間テスト 講義の第１回から第９回まので範囲から出題する。
第１１回 決算（試算表の作成） 試算表の作成方法を勘定を用いて説明する。
第１２回 決算（決算整理整理） 決算整理仕訳を行い精算表への記入の仕方を説明する。

第１５回 総括 各単元の内容整理を行う。

授業時間外に必要な学修 復習を必要とするので、現存する書籍を図書館などで活用すること。
提出課題など 必要がある場合には、課すことがある。
成績評価方法・基準 小テスト30％、中間テスト30％、定期試験40％
テキスト 吉田康久『簿記会計基礎論』中央経済社、2020年。
指定図書 指定しない。
参考書 現存する多くの書籍を活用すること。

第２回 貸倒引当金の設定 債権の貸倒れについて説明する。

第１４回 精算表の完成 総合的な精算表を完成させるための手続きを説明する。
第１３回 決算（精算表の作成） 複合的な決算整理仕訳を行い精算表へ記入する手順を説明する。

履修するにあたって 教科書とノートおよび電卓は必携。

貸倒引当金の残高を補充する方法を説明する。　



授業科目名 商法総則・商行為法 単位数

開講キャンパス代表教員 岡田　豊基

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜2限 金曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

4

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義形式。授業の方法

法学部のディプロマ・ポリシー（１．知識・理解、２．汎用的技能、３．志向性）の修得を目指し、商法の基本
原則が定められている商法典第一編総則および第二編商行為を学修する。商法は企業（商人）を対象とした法律
であることから、企業（商人）の組織および取引・営業（商行為）に関する理解を深めることを目的とする。

授業の目的

企業（商人）の組織および商取引・営業（商行為）に関する基礎的知識の修得、ならびに民法との違いを理解す
ることができる。

到達目標

商法、企業（商人）、商行為（営業）授業のキーワード

授業に出席し、熱心に講義を受けること。出席率が高い受講生は成績が良い、出席率が低い学生の多くは単位が
取れていないという結果が出ている。商法典等の条文を学生に読んでもらうことがある。声を出すことによっ
て、専門用語を耳から学修することができる。その上で、条文の内容を理解した後、それに関する学説・判例を
学修することによって、本講義の範囲の理解が深まるよう講義を進める。講義にあたってはテキストを中心に進
めるとともに、レジメを配布する。

授業の進め方

第1回 ガイダンス、商法の意義・特色
（１）

本講義の概要を説明する。商法の意義・特色および適用範囲について学修する。

第3回 商人概念・商行為概念（２）

第4回 小括 １～３のまとめ

第6回 商業登記（２） 個人企業における情報開示（商業登記事項、商業登記の手続、商業登記の効力
等）について学修する。

第5回 商業登記（１）　 個人企業における情報開示（商業登記事項、商業登記の手続、商業登記の効力
等）について学修する。

第9回 営業の譲渡（１） 営業の譲渡の意義、効果について学修する。
第8回 商号（２） 名板貸制度（名板貸責任の成立要件、責任内容等）について学修する。

第7回 商号（１） 商号をめぐる諸問題（商号の意義、商号の選定、商号登記の効力、商号権、商号
の譲渡・廃止・変更等）について学修する。

第10回 営業の譲渡（２）、商業帳簿
（１）

営業の譲渡をめぐる諸問題（営業の賃貸借、経営責任等）、個人企業における会
計規制について学修する。

第27回 運送営業（４）・運送取扱営業 運送取扱営業の意義、運送取扱契約について学修する。

第11回 商業帳簿（２） 個人企業における会計規制について学修する。

第28回 倉庫営業（１） 倉庫営業の意義について学修する。

第30回 総括 学修内容の振り返り

第29回 倉庫営業（２）・場屋営業 倉庫営業者の権利・義務、および、場屋営業者の意義、権利・義務について学修
する。（以上の内容のレポート④）（１０点）　

第12回 商業使用人（１） 商業使用人の意義について学修する。

第15回 小括 ５～１４のまとめ

第17回 商行為の通則（２） 商事契約について学修する。
第16回 商行為の通則（１） 商行為の意義、商行為の営利性、商行為の代理等について学修する。

第20回 交互計算、匿名組合 交互計算の意義・効力、匿名組合の意義、匿名組合契約について学修する。

第19回 売買（２） 買主の権利・義務（商品の引渡、商品の受領と代金の支払等）について学修す
る。

第18回 商行為の通則（３）・売買
（１）

商行為の通則にみる民法上の原則との比較、商事売買の意義について学修する。

第21回 有価証券 有価証券の通則について学修する。

第23回 小括 １６～２２のまとめ

第22回 仲立営業、問屋営業 仲立人の意義、権利・義務、問屋の意義、法的地位、権利・義務について学修す
る。（以上の内容のレポート③）（１０点）

第24回 運送営業（１） 陸上運送（運送人の契約責任と不法行為責任、高価品に関する運送人の責任等）
について学修する。

第26回 運送営業（３） 海上運送について学修する。
第25回 運送営業（２） 陸上運送（貨物引換証の法的性質等）について学修する。

授業時間外に必要な学修 商法総則・商行為法は民法の法理を基礎としているので、民法（総則・物権法・債権法等）の学修を進め
ておくこと。

提出課題など 講義の内容を４つのグループに分け、１つのグループが終了後、受講生の講義の理解度を確認するため、
および成績評価の対象とするためにレポート（４回）の提出を求める。毎回、講義終了時にミニッツペー
パーを配布するので、講義の感想・質問事項等を記載してもらい、講義を進める上での参考とする。

成績評価方法・基準 定期試験（60点）＋レポート（10点×４回）の合計100点満点（資格試験等の加点（10点）者は110点満
点）とし、成績のランクは大学の基準とする。レポートについて　・それまでに講述した内容を問題とす
る。　・原則として、以下の構成（100点満点）とし、10点満点に修正する。　　　①穴埋め問題（１点
×40問）　　　②択一式問題（４点×５問）　　　③論述式問題（40点）　・提出期限を超えて提出され
たレポートは受理するが、採点しない。　・配布したレポート用紙以外の様式のものについては採点しな
い。定期試験について　・問題は、レポートの問題から抽出し、作成する。　・原則として、以下の構成
（100点満点）とし、60点満点に修正する。　　　①穴埋め問題（１点×40問）　　　②択一式問題（４
点×５問）　　　③論述式問題（40点）　・途中退室は禁止する。　・テキスト（岡田豊基『現代商法総
則・商行為法』中央経済社）の持ち込みは認める。資格試験等の加点　・資格等の取得者には、所定要件

第2回 商法の意義・特色（２）、商人
概念・商行為概念（１）

商法の意義・特色および適用範囲について学修する。商法の意義・特色および適
用範囲、商人の意義（商人資格）について学修する。

第14回 代理商（２） 代理契約について学修する。（以上の内容のレポート②）（１０点）

第13回 商業使用人（２）、代理商
（１）

商業使用人の種類、支配人の意義・権限・義務、その他の商業使用人、代理商の
意義について学修する。

履修するにあたって 講義は定刻に開始する。講義を進めるにあたって、受講者の理解度等を踏まえ、講義の内容・順番等を変更する
ことなどがある。レジメやレポート用紙は、各自１部に限定し、配布時期以外の取得希望には応じない。また、
dotCampusに掲載するので、必要な受講者は、各自、ダウンロードすること。

商法の意義・特色および適用範囲、商人の意義（商人資格）について学修する。
（以上の内容のレポート①）（１０点）



の充足を前提として、成績に加点する。　・対象となる資格試験等は第１回の講義（ガイダンス）で公表
する。

テキスト 岡田豊基『現代商法総則・商行為法』中央経済社
指定図書 商法総則・商行為法の教科書であれば良い。
参考書 弥永真生『リーガルマインド商法総則・商行為法（第２版補訂版）』有斐閣藤田勝利・北村雅史編『プラ

イマリー商法総則・商行為法（第４版）』法律文化社近藤光男『商法総則・商行為法（第８版）』有斐閣



授業科目名 商法総則・商行為法 単位数

開講キャンパス代表教員 岡田　豊基

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜2限 金曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

4

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義形式。授業の方法

法学部のディプロマ・ポリシー（１．知識・理解、２．汎用的技能、３．志向性）の修得を目指し、商法の基本
原則が定められている商法典第一編総則および第二編商行為を学修する。商法は企業（商人）を対象とした法律
であることから、企業（商人）の組織および取引・営業（商行為）に関する理解を深めることを目的とする。

授業の目的

企業（商人）の組織および商取引・営業（商行為）に関する基礎的知識の修得、ならびに民法との違いを理解す
ることができる。

到達目標

商法、企業（商人）、商行為（営業）授業のキーワード

授業に出席し、熱心に講義を受けること。出席率が高い受講生は成績が良い、出席率が低い学生の多くは単位が
取れていないという結果が出ている。商法典等の条文を学生に読んでもらうことがある。声を出すことによっ
て、専門用語を耳から学修することができる。その上で、条文の内容を理解した後、それに関する学説・判例を
学修することによって、本講義の範囲の理解が深まるよう講義を進める。講義にあたってはテキストを中心に進
めるとともに、レジメを配布する。

授業の進め方

第1回 ガイダンス、商法の意義・特色
（１）

本講義の概要を説明する。商法の意義・特色および適用範囲について学修する。

第3回 商人概念・商行為概念（２）

第4回 小括 １～３のまとめ

第6回 商業登記（２） 個人企業における情報開示（商業登記事項、商業登記の手続、商業登記の効力
等）について学修する。

第5回 商業登記（１）　 個人企業における情報開示（商業登記事項、商業登記の手続、商業登記の効力
等）について学修する。

第9回 営業の譲渡（１） 営業の譲渡の意義、効果について学修する。
第8回 商号（２） 名板貸制度（名板貸責任の成立要件、責任内容等）について学修する。

第7回 商号（１） 商号をめぐる諸問題（商号の意義、商号の選定、商号登記の効力、商号権、商号
の譲渡・廃止・変更等）について学修する。

第10回 営業の譲渡（２）、商業帳簿
（１）

営業の譲渡をめぐる諸問題（営業の賃貸借、経営責任等）、個人企業における会
計規制について学修する。

第27回 運送営業（４）・運送取扱営業 運送取扱営業の意義、運送取扱契約について学修する。

第11回 商業帳簿（２） 個人企業における会計規制について学修する。

第28回 倉庫営業（１） 倉庫営業の意義について学修する。

第30回 総括 学修内容の振り返り

第29回 倉庫営業（２）・場屋営業 倉庫営業者の権利・義務、および、場屋営業者の意義、権利・義務について学修
する。（以上の内容のレポート④）（１０点）　

第12回 商業使用人（１） 商業使用人の意義について学修する。

第15回 小括 ５～１４のまとめ

第17回 商行為の通則（２） 商事契約について学修する。
第16回 商行為の通則（１） 商行為の意義、商行為の営利性、商行為の代理等について学修する。

第20回 交互計算、匿名組合 交互計算の意義・効力、匿名組合の意義、匿名組合契約について学修する。

第19回 売買（２） 買主の権利・義務（商品の引渡、商品の受領と代金の支払等）について学修す
る。

第18回 商行為の通則（３）・売買
（１）

商行為の通則にみる民法上の原則との比較、商事売買の意義について学修する。

第21回 有価証券 有価証券の通則について学修する。

第23回 小括 １６～２２のまとめ

第22回 仲立営業、問屋営業 仲立人の意義、権利・義務、問屋の意義、法的地位、権利・義務について学修す
る。（以上の内容のレポート③）（１０点）

第24回 運送営業（１） 陸上運送（運送人の契約責任と不法行為責任、高価品に関する運送人の責任等）
について学修する。

第26回 運送営業（３） 海上運送について学修する。
第25回 運送営業（２） 陸上運送（貨物引換証の法的性質等）について学修する。

授業時間外に必要な学修 商法総則・商行為法は民法の法理を基礎としているので、民法（総則・物権法・債権法等）の学修を進め
ておくこと。

提出課題など 講義の内容を４つのグループに分け、１つのグループが終了後、受講生の講義の理解度を確認するため、
および成績評価の対象とするためにレポート（４回）の提出を求める。毎回、講義終了時にミニッツペー
パーを配布するので、講義の感想・質問事項等を記載してもらい、講義を進める上での参考とする。

成績評価方法・基準 定期試験（60点）＋レポート（10点×４回）の合計100点満点（資格試験等の加点（10点）者は110点満
点）とし、成績のランクは大学の基準とする。レポートについて　・それまでに講述した内容を問題とす
る。　・原則として、以下の構成（100点満点）とし、10点満点に修正する。　　　①穴埋め問題（１点
×40問）　　　②択一式問題（４点×５問）　　　③論述式問題（40点）　・提出期限を超えて提出され
たレポートは受理するが、採点しない。　・配布したレポート用紙以外の様式のものについては採点しな
い。定期試験について　・問題は、レポートの問題から抽出し、作成する。　・原則として、以下の構成
（100点満点）とし、60点満点に修正する。　　　①穴埋め問題（１点×40問）　　　②択一式問題（４
点×５問）　　　③論述式問題（40点）　・途中退室は禁止する。　・テキスト（岡田豊基『現代商法総
則・商行為法』中央経済社）の持ち込みは認める。資格試験等の加点　・資格等の取得者には、所定要件

第2回 商法の意義・特色（２）、商人
概念・商行為概念（１）

商法の意義・特色および適用範囲について学修する。商法の意義・特色および適
用範囲、商人の意義（商人資格）について学修する。

第14回 代理商（２） 代理契約について学修する。（以上の内容のレポート②）（１０点）

第13回 商業使用人（２）、代理商
（１）

商業使用人の種類、支配人の意義・権限・義務、その他の商業使用人、代理商の
意義について学修する。

履修するにあたって 講義は定刻に開始する。講義を進めるにあたって、受講者の理解度等を踏まえ、講義の内容・順番等を変更する
ことなどがある。レジメやレポート用紙は、各自１部に限定し、配布時期以外の取得希望には応じない。また、
dotCampusに掲載するので、必要な受講者は、各自、ダウンロードすること。

商法の意義・特色および適用範囲、商人の意義（商人資格）について学修する。
（以上の内容のレポート①）（１０点）



の充足を前提として、成績に加点する。　・対象となる資格試験等は第１回の講義（ガイダンス）で公表
する。

テキスト 岡田豊基『現代商法総則・商行為法』中央経済社
指定図書 商法総則・商行為法の教科書であれば良い。
参考書 弥永真生『リーガルマインド商法総則・商行為法（第２版補訂版）』有斐閣藤田勝利・北村雅史編『プラ

イマリー商法総則・商行為法（第４版）』法律文化社近藤光男『商法総則・商行為法（第８版）』有斐閣



授業科目名 決済法 単位数

開講キャンパス代表教員 岡田　豊基

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 金曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義形式。授業の方法

日常、買物をする場合の代金の支払い、銀行での預金の出し入れ、企業間の取引の決済について、その仕組み、
および、背景にある法を学修する。法学部のディプロマ・ポリシー（１．知識・理解、２．汎用性技能、３．志
向性）の修得を目指し、「決済法」を学修することによって、意義のある社会生活を送ることを目標とする。　

授業の目的

①法解釈の基本を理解し、支払決済の事案に法律の条文を当てはめることができる②決済法の理念、仕組みなど
を理解し、自分の言葉で説明することができる　

到達目標

手形、小切手、有価証券、銀行取引、電子決済授業のキーワード

各回の講義の終了時にはミニッツペーパーを配布し、受講生に講義の振り返り、質問等を記載してもらう。授業の進め方

第1回 支払手段・決済システム 取引における支払手段、企業取引における決済システムの概要について学修す
る。

第3回 手形の仕組み（２）
第4回 手形の仕組み（３） 手形の仕組みについて学修する。

第6回 小切手の仕組み 小切手の仕組みについて学修する。
第5回 手形の仕組み（４） 手形の仕組みについて学修する。

第9回 銀行取引（２） 身近な銀行取引について学修する。　
第8回 銀行取引（１） 身近な銀行取引について学修する。
第7回 有価証券論 手形・小切手以外の有価証券について学修する。

第10回 銀行間資金決済システム 銀行間の決済システムについて学修する。
第11回 デビットカード デビットカードについて学修する。
第12回 クレジットカード クレジットカードについて学修する。

第15回 電子記録決済 電子記録債権について学修する。

授業時間外に必要な学修 この授業は予習不要であるが、復習を十分にすること。例えば、次のような作業が求められる。・配付し
た資料を見直す。・参照した条文は全て六法で確認する。・理解が及ばなかった部分については、講義中
に指示する参考書等を読み込む。　以上の作業のために、各回2時間の自習時間が必要である。

提出課題など 各回の講義の終了時にはミニッツペーパーを配布し、受講生に講義の振り返り、質問等を記載してもら
う。次回の講義の冒頭に質問等への回答ならびに前回の講義の補足を行う。

成績評価方法・基準 試験で評価する。定期試験（70点）＋レポート（30点）＋資格試験等の加点（10点）の合計110点とし、
成績ランク（ＳＡＢＣＤ）は大学の基準とする。レポートについて　・それまでに講述した内容を問題と
する。　・３回実施する（10点×３回）。　・原則として、以下の構成（100点満点）とし、10点満点に
換算する。　　　①穴埋め問題（１点×30問）　　　②択一式問題（３点×10問）　　　③論述式問題
（40点）　・提出期限を超えて提出されたレポートは受理するが、採点しない。　・配布したレポート用
紙以外の様式のものについては採点しない。定期試験について　・原則として、以下の構成（100点満
点）とし、70点満点に換算する。　　　①穴埋め問題（１点×30問）　　　②択一式問題（３点×10問）
　　　③論述式問題（40点）　・問題は、レポートの問題から抽出し、作成する。　　　・途中退室は禁
止する。　・配布したレジメの持込を認める。資格試験等の加点（10点）　・資格等の取得者には、所定
要件の充足を前提として、成績評価に加点する。　・対象となる資格試験等は第１回の講義（ガイダン
ス）で公表する。

テキスト 小塚荘一郎・森田果『支払決済法（第３版）』（商事法務）をもとに作成したレジメを配布する。
指定図書 講義中に指定する。
参考書 堀天子『実務開設　資金決済法（第４版）』商事法務

第2回 手形の仕組み（１） 手形の仕組みについて学修する。

第14回 仮想通貨 仮想通貨について学修する。
第13回 電子マネー 電子マネーについて学修する。

履修するにあたって 講義は定刻に始める。講義を進めるにあたって、受講者の理解度等を踏まえ、講義の内容・順番等を変更するこ
となどがある。レジメ等は、各自１部に限定し、配布時期以外の取得希望には応じない。また、dot Campusに掲
載するので、必要な受講者は、各自、ダウンロードすること。　

手形の仕組みについて学修する。



授業科目名 決済法 単位数

開講キャンパス代表教員 岡田　豊基

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 金曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義形式。授業の方法

日常、買物をする場合の代金の支払い、銀行での預金の出し入れ、企業間の取引の決済について、その仕組み、
および、背景にある法を学修する。法学部のディプロマ・ポリシー（１．知識・理解、２．汎用性技能、３．志
向性）の修得を目指し、「決済法」を学修することによって、意義のある社会生活を送ることを目標とする。　

授業の目的

①法解釈の基本を理解し、支払決済の事案に法律の条文を当てはめることができる②決済法の理念、仕組みなど
を理解し、自分の言葉で説明することができる　

到達目標

手形、小切手、有価証券、銀行取引、電子決済授業のキーワード

各回の講義の終了時にはミニッツペーパーを配布し、受講生に講義の振り返り、質問等を記載してもらう。授業の進め方

第1回 支払手段・決済システム 取引における支払手段、企業取引における決済システムの概要について学修す
る。

第3回 手形の仕組み（２）
第4回 手形の仕組み（３） 手形の仕組みについて学修する。

第6回 小切手の仕組み 小切手の仕組みについて学修する。
第5回 手形の仕組み（４） 手形の仕組みについて学修する。

第9回 銀行取引（２） 身近な銀行取引について学修する。　
第8回 銀行取引（１） 身近な銀行取引について学修する。
第7回 有価証券論 手形・小切手以外の有価証券について学修する。

第10回 銀行間資金決済システム 銀行間の決済システムについて学修する。
第11回 デビットカード デビットカードについて学修する。
第12回 クレジットカード クレジットカードについて学修する。

第15回 電子記録決済 電子記録債権について学修する。

授業時間外に必要な学修 この授業は予習不要であるが、復習を十分にすること。例えば、次のような作業が求められる。・配付し
た資料を見直す。・参照した条文は全て六法で確認する。・理解が及ばなかった部分については、講義中
に指示する参考書等を読み込む。　以上の作業のために、各回2時間の自習時間が必要である。

提出課題など 各回の講義の終了時にはミニッツペーパーを配布し、受講生に講義の振り返り、質問等を記載してもら
う。次回の講義の冒頭に質問等への回答ならびに前回の講義の補足を行う。

成績評価方法・基準 試験で評価する。定期試験（70点）＋レポート（30点）＋資格試験等の加点（10点）の合計110点とし、
成績ランク（ＳＡＢＣＤ）は大学の基準とする。レポートについて　・それまでに講述した内容を問題と
する。　・３回実施する（10点×３回）。　・原則として、以下の構成（100点満点）とし、10点満点に
換算する。　　　①穴埋め問題（１点×30問）　　　②択一式問題（３点×10問）　　　③論述式問題
（40点）　・提出期限を超えて提出されたレポートは受理するが、採点しない。　・配布したレポート用
紙以外の様式のものについては採点しない。定期試験について　・原則として、以下の構成（100点満
点）とし、70点満点に換算する。　　　①穴埋め問題（１点×30問）　　　②択一式問題（３点×10問）
　　　③論述式問題（40点）　・問題は、レポートの問題から抽出し、作成する。　　　・途中退室は禁
止する。　・配布したレジメの持込を認める。資格試験等の加点（10点）　・資格等の取得者には、所定
要件の充足を前提として、成績評価に加点する。　・対象となる資格試験等は第１回の講義（ガイダン
ス）で公表する。

テキスト 小塚荘一郎・森田果『支払決済法（第３版）』（商事法務）をもとに作成したレジメを配布する。
指定図書 講義中に指定する。
参考書 堀天子『実務開設　資金決済法（第４版）』商事法務

第2回 手形の仕組み（１） 手形の仕組みについて学修する。

第14回 仮想通貨 仮想通貨について学修する。
第13回 電子マネー 電子マネーについて学修する。

履修するにあたって 講義は定刻に始める。講義を進めるにあたって、受講者の理解度等を踏まえ、講義の内容・順番等を変更するこ
となどがある。レジメ等は、各自１部に限定し、配布時期以外の取得希望には応じない。また、dot Campusに掲
載するので、必要な受講者は、各自、ダウンロードすること。　

手形の仕組みについて学修する。



授業科目名 憲法ⅠＡ（人権総論） ⑩～⑫ 単位数

開講キャンパス代表教員 岡本　篤尚

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 金曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

　この授業科目は、法学部のDPに掲げる「法の理念および現実の社会における法の運用を踏まえて、法および政
治について体系的に学修し、法化社会・国際化社会に対応した法的素養を身につけ」ることを目指すものです。 
 この授業科目においては、憲法の「基本的人権」のうち、基本的人権の基盤や背景となる「個人の尊厳」、立憲
主義、法の支配などの基本的な概念や、基本的人権の定義、特徴、歴史などを取り扱う基本的人権の「総論」に
ついての基本的な知識の習得を目的とします。　

授業の目的

①「個人の尊厳」と立憲主義について、基本的な理解がてきている。②大日本帝国憲法と日本国憲法の基本原則
の違いについて、基本的な理解ができている。③基本的人権の概念、歴史、種類、限界、適用対象などについて
基本的な説明ができる。④「新しい人権」や法の下の平等について、基本的な説明ができる。

到達目標

個人の尊厳　基本的人権　立憲主義　新しい人権　法の下の平等授業のキーワード

1．この授業は、授業担当教員によるレクチャー（講義・説明）を中心に進めていきます。2．受講生に鋭敏な人
権感覚を養ってもらうため、授業の中で、授業内容に関連する「人権問題」や「憲法問題」に関する解説も適宜
行っていきたいと思います。3．この授業では、受講生の「基本的人権総論」に関する基本的な知識の習得や理解
の到達レベルを測りながら、事前に告知したうえで〈授業計画〉の順番や内容を変更する場合があります。

授業の進め方

第1回 日本の「敗戦」と日本国憲法の
制定①

　日本の「敗戦」と日本国憲法の制定、大日本帝国憲法と日本国憲法の基本原則
の違いなどについて学びます。　

第3回 「個人の尊厳」と立憲主義の復
権①

第4回 「個人の尊厳」と立憲主義の復
権?

　引き続き、ナチス・ドイツにおける障害者やユダヤ人の大量虐殺（ホロコース
ト）、第二次世界大戦による徹底的な人間＝個人の尊厳の破壊から、「戦後」制
定された日本国憲法における「個人の尊厳」と立憲主義の「復権」について考え
ていきます。

第6回 基本的人権とは、誰の、どのよ
うな権利か？①

　基本的人権の歴史、基本的人権の概念と特徴、基本的人権の種類などについて
学んでいきます。

第5回 「個人の尊厳」と立憲主義の復
権③

　　引き続き、ナチス・ドイツにおける障害者やユダヤ人の大量虐殺（ホロコー
スト）、第二次世界大戦による徹底的な人間＝個人の尊厳の破壊から、「戦後」
制定された日本国憲法における「個人の尊厳」と立憲主義の「復権」について考
えていきます。

第9回 基本的人権」は誰に対して保障
されるのか？?

　引き続き、日本に在留する外国人や日本国内法人に対して、どのような基本的
人権がどの程度保障されるのかについて、関連する最高裁判例の検討を通じて、
学んでいきます。

第8回 基本的人権」は誰に対して保障
されるのか？①　

　日本に在留する外国人や日本国内法人に対して、どのような基本的人権がどの
程度保障されるのかについて、関連する最高裁判例の検討を通じて、学んでいき
ます。

第7回 基本的人権とは、誰の、どのよ
うな権利か？?

　引き続き、基本的人権の歴史、基本的人権の概念と特徴、基本的人権の種類な
どについて学んでいきます。　

第10回 基本的人権」は誰に対して保障
されるのか？③

　憲法の定める基本的人権が私人間の紛争にも適用されるのかどうかについて、
関連する最高裁判例の検討を通じて、学んでいきます。

第11回 「新しい人権」と幸福追求権① 　名誉権、プライバシー権、自己決定権、環境権などの「新しい人権」につい
て、関連する最高裁判例の検討を通じて学んでいきます。

第12回 「新しい人権」と幸福追求権? 　引き続き、名誉権、プライバシー権、自己決定権、環境権などの「新しい人
権」について、関連する最高裁判例の検討を通じて学んでいきます。

第15回 法の下の平等? 　引き続き、生まれによる差別の禁止を中心に、関連する最高裁判例を検討する
ことによって、法の下の平等について学んでいきます。

授業時間外に必要な学修 1．受講生の皆さんが授業内容をよりよく理解するためには、テキスト・指定図書・参考書等を用いて、
毎回の授業内容について事前に予習をして来ていることが必要になります。また、テキストや判例集等に
出てくる意味のわからない用語については、『法律学小辞典』等を用いて事前に調べて着ておいてくださ
い(両方あわせて、最低でも毎回30分以上)。　2．授業で学習した内容を確実に定着させるためには、授
業の際に配布予定のレジュメやテキスト・指定図書・参考書等を用いて学習内容についてのノートをまと
め直すなどの復習をしておくことが必要となります(1時間程度)。なお、授業そのものは授業の際に配布
予定のレジュメを用いて進めていくため、授業で直接テキストを用いることはありませんが、事前学習や
復習する際には、テキストを積極的に活用してください。　

提出課題など 　特に予定していません。
成績評価方法・基準 　成績評価は、定期試験(100点満点)のみで行います。　
テキスト 1.　長谷部恭男『日本国憲法』（岩波文庫、2019年）。　?　ただし、授業は、授業時に配布するレジュ

第2回 日本の「敗戦」と日本国憲法の
制定?

　引き続き、日本の「敗戦」と日本国憲法の制定、大日本帝国憲法と日本国憲法
の基本原則の違いなどについて学びます。

第14回 法の下の平等① 　生まれによる差別の禁止を中心に、関連する最高裁判例を検討することによっ
て、法の下の平等について学んでいきます。

第13回 「新しい人権」と幸福追求権③ 　引き続き、名誉権、プライバシー権、自己決定権、環境権などの「新しい人
権」について、関連する最高裁判例の検討を通じて学んでいきます。

履修するにあたって 1．授業中の私語・雑談、スマートフォン・携帯電話・モバイル機器等の使用、無断入退室などの授業の妨げにな
る行為は厳禁します。授業開始後15分以上遅刻した場合は、授業への出席を認めません。これらに違反した場合
は、定期試験等の成績の如何にかかわらず、単位を認定しない場合があります。2. この授業では、 授業内容
（授業で使用するレジュメの内容や資料映像の内容、板書の内容等を含む）について、スマートフォンやモバイ
ル機器、カメラ等を用いて録画・録音・撮影等を行うことや、インターネット上で閲覧可能状態にすることは厳
禁します。これらに違反した場合は、定期試験等の成績の如何にかかわらず、単位を認定しない場合があります
（障害等で授業内容の録画・録音等を行う特段の必要がある場合には、必ず事前に担当教員の許可を得てくださ
い）。3．この授業では、第1回目の授業から「人権総論」の内容の講義に入りますので、この授業を履修される
予定の受講生は、必ず、第1回目の授業から出席してください（第1回目の授業は、単なるオリエンテーションや
ガイダンスではありません）。4．この授業では、授業内容の理解の助けとなるよう映像資料を使用する場合があ
ります。これらの資料映像の中には「衝撃的な映像」を含むものもありますので、この授業を履修される予定の
皆さんは、あらかじめこの点を了解したうえで履修してください。

　ナチス・ドイツにおける障害者やユダヤ人の大量虐殺（ホロコースト）、第二
次世界大戦による徹底的な人間＝個人の尊厳の破壊から、「戦後」制定された日
本国憲法における「個人の尊厳」と立憲主義の「復権」について考えていきま
す。



メ（プリント）に基づいて進めていきます。
指定図書 1.　『デイリー六法』）（三省堂）の最新年度版（『デイリー六法』が用意できない場合は、『ポケット

六法』(有斐閣)の最新年度版でもかまいません）。2．野中俊彦・江橋崇編・渋谷秀樹補訂『憲法判例集
（第11版）』（有斐閣新書、2016年）。3.　高橋和之ほか編『法律学小辞典　第5版』（有斐閣、2016
年）。4. 高瀬文人編『ひと目でわかる六法（第2版）』（三省堂、2018年）。?　1と2の『六法』と『判
例集』は、授業で毎回使用しますので、授業の時は必ず持ってきてください。　?　3と4は、教科書や判
例に出てくる意味のわからない用語を事前に調べるのに使ってください。　

参考書 　　さらに憲法、基本的人権について詳しく学びたい方は、芦部信喜『憲法　（第７版）』（岩波書店、
2019年）、樋口陽一『リベラル・デモクラシーの現在－－「ネオリベラル」と「イリベラル」のはざま
で』（岩波新書、2019年）をお薦めします。



授業科目名 憲法ⅠＡ（人権総論） ⑩～⑫ 単位数

開講キャンパス代表教員 岡本　篤尚

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 金曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

　この授業科目は、法学部のDPに掲げる「法の理念および現実の社会における法の運用を踏まえて、法および政
治について体系的に学修し、法化社会・国際化社会に対応した法的素養を身につけ」ることを目指すものです。 
 この授業科目においては、憲法の「基本的人権」のうち、基本的人権の基盤や背景となる「個人の尊厳」、立憲
主義、法の支配などの基本的な概念や、基本的人権の定義、特徴、歴史などを取り扱う基本的人権の「総論」に
ついての基本的な知識の習得を目的とします。　

授業の目的

①「個人の尊厳」と立憲主義について、基本的な理解がてきている。②大日本帝国憲法と日本国憲法の基本原則
の違いについて、基本的な理解ができている。③基本的人権の概念、歴史、種類、限界、適用対象などについて
基本的な説明ができる。④「新しい人権」や法の下の平等について、基本的な説明ができる。

到達目標

個人の尊厳　基本的人権　立憲主義　新しい人権　法の下の平等授業のキーワード

1．この授業は、授業担当教員によるレクチャー（講義・説明）を中心に進めていきます。2．受講生に鋭敏な人
権感覚を養ってもらうため、授業の中で、授業内容に関連する「人権問題」や「憲法問題」に関する解説も適宜
行っていきたいと思います。3．この授業では、受講生の「基本的人権総論」に関する基本的な知識の習得や理解
の到達レベルを測りながら、事前に告知したうえで〈授業計画〉の順番や内容を変更する場合があります。

授業の進め方

第1回 日本の「敗戦」と日本国憲法の
制定①

　日本の「敗戦」と日本国憲法の制定、大日本帝国憲法と日本国憲法の基本原則
の違いなどについて学びます。　

第3回 「個人の尊厳」と立憲主義の復
権①

第4回 「個人の尊厳」と立憲主義の復
権?

　引き続き、ナチス・ドイツにおける障害者やユダヤ人の大量虐殺（ホロコース
ト）、第二次世界大戦による徹底的な人間＝個人の尊厳の破壊から、「戦後」制
定された日本国憲法における「個人の尊厳」と立憲主義の「復権」について考え
ていきます。

第6回 基本的人権とは、誰の、どのよ
うな権利か？①

　基本的人権の歴史、基本的人権の概念と特徴、基本的人権の種類などについて
学んでいきます。

第5回 「個人の尊厳」と立憲主義の復
権③

　　引き続き、ナチス・ドイツにおける障害者やユダヤ人の大量虐殺（ホロコー
スト）、第二次世界大戦による徹底的な人間＝個人の尊厳の破壊から、「戦後」
制定された日本国憲法における「個人の尊厳」と立憲主義の「復権」について考
えていきます。

第9回 基本的人権」は誰に対して保障
されるのか？?

　引き続き、日本に在留する外国人や日本国内法人に対して、どのような基本的
人権がどの程度保障されるのかについて、関連する最高裁判例の検討を通じて、
学んでいきます。

第8回 基本的人権」は誰に対して保障
されるのか？①　

　日本に在留する外国人や日本国内法人に対して、どのような基本的人権がどの
程度保障されるのかについて、関連する最高裁判例の検討を通じて、学んでいき
ます。

第7回 基本的人権とは、誰の、どのよ
うな権利か？?

　引き続き、基本的人権の歴史、基本的人権の概念と特徴、基本的人権の種類な
どについて学んでいきます。　

第10回 基本的人権」は誰に対して保障
されるのか？③

　憲法の定める基本的人権が私人間の紛争にも適用されるのかどうかについて、
関連する最高裁判例の検討を通じて、学んでいきます。

第11回 「新しい人権」と幸福追求権① 　名誉権、プライバシー権、自己決定権、環境権などの「新しい人権」につい
て、関連する最高裁判例の検討を通じて学んでいきます。

第12回 「新しい人権」と幸福追求権? 　引き続き、名誉権、プライバシー権、自己決定権、環境権などの「新しい人
権」について、関連する最高裁判例の検討を通じて学んでいきます。

第15回 法の下の平等? 　引き続き、生まれによる差別の禁止を中心に、関連する最高裁判例を検討する
ことによって、法の下の平等について学んでいきます。

授業時間外に必要な学修 1．受講生の皆さんが授業内容をよりよく理解するためには、テキスト・指定図書・参考書等を用いて、
毎回の授業内容について事前に予習をして来ていることが必要になります。また、テキストや判例集等に
出てくる意味のわからない用語については、『法律学小辞典』等を用いて事前に調べて着ておいてくださ
い(両方あわせて、最低でも毎回30分以上)。　2．授業で学習した内容を確実に定着させるためには、授
業の際に配布予定のレジュメやテキスト・指定図書・参考書等を用いて学習内容についてのノートをまと
め直すなどの復習をしておくことが必要となります(1時間程度)。なお、授業そのものは授業の際に配布
予定のレジュメを用いて進めていくため、授業で直接テキストを用いることはありませんが、事前学習や
復習する際には、テキストを積極的に活用してください。　

提出課題など 　特に予定していません。
成績評価方法・基準 　成績評価は、定期試験(100点満点)のみで行います。　
テキスト 1.　長谷部恭男『日本国憲法』（岩波文庫、2019年）。　?　ただし、授業は、授業時に配布するレジュ

第2回 日本の「敗戦」と日本国憲法の
制定?

　引き続き、日本の「敗戦」と日本国憲法の制定、大日本帝国憲法と日本国憲法
の基本原則の違いなどについて学びます。

第14回 法の下の平等① 　生まれによる差別の禁止を中心に、関連する最高裁判例を検討することによっ
て、法の下の平等について学んでいきます。

第13回 「新しい人権」と幸福追求権③ 　引き続き、名誉権、プライバシー権、自己決定権、環境権などの「新しい人
権」について、関連する最高裁判例の検討を通じて学んでいきます。

履修するにあたって 1．授業中の私語・雑談、スマートフォン・携帯電話・モバイル機器等の使用、無断入退室などの授業の妨げにな
る行為は厳禁します。授業開始後15分以上遅刻した場合は、授業への出席を認めません。これらに違反した場合
は、定期試験等の成績の如何にかかわらず、単位を認定しない場合があります。2. この授業では、 授業内容
（授業で使用するレジュメの内容や資料映像の内容、板書の内容等を含む）について、スマートフォンやモバイ
ル機器、カメラ等を用いて録画・録音・撮影等を行うことや、インターネット上で閲覧可能状態にすることは厳
禁します。これらに違反した場合は、定期試験等の成績の如何にかかわらず、単位を認定しない場合があります
（障害等で授業内容の録画・録音等を行う特段の必要がある場合には、必ず事前に担当教員の許可を得てくださ
い）。3．この授業では、第1回目の授業から「人権総論」の内容の講義に入りますので、この授業を履修される
予定の受講生は、必ず、第1回目の授業から出席してください（第1回目の授業は、単なるオリエンテーションや
ガイダンスではありません）。4．この授業では、授業内容の理解の助けとなるよう映像資料を使用する場合があ
ります。これらの資料映像の中には「衝撃的な映像」を含むものもありますので、この授業を履修される予定の
皆さんは、あらかじめこの点を了解したうえで履修してください。

　ナチス・ドイツにおける障害者やユダヤ人の大量虐殺（ホロコースト）、第二
次世界大戦による徹底的な人間＝個人の尊厳の破壊から、「戦後」制定された日
本国憲法における「個人の尊厳」と立憲主義の「復権」について考えていきま
す。



メ（プリント）に基づいて進めていきます。
指定図書 1.　『デイリー六法』）（三省堂）の最新年度版（『デイリー六法』が用意できない場合は、『ポケット

六法』(有斐閣)の最新年度版でもかまいません）。2．野中俊彦・江橋崇編・渋谷秀樹補訂『憲法判例集
（第11版）』（有斐閣新書、2016年）。3.　高橋和之ほか編『法律学小辞典　第5版』（有斐閣、2016
年）。4. 高瀬文人編『ひと目でわかる六法（第2版）』（三省堂、2018年）。?　1と2の『六法』と『判
例集』は、授業で毎回使用しますので、授業の時は必ず持ってきてください。　?　3と4は、教科書や判
例に出てくる意味のわからない用語を事前に調べるのに使ってください。　

参考書 　　さらに憲法、基本的人権について詳しく学びたい方は、芦部信喜『憲法　（第７版）』（岩波書店、
2019年）、樋口陽一『リベラル・デモクラシーの現在－－「ネオリベラル」と「イリベラル」のはざま
で』（岩波新書、2019年）をお薦めします。



授業科目名 簿記論Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 大塚　英美

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義と演習授業の方法

この科目は、経済学部のディプロマポリシーに示す経済的素養を身につけることを目指します。近年、ニュース
や報道、種々のメディアを通じて、会計用語が日常的に用いられており、ビジネスの共通言語として、使われる
ようになってきました。これらを理解するために、会計の種類・仕組みやその役割等、会計学の初歩的な知識を
身につける必要があります。本講義では、できる限り平易な言葉を用いて、会計学の基礎的な知識を説明しま
す。講義中は演習を取り入れて進めていきます。

授業の目的

1. 会計学の基礎的な知識（会計用語・会計制度）を理解し、説明できる。2. 財務諸表を読むことができる。3.
基本的な財務に関する経営分析ができる

到達目標

簿記、財務諸表、経営分析授業のキーワード

講義の前半は、解説を中心に進め、後半は問題演習を実施します。解説は、指定のテキストを用いて行います。
経営分析は、情報処理教室にて画面上で解答する方式で実施します。USBを持参してきてください。

授業の進め方

第１回 ガイダンス 講義の進め方と評価について

第３回 貸借対照表①
第４回 貸借対照表② 貸借対照表の限界

第６回 損益計算書② 損益計算書と連結計算書類
第５回 損益計算書① 損益計算書の基本構造

第９回 経営分析① 業界内における企業比較
第８回 会計監査 会計監査の必要性と進め方
第７回 確認テスト① 第３回から第６回までの確認テスト

第１０回 経営分析② EDINET閲覧と企業の財務比較
第１１回 経営分析③ 財務分析、個人ワーク
第１２回 経営分析④ 財務分析、グループワーク

第１５回 基礎会計学Ⅱのまとめ 各単元の内容整理と質疑応答

授業時間外に必要な学修 授業の復習（毎週１時間）。
提出課題など
成績評価方法・基準 確認テスト30%、経営分析30%、定期試験40%
テキスト 高下淳子『決算書を読みこなして経営分析ができる本』 日本実業出版社 (2019)この他、必要に応じてプ

リントを等を配布します。
指定図書
参考書

第２回 会計の役割 会計と企業活動

第１４回 損益分岐点 損益分岐点分析
第１３回 経営分析⑤ 経営分析、グループワーク発表

履修するにあたって

貸借対照表の基本構造



授業科目名 簿記論Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 大塚　英美

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義と演習授業の方法

この科目は、経済学部のディプロマポリシーに示す経済的素養を身につけることを目指します。近年、ニュース
や報道、種々のメディアを通じて、会計用語が日常的に用いられており、ビジネスの共通言語として、使われる
ようになってきました。これらを理解するために、会計の種類・仕組みやその役割等、会計学の初歩的な知識を
身につける必要があります。本講義では、できる限り平易な言葉を用いて、会計学の基礎的な知識を説明しま
す。講義中は演習を取り入れて進めていきます。

授業の目的

1. 会計学の基礎的な知識（会計用語・会計制度）を理解し、説明できる。2. 財務諸表を読むことができる。3.
基本的な財務に関する経営分析ができる

到達目標

簿記、財務諸表、経営分析授業のキーワード

講義の前半は、解説を中心に進め、後半は問題演習を実施します。解説は、指定のテキストを用いて行います。
経営分析は、情報処理教室にて画面上で解答する方式で実施します。USBを持参してきてください。

授業の進め方

第１回 ガイダンス 講義の進め方と評価について

第３回 貸借対照表①
第４回 貸借対照表② 貸借対照表の限界

第６回 損益計算書② 損益計算書と連結計算書類
第５回 損益計算書① 損益計算書の基本構造

第９回 経営分析① 業界内における企業比較
第８回 会計監査 会計監査の必要性と進め方
第７回 確認テスト① 第３回から第６回までの確認テスト

第１０回 経営分析② EDINET閲覧と企業の財務比較
第１１回 経営分析③ 財務分析、個人ワーク
第１２回 経営分析④ 財務分析、グループワーク

第１５回 基礎会計学Ⅱのまとめ 各単元の内容整理と質疑応答

授業時間外に必要な学修 授業の復習（毎週１時間）。
提出課題など
成績評価方法・基準 確認テスト30%、経営分析30%、定期試験40%
テキスト 高下淳子『決算書を読みこなして経営分析ができる本』 日本実業出版社 (2019)この他、必要に応じてプ

リントを等を配布します。
指定図書
参考書

第２回 会計の役割 会計と企業活動

第１４回 損益分岐点 損益分岐点分析
第１３回 経営分析⑤ 経営分析、グループワーク発表

履修するにあたって

貸借対照表の基本構造



授業科目名 あそびの文化史 単位数

開講キャンパス代表教員 大原　良通

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

　遊びを通じて、広い教養を身につけ、豊かな人間性や社会性を涵養する（知能・技能）。社会が必要とする遊
びの文化から、専門分野に高い関心をもち、専門領域の課題を考察し、解決するための知識や技能を身につけて
いる（知能・技能）。　普段にあまり気にしない遊びを文化史という視点から考察し、さらにそれがどのように
社会に役立っているかについて自ら意見を出しながら考察することによって、幅広い知識を活用してさまざまな
問題を発見し、それを解決する方策を導くことができる。また、自分の意見を口頭や文書によって表現し、相手
の意見を理解することで、良好なコミュニケーションをとることができる。（思考力・判断力・表現力等の能
力）。　遊びの文化は他の国や地域から渡ってきたものも多く、また日本で発達、変化したものもある。さらに
常に発展し続け、新たな文化を生み出しており、それはまさしく授業を受けている若い世代によって担われてい
る、それを認識することは、獲得した知識や技能を活用し、国内外において、価値観や意見の異なるさまざまな
人と議論し、学びを深め、協働して、社会に役立てることができる（主体性を持って多様な人々と共同して学ぶ
態度）。　また、遊びは、机上遊戯や、音楽、スポーツやコンピュータゲームなど、複数の分野にわたるテーマ
であり、学部DPに有るような複数の分野の基礎知識を教養として身につけることが出来る（知識・技能）。授業
では一部グループディスカッション方式をとる予定で、獲得した知識と体験と技能を活用して、自らが設定した
課題や問題点を論理的な分析と考察をとおして解決・解明へと導くことができる。さらに相手の意見を正確に理
解し、自分の考えや意見を口頭や文章で的確に表現することができることを目的にする。また、インターネット
でのゲームなどは情報に潜む危険性を認識したうえで、情報通信技術等を用いて情報を適正につかみ、伝えるこ
とができなければならないと考えている（思考力・判断力・表現力）。　野球や囲碁、麻雀などは今や国際的な
遊びであり、それらをまなび理解することは、多様な他者と共存して、異なった価値観を尊重し、積極的に交
流・協働できる。それらを、人文学的に学ぶことは、自由で公正で豊かな社会の実現に貢献できるし、自らの興
味ある遊びについて考察することは、将来にわたって知的好奇心を失わず、自立的に深く学修できる事につなが
る。さらに、こうした学びは、学部教育と融合した教職教育、学校教育の目的や目標、地域社会の課題を理解
し、さまざまな要求や問題解決に取り組み、知識や技能の伸長を図る社会人として活躍することにつながる（主
体性・協働性）。

授業の目的

身近なものにも歴史があることに気づくことができる。　変化には一定の法則があることを知ることができる。
　遊ぶことが無駄でないことを知ることができる。　遊ばなければならないことに気づく。　一見無駄だと思う
ことに真剣に向き合うことが、大事だということに気づくことができる。

到達目標

授業のキーワード

グループディスカッション方式を一部取り入れます。したがって、積極的に授業に参加する態度が必要です。細
かなやり方などは、履修者の数などで調整します。授業参加者全員で遊びとは何かを考える。　まず、遊びにつ
いて共通認識を持ってもらう。　つぎに、では、なぜ遊ぶのかを考える。

授業の進め方

第1回 シラバス確認 授業計画についてシラバスから確認する。

第3回 遊びを定義づける
第4回 遊びの必要性 何のために遊ぶのか（討論、発表）。グループディスカッション。

第6回 遊びって何だ ホイジンガの『ホモ・ルーデンス』を解説しながら、遊ぶということがどのよう
に捉えられてきたかについて考察します。

第5回 言葉の意味 振り返りレポート

第9回 スポーツと遊び 軍事教練（馬を自在に乗りこなす）、スポーツから遊びへ。振り返りレポート。

第8回 日本の遊び 『古事類苑』の「遊戯部」を読み解きながら、日本人が遊びをどう捉えてきたか
について考えます。

第7回 人は遊ぶものだ ロジェ・カイヨワの『遊びと人間』を解説しながら、なぜ遊ぶのかについて考え
ます。

第10回 儀式 儀式、儀礼や祭祀と遊び。
第11回 飲酒と遊び 投壺　負けて得をするという逆さまの理論。曲水の宴。
第12回 机上遊戯 将棋、碁、麻雀。

第15回 おわりに 議論・結論、レポート提出。

授業時間外に必要な学修 復習を中心に1回の授業に対し1～2時間程度。
提出課題など 授業ごとに小レポートを出してもらいますまた、3回から4回程度振り返りレポートの提出。最終的にまと

めレポートを出してもらいます。提出されたレポートは成績評価に反映させるほか、適宜、講評します。
成績評価方法・基準 ディスカッション後の発表内容（40パーセント）や、振り返りレポートと最終のレポート（60パーセン

ト）などを総合的に評価します。
テキスト
指定図書
参考書

第2回 遊びとは 遊びと何かについて疑問を持ってもらう。グループ分け。

第14回 これからの遊び 遊びはこれからどうなるのか。振り返りレポート。
第13回 都市と娯楽 ハイキングまたは箱庭

履修するにあたって 積極的に議論に参加してください。議論、討論がなけれが授業が成り立ちません。

遊びとは何かについて、議論、討論する。グループディスカッション。



授業科目名 国際法（総論） ①～⑥　【法再履修】 単位数

開講キャンパス代表教員 大塚　泰寿

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

この科目では、法学部のDPに示す、法の理念および現実の社会における法の運用を踏まえて、法および政治につ
いて体系的に学修し、法化社会・国際化社会に対応した法的素養を身につけることができる。また、社会におけ
る各種の問題について、その要点を把握し、必要な情報を収集・分析して、法的思考に基づいた説得力ある解決
指針を示すことができる。そして地域社会から国際社会に至る国内外の公共的事柄に関心と責任感を持ち、公平
性と客観性を重視した判断および行動ができる。「国際法入門」の発展科目として位置づけられる。世界の国々
は、政治、経済、文化などの諸活動を通じて、密接なつながりをもっている。また近年においては、個人や企
業、団体などが、国境を越えて様々な関係を結んでいる。これら国際社会における活動は、恣意的になされるの
ではなく、一定のルール、すなわち国際法によって規律されている。この講義では、国際法を学ぶ上で特に基礎
となる分野を中心にして解説を行う。

授業の目的

国際法の基礎となる分野を説明できる。到達目標

国際法の歴史　慣習国際法　条約　国家授業のキーワード

講義はレジュメ・板書中心に行う。授業の進め方

第1回 国際法の概念 国際法とはどのような法的性格を有するのかについて説明する。　

第4回-第5回 国際法の成立形式
第6回-第9回 条約に関する法 主に「条約法に関するウィーン条約」に基づきながら、国際法の主要な法源であ

る条約に関する基本的なルール（条約の成立・留保・無効・解釈・終了など）を
講義する。

第11回-第14回 国際法主体 国際法の主たる法主体である国家のほか、人民、国際機構、個人など、新しく認
識されてきた法主体について概観する。

第10回 国際法と国内法の関係 国内法秩序における国際法の位置づけなどについて説明する。

第15回 国家責任 国家責任の成立やその解除などについて講義する。　

授業時間外に必要な学修 配布されたレジュメを熟読すること。また、参考書に挙げた『国際法（第5版）』（有斐閣Sシリーズ）の
関連部分を読むとよい（予・復習それぞれ各30～60分程度）。　

提出課題など 特になし。
成績評価方法・基準 定期試験（100％）。定期試験は持込不可で行う。試験では、この授業を通じて学修してきた知識の理解

度などを問う。
テキスト なし。
指定図書 松井芳郎・佐分晴夫・坂元茂樹・小畑郁・松田竹男・田中則夫・岡田泉・薬師寺公夫『国際法［第5

版］』(有斐閣Sシリーズ)
参考書 松井芳郎編『ハンディ条約集』（東信堂、2009年）松井芳郎・佐分晴夫・坂元茂樹・小畑郁・松田竹男・

田中則夫・岡田泉・薬師寺公夫『国際法［第5版］』(有斐閣Sシリーズ、2007年）この他、講義中に適宜
紹介する。　

第2回-第3回 国際法の歴史 伝統的国際法と現代国際法の比較を中心にして、国際法の歴史について概観す
る。

履修するにあたって 緊張感を持って授業に臨むこと。遅刻、あるいは授業中の私語や携帯電話の使用は厳禁である。　

慣習国際法の成立に関する議論を中心にして、国際法の法源について講義する。



授業科目名 国際法（総論） ①～⑥　【法再履修】 単位数

開講キャンパス代表教員 大塚　泰寿

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

この科目では、法学部のDPに示す、法の理念および現実の社会における法の運用を踏まえて、法および政治につ
いて体系的に学修し、法化社会・国際化社会に対応した法的素養を身につけることができる。また、社会におけ
る各種の問題について、その要点を把握し、必要な情報を収集・分析して、法的思考に基づいた説得力ある解決
指針を示すことができる。そして地域社会から国際社会に至る国内外の公共的事柄に関心と責任感を持ち、公平
性と客観性を重視した判断および行動ができる。「国際法入門」の発展科目として位置づけられる。世界の国々
は、政治、経済、文化などの諸活動を通じて、密接なつながりをもっている。また近年においては、個人や企
業、団体などが、国境を越えて様々な関係を結んでいる。これら国際社会における活動は、恣意的になされるの
ではなく、一定のルール、すなわち国際法によって規律されている。この講義では、国際法を学ぶ上で特に基礎
となる分野を中心にして解説を行う。

授業の目的

国際法の基礎となる分野を説明できる。到達目標

国際法の歴史　慣習国際法　条約　国家授業のキーワード

講義はレジュメ・板書中心に行う。授業の進め方

第1回 国際法の概念 国際法とはどのような法的性格を有するのかについて説明する。　

第4回-第5回 国際法の成立形式
第6回-第9回 条約に関する法 主に「条約法に関するウィーン条約」に基づきながら、国際法の主要な法源であ

る条約に関する基本的なルール（条約の成立・留保・無効・解釈・終了など）を
講義する。

第11回-第14回 国際法主体 国際法の主たる法主体である国家のほか、人民、国際機構、個人など、新しく認
識されてきた法主体について概観する。

第10回 国際法と国内法の関係 国内法秩序における国際法の位置づけなどについて説明する。

第15回 国家責任 国家責任の成立やその解除などについて講義する。　

授業時間外に必要な学修 配布されたレジュメを熟読すること。また、参考書に挙げた『国際法（第5版）』（有斐閣Sシリーズ）の
関連部分を読むとよい（予・復習それぞれ各30～60分程度）。　

提出課題など 特になし。
成績評価方法・基準 定期試験（100％）。定期試験は持込不可で行う。試験では、この授業を通じて学修してきた知識の理解

度などを問う。
テキスト なし。
指定図書 松井芳郎・佐分晴夫・坂元茂樹・小畑郁・松田竹男・田中則夫・岡田泉・薬師寺公夫『国際法［第5

版］』(有斐閣Sシリーズ)
参考書 松井芳郎編『ハンディ条約集』（東信堂、2009年）松井芳郎・佐分晴夫・坂元茂樹・小畑郁・松田竹男・

田中則夫・岡田泉・薬師寺公夫『国際法［第5版］』(有斐閣Sシリーズ、2007年）この他、講義中に適宜
紹介する。　

第2回-第3回 国際法の歴史 伝統的国際法と現代国際法の比較を中心にして、国際法の歴史について概観す
る。

履修するにあたって 緊張感を持って授業に臨むこと。遅刻、あるいは授業中の私語や携帯電話の使用は厳禁である。　

慣習国際法の成立に関する議論を中心にして、国際法の法源について講義する。



授業科目名 国際法（総論） ⑦～⑫ 単位数

開講キャンパス代表教員 大塚　泰寿

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

この科目では、法学部のDPに示す、法の理念および現実の社会における法の運用を踏まえて、法および政治につ
いて体系的に学修し、法化社会・国際化社会に対応した法的素養を身につけることができる。また、社会におけ
る各種の問題について、その要点を把握し、必要な情報を収集・分析して、法的思考に基づいた説得力ある解決
指針を示すことができる。そして地域社会から国際社会に至る国内外の公共的事柄に関心と責任感を持ち、公平
性と客観性を重視した判断および行動ができる。「国際法入門」の発展科目として位置づけられる。世界の国々
は、政治、経済、文化などの諸活動を通じて、密接なつながりをもっている。また近年においては、個人や企
業、団体などが、国境を越えて様々な関係を結んでいる。これら国際社会における活動は、恣意的になされるの
ではなく、一定のルール、すなわち国際法によって規律されている。この講義では、国際法を学ぶ上で特に基礎
となる分野を中心にして解説を行う。

授業の目的

国際法の基礎となる分野を説明できる。到達目標

国際法の歴史　慣習国際法　条約　国家授業のキーワード

講義はレジュメ・板書中心に行う。授業の進め方

第1回 国際法の概念 国際法とはどのような法的性格を有するのかについて説明する。　

第4回-第5回 国際法の成立形式
第6回-第9回 条約に関する法 主に「条約法に関するウィーン条約」に基づきながら、国際法の主要な法源であ

る条約に関する基本的なルール（条約の成立・留保・無効・解釈・終了など）を
講義する。

第11回-第14回 国際法主体 国際法の主たる法主体である国家のほか、人民、国際機構、個人など、新しく認
識されてきた法主体について概観する。

第10回 国際法と国内法の関係 国内法秩序における国際法の位置づけなどについて説明する。

第15回 国家責任 国家責任の成立やその解除などについて講義する。　

授業時間外に必要な学修 配布されたレジュメを熟読すること。また、参考書に挙げた『国際法（第5版）』（有斐閣Sシリーズ）の
関連部分を読むとよい（予・復習それぞれ各30～60分程度）。　

提出課題など 特になし。
成績評価方法・基準 定期試験（100％）。定期試験は持込不可で行う。試験では、この授業を通じて学修してきた知識の理解

度などを問う。
テキスト なし。
指定図書 松井芳郎・佐分晴夫・坂元茂樹・小畑郁・松田竹男・田中則夫・岡田泉・薬師寺公夫『国際法［第5

版］』(有斐閣Sシリーズ)
参考書 松井芳郎編『ハンディ条約集』（東信堂、2009年）松井芳郎・佐分晴夫・坂元茂樹・小畑郁・松田竹男・

田中則夫・岡田泉・薬師寺公夫『国際法［第5版］』(有斐閣Sシリーズ、2007年）この他、講義中に適宜
紹介する。　

第2回-第3回 国際法の歴史 伝統的国際法と現代国際法の比較を中心にして、国際法の歴史について概観す
る。

履修するにあたって 緊張感を持って授業に臨むこと。遅刻、あるいは授業中の私語や携帯電話の使用は厳禁である。　

慣習国際法の成立に関する議論を中心にして、国際法の法源について講義する。



授業科目名 国際法（総論） ⑦～⑫ 単位数

開講キャンパス代表教員 大塚　泰寿

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

この科目では、法学部のDPに示す、法の理念および現実の社会における法の運用を踏まえて、法および政治につ
いて体系的に学修し、法化社会・国際化社会に対応した法的素養を身につけることができる。また、社会におけ
る各種の問題について、その要点を把握し、必要な情報を収集・分析して、法的思考に基づいた説得力ある解決
指針を示すことができる。そして地域社会から国際社会に至る国内外の公共的事柄に関心と責任感を持ち、公平
性と客観性を重視した判断および行動ができる。「国際法入門」の発展科目として位置づけられる。世界の国々
は、政治、経済、文化などの諸活動を通じて、密接なつながりをもっている。また近年においては、個人や企
業、団体などが、国境を越えて様々な関係を結んでいる。これら国際社会における活動は、恣意的になされるの
ではなく、一定のルール、すなわち国際法によって規律されている。この講義では、国際法を学ぶ上で特に基礎
となる分野を中心にして解説を行う。

授業の目的

国際法の基礎となる分野を説明できる。到達目標

国際法の歴史　慣習国際法　条約　国家授業のキーワード

講義はレジュメ・板書中心に行う。授業の進め方

第1回 国際法の概念 国際法とはどのような法的性格を有するのかについて説明する。　

第4回-第5回 国際法の成立形式
第6回-第9回 条約に関する法 主に「条約法に関するウィーン条約」に基づきながら、国際法の主要な法源であ

る条約に関する基本的なルール（条約の成立・留保・無効・解釈・終了など）を
講義する。

第11回-第14回 国際法主体 国際法の主たる法主体である国家のほか、人民、国際機構、個人など、新しく認
識されてきた法主体について概観する。

第10回 国際法と国内法の関係 国内法秩序における国際法の位置づけなどについて説明する。

第15回 国家責任 国家責任の成立やその解除などについて講義する。　

授業時間外に必要な学修 配布されたレジュメを熟読すること。また、参考書に挙げた『国際法（第5版）』（有斐閣Sシリーズ）の
関連部分を読むとよい（予・復習それぞれ各30～60分程度）。　

提出課題など 特になし。
成績評価方法・基準 定期試験（100％）。定期試験は持込不可で行う。試験では、この授業を通じて学修してきた知識の理解

度などを問う。
テキスト なし。
指定図書 松井芳郎・佐分晴夫・坂元茂樹・小畑郁・松田竹男・田中則夫・岡田泉・薬師寺公夫『国際法［第5

版］』(有斐閣Sシリーズ)
参考書 松井芳郎編『ハンディ条約集』（東信堂、2009年）松井芳郎・佐分晴夫・坂元茂樹・小畑郁・松田竹男・

田中則夫・岡田泉・薬師寺公夫『国際法［第5版］』(有斐閣Sシリーズ、2007年）この他、講義中に適宜
紹介する。　

第2回-第3回 国際法の歴史 伝統的国際法と現代国際法の比較を中心にして、国際法の歴史について概観す
る。

履修するにあたって 緊張感を持って授業に臨むこと。遅刻、あるいは授業中の私語や携帯電話の使用は厳禁である。　

慣習国際法の成立に関する議論を中心にして、国際法の法源について講義する。



授業科目名 西洋経済史 [生活] 単位数

開講キャンパス代表教員 岡部　芳彦

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜1限 木曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

4

有瀬

講義授業の方法

　この講義は外国経済の特徴を歴史的に学び、経済史的な知識を得ることができます。新聞やテレビなどを見て
情報を得る場合の基礎となる知識を習得し、今後働く際に必要となる世界経済の歴史的背景の把握を目標にして
います。各回講義の主題に関連する経済小説、ドラマなどの紹介、一部視聴できます。　1時限目では本年、世界
で起こるであろう時事問題の歴史的背景の説明も行いますので、現代的な問題関心を持っている学生諸氏にも有
益な講義となるでしょう。関係する経済の基礎知識に関しても適宜学ぶことができます。2時限目では著名な歴史
的な人物や大事件ではなく、人々の生活や文化といった社会史・文化史の視点から講義を行います。　なお、こ
の科目は、学部のＤＰに示す「1.経済の歴史や制度に係わる知識を修得し、今日の経済情勢を歴史的・制度的に
理解できる。」ことを目指しています。　

授業の目的

グローバル化が進展する現在、大学卒業後、働く際や日常生活を送る上で関係する海外事情の歴史的背景を理解
するための知識が習得できる。

到達目標

歴史、海外事情、西洋経済史、グローバル化授業のキーワード

この講義は歴史の講義ですが、古い時代から新しい時代へと進むのではなく、歴史学で話題のトピックを各回完
結で紹介してゆきます。西洋経済史Ⅰでは、歴史的な事件や政策などの大きな出来事を取り上げます。講義順・
内容は変更される可能性があります。また講義の中で皆さんの理解度に応じて進度を決めるので、講義内容に若
干の増減があります。授業中に分らなかったことはご遠慮なくご質問いただければと思います。また各回のレ
ジュメに記載されているメールアドレスまでご質問いただいても結構です。

授業の進め方

第1回第2回 １．経済史って何？２．社会史
とは何か

１．今まで学んだ歴史と経済史は何が違うのか２．社会史の視点

第５回第６回 ５．産業革命と消費社会ー１８
世紀イギリス６．読書の文化史

第７回第８回 ７．ロシア経済の現在とその歴
史的背景８．ファッション・ブ
ランドの経済史　

７．ロシア経済の現在とその歴史的背景。８．ブランドの意義やルイ・ヴィトン
などファッションブランド産業の歴史的展開について学ぶ。　

第１１回第１２回 １１．大富豪から見る世界史
１２．茶、時計、お洒落の経済
史　

１１．雑誌『フォーブス』に紹介される世界の富豪から世界史を学ぶ。１２．そ
れぞれの商品から見る経済史について学ぶ。　

第９回第１０回 ９．グローバル・ヒストリーの
世界１０「子供」の誕生

９・国家、多様性、移民について学ぶ。１０．社会史とは何か？　「子供」とい
う概念の時代による変化について学ぶ。

第１７回第１８回 １７．バブルの経済史１８．世
界史における時間・紀年法の歴
史

１７．歴史上発生したバブル経済について学ぶ。１８．時代や宗教によって違う
紀年法の歴史を学ぶ。

第１５回第１６回 １５．工業化と後発国の工業化
１６．歴史記述の始まりと「記
録を残さなかった男」の歴史　

１５．ガーシェンクローン・モデルについて講義する。１６．「記録を残さな
かった男」を事例に、アナール学派の研究手法を講義する。　　

第１３回第１４回 レポートの書き方・作法 課題として提出するレポートを書く際の注意点など。レポートの作法について学
ぶ。

第１９回第２０回 １９．戦後アジアの経済発展
２０．シリーズ中世ヨーロッパ
１：名もなき人の日常

１９．「開発独裁」を中心に戦後アジアの経済発展の過程を学ぶ。２０．2回に
わたり、中世ヨーロッパの日常生活や価値観について学ぶ。

第２１回第２２回 ２１．アメリカ的生産システム
とトヨタ２２．シリーズ中世
ヨーロッパ２：中世人の聖と
俗、そして権力　

２１．テーラー主義やアメリカ的生産システムと、戦後のトヨタ式生産方式につ
いて学ぶ。２２．シリーズ中世ヨーロッパ２：中世人の聖と俗、そして権力　

第２３回第２４回 ２３．ウクライナ情勢の歴史的
背景と現状２４．神秘の国イギ
リス

２３．ウクライナの歴史や現状について学ぶ。２４．魔法や魔術、魔女がイギリ
スにおいていつの時代からなくなったのかを見ることによって近代との分水嶺を
考察する。　

第２９回第３０回 振り返り 今学期の学習内容の振り返り。

授業時間外に必要な学修 学期中2回あるレポート作成に向けた準備として各回の授業終了後に90分程度復習する。　
提出課題など レポート2回以上。成績評価の対象とする。
成績評価方法・基準 定期試験50％、レポート50％。講義は日本語で行われますが、定期試験とレポートは日本語・英語のどち

らでも回答・作成可とします。
テキスト
指定図書
参考書

第３回第４回 ３．フランス革命を考える。
４．伝説と実在

３．フランス革命の経済史的背景とフランス革命観の変遷４．「ハーメルンの笛
吹男」を例に、伝説が実際に起こった歴史的事例に基づいていることについて学
ぶ。　

第２７回第２８回 ２７．経済史から見たアベノミ
クス２８．偽書・偽史の世界　

２７．グローバル経済の観点から、アベノミクスについて、1930年代の高橋財政
と比較して考察する。２８．偽書や偽史を考察し、現代社会におけるメディアリ
テラシーを養う。

第２５回第２６回 ２５．18世紀英露関係から見る
経済史２６. 女と男の経済史　

２５．18世紀イギリスとロシアの2国間関係や企業家マシュー・ボウルトンのロ
シア事業から、現在の情勢を読み解く。２６．歴史人口学や家屋の空間の変遷、
男女関係にみる歴史について学ぶ

履修するにあたって 授業中の私語・携帯ほか授業妨害とみなされる行為は減点の対象となるのでご注意ください。　　

５．産業革命に関する議論の整理と消費社会誕生との関係６．一つの「行為」か
ら見る歴史について学ぶ。　



授業科目名 企業論Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 小澤　優子

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

＜主題＞この科目は、学部のＤＰにある経営の問題を総合的に分析・解析できる知識・技能を修得することを目
指すものである。専門教育科目に属し、経営学に関する基本的な知識を必要とする。近年、世界各国で、コーポ
レート・ガバナンス（企業統治）に関する議論が盛んにおこなわれている。日本においても、企業の経営者によ
る不祥事が多発し、彼らをチェックするためのガバナンス体制をいかに構築するのかということが大きな問題と
なっている。本講義においては、まず、コーポレート・ガバナンスの意味やそのような議論が出てきた背景につ
いて学習する。そののちに、近年の日本におけるその議論の中身を理論と実践の両側面から考察していく。＜目
的＞・株式会社の仕組みについて理解することができる。・コーポレート・ガバナンスの問題について考えるこ
とができる。・企業における経営者が、如何に企業経営を行っていくべきかということに関心を持つことができ
る。

授業の目的

・株式会社の特徴やコーポレート・ガバナンスの意味、問題領域について説明できる。・身の回りにある企業の
経営のあり方や法律に関心をもつようになる。・効率の良い企業経営を行っていくための適切な制度を提示する
ことができる。

到達目標

株式会社、会社法、コーポレート・ガバナンス、監査役設置会社、社外取締役授業のキーワード

講義を中心に進めます。授業の進め方

第1回 講義のガイダンス―講義の進め
方、内容など

・企業論という学問領域の説明を行う。・講義のための参考文献を提示する。・
講義を受けるにあたって、講義の進め方や注意事項を説明する。

第3・4回 株式会社の特徴

第5回 所有と経営の分離とステイクホ
ルダー

株式会社を考える上で重要な概念について理解していく。

第8・9回 トップ・マネジメント組織の構
造（日、米、独）

ガバナンスの議論で問題となる株式会社のトップ・マネジメント組織について、
日本、アメリカ、ドイツのものを比較しながら学習していく。

第6・7回 コーポレート・ガバナンスの意
味と背景

コーポレート・ガバナンス（企業統治）の意味や問題領域、さらには、そのよう
な議論が出てきた社会的、経済的背景について理解していく。

第13・14回 事例研究 近年、ガバナンス改革を進めている日本企業の取り組みをもとに、実践的な側面
についての理解を深めていく。

第11・12回 トップ・マネジメント組織の問
題点と対応策

現在、日本の株式会社におけるトップ・マネジメント組織でどのようなことが問
題となっているのかを考察していく。株主総会、取締役会、監査役会それぞれに
注目する。

第10回 株式の所有構造 ガバナンスの議論で重要となる株主は、国ごとに異なっている。本講義ではそれ
らの違いを学習していく。

第15回 講義のまとめ―会社はだれのも
のか

講義全体のまとめとして、企業経営がいかに適切になされるべきかを考える。

授業時間外に必要な学修 講義の際のノートの整理やその内容確認を、毎回2時間程度、事後学習として行うこと。このことが、次
の講義の事前学習となります。また、第1回目の講義で参考文献も提示するので、それも併せて読むとよ
り理解が進みやすくなります。

提出課題など 授業中に数回、講義内容に関連した問題の解答やそれに対する意見などを記入した出席カードの提出を求
める。これに関しては、次の講義の際にいくつかの回答をサンプルとして挙げ、正解やポイントなどの解
説を行う。また、中間試験を一度、実施予定であるが、これに関しても出席カードと同様のフィードバッ
クを行う。期末には、定期試験を実施する。

成績評価方法・基準 定期試験（60%）と授業中の課題（レポートもしくは中間試験）（40%）によって総合的に判断する。な
お、両者の比率は変更することがある。その他、授業時の出席カードを内容によって加味する。

テキスト 特定のものは使用しない。
指定図書
参考書 土屋守章・岡本久吉(2003)『コーポレート・ガバナンス論』有斐閣。三戸浩・池内秀己・勝部伸夫(2018)

『企業論（第4版）』有斐閣。吉田和夫・大橋昭一監修(2015)『基本経営学用語辞典』同文舘出版。他の
文献に関しては、第1回目の講義で指示する。

第2回 企業形態の発展 一言で企業と言っても、さまざまな形態の企業が存在する。本講義で議論の中心
となる株式会社について理解を進めるために、まずは、いくつかの企業形態につ
いて学習していく。

履修するにあたって 経営学の基礎的な知識を習得していることが望ましい。

本講義で議論の中心となる株式会社の特徴や、そのトップ・マネジメント組織の
構造について学習する。



授業科目名 企業論Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 小澤　優子

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

＜主題＞この科目は、学部のＤＰにある経営の問題を総合的に分析・解析できる知識・技能を修得することを目
指すものである。専門教育科目に属し、経営学に関する基本的な知識を必要とする。近年、世界各国で、コーポ
レート・ガバナンス（企業統治）に関する議論が盛んにおこなわれている。日本においても、企業の経営者によ
る不祥事が多発し、彼らをチェックするためのガバナンス体制をいかに構築するのかということが大きな問題と
なっている。本講義においては、まず、コーポレート・ガバナンスの意味やそのような議論が出てきた背景につ
いて学習する。そののちに、近年の日本におけるその議論の中身を理論と実践の両側面から考察していく。＜目
的＞・株式会社の仕組みについて理解することができる。・コーポレート・ガバナンスの問題について考えるこ
とができる。・企業における経営者が、如何に企業経営を行っていくべきかということに関心を持つことができ
る。

授業の目的

・株式会社の特徴やコーポレート・ガバナンスの意味、問題領域について説明できる。・身の回りにある企業の
経営のあり方や法律に関心をもつようになる。・効率の良い企業経営を行っていくための適切な制度を提示する
ことができる。

到達目標

株式会社、会社法、コーポレート・ガバナンス、監査役設置会社、社外取締役授業のキーワード

講義を中心に進めます。授業の進め方

第1回 講義のガイダンス―講義の進め
方、内容など

・企業論という学問領域の説明を行う。・講義のための参考文献を提示する。・
講義を受けるにあたって、講義の進め方や注意事項を説明する。

第3・4回 株式会社の特徴

第5回 所有と経営の分離とステイクホ
ルダー

株式会社を考える上で重要な概念について理解していく。

第8・9回 トップ・マネジメント組織の構
造（日、米、独）

ガバナンスの議論で問題となる株式会社のトップ・マネジメント組織について、
日本、アメリカ、ドイツのものを比較しながら学習していく。

第6・7回 コーポレート・ガバナンスの意
味と背景

コーポレート・ガバナンス（企業統治）の意味や問題領域、さらには、そのよう
な議論が出てきた社会的、経済的背景について理解していく。

第13・14回 事例研究 近年、ガバナンス改革を進めている日本企業の取り組みをもとに、実践的な側面
についての理解を深めていく。

第11・12回 トップ・マネジメント組織の問
題点と対応策

現在、日本の株式会社におけるトップ・マネジメント組織でどのようなことが問
題となっているのかを考察していく。株主総会、取締役会、監査役会それぞれに
注目する。

第10回 株式の所有構造 ガバナンスの議論で重要となる株主は、国ごとに異なっている。本講義ではそれ
らの違いを学習していく。

第15回 講義のまとめ―会社はだれのも
のか

講義全体のまとめとして、企業経営がいかに適切になされるべきかを考える。

授業時間外に必要な学修 講義の際のノートの整理やその内容確認を、毎回2時間程度、事後学習として行うこと。このことが、次
の講義の事前学習となります。また、第1回目の講義で参考文献も提示するので、それも併せて読むとよ
り理解が進みやすくなります。

提出課題など 授業中に数回、講義内容に関連した問題の解答やそれに対する意見などを記入した出席カードの提出を求
める。これに関しては、次の講義の際にいくつかの回答をサンプルとして挙げ、正解やポイントなどの解
説を行う。また、中間試験を一度、実施予定であるが、これに関しても出席カードと同様のフィードバッ
クを行う。期末には、定期試験を実施する。

成績評価方法・基準 定期試験（60%）と授業中の課題（レポートもしくは中間試験）（40%）によって総合的に判断する。な
お、両者の比率は変更することがある。その他、授業時の出席カードを内容によって加味する。

テキスト 特定のものは使用しない。
指定図書
参考書 土屋守章・岡本久吉(2003)『コーポレート・ガバナンス論』有斐閣。三戸浩・池内秀己・勝部伸夫(2018)

『企業論（第4版）』有斐閣。吉田和夫・大橋昭一監修(2015)『基本経営学用語辞典』同文舘出版。他の
文献に関しては、第1回目の講義で指示する。

第2回 企業形態の発展 一言で企業と言っても、さまざまな形態の企業が存在する。本講義で議論の中心
となる株式会社について理解を進めるために、まずは、いくつかの企業形態につ
いて学習していく。

履修するにあたって 経営学の基礎的な知識を習得していることが望ましい。

本講義で議論の中心となる株式会社の特徴や、そのトップ・マネジメント組織の
構造について学習する。



授業科目名 社会と文化Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 岡崎　宏樹

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

音楽文化を社会学の視座から考察し、音楽文化の社会的意義や社会的影響力を学ぶ。文化は社会、政治、経済、
宗教など多様な領域との関係性の中で存在する。本講義は、音楽を考察対象として、現代社会において文化がど
のように存立するかを学び、音楽文化の表現者やファンの分析を通じて、現代に生きる人間の生き方在り方を考
察する。授業では、人種・民族問題、青年期、経済社会、宗教と音楽文化の関係性を、ポピュラー音楽を題材に
学び、日本のポピュラー音楽における文化の創造と継承について考える。その際、表現者の社会的影響力や社会
的責任についても検討する。最後に、音楽によるコミュニケーションを理論的に考察し、音楽の社会的影響力や
関係形成力に対する理解を深める。この授業は、現代社会における文化の形成を多面的・総合的に理解する力を
高める点で、現代社会学科のディプロマ・ポリシーの１に深く関連する。

授業の目的

現代の文化について、とりわけ音楽文化について、社会、政治、経済、宗教など多様な角度から理解し、主体的
に考察できる。

到達目標

音楽文化、現代社会、音楽社会学授業のキーワード

授業に関連する映像や音楽の資料を視聴しつつ、配布した資料に基づいて授業を進める。授業の進め方

第1回 ガイダンス 授業の進め方と全体の概要について説明する。文化社会学や音楽社会学について
概説する。

第3回 人種・民族問題と音楽文化(2)

第4回 青年期と音楽文化(1) イギリス1960年代前半のポピュラー音楽、ポピュラー音楽の表現者の自己形成に
ついて学ぶ。

第6回 経済社会と音楽文化(1) アメリカ1980年代前半のポピュラー音楽、ミュージック・ビデオの発展と音楽文
化の変容について学ぶ。

第5回 青年期と音楽文化(2) イギリス1960年代後半のポピュラー音楽、若者文化としてのロック音楽とその社
会的影響力について学ぶ。

第9回 政治と音楽文化 ヒップ・ホップにおける政治性と娯楽性の関係について学ぶ。
第8回 宗教と音楽文化 レゲエにおける表現の宗教性と音楽のグローバル化について学ぶ。

第7回 経済社会と音楽文化(2) アメリカ1980年代後半のポピュラー音楽、消費社会における音楽文化の課題と表
現者の倫理・社会的責任について学ぶ。

第10回 日本の音楽文化(1) 欧米のポピュラー音楽の輸入と表現の変化について学ぶ。
第11回 日本の音楽文化(2) 日本独自の新たな音楽文化の創造と継承、海外への発信について学ぶ。
第12回 音楽によるコミュニケーション

(1)
チクセントミハイの「フロー理論」によって音楽体験を分析する。

第15回 音楽と社会 本講義の全体を振り返り、要点や重要な点を確認し、定期試験のための復習をお
こなう。

授業時間外に必要な学修 事前・事後学習各２時間程度。授業で取り上げた文献や音楽資料を研究し、予習・復習をおこなうこと。
文献や音楽資料を収集し、各自でレポート作成すること。

提出課題など 提出課題としては、現代社会と音楽文化の関係を考察する中間レポートが課されます。レポートについて
は授業内に講評し、フィードバックをします。

成績評価方法・基準 成績は、平常点（45％）、中間レポート（15％）、定期試験（40％）によって総合的に評価する。平常点
は授業内レポート（ショートエッセイ）を中心に評価する。レポートでは、現代社会と音楽文化の関係を
主体的に考察する能力を、試験では、音楽文化を多角的に考察するための知識と思考力を評価する。

テキスト
指定図書
参考書 Ｋ・ニーガス『ポピュラー音楽理論入門』(水声社) ISBN:4891765208東谷護（編）『ポピュラー音楽への

まなざし－－売る・読む・楽しむ』(勁草書房) ISBN:4326652802井上俊（編）『現代文化を学ぶ人のため
に』 ISBN:4790716368 井上俊編『〔全訂新版〕現代文化を学ぶ人のために』世界思想社、2014年発行
{http://sekaishisosha.co.jp/cgi-bin/search.cgi?mode=display&code=1636}

第2回 人種・民族問題と音楽文化(1) アメリカ1950年代前半のポピュラー音楽、公民権運動の高まりを背景とした大衆
の音楽聴取の変容について学ぶ。

第14回 音楽によるコミュニケーション
(3)

音楽療法における心理的・社会的な働きを分析する。

第13回 音楽によるコミュニケーション
(2)

M.ポランニーの暗黙知理論にもとづいて即興表現を分析する。

履修するにあたって 音楽に集中する必要からも、私語は厳禁とする。

アメリカ1950年代後半のポピュラー音楽、エスニシティの枠を超えた音楽文化の
融合と新たな表現の登場について学ぶ。



授業科目名 社会と文化Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 岡崎　宏樹

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

音楽文化を社会学の視座から考察し、音楽文化の社会的意義や社会的影響力を学ぶ。文化は社会、政治、経済、
宗教など多様な領域との関係性の中で存在する。本講義は、音楽を考察対象として、現代社会において文化がど
のように存立するかを学び、音楽文化の表現者やファンの分析を通じて、現代に生きる人間の生き方在り方を考
察する。授業では、人種・民族問題、青年期、経済社会、宗教と音楽文化の関係性を、ポピュラー音楽を題材に
学び、日本のポピュラー音楽における文化の創造と継承について考える。その際、表現者の社会的影響力や社会
的責任についても検討する。最後に、音楽によるコミュニケーションを理論的に考察し、音楽の社会的影響力や
関係形成力に対する理解を深める。この授業は、現代社会における文化の形成を多面的・総合的に理解する力を
高める点で、現代社会学科のディプロマ・ポリシーの１に深く関連する。

授業の目的

現代の文化について、とりわけ音楽文化について、社会、政治、経済、宗教など多様な角度から理解し、主体的
に考察できる。

到達目標

音楽文化、現代社会、音楽社会学授業のキーワード

授業に関連する映像や音楽の資料を視聴しつつ、配布した資料に基づいて授業を進める。授業の進め方

第1回 ガイダンス 授業の進め方と全体の概要について説明する。文化社会学や音楽社会学について
概説する。

第3回 人種・民族問題と音楽文化(2)

第4回 青年期と音楽文化(1) イギリス1960年代前半のポピュラー音楽、ポピュラー音楽の表現者の自己形成に
ついて学ぶ。

第6回 経済社会と音楽文化(1) アメリカ1980年代前半のポピュラー音楽、ミュージック・ビデオの発展と音楽文
化の変容について学ぶ。

第5回 青年期と音楽文化(2) イギリス1960年代後半のポピュラー音楽、若者文化としてのロック音楽とその社
会的影響力について学ぶ。

第9回 政治と音楽文化 ヒップ・ホップにおける政治性と娯楽性の関係について学ぶ。
第8回 宗教と音楽文化 レゲエにおける表現の宗教性と音楽のグローバル化について学ぶ。

第7回 経済社会と音楽文化(2) アメリカ1980年代後半のポピュラー音楽、消費社会における音楽文化の課題と表
現者の倫理・社会的責任について学ぶ。

第10回 日本の音楽文化(1) 欧米のポピュラー音楽の輸入と表現の変化について学ぶ。
第11回 日本の音楽文化(2) 日本独自の新たな音楽文化の創造と継承、海外への発信について学ぶ。
第12回 音楽によるコミュニケーション

(1)
チクセントミハイの「フロー理論」によって音楽体験を分析する。

第15回 音楽と社会 本講義の全体を振り返り、要点や重要な点を確認し、定期試験のための復習をお
こなう。

授業時間外に必要な学修 事前・事後学習各２時間程度。授業で取り上げた文献や音楽資料を研究し、予習・復習をおこなうこと。
文献や音楽資料を収集し、各自でレポート作成すること。

提出課題など 提出課題としては、現代社会と音楽文化の関係を考察する中間レポートが課されます。レポートについて
は授業内に講評し、フィードバックをします。

成績評価方法・基準 成績は、平常点（45％）、中間レポート（15％）、定期試験（40％）によって総合的に評価する。平常点
は授業内レポート（ショートエッセイ）を中心に評価する。レポートでは、現代社会と音楽文化の関係を
主体的に考察する能力を、試験では、音楽文化を多角的に考察するための知識と思考力を評価する。

テキスト
指定図書
参考書 Ｋ・ニーガス『ポピュラー音楽理論入門』(水声社) ISBN:4891765208東谷護（編）『ポピュラー音楽への

まなざし－－売る・読む・楽しむ』(勁草書房) ISBN:4326652802井上俊（編）『現代文化を学ぶ人のため
に』 ISBN:4790716368 井上俊編『〔全訂新版〕現代文化を学ぶ人のために』世界思想社、2014年発行
{http://sekaishisosha.co.jp/cgi-bin/search.cgi?mode=display&code=1636}

第2回 人種・民族問題と音楽文化(1) アメリカ1950年代前半のポピュラー音楽、公民権運動の高まりを背景とした大衆
の音楽聴取の変容について学ぶ。

第14回 音楽によるコミュニケーション
(3)

音楽療法における心理的・社会的な働きを分析する。

第13回 音楽によるコミュニケーション
(2)

M.ポランニーの暗黙知理論にもとづいて即興表現を分析する。

履修するにあたって 音楽に集中する必要からも、私語は厳禁とする。

アメリカ1950年代後半のポピュラー音楽、エスニシティの枠を超えた音楽文化の
融合と新たな表現の登場について学ぶ。



授業科目名 英語読解Ⅱ （Ｅ） 単位数

開講キャンパス代表教員 表谷　純子、海老原　由貴

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜2限 木曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義　演習授業の方法

この授業ではディプロマポリシーの中でも「1.実践的で高度な外国語の運用ができる」と「3.言語の基礎にある
多様な社会、文化、歴史、政治、経済などについて幅広い知識や教養を身に付けることができる」「4.教育現場
で有効な、英語に関する体系的で専門的な知識と指導法を習得することができる」ことを目的としている。英語
読解力を向上させる為に、基本的な英文法、英語構文、語彙、慣用表現を学習し、読解方略を効果的に使用して
様々なトピック、ジャンルの英文の精読と多読を行う。

授業の目的

・To learn efficient reading skills.・To build up English vocabulary and expressions as well as 
knowledge of English grammar.・To improve reading speed in English.

到達目標

精読　多読　読解方略　文法　語彙授業のキーワード

pair work、 group work、 lecture授業の進め方

第1回 Orientation Orientation

第3回 Technology (1)
第4回 Technology (2) Unit 7 Casual Reading、 Comparison and Contrast

第6回 Technology (4) Unit 7 Academic Reading　
第5回 Technology (3) Academic Express (37)～(39)

第9回 Entertainment (3) Academic Express (43)～(45)
第8回 Entertainment (2) Unit 8 Casual Reading、 Categorizing
第7回 Entertainment (1) Academic Express (40)～(42)

第10回 Entertainment (4) Unit 8 Academic Reading

第27回 Diversity (4) Unit 12 Paraphrasing

第11回 International affairs (1) Academic Express (46)～(48)

第28回 Reflection Reflection

第30回 Reflection Reflection
第29回 Academic Express Academic Express

第12回 International affairs (2) Unit 9 Casual Reading、 Sequencing

第15回 Personal finance (1) Unit 10 Casual Reading、 Inference 1

第17回 Personal finance (3) Unit 10 Academic Reading
第16回 Personal finance (2) Academic Express (52)～(54)

第20回 Health (2) Academic Express (58)～(60)
第19回 Health (1) Unit 11 Casual Reading、 Inference 2
第18回 Personal finance (4) Academic Express (55)～(57)

第21回 Health (3) Unit 11 Academic Reading

第23回 Diversity (1) Unit 12 Casual Reading
第22回 Health (4) Academic Express (61)～(63)

第24回 Diversity (2) Academic Express (64)～(66)

第26回 TOEIC TOEIC　
第25回 Diversity (3) Unit 12 Academic Reading

授業時間外に必要な学修 毎回、予習、宿題に最低1時間、既習事項の復習などに最低1時間の学修を必要とする。
提出課題など 授業での指示にしたがうこと。
成績評価方法・基準 60%  In-class30%  Homework10%  TOEIC IP Test　
テキスト 『able English Grammar 24Lessons』（第一学習社）ISBN978-4-8040-1590-3
指定図書
参考書

第2回 Orientation Orientation

第14回 International affairs (4) Academic Express (49)～(51)
第13回 International affairs (3) Unit 9 Academic Reading

履修するにあたって

Academic Express (34)～(36)



授業科目名 英語会話Ⅱ （Ａ） 単位数

開講キャンパス代表教員 大竹　翔子、タム　ショウ　イン

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜1限 金曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

さまざまなジャンルのトピックについて自らの考え方を発信したり議論できるようにし、同時に相手が発信する
内容に従って会話をさらに発展させたり、効果的に発表できることも含めて演習を行う。リスニング(Input活動)
については、次に発話することの準備として、アクティブに音声を聞き取ることができるような演習を行う。
　　　

授業の方法

この授業ではディプロマポリシーの「1.実践的で高度な外国語の運用ができる」、「2.他者と協調、協働できる
コミュニケーション力を持つことができる」、「3.言語の基礎にある多様な社会、文化、歴史、政治、経済など
について幅広い知識や教養を身に付けることができる」、「4.教育現場で有効な、英語に関する体系的で専門的
な知識と指導法を習得することができる」ことを目的としている。留学時に必要となる英語でのコミュニケー
ション力を向上させる。

授業の目的

・さまざまなトピックについて自分の考えを英語で表現できるようになる。・さまざまなトピックについて英語
で聞いた内容を理解でき、概略を再現できるようになる。・自らの意見を述べるため、自分の議論に必要な部分
をしっかり把握して聞くことができるようになる。・対話の相手にとって聞き取りやすい英語で発話できるよう
になる。・英語で話すべき内容の骨格となる構成をしっかり把握して口頭表現ができるようになる。・相手が
言った内容をパラフレーズして繰り返し、さらに自分の意見を加えることができるようになる。　

到達目標

アクティブリスニング　　プレゼンテーション　　対話　　内容構成　　語彙　　発音　　　授業のキーワード

週2回の授業の内、週1回は日常会話・スピーチ・プレゼンテーションの基礎を学ぶ input中心の授業とする。週1
回はinput活動で得た知識を元に discussion、 pair work、 presentation などを行うoutput中心の授業とす
る。　　

授業の進め方

第1回 Orientation Review of course goals and assignments

第3回 Technology (2)
第4回 Technology (3) Presentation input

第6回 Entertainment (1) Passage input
第5回 Technology (4) Presentation output

第9回 Entertainment (4) Presentation output
第8回 Entertainment (3) Presentation input　
第7回 Entertainment (2) Passage output(Critical thinking and discussion)

第10回 International affairs (1) Passage input

第27回 Presentation preparation Grammar check、 Recording

第11回 International affairs (2) Passage output(Critical thinking and discussion)

第28回 Presentation Individual PPT Presentation video、 Evaluation

第30回 Letter to myself (2) Letter to myself (2) Presentation
第29回 Letter(2) Preparation Letter(2) Preparation

第12回 International affairs (3) Presentation input　

第15回 Personal finance (2) Passage output(Critical thinking and discussion)

第17回 Personal finance (4) Presentation output
第16回 Personal finance (3) Presentation input　

第20回 Health (3) Presentation input　
第19回 Health (2) Passage output(Critical thinking and discussion)
第18回 Health (1) Passage input

第21回 Health (4) Presentation output

第23回 Diversity (2) Passage output(Critical thinking and discussion)
第22回 Diversity (1) Passage input

第24回 Diversity (3) Presentation input　

第26回 Versant test PPT Preparation
第25回 Diversity (4) Presentation output

授業時間外に必要な学修 毎回、予習、小テストやプレゼンの準備に最低1時間、既習事項の復習などに最低1時間の学修を必要とす
る。 　　

提出課題など プレゼン原稿、評価表の提出、リスニング課題等の提出を課す。また、これら提出物のフィードバックに
関しては、授業内外で実施する。

成績評価方法・基準 授業内活動 40%+40%Versant及びAcademic Express 20%
テキスト なし。必要な資料はウェブ上で配布する。
指定図書
参考書

第2回 Technology (1) Passage input

第14回 Personal finance (1) Passage input
第13回 International affairs (4) Presentation output

履修するにあたって この授業は演習中心の授業である。積極的に発話を行い、１時間の授業内でも進歩が実感できるように最大限の
努力をすること。　

Passage output(Critical thinking and discussion)



授業科目名 英語会話Ⅱ （Ｂ） 単位数

開講キャンパス代表教員 大竹　翔子、タム　ショウ　イン

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜1限 金曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

さまざまなジャンルのトピックについて自らの考え方を発信したり議論できるようにし、同時に相手が発信する
内容に従って会話をさらに発展させたり、効果的に発表できることも含めて演習を行う。リスニング(Input活動)
については、次に発話することの準備として、アクティブに音声を聞き取ることができるような演習を行う。
　　　

授業の方法

この授業ではディプロマポリシーの「1.実践的で高度な外国語の運用ができる」、「2.他者と協調、協働できる
コミュニケーション力を持つことができる」、「3.言語の基礎にある多様な社会、文化、歴史、政治、経済など
について幅広い知識や教養を身に付けることができる」、「4.教育現場で有効な、英語に関する体系的で専門的
な知識と指導法を習得することができる」ことを目的としている。留学時に必要となる英語でのコミュニケー
ション力を向上させる。

授業の目的

・さまざまなトピックについて自分の考えを英語で表現できるようになる。・さまざまなトピックについて英語
で聞いた内容を理解でき、概略を再現できるようになる。・自らの意見を述べるため、自分の議論に必要な部分
をしっかり把握して聞くことができるようになる。・対話の相手にとって聞き取りやすい英語で発話できるよう
になる。・英語で話すべき内容の骨格となる構成をしっかり把握して口頭表現ができるようになる。・相手が
言った内容をパラフレーズして繰り返し、さらに自分の意見を加えることができるようになる。　

到達目標

アクティブリスニング　　プレゼンテーション　　対話　　内容構成　　語彙　　発音　　　授業のキーワード

週2回の授業の内、週1回は日常会話・スピーチ・プレゼンテーションの基礎を学ぶ input中心の授業とする。週1
回はinput活動で得た知識を元に discussion、 pair work、 presentation などを行うoutput中心の授業とす
る。　　

授業の進め方

第1回 Orientation Review of course goals and assignments

第3回 Technology (2)
第4回 Technology (3) Presentation input

第6回 Entertainment (1) Passage input
第5回 Technology (4) Presentation output

第9回 Entertainment (4) Presentation output
第8回 Entertainment (3) Presentation input　
第7回 Entertainment (2) Passage output(Critical thinking and discussion)

第10回 International affairs (1) Passage input

第27回 Presentation preparation Grammar check、 Recording

第11回 International affairs (2) Passage output(Critical thinking and discussion)

第28回 Presentation Individual PPT Presentation video、 Evaluation

第30回 Letter to myself (2) Letter to myself (2) Presentation
第29回 Letter(2) Preparation Letter(2) Preparation

第12回 International affairs (3) Presentation input　

第15回 Personal finance (2) Passage output(Critical thinking and discussion)

第17回 Personal finance (4) Presentation output
第16回 Personal finance (3) Presentation input　

第20回 Health (3) Presentation input　
第19回 Health (2) Passage output(Critical thinking and discussion)
第18回 Health (1) Passage input

第21回 Health (4) Presentation output

第23回 Diversity (2) Passage output(Critical thinking and discussion)
第22回 Diversity (1) Passage input

第24回 Diversity (3) Presentation input　

第26回 Versant test PPT Preparation
第25回 Diversity (4) Presentation output

授業時間外に必要な学修 毎回、予習、小テストやプレゼンの準備に最低1時間、既習事項の復習などに最低1時間の学修を必要とす
る。 　　

提出課題など プレゼン原稿、評価表の提出、リスニング課題等の提出を課す。また、これら提出物のフィードバックに
関しては、授業内外で実施する。

成績評価方法・基準 授業内活動 40%+40%Versant及びAcademic Express 20%
テキスト なし。必要な資料はウェブ上で配布する。
指定図書
参考書

第2回 Technology (1) Passage input

第14回 Personal finance (1) Passage input
第13回 International affairs (4) Presentation output

履修するにあたって この授業は演習中心の授業である。積極的に発話を行い、１時間の授業内でも進歩が実感できるように最大限の
努力をすること。　

Passage output(Critical thinking and discussion)



授業科目名 英語会話Ⅱ （Ｄ） 単位数

開講キャンパス代表教員 大竹　翔子、タム　ショウ　イン

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜2限 金曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

さまざまなジャンルのトピックについて自らの考え方を発信したり議論できるようにし、同時に相手が発信する
内容に従って会話をさらに発展させたり、効果的に発表できることも含めて演習を行う。リスニング(Input活動)
については、次に発話することの準備として、アクティブに音声を聞き取ることができるような演習を行う。
　　　

授業の方法

この授業ではディプロマポリシーの「1.実践的で高度な外国語の運用ができる」、「2.他者と協調、協働できる
コミュニケーション力を持つことができる」、「3.言語の基礎にある多様な社会、文化、歴史、政治、経済など
について幅広い知識や教養を身に付けることができる」、「4.教育現場で有効な、英語に関する体系的で専門的
な知識と指導法を習得することができる」ことを目的としている。留学時に必要となる英語でのコミュニケー
ション力を向上させる。

授業の目的

・さまざまなトピックについて自分の考えを英語で表現できるようになる。・さまざまなトピックについて英語
で聞いた内容を理解でき、概略を再現できるようになる。・自らの意見を述べるため、自分の議論に必要な部分
をしっかり把握して聞くことができるようになる。・対話の相手にとって聞き取りやすい英語で発話できるよう
になる。・英語で話すべき内容の骨格となる構成をしっかり把握して口頭表現ができるようになる。・相手が
言った内容をパラフレーズして繰り返し、さらに自分の意見を加えることができるようになる。　

到達目標

アクティブリスニング　　プレゼンテーション　　対話　　内容構成　　語彙　　発音　　　授業のキーワード

週2回の授業の内、週1回は日常会話・スピーチ・プレゼンテーションの基礎を学ぶ input中心の授業とする。週1
回はinput活動で得た知識を元に discussion、 pair work、 presentation などを行うoutput中心の授業とす
る。　　

授業の進め方

第1回 Orientation Review of course goals and assignments

第3回 Technology (2)
第4回 Technology (3) Presentation input

第6回 Entertainment (1) Passage input
第5回 Technology (4) Presentation output

第9回 Entertainment (4) Presentation output
第8回 Entertainment (3) Presentation input　
第7回 Entertainment (2) Passage output(Critical thinking and discussion)

第10回 International affairs (1) Passage input

第27回 Presentation preparation Grammar check、 Recording

第11回 International affairs (2) Passage output(Critical thinking and discussion)

第28回 Presentation Individual PPT Presentation video、 Evaluation

第30回 Letter to myself (2) Letter to myself (2) Presentation
第29回 Letter(2) Preparation Letter(2) Preparation

第12回 International affairs (3) Presentation input　

第15回 Personal finance (2) Passage output(Critical thinking and discussion)

第17回 Personal finance (4) Presentation output
第16回 Personal finance (3) Presentation input　

第20回 Health (3) Presentation input　
第19回 Health (2) Passage output(Critical thinking and discussion)
第18回 Health (1) Passage input

第21回 Health (4) Presentation output

第23回 Diversity (2) Passage output(Critical thinking and discussion)
第22回 Diversity (1) Passage input

第24回 Diversity (3) Presentation input　

第26回 Versant test PPT Preparation
第25回 Diversity (4) Presentation output

授業時間外に必要な学修 毎回、予習、小テストやプレゼンの準備に最低1時間、既習事項の復習などに最低1時間の学修を必要とす
る。 　　

提出課題など プレゼン原稿、評価表の提出、リスニング課題等の提出を課す。また、これら提出物のフィードバックに
関しては、授業内外で実施する。

成績評価方法・基準 授業内活動 40%+40%Versant及びAcademic Express 20%
テキスト なし。必要な資料はウェブ上で配布する。
指定図書
参考書

第2回 Technology (1) Passage input

第14回 Personal finance (1) Passage input
第13回 International affairs (4) Presentation output

履修するにあたって この授業は演習中心の授業である。積極的に発話を行い、１時間の授業内でも進歩が実感できるように最大限の
努力をすること。　

Passage output(Critical thinking and discussion)



授業科目名 英語会話Ⅱ （Ｅ） 単位数

開講キャンパス代表教員 大竹　翔子、タム　ショウ　イン

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜2限 金曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

さまざまなジャンルのトピックについて自らの考え方を発信したり議論できるようにし、同時に相手が発信する
内容に従って会話をさらに発展させたり、効果的に発表できることも含めて演習を行う。リスニング(Input活動)
については、次に発話することの準備として、アクティブに音声を聞き取ることができるような演習を行う。
　　　

授業の方法

この授業ではディプロマポリシーの「1.実践的で高度な外国語の運用ができる」、「2.他者と協調、協働できる
コミュニケーション力を持つことができる」、「3.言語の基礎にある多様な社会、文化、歴史、政治、経済など
について幅広い知識や教養を身に付けることができる」、「4.教育現場で有効な、英語に関する体系的で専門的
な知識と指導法を習得することができる」ことを目的としている。留学時に必要となる英語でのコミュニケー
ション力を向上させる。

授業の目的

・さまざまなトピックについて自分の考えを英語で表現できるようになる。・さまざまなトピックについて英語
で聞いた内容を理解でき、概略を再現できるようになる。・自らの意見を述べるため、自分の議論に必要な部分
をしっかり把握して聞くことができるようになる。・対話の相手にとって聞き取りやすい英語で発話できるよう
になる。・英語で話すべき内容の骨格となる構成をしっかり把握して口頭表現ができるようになる。・相手が
言った内容をパラフレーズして繰り返し、さらに自分の意見を加えることができるようになる。　

到達目標

アクティブリスニング　　プレゼンテーション　　対話　　内容構成　　語彙　　発音　　　授業のキーワード

週2回の授業の内、週1回は日常会話・スピーチ・プレゼンテーションの基礎を学ぶ input中心の授業とする。週1
回はinput活動で得た知識を元に discussion、 pair work、 presentation などを行うoutput中心の授業とす
る。　　

授業の進め方

第1回 Orientation Review of course goals and assignments

第3回 Technology (2)
第4回 Technology (3) Presentation input

第6回 Entertainment (1) Passage input
第5回 Technology (4) Presentation output

第9回 Entertainment (4) Presentation output
第8回 Entertainment (3) Presentation input　
第7回 Entertainment (2) Passage output(Critical thinking and discussion)

第10回 International affairs (1) Passage input

第27回 Presentation preparation Grammar check、 Recording

第11回 International affairs (2) Passage output(Critical thinking and discussion)

第28回 Presentation Individual PPT Presentation video、 Evaluation

第30回 Letter to myself (2) Letter to myself (2) Presentation
第29回 Letter(2) Preparation Letter(2) Preparation

第12回 International affairs (3) Presentation input　

第15回 Personal finance (2) Passage output(Critical thinking and discussion)

第17回 Personal finance (4) Presentation output
第16回 Personal finance (3) Presentation input　

第20回 Health (3) Presentation input　
第19回 Health (2) Passage output(Critical thinking and discussion)
第18回 Health (1) Passage input

第21回 Health (4) Presentation output

第23回 Diversity (2) Passage output(Critical thinking and discussion)
第22回 Diversity (1) Passage input

第24回 Diversity (3) Presentation input　

第26回 Versant test PPT Preparation
第25回 Diversity (4) Presentation output

授業時間外に必要な学修 毎回、予習、小テストやプレゼンの準備に最低1時間、既習事項の復習などに最低1時間の学修を必要とす
る。 　　

提出課題など プレゼン原稿、評価表の提出、リスニング課題等の提出を課す。また、これら提出物のフィードバックに
関しては、授業内外で実施する。

成績評価方法・基準 授業内活動 40%+40%Versant及びAcademic Express 20%
テキスト なし。必要な資料はウェブ上で配布する。
指定図書
参考書

第2回 Technology (1) Passage input

第14回 Personal finance (1) Passage input
第13回 International affairs (4) Presentation output

履修するにあたって この授業は演習中心の授業である。積極的に発話を行い、１時間の授業内でも進歩が実感できるように最大限の
努力をすること。　

Passage output(Critical thinking and discussion)



授業科目名 環境の科学Ⅰ 単位数

開講キャンパス代表教員 岡田　学

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

「講義」授業の方法

この科目は、全学デュプロマ・ポリシーのもと、社会・自然に関する広く豊かな知識を備え、社会に自ら貢献し
ようとする行動力を育成することを目指します。共通教育科目のリベラルアーツ領域、健康科学分野の導入科目
として位置づけられます。「環境科学」に関して社会人としての教養と共に、専門教科に役立つ基礎的な知識を
身に付けることができます。この講義では、地球環境の大きな危機である「地球温暖化」を中心テーマとし、温
暖化の原因、温暖化が引き起こす様々な現象や環境問題、地球温暖化を防ぐ国際社会の取組と課題について学ぶ
ことができます。また、それを正しく学ぶための基礎的な科学知識を身に付け、様々な環境問題について、自ら
考え、判断し、それを解決するための行動できる力を身に付けることを目的とします。なお、この科目の担当者
は、中学校・高等学校での教育に30年以上の経験を有する、実務経験がある教員です。ＩＣＴの機器を効果的に
活用し、具体的な事例に基づいて講義を行うことで、深い学びへと繋げて行きます。

授業の目的

１）地球温暖化に関する基本的な知識が身につき、地球温暖化が引き起こす様々な問題を正しく科学的に理解す
ることが出来る。（知識）２）環境に関する様々なデータから、地球温暖化の解決に繋がる方法を見つけ出すこ
とが出来る。（知識・技能）３）地球温暖化を始めとする様々な地球環境問題に関して、正しい知見を持ち、問
題解決につながる方法を見いだしたり、解決に繋がる行動を起すことが出来る。（態度・習慣）　

到達目標

地球温暖化　温室効果ガス　パリ協定　フードロス　ＰＭ2.5　授業のキーワード

１）講義を中心に進めますので、ノートをきちんと取り、わからないところは調べて理解して下さい。２）毎回
の授業で、出席用紙に講義のまとめ、感想や意見を書いて提出して貰います。３）毎時間、新聞やインターネッ
トで話題になっている事柄を取り上げて解説します。また、講義の中で、自分で調べた環境問題について課題と
して提出して貰います。　

授業の進め方

第1回 地球温暖化の仕組み　 地球温暖化の仕組みと原因、温室効果と温室効果ガスの役割、地球の平均気温の
変化と現状について学ぶ。　

第3回 持続可能な社会

第4回 世界の食糧事情 貧困と飢餓が進む世界の現状と原因と対策、フードロスへの取組について学ぶ。

第6回 世界のエネルギー事情と日本の
エネルギー事情

世界のエネルギー事情を基に、日本のエネルギー問題である低い自給率と化石燃
料への依存について原因を探る。

第5回 日本の食糧事情 日本の食糧自給率の低下の背景、フードマイレージ運動やフードロスへの対応に
ついて学ぶ。

第9回 大気汚染とＰＭ2.5 大気汚染やＰＭ２．５の原因となる物質について学び、その歴史的な経過や国際
的な取組を知る。

第8回 日本のエネルギー政策② 水素エネルギーなどの新たなネルギー資源の開発や、二酸化炭素の回収・人工光
合成について学ぶ。(事後学習：課題について調べてまとめる40分)

第7回 日本のエネルギー政策① 低炭素社会を実現する省エネルギーへの取組や再生可能エネルギーへの取組につ
いて学ぶ。

第10回 大気汚染と酸性雨 窒素酸化物や硫黄酸化物による酸性雨の仕組みやその現状、防止のための国境を
越えた取組に学ぶ。

第11回 森林破壊の現状 世界の森林減少の現状とその原因を知り、森林の持つ大切な役割について学ぶ。
第12回 日本の森林経営 日本が輸入木材に頼る現状と歴史的背景、森林保全のための取組について学ぶ。

(事後学習：課題について調べてまとめる40分)

第15回 海洋プラスチックごみの現状 海洋プラスチックごみの現状やその原因、その対応や海洋ゴミ回収のための新た
な取り組みについて学ぶ。

授業時間外に必要な学修 講義内容をきちんとノートにまとめる工夫をして下さい。（目安として1時間）地球温暖化や環境問題に
関する、新聞記事を読んだり、雑誌や本を読んで、日頃からの知識・理解を深めて下さい。　

提出課題など 毎回の授業時に、出席・演習プリントを提出して貰います。（評価、次の授業時に講評し、質問事項に答
えます）環境問題に関する新聞記事や情報を収集し、科学的な裏付けの元に意見をまとめ、１２枚程度の
プレゼン資料にして提出してもらいます。（評価の高い課題を、講義の中で紹介します。）　定期試験を
実施します。（模範解答を掲示します）

成績評価方法・基準 授業毎の出席用紙の内容４０％、課題２０％、定期試験４０％で評価します。毎回の授業を大切に受講し
て下さい。　

テキスト 特に使用しません。
指定図書 適宜、授業の中で紹介します。
参考書 「環境論ノート　ー地球のためにできることー」久塚謙一著　流通経済大学出版社「地球環境学入門　第

2版」山崎友紀著　講談社「環境科学入門　地球と人類のために　第2版」川合真一郎・張野宏也・山本義
和著　化学同人　他

第2回 地球温暖化の影響と国連の取組 地球温暖化がもたらす影響と温暖化を食い止める国連を中心とした国際的な取組
について学ぶ。

第14回 日本のごみ問題 日本のごみ事情の歴史的経過を学び、ダイオキシンやＰＣＢ問題、現在のゴミ処
分の現状と課題について学ぶ。

第13回 砂漠化の進行 砂漠化の定義やその要因、砂漠化を防ぐための取組について学ぶ。

履修するにあたって 授業毎の出席用紙の内容が評価に直結します。授業への出席を大切にして下さい。部活動での公欠や病欠などの
やむを得ない欠席については、相談をして下さい。　

京都議定書からパリ協定に至った経緯や各国の取組。国連が進める持続可能社会
への取組について学ぶ。(事後学習：課題について調べてまとめる40分)



授業科目名 環境の科学Ⅰ 単位数

開講キャンパス代表教員 岡田　学

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

「講義」授業の方法

この科目は、全学デュプロマ・ポリシーのもと、社会・自然に関する広く豊かな知識を備え、社会に自ら貢献し
ようとする行動力を育成することを目指します。共通教育科目のリベラルアーツ領域、健康科学分野の導入科目
として位置づけられます。「環境科学」に関して社会人としての教養と共に、専門教科に役立つ基礎的な知識を
身に付けることができます。この講義では、地球環境の大きな危機である「地球温暖化」を中心テーマとし、温
暖化の原因、温暖化が引き起こす様々な現象や環境問題、地球温暖化を防ぐ国際社会の取組と課題について学ぶ
ことができます。また、それを正しく学ぶための基礎的な科学知識を身に付け、様々な環境問題について、自ら
考え、判断し、それを解決するための行動できる力を身に付けることを目的とします。なお、この科目の担当者
は、中学校・高等学校での教育に30年以上の経験を有する、実務経験がある教員です。ＩＣＴの機器を効果的に
活用し、具体的な事例に基づいて講義を行うことで、深い学びへと繋げて行きます。

授業の目的

１）地球温暖化に関する基本的な知識が身につき、地球温暖化が引き起こす様々な問題を正しく科学的に理解す
ることが出来る。（知識）２）環境に関する様々なデータから、地球温暖化の解決に繋がる方法を見つけ出すこ
とが出来る。（知識・技能）３）地球温暖化を始めとする様々な地球環境問題に関して、正しい知見を持ち、問
題解決につながる方法を見いだしたり、解決に繋がる行動を起すことが出来る。（態度・習慣）　

到達目標

地球温暖化　温室効果ガス　パリ協定　フードロス　ＰＭ2.5　授業のキーワード

１）講義を中心に進めますので、ノートをきちんと取り、わからないところは調べて理解して下さい。２）毎回
の授業で、出席用紙に講義のまとめ、感想や意見を書いて提出して貰います。３）毎時間、新聞やインターネッ
トで話題になっている事柄を取り上げて解説します。また、講義の中で、自分で調べた環境問題について課題と
して提出して貰います。　

授業の進め方

第1回 地球温暖化の仕組み　 地球温暖化の仕組みと原因、温室効果と温室効果ガスの役割、地球の平均気温の
変化と現状について学ぶ。　

第3回 持続可能な社会

第4回 世界の食糧事情 貧困と飢餓が進む世界の現状と原因と対策、フードロスへの取組について学ぶ。

第6回 世界のエネルギー事情と日本の
エネルギー事情

世界のエネルギー事情を基に、日本のエネルギー問題である低い自給率と化石燃
料への依存について原因を探る。

第5回 日本の食糧事情 日本の食糧自給率の低下の背景、フードマイレージ運動やフードロスへの対応に
ついて学ぶ。

第9回 大気汚染とＰＭ2.5 大気汚染やＰＭ２．５の原因となる物質について学び、その歴史的な経過や国際
的な取組を知る。

第8回 日本のエネルギー政策② 水素エネルギーなどの新たなネルギー資源の開発や、二酸化炭素の回収・人工光
合成について学ぶ。(事後学習：課題について調べてまとめる40分)

第7回 日本のエネルギー政策① 低炭素社会を実現する省エネルギーへの取組や再生可能エネルギーへの取組につ
いて学ぶ。

第10回 大気汚染と酸性雨 窒素酸化物や硫黄酸化物による酸性雨の仕組みやその現状、防止のための国境を
越えた取組に学ぶ。

第11回 森林破壊の現状 世界の森林減少の現状とその原因を知り、森林の持つ大切な役割について学ぶ。
第12回 日本の森林経営 日本が輸入木材に頼る現状と歴史的背景、森林保全のための取組について学ぶ。

(事後学習：課題について調べてまとめる40分)

第15回 海洋プラスチックごみの現状 海洋プラスチックごみの現状やその原因、その対応や海洋ゴミ回収のための新た
な取り組みについて学ぶ。

授業時間外に必要な学修 講義内容をきちんとノートにまとめる工夫をして下さい。（目安として1時間）地球温暖化や環境問題に
関する、新聞記事を読んだり、雑誌や本を読んで、日頃からの知識・理解を深めて下さい。　

提出課題など 毎回の授業時に、出席・演習プリントを提出して貰います。（評価、次の授業時に講評し、質問事項に答
えます）環境問題に関する新聞記事や情報を収集し、科学的な裏付けの元に意見をまとめ、１２枚程度の
プレゼン資料にして提出してもらいます。（評価の高い課題を、講義の中で紹介します。）　定期試験を
実施します。（模範解答を掲示します）

成績評価方法・基準 授業毎の出席用紙の内容４０％、課題２０％、定期試験４０％で評価します。毎回の授業を大切に受講し
て下さい。　

テキスト 特に使用しません。
指定図書 適宜、授業の中で紹介します。
参考書 「環境論ノート　ー地球のためにできることー」久塚謙一著　流通経済大学出版社「地球環境学入門　第

2版」山崎友紀著　講談社「環境科学入門　地球と人類のために　第2版」川合真一郎・張野宏也・山本義
和著　化学同人　他

第2回 地球温暖化の影響と国連の取組 地球温暖化がもたらす影響と温暖化を食い止める国連を中心とした国際的な取組
について学ぶ。

第14回 日本のごみ問題 日本のごみ事情の歴史的経過を学び、ダイオキシンやＰＣＢ問題、現在のゴミ処
分の現状と課題について学ぶ。

第13回 砂漠化の進行 砂漠化の定義やその要因、砂漠化を防ぐための取組について学ぶ。

履修するにあたって 授業毎の出席用紙の内容が評価に直結します。授業への出席を大切にして下さい。部活動での公欠や病欠などの
やむを得ない欠席については、相談をして下さい。　

京都議定書からパリ協定に至った経緯や各国の取組。国連が進める持続可能社会
への取組について学ぶ。(事後学習：課題について調べてまとめる40分)



授業科目名 児童福祉論 単位数

開講キャンパス代表教員 大塚　美和子

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

この科目は、学部DP 2に掲げる社会福祉士・精神保健福祉士の国家資格を取得できる知識・技能を身につけるこ
とを目指す。社会福祉専門分野科目に属し、必修科目である。本講義では、子ども家庭福祉の理念や歴史を理解
したうえで、子ども家庭福祉サービスの現状、子どもや家族を対象としたソーシャルワーク実践について理解す
る。そのうえで新聞やテレビ等で報じられる子どもや家族をめぐる様々な社会問題に関心をもって接し、子ども
を主体とした捉え方ができるようになることを目的とする。この授業は、児童福祉の分野での実務経験のある教
員が担当し、具体的で実践的な授業を展開する。

授業の目的

1.こども家庭福祉の理念と子どもの権利について説明することができる。(知識）2.わが国における児童・家庭福
祉の歴史的経緯を踏まえ、現代社会におけるこども家庭福祉の必要性とそれに対応する関連法制度やサービス体
系について説明することができる。（知識）3.児童や家族を支援する社会福祉専門職のあり方について意見を述
べることができる。(知識）4.新聞等で報道される子どもや家族をめぐる社会問題について関心を持ち、議論する
ことができる。(態度）5.ソーシャルワーカーの視点から、子どもや家族をめぐる社会問題について専門的な知識
に基づいて自らの見解を示すことができる。（技能）　

到達目標

子ども家庭福祉の法律、子どもの権利、子ども家庭福祉サービス、子ども家庭福祉におけるソーシャルワーク実
践

授業のキーワード

講義を中心に進めます。毎回配布する講義のレジメとテキストを併用しながら進めます。授業の進め方

第1回 子ども家庭福祉を学ぶ意義とは 子どもや家庭を取り巻く社会情勢や子育て環境の現状と課題を取り上げ、子ども
家庭福祉を学ぶ意義について考える。また、子育てに関するニーズについて取り
上げ、子ども家庭福祉の理念や原理の視点を学ぶ。（テキスト2章「現代社会と
子ども・家庭」、1章1節「子ども家庭福祉の理念」2節「子どものための福祉の
原理」）

第3回 子ども家庭福祉の歴史

第4回 子育て支援施策の展開 子どもの育ち、子育てをめぐる諸相を知り、近年の法制度の中で重要視される子
育て支援施策の展開について学び、特に子ども・子育て支援制度についての理解
を深める。（テキスト3章1節｢子ども家庭福祉の計画的進展と子ども・子育て支
援制度の創設」）

第6回 子ども家庭福祉の実施体制　 子ども家庭福祉行政の実施主体と実施機関、児童福祉施設などの子ども家庭福祉
サービス体系、サービス利用方法、財源などを学習する。（テキスト3章3節「子
ども家庭福祉の実施体制」、4節「子ども家庭福祉の財政」）

第5回 子ども家庭福祉にかかわる法体
系

子ども家庭福祉の法体系、児童福祉六法の理解、さらに近年の児童福祉法改正の
要点について確認し、日本の児童福祉改革の現状と課題について法制度を中心に
検討する。（テキスト3章2節｢子ども家庭福祉の法体系」）

第9回 子ども家庭福祉サービス② 子ども家庭福祉における児童健全育成施策および地域子育て支援の現状と課題を
学ぶ。（テキスト4章4節「児童健全育成」、6節「地域子育て支援」）　

第8回 子ども家庭福祉サービス① 母子保健・医療および障害・難病のある子どもと家族への施策の現状と課題を学
ぶ。（テキスト4章2節「母子保健」、3節「障害・難病のある子どもと家族への
支援」

第7回 子ども家庭福祉の専門職 子ども家庭福祉にかかわる専門職の職務内容や資格要件、専門職としての専門性
や倫理綱領などを学習する。（テキスト3章5節「子ども家庭福祉の専門職」）　

第10回 子ども家庭福祉サービス③ 保育制度の概要と保育サービスについて施策を学び、少子化や待機児童問題対策
などの課題を考える。（テキスト4章5節「保育」）

第11回 子ども家庭福祉サービス④ 社会的養護の問題についての施策の現状と課題、施設ケアを実践する際の専門的
視点を学ぶ。（テキスト4章8節「社会的養護」、5章2節「施設ケアと子ども家庭
福祉援助活動」）

第12回 子ども家庭福祉サービス⑤ 児童虐待やドメスティックバイオレンス等の問題について施策の現状と課題を学
ぶ。（テキスト4章10節「児童虐待対策」、4章11節「子どもと家庭にかかわる女
性福祉」）

第15回 子ども家庭福祉相談援助活動　 子ども家庭福祉実践としてのソーシャルワークの意義と位置づけ、子ども家庭
ソーシャルワークの諸理論、家族支援および子どもの自立支援に焦点化した実践
理論について学ぶ。（テキスト5章1節「子ども家庭福祉相談援助活動」）

授業時間外に必要な学修 各回の講義で学習した内容について、テキストを通読してキーワードを押さえながら復習行うこと。(60
分程度)

提出課題など 毎回の授業の際に、各回の講義内容についてのコメントや考察を出席カードに記入して提出してもらいま
す。

成績評価方法・基準 全講義終了後の試験70 点（選択式問題50 点、記述式問題20点）、授業への取り組み30 点(出席とコメン
トで評価）の割合で評価する。

テキスト 新・社会福祉士養成講座15　児童福祉論（児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度）〈第7 版〉　
中央法規

指定図書
参考書 必要に応じて講義時に紹介する。

第2回 子どもと家庭の権利保障 子どもの権利保障の歴史、子どもの権利条約を中心に子どもの権利の内容を理解
する。また、子どもの権利保障に関する我が国の権利擁護システムについて学
び、子ども権利擁護システムの到達点と課題について考える。（テキスト1章3節
「子どもと家庭の権利保障」、3章6節「子ども家庭福祉と権利擁護」）

第14回 子ども家庭福祉サービス⑦ 子どもの貧困対策、ひとり親家庭への福祉サービスについて施策の現状と課題に
ついて学ぶ。（テキスト4章1節「子どもの貧困の防止」、7節「ひとり親家庭の
福祉」）

第13回 子ども家庭福祉サービス⑥ 情緒・非行問題のある子どもと家庭へのサービスについて施策の現状と課題を学
ぶ。（テキスト4章9節「非行児童・情緒障害児への支援」）

履修するにあたって 必ずテキストを持参して受講してください。

日本の戦前の民間社会福祉事業、児童福祉法制、および戦後の児童福祉法の成立
背景、児童福祉施策について学び、子ども家庭福祉の歴史を理解する。また、欧
米の子ども家庭福祉の歴史を概観し、子ども家庭福祉の現状と課題を学ぶ（テキ
スト1章4節「子ども家庭福祉の発展」）



授業科目名 教育方法論 (資格) 単位数

開講キャンパス代表教員 小嵜　麻由

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

「講義」「演習」授業の方法

本講座は教員免許取得に必要な資格授業科目であり、これからの社会を担う中学・高校の生徒たちに求められる
資質・能力を育成するために必要な教育の方法を理解し、目的に適した指導技術を身に付ける。特に協同学習の
理論に基づき、小集団を使った学習方法のワークショップを通して今後の教育方法のあり方をを考える。また、
文部科学省が進めるＩＣＴ教育についても考察し、適切な教材を創造する。これは本学ディプロマ・ポリシーの
「獲得した知識や技能を活用し、国内外において、価値観や意見の異なるさまざまな人と議論し、学びを深め、
協働して、社会に役立てることができる」学生の育成につながるものである。る。なお、この授業の担当者は、
教育現場で20年以上の実務経験のある教員である。

授業の目的

１）教育方法の基礎的理論と実践を説明することができる２）協同学習の理論に基づいた多様な学習方法を学
び、それらを実践的に活用する力を獲得できる３）ＩＣＴ教育の実際を知り、指導案にそった適切なＩＣＴ教材
を創造することができる４）グループワークを通して、様々な視点を持つ他者と協同する経験を持ち自分の考え
を伝えることができる

到達目標

教育方法・協同学習・グループワーク・評価・ICT教育授業のキーワード

講義形式とともにグループワークを取り入れて授業を行う。プレゼンテーションソフトを使った教材の作成を求
め、授業中に相互評価を行う。講義の最後に出席カードを記入し、次の時間に共有する。

授業の進め方

第1回 オリエンテーション 講義の目標、内容と方法、評価の説明「高等学校までの授業の中で印象に残って
いる教材、または授業」というテーマで作文を書く

第3回 教育方法論の歴史②
第4回 二十一世紀の学びとは① 今求められる学びを理解する

第6回 協同学習とは 協同学習の理論を理解する
第5回 二十一世紀の学びとは② 今求められる学びを理解する

第9回 協同学習を用いた授業の創造① 協同学習の理論を用いた実践をワークショップ形式で行う
第8回 協同学習の実践② 協同学習の理論を用いた実践をワークショップ形式で行う
第7回 協同学習の実践① 協同学習の理論を用いた実践をワークショップ形式で行う

第10回 協同学習を用いた授業の創造② 自分の教科で実践できると思われる、協同学習を用いた授業提案をレポートにま
とめてくる。授業の中でその内容を他の学生に説明する。

第11回 ICT教育の実際 ＩＣＴ教育について、実際に本学附属校の授業を見学して考察する。
第12回 メディアと教育方法 授業におけるメディアの理解、メディア・リテラシー、ＰＣなどの活用、メリッ

ト・デメリット、見学レポートの相互評価

第15回 まとめ 総括と最終テスト

授業時間外に必要な学修 レポート課題①②は目安として３時間、ただし教職サポート室の訪問はそれ以外で約１時間レポート課題
③はプレゼンテーションソフトの教材作り。目安として５時間。ただし教職サポート室の訪問はそれ以外
で約１時間

提出課題など レポート課題としてレポート①～④を課す予定である。①は今日的な課題と教育方法の歴史について、②
はＩＣＴ教育の授業見学の報告、③は指導略案、④は指導略案にそって、独自のプレゼンテーション教材
を作成して提出する。すべて期日を守って提出すること。レポート課題の期日や内容の詳細は授業中で指
示する。提出されたレポートは授業で相互評価する。課題によっては、教職サポート室の相談員の先生の
アドバイスを求めるものもある。出席カードに講義内容についての感想を必ず記入して提出すること。最
終講義で課題の論述を求め、その内容も成績評価に加味する。

成績評価方法・基準 感想やコメント30％、レポート40％、最終テスト30％（定期試験は実施しない）
テキスト 適宜プリント配布
指定図書
参考書 ジョンソン、Ｄ.W ほか『学習の輪　学び合いの協同教育入門　改訂新版』二瓶社

第2回 教育方法論の歴史① 現在の教育方法にいたる歴史を理解する

第14回 メディアを用いた授業の創造② 自分の教科で実践できると思われる、プレゼンテーションソフトを用いた教材を
作成し提出する。授業の中でその内容を他の学生と互いに説明し合い、相互評価
する。

第13回 メディアを用いた授業の創造① 自分の教科で実践できると思われる、メディアを用いた指導略案を書き提出す
る。授業の中でその内容を他の学生にプレゼンテーションする。

履修するにあたって 小集団でのグループワークや議論に積極的な参加を求める。校外学習として、神戸学院大附属校の見学を１回実
施し見学レポートを課す予定である。プレゼンテーションソフトを使用した課題と指導略案の作成を課し、
manabaを使って提出させる予定である。教職サポート室を積極的に利用すること。相談員の先生と面談して作成
するレポートを課すこともある。

現在の教育方法にいたる歴史を理解する



授業科目名 基礎国語Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 大関　綾

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜5限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

　この科目は、人文学部のディプロマポリシーのうち「複数の分野の基礎知識を教養として身につけている」、
「多様な他者と共存して、異なった価値観を尊重し、積極的に交流・協働できる」、「将来にわたって知的好奇
心を失わず、自立的に深く学修できる」ことを目指して実施される。　この科目は言語・文学科目群の科目に属
する専門教育科目であり、教職課程の教科に関する科目〔高一種免（国語）〕として位置づけられている。　昔
のことばを理解し、そのことばで書かれた文章を読むことは、私たちが普段使用する日本語への理解を深めるこ
とにつながる。しかし、そのためには古典文法についての正しい理解が必要である。この科目では古典文法の基
礎を確認し、実際の文章を読むために必要な知識と技能を身につけることを目指す。

授業の目的

1、古文特有の決まりや品詞の分解について説明することができる。（知識）2、用言の活用、助詞の意味・用
法、特に助動詞の活用と意味・用法について理解し、説明することができる。（知識）3、実際の文章に対し、正
しい文法理解に基づいた解釈ができる。（知識・技能）

到達目標

古文、文法、活用、用法、助動詞授業のキーワード

講義形式で行う。講義中、教員より質問をすることがあるので、積極的に答えてほしい。自発的な発言や質問な
どを歓迎する。また、毎回講義の最初と最後に小テストを実施する。なお、受講生の状況に応じて、進度や内容
に一部変更を加える場合がある。

授業の進め方

第1回 ガイダンス・古文の基礎 はじめに、ガイダンスとして講義の目的や流れ、成績評価等について説明する。
その後、歴史的仮名遣いや品詞の分類、自立語・付属語の違い、活用の概念な
ど、古典文法を学ぶ上での基本を確認する。

第3回 助動詞（一）
第4回 助動詞（二） 未然形に接続する助動詞の「る・らる／す・さす・しむ」について、文法的特性

や意味範囲を確認し、その歴史的発展を実際の文章を基に検討する。

第6回 助動詞（四） 連用形に接続する助動詞の「き・けり／つ・ぬ・たり／けむ／たし」について、
文法的特性や意味範囲を確認し、その歴史的発展を実際の文章を基に検討する。

第5回 助動詞（三） 未然形に接続する助動詞の「ず・じ／む・むず・まし／まほし」について、文法
的特性や意味範囲を確認し、その歴史的発展を実際の文章を基に検討する。

第9回 助動詞の判別 助動詞「る・らる」、助動詞「む」、助動詞「べし」の判別法の原則を実際の文
章を基に確認する。

第8回 助動詞（六） 連体形に接続する助動詞の「なり・ごとし」、已然形に接続する助動詞「り」、
体言・助詞に接続する助動詞「なり・たり・ごとし」について、文法的特性や意
味範囲を確認し、その歴史的発展を実際の文章を基に検討する。

第7回 助動詞（五） 終止形に接続する助動詞の「らむ・らし・めり・べし／まじ／なり」について、
文法的特性や意味範囲を確認し、その歴史的発展を実際の文章を基に検討する。

第10回 助詞 助詞とはなにかを確認し、種類や働きについて概説する。
第11回 まぎらわしい語の識別（一） 古文を読んでいると、一見同じ語に見えながら、実際には文法的に異なる語構

成・意味のものに出くわすことがある。そのような注意すべき語をどのように見
分けたらよいか、実際の文章を基に検討する。

第12回 まぎらわしい語の識別（二） 古文を読んでいると、一見同じ語に見えながら、実際には文法的に異なる語構
成・意味のものに出くわすことがある。そのような注意すべき語をどのように見
分けたらよいか、実際の文章を基に検討する。

第15回 まとめ それまでの講義の振り返りと実践演習を行う。

授業時間外に必要な学修 授業時間外に必要な学修の目安となる時間は、一回あたり３時間程度である。事後学習として、講義で
扱った内容を、プリント・板書・辞書などを活用して振り返ること。なおその際には、講義で紹介した用
例とあわせて理解するように心がけること。次の講義のはじめに小テストを行う。

提出課題など 毎回、その日の学習内容を振り返る小テストを行い、さらに次の講義のはじめに確認テスト、解説を行
う。また定期試験を実施する。

成績評価方法・基準 発言・出席カードの記載内容10％、小テスト40％、定期試験50％で総合的に判断する。・発言、出席カー
ドの記載内容は、講義中の発言・質疑や出席カードに記載された内容を評価の対象とする（到達目標１、
２）。・小テストは、各回はじめと最後に行う振り返りのテストを評価の対象とする（到達目標１、２、
３）・定期試験では、それまでの講義で学習した知識を問い（到達目標１、２）、それを実際の読解に生
かすことができているかを判断する（到達目標３）

テキスト プリントを配布する。
指定図書 なし
参考書 古語辞書。また高校や予備校で購入した古典文法書や参考書、単語帳などがあれば持参すること。

第2回 用言 用言とはなにかを確認し、動詞の活用や形容詞・形容動詞の表現上・文法的特性
を実際の文章を基に確認する。

第14回 品詞分解（二） 『徒然草』の一節を用い、文章を単語に区切り、それぞれの単語の意味・活用を
確認する。

第13回 品詞分解（一） 『伊勢物語』の一節を用い、文章を単語に区切り、それぞれの単語の意味・活用
を確認する。

履修するにあたって 教員を目指す学生や古文への理解を深めたい学生を対象とする。文法の基本から講義中に確認するが、講義の後
には充分な復習に取り組み、しっかり定着させること。なお、私語など講義の妨げになると判断した場合は退出
を求めることがある。

助動詞の働きや種類について概説する。また、助動詞の意味範囲を確認する。



授業科目名 自然地理学 単位数

開講キャンパス代表教員 鹿島　基彦

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 金曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

プロジェクターを用いた講義授業の方法

地?学は人文地?学と自然地?学に大別され、自然地?学は主に人間の存在より前からある自然環境を扱う学問であ
る。前半は世界区分、海洋地理、資源問題などを、後半は地球の気候区分の理解などを学ぶ。（DP価値基準、創
造性、表現?）

授業の目的

地?区分と地図表記法について説明できる（ケッペンの）気候区分とその形成?由を説明できる燃?・食?資源と?海
問題について説明できる

到達目標

地理区分、地図、海洋地理、気候区分、資源授業のキーワード

プロジェクターを用いた板書（表示）形式で行う。プリントなどの資料配布は行わないが用いた図表はdotCampus
に載せる。

授業の進め方

1 はじめに 自己紹介と授業の注意点、地?学分類の中での自然地理学の位置づけ、地球科学
的区分の中での自然地理学の位置づけ、について説明する。

3 海洋地理
4 地図表記法 様々な地図表記法と世界地図などについて説明する。

6 資源問題 低炭素社会実現のために有効な再生可能エネルギーについて説明する。また、炭
素排出量は少ないが大きな危険性を抱える原子力発電についても説明する。

5 資源問題 地球の気候に大きな影響があると考えられている化石燃料について説明する。

9 気候区分の形成 ケッペンの気候区分が出来る?由について詳しく紹介する。特に地球の放射収支
などについて説明する。

8 中間理解度調査 これまでの内容の理解度を確認する。
7 資源問題 人間の燃料である食糧の問題について説明する。

10 気候区分の形成 ケッペンの気候区分が出来る?由について詳しく紹介する。大気大循環とそれに
伴う海洋大循環について説明する。

11 気候区分の形成 ケッペンの気候区分が出来る?由について詳しく紹介する。特に、モンスーン・
偏西風と中緯?の暖?・寒?の気候への影響について説明する。

12 気候区分 ケッペンの気候区分の熱帯、乾燥帯、?帯、寒帯について説明する。

15 期末理解度調査 後半の内容を中心に全範囲の理解度を確認する。

授業時間外に必要な学修 講義内容についてのノート整理や、もっと知りたいことについて調べておくこと（目安1時間程度）
提出課題など ８、１５回目に中間・期末理解度調査を行います。手書きノートの持ち込み可です。
成績評価方法・基準 ・小理解度調査（当日の講義に関する理解度調査を行うことがある。授業内容を聞き漏らさないように集

中して授業を受けることが大切になる。他の学生に迷惑がかかったりモラル低下につながると判断された
場合は減点する）６０％、中間・期末理解度調査４０％・冠婚葬祭、急病、部活、就活、教育実習、事故
などによる欠席は出席扱い（確認書類提出必須）

テキスト
指定図書
参考書 初回講義で紹介

2 地理区分 世界の大?区分、文化区分、海洋区分、生物区分などについて説明する。

14 気候区分 日本の気候区分について説明する。

13 気候区分 ケッペンの気候区分の温帯、および、その他の代表的な気候区分について説明す
る。

履修するにあたって 受講姿勢に伴うクラスの雰囲気と全体の成績は比?する傾向がある。当然ながら、大学は「学びの場」であること
を自覚した上での受講が要求される。

海洋分類と?海、海洋地形などについて説明する。



授業科目名 自然地理学 単位数

開講キャンパス代表教員 鹿島　基彦

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 金曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

プロジェクターを用いた講義授業の方法

地?学は人文地?学と自然地?学に大別され、自然地?学は主に人間の存在より前からある自然環境を扱う学問であ
る。前半は世界区分、海洋地理、資源問題などを、後半は地球の気候区分の理解などを学ぶ。（DP価値基準、創
造性、表現?）

授業の目的

地?区分と地図表記法について説明できる（ケッペンの）気候区分とその形成?由を説明できる燃?・食?資源と?海
問題について説明できる

到達目標

地理区分、地図、海洋地理、気候区分、資源授業のキーワード

プロジェクターを用いた板書（表示）形式で行う。プリントなどの資料配布は行わないが用いた図表はdotCampus
に載せる。

授業の進め方

1 はじめに 自己紹介と授業の注意点、地?学分類の中での自然地理学の位置づけ、地球科学
的区分の中での自然地理学の位置づけ、について説明する。

3 海洋地理
4 地図表記法 様々な地図表記法と世界地図などについて説明する。

6 資源問題 低炭素社会実現のために有効な再生可能エネルギーについて説明する。また、炭
素排出量は少ないが大きな危険性を抱える原子力発電についても説明する。

5 資源問題 地球の気候に大きな影響があると考えられている化石燃料について説明する。

9 気候区分の形成 ケッペンの気候区分が出来る?由について詳しく紹介する。特に地球の放射収支
などについて説明する。

8 中間理解度調査 これまでの内容の理解度を確認する。
7 資源問題 人間の燃料である食糧の問題について説明する。

10 気候区分の形成 ケッペンの気候区分が出来る?由について詳しく紹介する。大気大循環とそれに
伴う海洋大循環について説明する。

11 気候区分の形成 ケッペンの気候区分が出来る?由について詳しく紹介する。特に、モンスーン・
偏西風と中緯?の暖?・寒?の気候への影響について説明する。

12 気候区分 ケッペンの気候区分の熱帯、乾燥帯、?帯、寒帯について説明する。

15 期末理解度調査 後半の内容を中心に全範囲の理解度を確認する。

授業時間外に必要な学修 講義内容についてのノート整理や、もっと知りたいことについて調べておくこと（目安1時間程度）
提出課題など ８、１５回目に中間・期末理解度調査を行います。手書きノートの持ち込み可です。
成績評価方法・基準 ・小理解度調査（当日の講義に関する理解度調査を行うことがある。授業内容を聞き漏らさないように集

中して授業を受けることが大切になる。他の学生に迷惑がかかったりモラル低下につながると判断された
場合は減点する）６０％、中間・期末理解度調査４０％・冠婚葬祭、急病、部活、就活、教育実習、事故
などによる欠席は出席扱い（確認書類提出必須）

テキスト
指定図書
参考書 初回講義で紹介

2 地理区分 世界の大?区分、文化区分、海洋区分、生物区分などについて説明する。

14 気候区分 日本の気候区分について説明する。

13 気候区分 ケッペンの気候区分の温帯、および、その他の代表的な気候区分について説明す
る。

履修するにあたって 受講姿勢に伴うクラスの雰囲気と全体の成績は比?する傾向がある。当然ながら、大学は「学びの場」であること
を自覚した上での受講が要求される。

海洋分類と?海、海洋地形などについて説明する。



授業科目名 東洋の歴史 【経営】 単位数

開講キャンパス代表教員 片岡　恵美

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

この科目は、経営学部のＤＰに示す、社会のグローバル化に伴って、国際社会の一員としての自覚を持ち、異文
化圏の人々と交流するのに必要な知識と技能を学修することを目指す。また、東アジアの中心である中国の通史
を中心に適宜西アジア史も合わせつつ、東洋の歴史について、基本的な知識を修得し、東洋の歴史の流れを理解
できるようになることを目的とする。なお、この科目の担当者は、高等学校で22年間、世界史Ｂを教えてきた、
実務経験のある教員である。高等学校と大学の知識をつなげて、より分かりやすい講義を行う。

授業の目的

１．東洋の歴史について、基本的な用語や概念を説明できる（知識）。２．各時代の特色や歴史の展開について
興味を持つ（態度・習慣）。

到達目標

東洋、歴史、文化授業のキーワード

講義中心で授業を進めますが、講義中に受講生に適宜、発言を求めます。受講生からの意見や疑問点について、
毎回、ミニ・レポートを記入してもらい、適宜、後の回で共有します。　

授業の進め方

第1回 ガイダンス 授業のガイダンスと、東洋史の形成と発展について理解する。

第３回 殷周と春秋戦国時代

第４回 秦漢帝国 秦漢帝国の形成と発展について、基本事項を整理し、理解する。　

第６回 魏晋南北朝時代 中国の分裂と周辺諸民族の活動の概要を理解する。　

第５回 古代の東アジアと西方諸国 漢代までの東アジアと西方諸国の東西交流の概要を理解し、それが物や文化に与
えた影響について考察する。　

第９回 モンゴル帝国 モンゴル帝国の発展と東西交流に与えた影響について理解する。
第８回 宋と北方民族 宋代の社会の発展と文化、北方民族との関係について理解する。
第７回 隋唐帝国 隋・唐の制度と文化の概略と周辺諸民族の活動について理解する。　

第10回 イスラーム世界 イスラーム諸国の形成と発展について基本的事項を理解する。
第11回 明と清 明清時代の概略と文化交流について基本的な事項について理解する。
第12回 トルコ世界 トルコ民族の活動とオスマン帝国の発展と衰退、西洋との関わりについて理解す

る。　

第15回 総括 １～14回までに出た質問に回答し、これまでの授業の内容の理解を補完する。

授業時間外に必要な学修 事前に講義の対象となる時代についてのキーワードを伝えますので、基本的な事項を確認しておくこと。
（目安として１時間）事後学習として、講義で配布されたプリントを見直し、基礎的な内容を再確認し、
覚えておくこと。（目安として１時間）

提出課題など 講義時に配布する出席カードに、授業についての意見や疑問点などを書いて提出してもらい、それをミ
ニ・レポートとします。提出されたミニ・レポートについては後の回で総評などを行います。小テストを
実施します。正解（模範解答）を提示し、解説・講評を行います。定期試験については、正解（模範解
答）、解説、講評を提示します。

成績評価方法・基準 毎回、講義の際に提出してもらうミニ・レポートの他、授業中の態度や積極性、小テストや定期試験を合
わせて評価します。評価の割合は、ミニ・レポートと授業中の態度・積極性（30％）、小テスト
（30％）、定期試験（40％）、です。

テキスト
指定図書
参考書

第２回 黄河文明・長江文明 中国文明の源である黄河文明・長江文明の特色を理解する。

第14回 近現代の中国 中国の近代化について日本との関わりも合わせて理解する。
第13回 近代ヨーロッパとアジア １～14回までに出た質問に回答し、これまでの授業の内容の理解を補完する。

履修するにあたって 授業は、出席して学ぶことが基本です。欠席しますと、毎回実施するミニ・レポートの提出ができなくなります
ので、やむをえない場合を除いて、できる限りきちんと出席してください。授業回数の三分の二以上、出席する
こと。また、授業中の私語は禁じます。受講人数が多い場合は、座席指定となります。

殷や周の王朝の形成と、分裂と抗争の時代である春秋戦国時代の概要を理解し、
合わせて諸子百家の思想についても理解する。



授業科目名 東洋の歴史 【経営】 単位数

開講キャンパス代表教員 片岡　恵美

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

この科目は、経営学部のＤＰに示す、社会のグローバル化に伴って、国際社会の一員としての自覚を持ち、異文
化圏の人々と交流するのに必要な知識と技能を学修することを目指す。また、東アジアの中心である中国の通史
を中心に適宜西アジア史も合わせつつ、東洋の歴史について、基本的な知識を修得し、東洋の歴史の流れを理解
できるようになることを目的とする。なお、この科目の担当者は、高等学校で22年間、世界史Ｂを教えてきた、
実務経験のある教員である。高等学校と大学の知識をつなげて、より分かりやすい講義を行う。

授業の目的

１．東洋の歴史について、基本的な用語や概念を説明できる（知識）。２．各時代の特色や歴史の展開について
興味を持つ（態度・習慣）。

到達目標

東洋、歴史、文化授業のキーワード

講義中心で授業を進めますが、講義中に受講生に適宜、発言を求めます。受講生からの意見や疑問点について、
毎回、ミニ・レポートを記入してもらい、適宜、後の回で共有します。　

授業の進め方

第1回 ガイダンス 授業のガイダンスと、東洋史の形成と発展について理解する。

第３回 殷周と春秋戦国時代

第４回 秦漢帝国 秦漢帝国の形成と発展について、基本事項を整理し、理解する。　

第６回 魏晋南北朝時代 中国の分裂と周辺諸民族の活動の概要を理解する。　

第５回 古代の東アジアと西方諸国 漢代までの東アジアと西方諸国の東西交流の概要を理解し、それが物や文化に与
えた影響について考察する。　

第９回 モンゴル帝国 モンゴル帝国の発展と東西交流に与えた影響について理解する。
第８回 宋と北方民族 宋代の社会の発展と文化、北方民族との関係について理解する。
第７回 隋唐帝国 隋・唐の制度と文化の概略と周辺諸民族の活動について理解する。　

第10回 イスラーム世界 イスラーム諸国の形成と発展について基本的事項を理解する。
第11回 明と清 明清時代の概略と文化交流について基本的な事項について理解する。
第12回 トルコ世界 トルコ民族の活動とオスマン帝国の発展と衰退、西洋との関わりについて理解す

る。　

第15回 総括 １～14回までに出た質問に回答し、これまでの授業の内容の理解を補完する。

授業時間外に必要な学修 事前に講義の対象となる時代についてのキーワードを伝えますので、基本的な事項を確認しておくこと。
（目安として１時間）事後学習として、講義で配布されたプリントを見直し、基礎的な内容を再確認し、
覚えておくこと。（目安として１時間）

提出課題など 講義時に配布する出席カードに、授業についての意見や疑問点などを書いて提出してもらい、それをミ
ニ・レポートとします。提出されたミニ・レポートについては後の回で総評などを行います。小テストを
実施します。正解（模範解答）を提示し、解説・講評を行います。定期試験については、正解（模範解
答）、解説、講評を提示します。

成績評価方法・基準 毎回、講義の際に提出してもらうミニ・レポートの他、授業中の態度や積極性、小テストや定期試験を合
わせて評価します。評価の割合は、ミニ・レポートと授業中の態度・積極性（30％）、小テスト
（30％）、定期試験（40％）、です。

テキスト
指定図書
参考書

第２回 黄河文明・長江文明 中国文明の源である黄河文明・長江文明の特色を理解する。

第14回 近現代の中国 中国の近代化について日本との関わりも合わせて理解する。
第13回 近代ヨーロッパとアジア １～14回までに出た質問に回答し、これまでの授業の内容の理解を補完する。

履修するにあたって 授業は、出席して学ぶことが基本です。欠席しますと、毎回実施するミニ・レポートの提出ができなくなります
ので、やむをえない場合を除いて、できる限りきちんと出席してください。授業回数の三分の二以上、出席する
こと。また、授業中の私語は禁じます。受講人数が多い場合は、座席指定となります。

殷や周の王朝の形成と、分裂と抗争の時代である春秋戦国時代の概要を理解し、
合わせて諸子百家の思想についても理解する。



授業科目名 東洋の歴史 【法⑩～⑫・現社】 単位数

開講キャンパス代表教員 川口　ひとみ

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

パワーポイントによる講義形式授業の方法

東アジアの中心である中国の通史を中心に、西アジア史も適時合わせて東洋史一般について学ぶ。古代から現代
まで各時代の基本的な事項、特徴、変化を学び、基礎的な知識を深める。さらに、その知識を西方諸国との交流
や発展と合わせることで、広い視野から東洋の歴史について考察する。なお、この授業の担当者は高校での実務
経験を４年間経験している実務経験のある教員であるので、教員志望の学生にはより実践的な観点から教育の現
場の解説ができる。現代社会学部DP:（知識・技能）広い視野から東洋の歴史を学び、現代社会における人びとの
暮らし、仕事と産業、および文化の形成に係る諸事象を多面的、総合的に理解し、その知識を活用することがで
きる。（思考力・判断力・表現力等の能力）アジアとヨーロッパとの交流、当時の人びとの暮らし、仕事と産
業、および文化の形成における諸問題を学際的かつ科学的に発見・把握するとともに、現代社会の諸問題の解決
の方途を探究し、自らその解決策を実践することができる。法学部DP：（汎用的技能）東洋の歴史からうかがう
ことのできる現代に繋がる社会における各種の問題について、その要点を把握し、必要な情報を収集・分析し
て、法的思考に基づいた説得力ある解決指針を示すことができる。（志向性）アジアとヨーロッパとの関係や思
考の微細な違いなどを歴史的に見、地域社会から国際社会に至る国内外の公共的事柄に関心と責任感を持ち、公
平性と客観性を重視した判断および行動ができる。

授業の目的

1 中国史の各王朝の基本的な事項について説明できる。2 東アジアと西方諸国の交流を理解し、その影響につい
て考察できる。

到達目標

東洋史　東西交流　中国文明授業のキーワード

パワーポイントを使用して講義を進めます。授業終わりにコメントカードを記入してもらい次回授業時に共有し
ます。　　

授業の進め方

第1回 ガイダンス、東洋史のあゆみ　 講義の進め方について説明し、東洋史の形成と発展について学ぶ。　

第3回 秦帝国
第4回 漢帝国 漢帝国の特徴について学ぶ。

第6回 魏晋南北朝時代 中国の分裂と周辺諸民族の活動について学ぶ。

第5回 古代の東アジアと西方諸国　 漢代までの東アジアと西方諸国の東西交流について学び、それが物や文化に与え
た影響について考察する。

第9回 モンゴル帝国 モンゴル帝国の発展と、それが東西交流に与えた影響について学ぶ。
第8回 宋と北方民族 宋代の社会の発展と文化、北方民族の動きについて学ぶ。
第7回 隋唐帝国 唐の制度と文化、周辺諸国との関係について学ぶ。

第10回 イスラーム世界 イスラーム諸国の形成と発展について基本的な事項を学ぶ。
第11回 明と清 明清時代の基本事項について学ぶ。
第12回 トルコ世界 オスマン帝国の発展と衰退、西洋との関わりについて学ぶ。

第15回 全体を俯瞰する 授業内容を確認しながら、学生の習熟度を測る。

授業時間外に必要な学修 学習した範囲の基本事項を復習して、覚えておくこと。予習や復習の際には、高校の世界史で使用してい
た教科書や資料集も活用すること。(次回までに１時間)

提出課題など なし。
成績評価方法・基準 毎回のコメントカードなど授業への積極性（30％）、確認プリント（70％）
テキスト 指定なし。
指定図書 指定なし。
参考書 必要に応じて紹介する。

第2回 中国文明のはじまり　 中国文明の開始と殷から漢までの各王朝の基本的な事項を学ぶ。　

第14回 近現代の中国 中国の近代化と日本との関わりについて学ぶ。
第13回 近代ヨーロッパとアジア総括 近代における西欧諸国のアジア進出と植民地化について学ぶ。

履修するにあたって

中国最初の統一国家と言われる秦帝国について学ぶ。



授業科目名 東洋の歴史 【法⑩～⑫・現社】 単位数

開講キャンパス代表教員 川口　ひとみ

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

パワーポイントによる講義形式授業の方法

東アジアの中心である中国の通史を中心に、西アジア史も適時合わせて東洋史一般について学ぶ。古代から現代
まで各時代の基本的な事項、特徴、変化を学び、基礎的な知識を深める。さらに、その知識を西方諸国との交流
や発展と合わせることで、広い視野から東洋の歴史について考察する。なお、この授業の担当者は高校での実務
経験を４年間経験している実務経験のある教員であるので、教員志望の学生にはより実践的な観点から教育の現
場の解説ができる。現代社会学部DP:（知識・技能）広い視野から東洋の歴史を学び、現代社会における人びとの
暮らし、仕事と産業、および文化の形成に係る諸事象を多面的、総合的に理解し、その知識を活用することがで
きる。（思考力・判断力・表現力等の能力）アジアとヨーロッパとの交流、当時の人びとの暮らし、仕事と産
業、および文化の形成における諸問題を学際的かつ科学的に発見・把握するとともに、現代社会の諸問題の解決
の方途を探究し、自らその解決策を実践することができる。法学部DP：（汎用的技能）東洋の歴史からうかがう
ことのできる現代に繋がる社会における各種の問題について、その要点を把握し、必要な情報を収集・分析し
て、法的思考に基づいた説得力ある解決指針を示すことができる。（志向性）アジアとヨーロッパとの関係や思
考の微細な違いなどを歴史的に見、地域社会から国際社会に至る国内外の公共的事柄に関心と責任感を持ち、公
平性と客観性を重視した判断および行動ができる。

授業の目的

1 中国史の各王朝の基本的な事項について説明できる。2 東アジアと西方諸国の交流を理解し、その影響につい
て考察できる。

到達目標

東洋史　東西交流　中国文明授業のキーワード

パワーポイントを使用して講義を進めます。授業終わりにコメントカードを記入してもらい次回授業時に共有し
ます。　　

授業の進め方

第1回 ガイダンス、東洋史のあゆみ　 講義の進め方について説明し、東洋史の形成と発展について学ぶ。　

第3回 秦帝国
第4回 漢帝国 漢帝国の特徴について学ぶ。

第6回 魏晋南北朝時代 中国の分裂と周辺諸民族の活動について学ぶ。

第5回 古代の東アジアと西方諸国　 漢代までの東アジアと西方諸国の東西交流について学び、それが物や文化に与え
た影響について考察する。

第9回 モンゴル帝国 モンゴル帝国の発展と、それが東西交流に与えた影響について学ぶ。
第8回 宋と北方民族 宋代の社会の発展と文化、北方民族の動きについて学ぶ。
第7回 隋唐帝国 唐の制度と文化、周辺諸国との関係について学ぶ。

第10回 イスラーム世界 イスラーム諸国の形成と発展について基本的な事項を学ぶ。
第11回 明と清 明清時代の基本事項について学ぶ。
第12回 トルコ世界 オスマン帝国の発展と衰退、西洋との関わりについて学ぶ。

第15回 全体を俯瞰する 授業内容を確認しながら、学生の習熟度を測る。

授業時間外に必要な学修 学習した範囲の基本事項を復習して、覚えておくこと。予習や復習の際には、高校の世界史で使用してい
た教科書や資料集も活用すること。(次回までに１時間)

提出課題など なし。
成績評価方法・基準 毎回のコメントカードなど授業への積極性（30％）、確認プリント（70％）
テキスト 指定なし。
指定図書 指定なし。
参考書 必要に応じて紹介する。

第2回 中国文明のはじまり　 中国文明の開始と殷から漢までの各王朝の基本的な事項を学ぶ。　

第14回 近現代の中国 中国の近代化と日本との関わりについて学ぶ。
第13回 近代ヨーロッパとアジア総括 近代における西欧諸国のアジア進出と植民地化について学ぶ。

履修するにあたって

中国最初の統一国家と言われる秦帝国について学ぶ。



授業科目名 近現代史 単位数

開講キャンパス代表教員 川口　ひとみ

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜5限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

パワーポイントによる講義形式授業の方法

近現代史を、とくに日本と欧米、アジアとの関係を中心に学ぶ。歴史とは究極的には個々人の生きた歴史の蓄積
であるとの考えから、複眼的に個人の内面に分け入りつつ、その背景にあるアジアで起きた様々な歴史的出来事
を地域横断的に俯瞰する。なお、この授業の担当者は高校での実務経験を４年間経験している実務経験のある教
員であるので、教員志望の学生にはより実践的な観点から教育の現場の解説ができる。

授業の目的

1 日本を中心とした欧米、アジアの近代化についての基礎的知識を身につけることができる。2 異文化を理解し
文化を相対化して見ることができる。3 身につけた知識を生かし世界情勢を的確に理解することができる。

到達目標

鄭和　マルコポーロ　漂流民　開国　日清修好条規　戦争授業のキーワード

講義を中心に進めます。授業終わりにコメントカードを記入し次回授業時に共有します。授業の進め方

第１回 ガイダンス 授業の進め方、近現代史を学ぶ意義について説明する。

第３回 ヨーロッパとアジアの出会い
（ヨーロッパからアジアへ）

第４回 日本と海外とのつながり 長崎の出島、唐人屋敷。　

第６回 漂流民がつなぐ世界 大黒屋光太夫、高田屋嘉兵衛、ジョン万次郎、若宮丸など。
第５回 アヘン戦争 アヘン戦争の概要と日本への影響。

第９回 各国との条約締結 日本が各国と締結した条約の概要。　
第８回 黒船来航と日本開国　 開港に至る流れと各開港場の特徴。　
第７回 振り返りと質問への回答 復習と確認プリント。

第１０回 日清修好条規とその運用　 訴訟関係史料からみる近代日中領事裁判権の運用　
第１１回 混ざりあう文化の中で 明治維新、文明開化、お雇い外国人。　
第１２回 日清・日露戦争 日清・日露戦争を概観。　

第１５回 総括 総括と確認プリントの作成。

授業時間外に必要な学修 過去を知り、現代を考えるなかで、ひとつの媒体ではなくさまざまな媒体で世界のニュースを見て考えて
ください。

提出課題など なし
成績評価方法・基準 授業への積極性30%、確認プリント70%で評価する。
テキスト 特になし。
指定図書 特になし。
参考書 授業中必要なものを随時提示する。

第２回 ヨーロッパとアジアの出会い
(アジアからヨーロッパへ）

鄭和の大航海。

第１４回 第二次世界大戦と大戦後の世界 第二次世界大戦の概要と戦後のアジア秩序。
第１３回 第一次世界大戦 総力戦と第一次世界大戦後の各国の情勢を概説。

履修するにあたって

マルコポーロに誘発された大航海。



授業科目名 簿記論Ⅱ ②【19-】/基礎会計学Ⅱ【-18】 単位数

開講キャンパス代表教員 河瀬　豊

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

授業は、口頭解説と板書を中心に行い、授業の後半は小テストで学習内容の確認をする。授業の方法

（主題）　簿記論Ⅱは、会計のなかでも重要な決算整理に関する手続きを修学するための布石として位置付けら
れる。会計手続きの社会的認知は、決算により作成される財務諸表の集約になる。制度会計を成立させているの
が、講義で扱う決算に他ならない。会計手続きは、会計理論によって裏付けられ、単なる事務的作業ではないこ
とを認識する必要がある。講義で解説する内容を、会計理論の観点から捉え、その意義や必要性を認識する。講
義形式は、解説と問題演習を中心とする。（目標）　決算手続きのなかでも基礎的なものを扱うため、修学にお
いて大きな理解上の困難を伴うものではなく、継続して講義を受ければ熟知は可能である。会計理論を体系的に
習得する。

授業の目的

　簿記論Ⅱでの到達目標は、決算手続きの仕組みや考え方を、会計理論に照らして認識し、自ら仕訳を実施し、
決算手続きまでを行えるようになることである。問題演習を実践することによって、実社会の会計制度の蓋然性
を把握する。

到達目標

決算整理・精算表・財務諸表授業のキーワード

　講義の前半および中盤は、解説を中心に進め、終盤は問題演習を実施する。解説は、指定の教科書を用いて行
う。問題演習は、既存あるいは作成したものを使用する。解説と問題演習の構成によって、理解の定着を図る。
　

授業の進め方

第１回 序論 財務諸表等の作成について概説する。

第３回 貸倒引当金の残高設定
第４回 有形固定資産の取得と減価償却 減価償却の考え方について説明する。

第６回 有価証券の取得・売却・評価替
え

有価証券の購入から売却そして評価替えの考え方を説明する。

第５回 減価償却費の記帳と有形固定資
産の売却・除却　

仕訳の違いによる考え方の相違を説明する。

第９回 現金過不足・引出金・消耗品・
貯蔵品

現金過不足・引出金・消耗品・貯蔵品の手続きについて説明する。
第８回 費用・収益の見越し 費用・収益の未払い・未収を見越す方法を説明する。
第７回 費用・収益の繰延べ 費用・収益の前払・前受を繰り延べる方法を説明する。　

第１０回 中間テスト 講義の第１回から第９回まので範囲から出題する。
第１１回 決算（試算表の作成） 試算表の作成方法を勘定を用いて説明する。
第１２回 決算（決算整理整理） 決算整理仕訳を行い精算表への記入の仕方を説明する。

第１５回 総括 各単元の内容整理を行う。

授業時間外に必要な学修 復習を必要とするので、現存する書籍を図書館などで活用すること。
提出課題など 必要がある場合には、課すことがある。
成績評価方法・基準 小テスト30％、中間テスト30％、定期試験40％
テキスト 吉田康久『簿記会計基礎論』中央経済社、2020年。
指定図書 指定しない。
参考書 現存する多くの書籍を活用すること。

第２回 貸倒引当金の設定 債権の貸倒れについて説明する。

第１４回 精算表の完成 総合的な精算表を完成させるための手続きを説明する。
第１３回 決算（精算表の作成） 複合的な決算整理仕訳を行い精算表へ記入する手順を説明する。

履修するにあたって 教科書とノートおよび電卓は必携。

貸倒引当金の残高を補充する方法を説明する。　



授業科目名 簿記論Ⅱ ②【19-】/基礎会計学Ⅱ【-18】 単位数

開講キャンパス代表教員 河瀬　豊

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

授業は、口頭解説と板書を中心に行い、授業の後半は小テストで学習内容の確認をする。授業の方法

（主題）　簿記論Ⅱは、会計のなかでも重要な決算整理に関する手続きを修学するための布石として位置付けら
れる。会計手続きの社会的認知は、決算により作成される財務諸表の集約になる。制度会計を成立させているの
が、講義で扱う決算に他ならない。会計手続きは、会計理論によって裏付けられ、単なる事務的作業ではないこ
とを認識する必要がある。講義で解説する内容を、会計理論の観点から捉え、その意義や必要性を認識する。講
義形式は、解説と問題演習を中心とする。（目標）　決算手続きのなかでも基礎的なものを扱うため、修学にお
いて大きな理解上の困難を伴うものではなく、継続して講義を受ければ熟知は可能である。会計理論を体系的に
習得する。

授業の目的

　簿記論Ⅱでの到達目標は、決算手続きの仕組みや考え方を、会計理論に照らして認識し、自ら仕訳を実施し、
決算手続きまでを行えるようになることである。問題演習を実践することによって、実社会の会計制度の蓋然性
を把握する。

到達目標

決算整理・精算表・財務諸表授業のキーワード

　講義の前半および中盤は、解説を中心に進め、終盤は問題演習を実施する。解説は、指定の教科書を用いて行
う。問題演習は、既存あるいは作成したものを使用する。解説と問題演習の構成によって、理解の定着を図る。
　

授業の進め方

第１回 序論 財務諸表等の作成について概説する。

第３回 貸倒引当金の残高設定
第４回 有形固定資産の取得と減価償却 減価償却の考え方について説明する。

第６回 有価証券の取得・売却・評価替
え

有価証券の購入から売却そして評価替えの考え方を説明する。

第５回 減価償却費の記帳と有形固定資
産の売却・除却　

仕訳の違いによる考え方の相違を説明する。

第９回 現金過不足・引出金・消耗品・
貯蔵品

現金過不足・引出金・消耗品・貯蔵品の手続きについて説明する。
第８回 費用・収益の見越し 費用・収益の未払い・未収を見越す方法を説明する。
第７回 費用・収益の繰延べ 費用・収益の前払・前受を繰り延べる方法を説明する。　

第１０回 中間テスト 講義の第１回から第９回まので範囲から出題する。
第１１回 決算（試算表の作成） 試算表の作成方法を勘定を用いて説明する。
第１２回 決算（決算整理整理） 決算整理仕訳を行い精算表への記入の仕方を説明する。

第１５回 総括 各単元の内容整理を行う。

授業時間外に必要な学修 復習を必要とするので、現存する書籍を図書館などで活用すること。
提出課題など 必要がある場合には、課すことがある。
成績評価方法・基準 小テスト30％、中間テスト30％、定期試験40％
テキスト 吉田康久『簿記会計基礎論』中央経済社、2020年。
指定図書 指定しない。
参考書 現存する多くの書籍を活用すること。

第２回 貸倒引当金の設定 債権の貸倒れについて説明する。

第１４回 精算表の完成 総合的な精算表を完成させるための手続きを説明する。
第１３回 決算（精算表の作成） 複合的な決算整理仕訳を行い精算表へ記入する手順を説明する。

履修するにあたって 教科書とノートおよび電卓は必携。

貸倒引当金の残高を補充する方法を説明する。　



授業科目名 社会保障論Ⅰ 単位数

開講キャンパス代表教員 金子　友造

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 金曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

テキスト内容を基本として講義を行う。その他ビデオ教材などの補足教材も使用する。授業の方法

この科目は総合リハビリテーション学部のDPに掲げるリハビリテーションに関する広範的かつ専門的(国家資格を
取得できる)知識を修得することを目指しています。現代社会を生きてゆく上で、年金や医療保険、介護保険、社
会福祉といった社会保障制度は私たちの生活とは切り離しては考えられないものとなっています。この科目を受
講されるみなさんが実際の現場で向かい合うのは、法律や制度ではなく「人」です。あらゆる場面で生活に困難
を抱えた人に対し、どのような法律が適用されどのような制度が有効に活用できるのか。それらを常に自分の頭
で考え、他者と協力し合いながら課題を解決できる人材となることを目的とします。なお、この科目の担当者は
社会保険制度を中心に社会保険労務士業務を7年間経験し、現在も実務の現場で業務を行っている実務経験のある
教員です。実際の現場での制度の運用や具体例なども交え、社会保障制度についてより深い理解へとつなげてゆ
きます。

授業の目的

社会福祉士・精神保健福祉士国家試験レベルの内容を理解し、社会保障関連法・各制度について具体的に説明す
ることができる。

到達目標

社会保険(医療、年金、介護)社会福祉(高齢者、障がい者、児童福祉)公的扶助(生活保護制度)保険医療・公衆衛
生(医療サービス、各保健事業、公衆衛生)

授業のキーワード

指定テキストに沿って講義を進めます。また映像・書籍・新聞記事等テキストに載っていない教材も使用する予
定です。

授業の進め方

第1回 現代社会と社会保障 私たちの生活と社会保障との関わり、社会保障の理念と機能について学習する。

第3回 社会保障の歴史②
第4回 社会保障の構造① 社会保障制度の体系・社会保険の構造について学習する。

第6回 社会保障の財源と費用① 社会保障にかかる費用とその財源について学習する。
第5回 社会保障の構造② 社会保険・公的扶助の構造について学習する。

第9回 年金保険制度② 国民年金・厚生年金・共済年金の各制度について学習する。
第8回 年金保険制度① 公的年金制度の沿革と概要について学習する。
第7回 社会保障の財源と費用② 社会保障にかかる費用の財源と経済との関係について学習する。

第10回 年金保険制度③ 国民年金・厚生年金・共済年金の各制度について学習する。
第11回 年金保険制度④ 年金制度の実務と実際の制度の運用について説明する。
第12回 年金保険制度⑤ 年金制度をめぐる最近の動向について学習する。

第15回 社会福祉制度③ ②の補足と社会手当制度について学習する。

授業時間外に必要な学修 各回の講義内容のテキスト該当項目について一通り概要を把握するとともに、講義後に復習として学習し
た内容について自分なりにまとめてください(目安各60分程度)

提出課題など
成績評価方法・基準 定期試験の結果において評価します(定期試験100%)
テキスト 「新・社会福祉士養成講座12  社会保障 第6版」中央法規出版   価格2、600円(税別)
指定図書 「新・社会福祉士養成講座12  社会保障 第6版」中央法規出版   価格2、600円(税別)
参考書 「教養としての社会保障」香取照幸 著  東洋経済新報社  価格1、600円(税別)

第2回 社会保障の歴史① 欧米における社会保障の歴史について学習する。

第14回 社会福祉制度② 児童福祉、障害者福祉、母子・寡婦福祉、高齢者福祉の各制度について学習す
る。

第13回 社会福祉制度① 社会福祉制度の沿革と概要、生活保護制度について学習する。

履修するにあたって テキストの内容やまたテキストには載っていないことでも、興味をもった内容については積極的にご自身で深く
掘り下げてほしいです。

日本における社会保障の歴史について学習する。



授業科目名 行動科学概論 単位数

開講キャンパス代表教員 河瀬　諭

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 金曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

本講義の目的は、人が何かを感じたり、覚えたり、考えたり、他者と関わったりするとき、人がどのように行動
し、さらに、心の中で何が起こっているかを広く知ることです。この科目は、基礎科目群に位置づけられてお
り、心理学部のDP1からDP5の獲得を目指します。人の知覚や記憶、感情、思考等、人が日々生活する上で欠かせ
ない様々な行動を学びます。このような事柄に関わる心理学的な知見を学習し、そのメカニズムを理解すること
で、人の心を科学的にとらえる力を養います。さらに、これらの知見を日常場面に引き寄せて考えることで、豊
かな生活を送るための一助とします。

授業の目的

心理学の方法や歴史、考え方について説明できる。知覚や感情、記憶などについての知識を習得するとともに、
そのメカニズムを説明できる。授業で学んだ内容について、我々の日常場面に照らし合わせながら、行動科学に
基づいて人の行動を考えることができる。

到達目標

行動科学、感覚・知覚、記憶と学習授業のキーワード

講義形式で進めます。講義では、様々な視聴覚教材を用いたり、心理学的な知見を実感するために簡単な実験を
体験します。また、心理学が社会にどう応用できるか、自身の身近な課題で考え、出席カード等でまとめます。
したがって、積極的参加が求められます。

授業の進め方

第1回 心理学の生物学的基礎 視覚のメカニズムについて、生物学的な基盤などの基礎的な概説する

第3回 視覚の特徴１

第4回 視覚の特徴２ 感覚の特徴について、視覚の仕組みを解説しながら様々な知覚・認知に現象を概
説する。

第6回 聴覚の認知 聴覚に関する心理学的知見について、音楽の知覚・認知に関する内容を概説す
る。

第5回 聴覚の仕組み 音が聞こえる仕組みや、聴覚の特徴について、概説する。

第9回 記憶１ 記憶についての基本的な仕組みと特徴、および短期記憶や長期記憶について概説
する。

第8回 学習 様々な条件づけについて解説し、学習について学ぶ。
第7回 視聴覚相互作用 視覚と聴覚の相互作用について、BGMや映画などについて解説する。

第10回 記憶２ 記憶の改善や忘却の仕組みについて概説する。
第11回 思考１ 言語が処理される仕組みやコミュニケーション、その発達について学ぶ。
第12回 思考２ 演繹推理と帰納推理、様々な問題解決の方略について解説する。

第15回 まとめと振り返り これまでの内容についてまとめ、様々な心理学的知見を我々の生活に結び付けて
考察する。

授業時間外に必要な学修 事前学習として、次回講義の内容について参考書等を通じて、1時間程度を目安として自主的に学習す
る。また、講義後は講義内容を確認し、その回の講義内容について復習し、理解しにくかった用語や事柄
を再度調べたり、確認する。こちらも目安は1時間程度とする。

提出課題など 授業ごとに出席カードに意見や質問等を記入し提出する。また、期末レポートを提出する。
成績評価方法・基準 授業への積極的参加（出席カードの内容等に基づく）50％、期末レポートの内容50％とする。全授業数の

3分の2以上の出席をもって、単位の認定・評価の対象とする。
テキスト 指定しない
指定図書 スーザン・ノーレン・ホークセマほか編 『ヒルガードの心理学』 金剛出版 2015年 24、200円
参考書 スーザン・ノーレン・ホークセマほか編 『ヒルガードの心理学』 金剛出版 2015年 24、200円

第2回 心理発達 生まれと育ちの問題や、児童の認知発達について解説する。

第14回 人格 人格とは何か、人格を規定する様々な要因、人格への様々なアプローチについて
概説する。

第13回 感情 感情の構成要素と認知、感情と身体の関係について解説する。

履修するにあたって

感覚の特徴について、視覚の仕組みを解説しながら様々な知覚・認知に現象を概
説する。



授業科目名 政治学Ⅱ （資格）【人文・心理学部】 単位数

開講キャンパス代表教員 北島　栄儀

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義形式にて行います。授業の方法

政治学Ⅰでは基本的な政治制度と政治過程の問題を扱いましたが、こうした制度や過程は、様々な社会的文化的
条件や国際社会の動向の影響下にあります。そこで政治学Ⅱの講義の序盤では、これらが政治に対してどのよう
に作用しているのかについて理解することを目的として、政治体制や政治文化、グローバル化といった事項を取
り上げます。また、現実の政治課題は、自由や公正といった様々な価値的・規範的な問題を含んでいます。そこ
で講義の中盤以降では、これまでに学んだ政治の制度や過程に関する基本的な知識を前提に、政治という人間の
営みを如何にして把握し、それに対してどのように関わっていけばよいのかという基本的な問題意識に立って、
政治や政策の課題について考え、対処していくのに役立つ規範的・理念的な理論や概念を修得することを目的と
します。この目的に従い、講義では、政治の規範的・理念的要素について考察する講学上「政治理論（political
 theory）」と呼ばれる分野から、自由主義、公共性、デモクラシー、市民社会といった理論や概念を主題として
取り上げます。　政治学Ⅰ・Ⅱの講義を通じて、現代の政治問題について理解し判断するための政治学的な視点
と知識を身に付けていってください。これらは、他の政治学関連分野の知識を習得していくうえでの基盤となり
ます。　　

授業の目的

○講義で扱った知識を整理し、確かなものとして定着させ、頭の中に政治現象を把握するための見取り図を持て
るようにする。○日々、生起し報道される政治現象に対し、先の知識や見取り図を用いて、その現象ないし問題
がどのような意義や関連性を有するものであるのか、体系的にはどの項目と関連し何処に位置付けられるもので
あるのかについて、理解し把握できる能力を身につける。○日々、政治に関する大量の情報に晒される中で、一
面的表層的で偏った主張や報道に流されることなく、多様かつ体系的な視座を確保し、バランスのとれた総合的
な理解や判断を心がけるような思考態度や習慣を身につける。○規範的な問題についての議論の状況や考え方を
学び、自分でも論理的に思考し、議論を展開できるようになる。　○教職で必要とされる、自分の考えをまとめ
て論理的に構成し表現する能力の習得の一環として、政治学に関連するテーマについて、レポートが作成できる
だけの思考力・文章力を身につける。　

到達目標

政治体制、自由主義、公共性、デモクラシー、市民社会　授業のキーワード

A４またはB４で１枚程度の講義レジュメを配布し、そこに書かれてある項目とキーワードに沿って、講義を進め
ます。レジュメの例題の箇所などで、ランダムに指名して質問をすることがあります。また、毎回出席カードを
配布するので、そこに、分かりにくかった箇所、説明の補足が欲しい箇所、疑問点などについて、質問やコメン
トを記載して提出すれば、可能な範囲内で対応します。　

授業の進め方

第１回 はじめに―イントロダクション 講義の進め方、政治の社会的文化的条件、もう一つの政治学

第３回 政治とグローバル化
第４回 政治体制と政治変動① 政治体制と政治システム、政治変動の諸形態、非自由民主主義体制（全体主義や

権威主義）

第６回 自由主義とその課題① リベラリズムの多義性と多様性、積極的自由と消極的自由、福祉国家型自由主義
第５回 政治体制と政治変動② 自由民主主義体制、政治文化による自由民主主義体制の分類

第９回 現代民主政とその課題① 古代の民主政と近代の民主政、ルソーと人民主権、自由民主主義体制の成立
第８回 公共性 「公」と「私」、共和主義、コミュニタリアニズム
第７回 自由主義とその課題② 功利主義批判と義務論的リベラリズム、リバタリアニズム

第１０回 現代民主政とその課題② 大衆民主政批判、多元的民主主義論の展開とそれに対する批判、利益集団民主主
義、参加民主主義論

第１１回 市民社会と新しいデモクラシー
①

市民社会とは、社会関係資本、市民社会と公共性

第１２回 市民社会と新しいデモクラシー
②

新しいデモクラシー論、審議的民主主義、ラディカル・デモクラシー、国境をこ
えるデモクラシーの理論

第１５回 全体のまとめ これまでの講義のまとめと補足、定期試験について

授業時間外に必要な学修 予習としては、参考書として挙げてあるもの（他に適当なものがあればその文献でも差し支えない）の中
から自分に合うと思われるもの一冊を選び、シラバスの各回における該当箇所を一読し、扱われる内容・
項目について大体のイメージをつかんでおくと良いでしょう。復習としては、板書して説明した箇所、例
題、図表で整理された箇所を中心に、レジュメと講義ノートを何度か読み返し、講義内容を整理して理解
しておくことが必要です。その他、新聞の政治欄に目を通す習慣をつけ、そこで扱われている問題が、講
義内容のどの箇所と関係しているのか考えるようにすると、理解に役立つでしょう。講義で紹介する参考
文献を読む場合についても、同様です。

提出課題など 教職で必要とされる論理的思考力・文章構成力の習得を目指して、政治・政策課題をテーマとするレポー
トの提出（１回）を課します。　

成績評価方法・基準 期末試験が５４点（論述・記述式）、提出課題が３０点、出席数や受講状況（例題の理解度、講義への集
中度）などが１６点の、合計１００点満点中の６０点以上で単位を認定します。講義の到達目標に対応し
て、項目や概念の相互の関連や異同が正しく理解され、体系的な把握が出来ているか否かを試すような問
題や課題が出題されます。提出課題では、問いに正面から答えていることが重要ですが、論述のバランス
も重要になります。また、フィードバックに関しては、成績発表後に、定期試験については簡単な解答と
解説を、レポートについては簡単な講評を掲示します。　　　　

テキスト 特に指定しません。毎回講義レジュメ（A４またはB４で１枚程度）を配布し、それに基づいて講義を行い
ます。

指定図書 講義中に必要に応じて指定します。
参考書 加茂利男・大西仁・石田徹・伊藤恭彦（著）『現代政治学（第４版）』（有斐閣）、久米郁男・川出良

枝・古城佳子・田中愛治・真渕勝（著）『政治学（補訂版）』（有斐閣）、佐々木毅（著）『政治学講義
（第２版）』（東京大学出版会）、川崎修・杉田敦（編）『現代政治理論（新版）』（有斐閣）

第２回 政治意識と政治文化 政治意識と政治行動、政治文化、イデオロギー

第１４回 政治学の潮流―ディシプリンと
しての政治学の展開②

脱行動論、新制度論、政治哲学の復権

第１３回 政治学の潮流―ディシプリンと
しての政治学の展開①

伝統的政治学、科学としての政治学、行動論、ポリアーキー

履修するにあたって オフィス・アワーなどについては第１回目の授業で告知します。政治学入門の講義ではありませんので、初歩的
な知識については各自で整理しておいてください。そのための自習に役立ちそうな文献などについては、ガイダ
ンスや講義の中で触れます。また、政治学Ⅰの知識を前提として講義を進めますので、政治学Ⅰを履修ないし聴
講済みであることを強く望みます。

国際政治経済、グローバル・プロブレマティークと地球環境問題



授業科目名 政治学Ⅱ （資格）【人文・心理学部】 単位数

開講キャンパス代表教員 北島　栄儀

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義形式にて行います。授業の方法

政治学Ⅰでは基本的な政治制度と政治過程の問題を扱いましたが、こうした制度や過程は、様々な社会的文化的
条件や国際社会の動向の影響下にあります。そこで政治学Ⅱの講義の序盤では、これらが政治に対してどのよう
に作用しているのかについて理解することを目的として、政治体制や政治文化、グローバル化といった事項を取
り上げます。また、現実の政治課題は、自由や公正といった様々な価値的・規範的な問題を含んでいます。そこ
で講義の中盤以降では、これまでに学んだ政治の制度や過程に関する基本的な知識を前提に、政治という人間の
営みを如何にして把握し、それに対してどのように関わっていけばよいのかという基本的な問題意識に立って、
政治や政策の課題について考え、対処していくのに役立つ規範的・理念的な理論や概念を修得することを目的と
します。この目的に従い、講義では、政治の規範的・理念的要素について考察する講学上「政治理論（political
 theory）」と呼ばれる分野から、自由主義、公共性、デモクラシー、市民社会といった理論や概念を主題として
取り上げます。　政治学Ⅰ・Ⅱの講義を通じて、現代の政治問題について理解し判断するための政治学的な視点
と知識を身に付けていってください。これらは、他の政治学関連分野の知識を習得していくうえでの基盤となり
ます。　　

授業の目的

○講義で扱った知識を整理し、確かなものとして定着させ、頭の中に政治現象を把握するための見取り図を持て
るようにする。○日々、生起し報道される政治現象に対し、先の知識や見取り図を用いて、その現象ないし問題
がどのような意義や関連性を有するものであるのか、体系的にはどの項目と関連し何処に位置付けられるもので
あるのかについて、理解し把握できる能力を身につける。○日々、政治に関する大量の情報に晒される中で、一
面的表層的で偏った主張や報道に流されることなく、多様かつ体系的な視座を確保し、バランスのとれた総合的
な理解や判断を心がけるような思考態度や習慣を身につける。○規範的な問題についての議論の状況や考え方を
学び、自分でも論理的に思考し、議論を展開できるようになる。　○教職で必要とされる、自分の考えをまとめ
て論理的に構成し表現する能力の習得の一環として、政治学に関連するテーマについて、レポートが作成できる
だけの思考力・文章力を身につける。　

到達目標

政治体制、自由主義、公共性、デモクラシー、市民社会　授業のキーワード

A４またはB４で１枚程度の講義レジュメを配布し、そこに書かれてある項目とキーワードに沿って、講義を進め
ます。レジュメの例題の箇所などで、ランダムに指名して質問をすることがあります。また、毎回出席カードを
配布するので、そこに、分かりにくかった箇所、説明の補足が欲しい箇所、疑問点などについて、質問やコメン
トを記載して提出すれば、可能な範囲内で対応します。　

授業の進め方

第１回 はじめに―イントロダクション 講義の進め方、政治の社会的文化的条件、もう一つの政治学

第３回 政治とグローバル化
第４回 政治体制と政治変動① 政治体制と政治システム、政治変動の諸形態、非自由民主主義体制（全体主義や

権威主義）

第６回 自由主義とその課題① リベラリズムの多義性と多様性、積極的自由と消極的自由、福祉国家型自由主義
第５回 政治体制と政治変動② 自由民主主義体制、政治文化による自由民主主義体制の分類

第９回 現代民主政とその課題① 古代の民主政と近代の民主政、ルソーと人民主権、自由民主主義体制の成立
第８回 公共性 「公」と「私」、共和主義、コミュニタリアニズム
第７回 自由主義とその課題② 功利主義批判と義務論的リベラリズム、リバタリアニズム

第１０回 現代民主政とその課題② 大衆民主政批判、多元的民主主義論の展開とそれに対する批判、利益集団民主主
義、参加民主主義論

第１１回 市民社会と新しいデモクラシー
①

市民社会とは、社会関係資本、市民社会と公共性

第１２回 市民社会と新しいデモクラシー
②

新しいデモクラシー論、審議的民主主義、ラディカル・デモクラシー、国境をこ
えるデモクラシーの理論

第１５回 全体のまとめ これまでの講義のまとめと補足、定期試験について

授業時間外に必要な学修 予習としては、参考書として挙げてあるもの（他に適当なものがあればその文献でも差し支えない）の中
から自分に合うと思われるもの一冊を選び、シラバスの各回における該当箇所を一読し、扱われる内容・
項目について大体のイメージをつかんでおくと良いでしょう。復習としては、板書して説明した箇所、例
題、図表で整理された箇所を中心に、レジュメと講義ノートを何度か読み返し、講義内容を整理して理解
しておくことが必要です。その他、新聞の政治欄に目を通す習慣をつけ、そこで扱われている問題が、講
義内容のどの箇所と関係しているのか考えるようにすると、理解に役立つでしょう。講義で紹介する参考
文献を読む場合についても、同様です。

提出課題など 教職で必要とされる論理的思考力・文章構成力の習得を目指して、政治・政策課題をテーマとするレポー
トの提出（１回）を課します。　

成績評価方法・基準 期末試験が５４点（論述・記述式）、提出課題が３０点、出席数や受講状況（例題の理解度、講義への集
中度）などが１６点の、合計１００点満点中の６０点以上で単位を認定します。講義の到達目標に対応し
て、項目や概念の相互の関連や異同が正しく理解され、体系的な把握が出来ているか否かを試すような問
題や課題が出題されます。提出課題では、問いに正面から答えていることが重要ですが、論述のバランス
も重要になります。また、フィードバックに関しては、成績発表後に、定期試験については簡単な解答と
解説を、レポートについては簡単な講評を掲示します。　　　　

テキスト 特に指定しません。毎回講義レジュメ（A４またはB４で１枚程度）を配布し、それに基づいて講義を行い
ます。

指定図書 講義中に必要に応じて指定します。
参考書 加茂利男・大西仁・石田徹・伊藤恭彦（著）『現代政治学（第４版）』（有斐閣）、久米郁男・川出良

枝・古城佳子・田中愛治・真渕勝（著）『政治学（補訂版）』（有斐閣）、佐々木毅（著）『政治学講義
（第２版）』（東京大学出版会）、川崎修・杉田敦（編）『現代政治理論（新版）』（有斐閣）

第２回 政治意識と政治文化 政治意識と政治行動、政治文化、イデオロギー

第１４回 政治学の潮流―ディシプリンと
しての政治学の展開②

脱行動論、新制度論、政治哲学の復権

第１３回 政治学の潮流―ディシプリンと
しての政治学の展開①

伝統的政治学、科学としての政治学、行動論、ポリアーキー

履修するにあたって オフィス・アワーなどについては第１回目の授業で告知します。政治学入門の講義ではありませんので、初歩的
な知識については各自で整理しておいてください。そのための自習に役立ちそうな文献などについては、ガイダ
ンスや講義の中で触れます。また、政治学Ⅰの知識を前提として講義を進めますので、政治学Ⅰを履修ないし聴
講済みであることを強く望みます。

国際政治経済、グローバル・プロブレマティークと地球環境問題



授業科目名 政治学Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 北島　栄儀

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義形式にて行います。授業の方法

現代では政治と経済は密接に関連しており、市場に対する政治の側のスタンスなどについて一定の理解が求めら
れます。政治学Ⅰでは基本的な政治制度と政治過程の問題を扱いましたが、こうした制度や過程は、様々な社会
的文化的条件や国際社会の動向の影響下にあります。そこで政治学Ⅱの講義の序盤では、これらが政治に対して
どのように作用しているのかについて理解することを目的として、政治体制や政治文化、グローバル化といった
事項を取り上げます。また、現実の政治課題は、自由や公正といった様々な価値的・規範的な問題を含んでいま
す。そこで講義の中盤以降では、これまでに学んだ政治の制度や過程に関する基本的な知識を前提に、政治とい
う人間の営みを如何にして把握し、それに対してどのように関わっていけばよいのかという基本的な問題意識に
立って、政治や政策の課題について考え、対処していくのに役立つ規範的・理念的な理論や概念を修得すること
を目的とします。この目的に従い、講義では、政治の規範的・理念的要素について考察する講学上「政治理論
（political theory）」と呼ばれる分野から、自由主義、公共性、デモクラシー、市民社会といった理論や概念
を主題として取り上げます。　政治学Ⅰ・Ⅱの講義を通じて、現代の政治問題について理解し判断するための政
治学的な視点と知識を身に付けていってください。これらは、他の政治学関連分野の知識を習得していくうえで
の基盤となります。　　

授業の目的

○講義で扱った知識を整理し、確かなものとして定着させ、頭の中に政治現象を把握するための見取り図を持て
るようにする。○日々、生起し報道される政治現象に対し、先の知識や見取り図を用いて、その現象ないし問題
がどのような意義や関連性を有するものであるのか、体系的にはどの項目と関連し何処に位置付けられるもので
あるのかについて、理解し把握できる能力を身につける。○日々、政治に関する大量の情報に晒される中で、一
面的表層的で偏った主張や報道に流されることなく、多様かつ体系的な視座を確保し、バランスのとれた総合的
な理解や判断を心がけるような思考態度や習慣を身につける。○規範的な問題についての議論の状況や考え方を
学び、自分でも論理的に思考し、議論を展開できるようになる。　

到達目標

政治体制、自由主義、公共性、デモクラシー、市民社会　授業のキーワード

A４またはB４で１枚程度の講義レジュメを配布し、そこに書かれてある項目とキーワードに沿って、講義を進め
ます。レジュメの例題の箇所などで、ランダムに指名して質問をすることがあります。また、毎回出席カードを
配布するので、そこに、分かりにくかった箇所、説明の補足が欲しい箇所、疑問点などについて、質問やコメン
トを記載して提出すれば、可能な範囲内で対応します。　

授業の進め方

第１回 はじめに?イントロダクション 講義の進め方、政治の社会的文化的条件、もう一つの政治学

第３回 政治とグローバル化
第４回 政治体制と政治変動① 政治体制と政治システム、政治変動の諸形態、非自由民主主義体制（全体主義や

権威主義）

第６回 自由主義とその課題① リベラリズムの多義性と多様性、積極的自由と消極的自由、福祉国家型自由主義
第５回 政治体制と政治変動② 自由民主主義体制、政治文化による自由民主主義体制の分類

第９回 現代民主政とその課題① 古代の民主政と近代の民主政、ルソーと人民主権、自由民主主義体制の成立
第８回 公共性 「公」と「私」、共和主義、コミュニタリアニズム
第７回 自由主義とその課題② 功利主義批判と義務論的リベラリズム、リバタリアニズム

第１０回 現代民主政とその課題② 大衆民主政批判、多元的民主主義論の展開とそれに対する批判、利益集団民主主
義、参加民主主義論

第１１回 市民社会と新しいデモクラシー
①

市民社会とは、社会関係資本、市民社会と公共性

第１２回 市民社会と新しいデモクラシー
②

新しいデモクラシー論、審議的民主主義、ラディカル・デモクラシー、国境をこ
えるデモクラシーの理論

第１５回 全体のまとめ これまでの講義のまとめと補足、定期試験について

授業時間外に必要な学修 予習としては、参考書として挙げてあるもの（他に適当なものがあればその文献でも差し支えない）の中
から自分に合うと思われるもの一冊を選び、シラバスの各回における該当箇所を一読し、扱われる内容・
項目について大体のイメージをつかんでおくと良いでしょう。復習としては、板書して説明した箇所、例
題、図表で整理された箇所を中心に、レジュメと講義ノートを何度か読み返し、講義内容を整理して理解
しておくことが必要です。その他、新聞の政治欄に目を通す習慣をつけ、そこで扱われている問題が、講
義内容のどの箇所と関係しているのか考えるようにすると、理解に役立つでしょう。講義で紹介する参考
文献を読む場合についても、同様です。

提出課題など 理解を深めて知識を定着させるため、重要テーマに関する小テスト（２回）を実施します。
成績評価方法・基準 期末試験が８０点（論述・記述式）、小テストが２０点、出席数や受講状況（例題の理解度、講義への集

中度）などが１０点の、合計１１０点満点中の６０点以上で単位を認定します。講義の到達目標に対応し
て、項目や概念の相互の関連や異同が正しく理解され、体系的な把握が出来ているか否かを試すような問
題が出題されます。小テストを１回も受験していない者には単位を与えません。また、フィードバックに
関しては、成績発表後に、定期試験については簡単な解答と解説を、レポートについては簡単な講評を掲
示します。　　　　

テキスト 特に指定しません。毎回講義レジュメ（A４またはB４で１枚程度）を配布し、それに基づいて講義を行い
ます。

指定図書 講義中に必要に応じて指定します。
参考書 加茂利男・大西仁・石田徹・伊藤恭彦（著）『現代政治学（第４版）』（有斐閣）、久米郁男・川出良

枝・古城佳子・田中愛治・真渕勝（著）『政治学（補訂版）』（有斐閣）、佐々木毅（著）『政治学講義
（第２版）』（東京大学出版会）、川崎修・杉田敦（編）『現代政治理論（新版）』（有斐閣）

第２回 政治意識と政治文化 政治意識と政治行動、政治文化、イデオロギー

第１４回 政治学の潮流?ディシプリンと
しての政治学の展開②

脱行動論、新制度論、政治哲学の復権

第１３回 政治学の潮流?ディシプリンと
しての政治学の展開①

伝統的政治学、科学としての政治学、行動論、ポリアーキー

履修するにあたって オフィス・アワーなどについては第１回目の授業で告知します。政治学入門の講義ではありませんので、初歩的
な知識については各自で整理しておいてください。そのための自習に役立ちそうな文献などについては、ガイダ
ンスや講義の中で触れます。また、政治学Ⅰの知識を前提として講義を進めますので、政治学Ⅰを履修ないし聴
講済みであることを強く望みます。

国際政治経済、グローバル・プロブレマティークと地球環境問題



授業科目名 政治学Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 北島　栄儀

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義形式にて行います。授業の方法

現代では政治と経済は密接に関連しており、市場に対する政治の側のスタンスなどについて一定の理解が求めら
れます。政治学Ⅰでは基本的な政治制度と政治過程の問題を扱いましたが、こうした制度や過程は、様々な社会
的文化的条件や国際社会の動向の影響下にあります。そこで政治学Ⅱの講義の序盤では、これらが政治に対して
どのように作用しているのかについて理解することを目的として、政治体制や政治文化、グローバル化といった
事項を取り上げます。また、現実の政治課題は、自由や公正といった様々な価値的・規範的な問題を含んでいま
す。そこで講義の中盤以降では、これまでに学んだ政治の制度や過程に関する基本的な知識を前提に、政治とい
う人間の営みを如何にして把握し、それに対してどのように関わっていけばよいのかという基本的な問題意識に
立って、政治や政策の課題について考え、対処していくのに役立つ規範的・理念的な理論や概念を修得すること
を目的とします。この目的に従い、講義では、政治の規範的・理念的要素について考察する講学上「政治理論
（political theory）」と呼ばれる分野から、自由主義、公共性、デモクラシー、市民社会といった理論や概念
を主題として取り上げます。　政治学Ⅰ・Ⅱの講義を通じて、現代の政治問題について理解し判断するための政
治学的な視点と知識を身に付けていってください。これらは、他の政治学関連分野の知識を習得していくうえで
の基盤となります。　　

授業の目的

○講義で扱った知識を整理し、確かなものとして定着させ、頭の中に政治現象を把握するための見取り図を持て
るようにする。○日々、生起し報道される政治現象に対し、先の知識や見取り図を用いて、その現象ないし問題
がどのような意義や関連性を有するものであるのか、体系的にはどの項目と関連し何処に位置付けられるもので
あるのかについて、理解し把握できる能力を身につける。○日々、政治に関する大量の情報に晒される中で、一
面的表層的で偏った主張や報道に流されることなく、多様かつ体系的な視座を確保し、バランスのとれた総合的
な理解や判断を心がけるような思考態度や習慣を身につける。○規範的な問題についての議論の状況や考え方を
学び、自分でも論理的に思考し、議論を展開できるようになる。　

到達目標

政治体制、自由主義、公共性、デモクラシー、市民社会　授業のキーワード

A４またはB４で１枚程度の講義レジュメを配布し、そこに書かれてある項目とキーワードに沿って、講義を進め
ます。レジュメの例題の箇所などで、ランダムに指名して質問をすることがあります。また、毎回出席カードを
配布するので、そこに、分かりにくかった箇所、説明の補足が欲しい箇所、疑問点などについて、質問やコメン
トを記載して提出すれば、可能な範囲内で対応します。　

授業の進め方

第１回 はじめに?イントロダクション 講義の進め方、政治の社会的文化的条件、もう一つの政治学

第３回 政治とグローバル化
第４回 政治体制と政治変動① 政治体制と政治システム、政治変動の諸形態、非自由民主主義体制（全体主義や

権威主義）

第６回 自由主義とその課題① リベラリズムの多義性と多様性、積極的自由と消極的自由、福祉国家型自由主義
第５回 政治体制と政治変動② 自由民主主義体制、政治文化による自由民主主義体制の分類

第９回 現代民主政とその課題① 古代の民主政と近代の民主政、ルソーと人民主権、自由民主主義体制の成立
第８回 公共性 「公」と「私」、共和主義、コミュニタリアニズム
第７回 自由主義とその課題② 功利主義批判と義務論的リベラリズム、リバタリアニズム

第１０回 現代民主政とその課題② 大衆民主政批判、多元的民主主義論の展開とそれに対する批判、利益集団民主主
義、参加民主主義論

第１１回 市民社会と新しいデモクラシー
①

市民社会とは、社会関係資本、市民社会と公共性

第１２回 市民社会と新しいデモクラシー
②

新しいデモクラシー論、審議的民主主義、ラディカル・デモクラシー、国境をこ
えるデモクラシーの理論

第１５回 全体のまとめ これまでの講義のまとめと補足、定期試験について

授業時間外に必要な学修 予習としては、参考書として挙げてあるもの（他に適当なものがあればその文献でも差し支えない）の中
から自分に合うと思われるもの一冊を選び、シラバスの各回における該当箇所を一読し、扱われる内容・
項目について大体のイメージをつかんでおくと良いでしょう。復習としては、板書して説明した箇所、例
題、図表で整理された箇所を中心に、レジュメと講義ノートを何度か読み返し、講義内容を整理して理解
しておくことが必要です。その他、新聞の政治欄に目を通す習慣をつけ、そこで扱われている問題が、講
義内容のどの箇所と関係しているのか考えるようにすると、理解に役立つでしょう。講義で紹介する参考
文献を読む場合についても、同様です。

提出課題など 理解を深めて知識を定着させるため、重要テーマに関する小テスト（２回）を実施します。
成績評価方法・基準 期末試験が８０点（論述・記述式）、小テストが２０点、出席数や受講状況（例題の理解度、講義への集

中度）などが１０点の、合計１１０点満点中の６０点以上で単位を認定します。講義の到達目標に対応し
て、項目や概念の相互の関連や異同が正しく理解され、体系的な把握が出来ているか否かを試すような問
題が出題されます。小テストを１回も受験していない者には単位を与えません。また、フィードバックに
関しては、成績発表後に、定期試験については簡単な解答と解説を、レポートについては簡単な講評を掲
示します。　　　　

テキスト 特に指定しません。毎回講義レジュメ（A４またはB４で１枚程度）を配布し、それに基づいて講義を行い
ます。

指定図書 講義中に必要に応じて指定します。
参考書 加茂利男・大西仁・石田徹・伊藤恭彦（著）『現代政治学（第４版）』（有斐閣）、久米郁男・川出良

枝・古城佳子・田中愛治・真渕勝（著）『政治学（補訂版）』（有斐閣）、佐々木毅（著）『政治学講義
（第２版）』（東京大学出版会）、川崎修・杉田敦（編）『現代政治理論（新版）』（有斐閣）

第２回 政治意識と政治文化 政治意識と政治行動、政治文化、イデオロギー

第１４回 政治学の潮流?ディシプリンと
しての政治学の展開②

脱行動論、新制度論、政治哲学の復権

第１３回 政治学の潮流?ディシプリンと
しての政治学の展開①

伝統的政治学、科学としての政治学、行動論、ポリアーキー

履修するにあたって オフィス・アワーなどについては第１回目の授業で告知します。政治学入門の講義ではありませんので、初歩的
な知識については各自で整理しておいてください。そのための自習に役立ちそうな文献などについては、ガイダ
ンスや講義の中で触れます。また、政治学Ⅰの知識を前提として講義を進めますので、政治学Ⅰを履修ないし聴
講済みであることを強く望みます。

国際政治経済、グローバル・プロブレマティークと地球環境問題



授業科目名 感情心理学（感情・人格心理学） 単位数

開講キャンパス代表教員 山本　恭子

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

本科目は専門科目群の講義科目に該当し、心理学部のDP1やDP2に示す知識や技能を獲得することを目的としてい
ます。喜怒哀楽という言葉に代表されるように、私たちは日常あらゆる場面で感情を経験しています。人間が
様々な環境下で適応し、生きていく中で感情は必要不可欠な存在であり、古くから、哲学者たちの興味の対象で
した。しかしながら、心理学において感情が研究対象となったのは最近のことです。本講義では、感情とは何か
という定義からはじめ、その生物学的基盤や身体との関わり、そして社会的行動や発達との関連を含めて、多角
的な観点から感情について学ぶことを目的とします。

授業の目的

・感情心理学の主要な用語やトピックについて説明することができる。（知識）・感情心理学の理論と研究を日
常生活と関連づけ、暮らしのなかで直面する問題についても自ら考えていく力をつける。（態度・習慣、技
能）・毎日の暮らしのなかで起きている事柄について、自らの力で心理学的に考えることができる。（態度・習
慣、技能）　

到達目標

授業のキーワード

講義を中心に進めます。授業の最後に出席カードに小レポートを書いてもらいます。また、質問等がある場合は
出席カードに記入してもらい、その次の授業の初めに回答します。

授業の進め方

第1回 イントロダクション 授業内容、授業の進め方、評価方法などについて説明を行います。また、感情心
理学とはどのような学問かについて、概要を説明します。

第3回 感情の理論1

第4回 感情の理論2 感情の次元論と基本感情論について説明します。また、個別の感情についても学
びます。

第6回 感情の機能 感情と動機づけの関係など、感情が果たす役割についてお話しします。

第5回 感情の生物学的基礎 感情の生物学的基礎や神経生理学的機序（扁桃体、視床下部、島皮質、前頭前野
腹内側部、低次回路、高次回路）について解説します。

第9回 感情と認知1 感情が記憶に及ぼす影響について説明します。

第8回 感情と表出行動2 感情と言語的行動との関係や、気持ちを言葉にすることの重要性についてお話し
します。

第7回 感情と表出行動1 感情はどのように表出されるのでしょうか。感情と表出行動との関係について、
表情、音声といった非言語的行動を中心に解説します。

第10回 感情と認知2 感情と自己認知、社会的判断との関係について説明します。
第11回 感情と社会・文化 感情が社会生活においてどのような役割を担うのかや、感情の文化差についてお

話しします。
第12回 感情の発達 感情がどのように発達するのかや、感情の個人差についてお話しします。

第15回 ふりかえり 授業をふり返り、総括を行います。

授業時間外に必要な学修 感情心理学は私たちが日々感じるさまざまな気持ちを対象とした学問です。授業で学んだ用語の復習を行
い、日常生活の中から関連した出来事を探したり、振り返ったりしながら理解を深めて下さい。（事後学
習の目安：60分程度）　　

提出課題など 毎回、出席カードに小レポートを書いて提出してもらいます。レポートの回答例は、次回授業の冒頭で説
明します。

成績評価方法・基準 小レポート40%、定期試験60%
テキスト
指定図書 プリント資料を配付します。
参考書 授業中に適宜紹介します。

第2回 感情の基礎 心理学における感情の定義や用語について解説し、感情心理学の基礎について学
びます。

第14回 感情の制御 感情を制御する仕組みや方法について学びます。
第13回 感情と心身の健康 感情やストレスと心身の健康状態との関係について説明します。

履修するにあたって ・原則、遅刻は認めません。出席カードは授業開始時に配布するので、遅刻した場合は受け取れません。・授業
中の私語は禁じます。　

感情はどのように理解されてきたのでしょうか。感情の精神力動理論、認知評価
理論、構成主義理論について説明します。



授業科目名 東洋の歴史 【法①～⑨】 単位数

開講キャンパス代表教員 北浦　博美

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

・大学でなぜ歴史を学ぶのか。その必要性について学生に理解される。・東洋史、特に東アジア史としての中国
史、朝鮮史、モンゴル史、日本史を中心に歴史学を学ぶことにより、国際社会で活躍できる教養を身につける。
これが本講義のPD（ディプロマポリシー）である。・高等学校で長年担当した日本史・世界史の実務経験を活か
して、最低限必要な歴史的用語を理解させる。・歴史学における、最新の学術的研究を提供することにより、歴
史学を固定した学問ではなく、日々進化していく学問として、理解させる。・約200人の受講生という制約の中
で、講

授業の方法

・歴史学を大学でなぜ学ぶのか、学ぶ必要があるのかについて、学生自身に「東洋の歴史」を通じて、その必要
性を理解させる。・東洋の歴史、特に、中国史を中心にして、東アジア全体の歴史を学ぶ。・日中、日朝関係史
を古代社会から現代までを学習する。歴史認識を身につけた社会人として、国際社会で活躍できるような学生を
育成する。本講義のDH（ディプロマポリシー）である。・特に、明治以降の、日本の植民地主義、帝国主義につ
いて、正確な知識を身につけさせる。・毎時、歴史的史料を提示して、その意味を考えさせる。・課題のレポー
ト作成に関して、19年度のレポートを参考例として提示し、問題点を指摘しレポート記述の適切な方法を習得さ
せる。

授業の目的

・歴史学とは暗記学との誤解を解消させる。・高等学校で学んだ世界史を基本に、中国史・朝鮮史と日本史との
関連性を理解させる。・歴史学上、必要な用語などを正確に理解させる。・課題レポートの作成に関して、適切
な記述方法を習得させる。

到達目標

・日中外交史・日朝外交史を通じて、国際関係史の理解。・歴史変動の原動力を階級闘争に求めるのか、他に求
めるのか、封建制から資本主義への移行を再検討。・列強の植民地主義、帝国主義、現代の新自由主義の意味を
理解。・現代中国の動向と日本の未来社会の創造。

授業のキーワード

・各時代ごとの歴史学上の論争点・問題点・到達点に関して、最新の学術研究を紹介する。そのことにより、歴
史学に関して、学生に興味を持たせるとともに、自ら学ぶ姿勢を身につけることができるような授業を推進す
る。・毎回、講義に必要な史料を配布し、その史料に基づいて授業を展開する。・講義の内容をレジュメで毎回
提示する。レジュメに質疑応答の内容を記載する。・約200人の受講生を対象にするので、学生個々の対応には困
難があるが、可能な限り学生には授業への積極的な参加を求める。

授業の進め方

第1回 ・人類の歴史、中国略図、中国
古代文明

・歴史学における客観性とは何か。・人類の祖先。・黄河文明、長江文明。・殷
王朝から周代の封建制。

第3回 ・秦の始皇帝と兵馬俑遺跡。・
諸制度の統一の意義。

第4回 ・漢の成立。・中央集権国
家。・日中関係史

・漢の政治。・漢代の文化と漢書地理史。・内陸アジアの動向と朝鮮半島の政
治。・日中外交史。

第6回 ・隋。・遣隋使。選挙。煬帝の
運河建設。

・隋の土地制度、均田制、府兵制、税制。・中朝関係。・隋書倭国伝と遣隋使。

第5回 ・三国時代。・晋、五胡十六時
代。

・魏、呉、蜀。・晋の屯田制。・五胡十六時代の文化。・倭の五王と日中関係。

第9回 ・モンゴル帝国 ・遊牧民の国家、モンゴル帝国の世界支配へ。・モンゴル軍の特徴。・フビライ
=ハンと元。・元の日本征服事業と鎌倉幕府への影響。・紅巾の乱。

第8回 ・唐の滅亡。・五代十国。・宋
の建国。・朝鮮半島の動向。・

・北方騎馬民族集団の成長。・王安石の改革。・南宋の建国、宋代の産業、経済
史。

第7回 ・唐、唐の文化。遣唐使。 ・唐の律令制、科挙の制度と官僚制。税制。・遣唐使と日本の律令制。日本への
影響。・唐の文化の特徴。

第10回 ・明の建国。・北虜南倭 ・明の農民支配。・倭寇。・日明貿易と室町幕府。
第11回 ・清の成立。・アヘン戦争 ・満州人国家である清の建国。・イギリスの中国侵略、アヘン戦争と東アジア、

日本への影響。・太平天国の乱。・日本の開国から明治維新へ。
第12回 ・日清戦争と日本帝国主義 ・明治国家の植民地主義、天皇絶対主義と軍国教育・日清戦争、日露戦争、日韓

併合、日本の軍国主義、帝国主義、植民地獲得競争。・中国人、朝鮮人の民衆反
日闘争。

第15回 ・中国の習金平、米国のトラン
プ、EUのイギリス離脱などの動
向と今後の世界秩序。

・大戦後の冷戦構造と朝鮮戦争。・ベトナム戦争とアメリカの敗北・日中国交回
復。・米ソ対立、冷戦構造の終焉、ベルリンの壁崩壊、ソ連解体。新しい世界秩
序の形成。・新自由主義と新帝国主義。・習金平、トランプ政権の動向。イギリ
スのEU離脱とヨーロッパ。日韓関係の今後。

授業時間外に必要な学修 ・講義内容の範囲に関して、高等学校の世界史の教科書を熟読しておく。・新聞記事を読む習慣をつける
こと。

提出課題など ・3回の課題レポートを提出する。・レポートの様式を理解する。
成績評価方法・基準 ・３回の課題レポートの評価50％。出席カードによる講義内容や問題点・疑問点の記述20％。・定期考査

30％。（15回講義で30分程度の確認試験の実施。）
テキスト ・特に指定しない。
指定図書 ・講義の史料とともに、適宜紹介する。
参考書 ・世界の歴史（中央公論）

第2回 ・春秋戦国時代と諸子百家 ・尊王思想と下剋上。・諸子百家と総称される思想集団の解説。・儒教思想とそ
の批判思想。・老荘思想の影響。・儒教思想の後世に与えた影響。

第14回 ・中華人民共和国成立 ・中国の内乱から、共産党支配へ。・米ソ・中ソ対立。・中国の近代化。・冷戦
構造、米ソ対立。

第13回 ・日中戦争 ・第１次世界大戦。・日中戦争から太平洋戦争へ。・日本の敗北と戦後民主主義
の建設。

履修するにあたって ・講義範囲に関して、高等学校の世界史の教科書を熟読する事。・現代史は時事問題と密接につながっているか
ら、ネットからの情報ではなく、新聞を読む習慣を身につけること。

・秦の始皇帝の政治。度量衡の統一の意味と意義、万里の長城の修復。・漢字の
歴史と篆刻文字。



授業科目名 東洋の歴史 【法①～⑨】 単位数

開講キャンパス代表教員 北浦　博美

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

・大学でなぜ歴史を学ぶのか。その必要性について学生に理解される。・東洋史、特に東アジア史としての中国
史、朝鮮史、モンゴル史、日本史を中心に歴史学を学ぶことにより、国際社会で活躍できる教養を身につける。
これが本講義のPD（ディプロマポリシー）である。・高等学校で長年担当した日本史・世界史の実務経験を活か
して、最低限必要な歴史的用語を理解させる。・歴史学における、最新の学術的研究を提供することにより、歴
史学を固定した学問ではなく、日々進化していく学問として、理解させる。・約200人の受講生という制約の中
で、講

授業の方法

・歴史学を大学でなぜ学ぶのか、学ぶ必要があるのかについて、学生自身に「東洋の歴史」を通じて、その必要
性を理解させる。・東洋の歴史、特に、中国史を中心にして、東アジア全体の歴史を学ぶ。・日中、日朝関係史
を古代社会から現代までを学習する。歴史認識を身につけた社会人として、国際社会で活躍できるような学生を
育成する。本講義のDH（ディプロマポリシー）である。・特に、明治以降の、日本の植民地主義、帝国主義につ
いて、正確な知識を身につけさせる。・毎時、歴史的史料を提示して、その意味を考えさせる。・課題のレポー
ト作成に関して、19年度のレポートを参考例として提示し、問題点を指摘しレポート記述の適切な方法を習得さ
せる。

授業の目的

・歴史学とは暗記学との誤解を解消させる。・高等学校で学んだ世界史を基本に、中国史・朝鮮史と日本史との
関連性を理解させる。・歴史学上、必要な用語などを正確に理解させる。・課題レポートの作成に関して、適切
な記述方法を習得させる。

到達目標

・日中外交史・日朝外交史を通じて、国際関係史の理解。・歴史変動の原動力を階級闘争に求めるのか、他に求
めるのか、封建制から資本主義への移行を再検討。・列強の植民地主義、帝国主義、現代の新自由主義の意味を
理解。・現代中国の動向と日本の未来社会の創造。

授業のキーワード

・各時代ごとの歴史学上の論争点・問題点・到達点に関して、最新の学術研究を紹介する。そのことにより、歴
史学に関して、学生に興味を持たせるとともに、自ら学ぶ姿勢を身につけることができるような授業を推進す
る。・毎回、講義に必要な史料を配布し、その史料に基づいて授業を展開する。・講義の内容をレジュメで毎回
提示する。レジュメに質疑応答の内容を記載する。・約200人の受講生を対象にするので、学生個々の対応には困
難があるが、可能な限り学生には授業への積極的な参加を求める。

授業の進め方

第1回 ・人類の歴史、中国略図、中国
古代文明

・歴史学における客観性とは何か。・人類の祖先。・黄河文明、長江文明。・殷
王朝から周代の封建制。

第3回 ・秦の始皇帝と兵馬俑遺跡。・
諸制度の統一の意義。

第4回 ・漢の成立。・中央集権国
家。・日中関係史

・漢の政治。・漢代の文化と漢書地理史。・内陸アジアの動向と朝鮮半島の政
治。・日中外交史。

第6回 ・隋。・遣隋使。選挙。煬帝の
運河建設。

・隋の土地制度、均田制、府兵制、税制。・中朝関係。・隋書倭国伝と遣隋使。

第5回 ・三国時代。・晋、五胡十六時
代。

・魏、呉、蜀。・晋の屯田制。・五胡十六時代の文化。・倭の五王と日中関係。

第9回 ・モンゴル帝国 ・遊牧民の国家、モンゴル帝国の世界支配へ。・モンゴル軍の特徴。・フビライ
=ハンと元。・元の日本征服事業と鎌倉幕府への影響。・紅巾の乱。

第8回 ・唐の滅亡。・五代十国。・宋
の建国。・朝鮮半島の動向。・

・北方騎馬民族集団の成長。・王安石の改革。・南宋の建国、宋代の産業、経済
史。

第7回 ・唐、唐の文化。遣唐使。 ・唐の律令制、科挙の制度と官僚制。税制。・遣唐使と日本の律令制。日本への
影響。・唐の文化の特徴。

第10回 ・明の建国。・北虜南倭 ・明の農民支配。・倭寇。・日明貿易と室町幕府。
第11回 ・清の成立。・アヘン戦争 ・満州人国家である清の建国。・イギリスの中国侵略、アヘン戦争と東アジア、

日本への影響。・太平天国の乱。・日本の開国から明治維新へ。
第12回 ・日清戦争と日本帝国主義 ・明治国家の植民地主義、天皇絶対主義と軍国教育・日清戦争、日露戦争、日韓

併合、日本の軍国主義、帝国主義、植民地獲得競争。・中国人、朝鮮人の民衆反
日闘争。

第15回 ・中国の習金平、米国のトラン
プ、EUのイギリス離脱などの動
向と今後の世界秩序。

・大戦後の冷戦構造と朝鮮戦争。・ベトナム戦争とアメリカの敗北・日中国交回
復。・米ソ対立、冷戦構造の終焉、ベルリンの壁崩壊、ソ連解体。新しい世界秩
序の形成。・新自由主義と新帝国主義。・習金平、トランプ政権の動向。イギリ
スのEU離脱とヨーロッパ。日韓関係の今後。

授業時間外に必要な学修 ・講義内容の範囲に関して、高等学校の世界史の教科書を熟読しておく。・新聞記事を読む習慣をつける
こと。

提出課題など ・3回の課題レポートを提出する。・レポートの様式を理解する。
成績評価方法・基準 ・３回の課題レポートの評価50％。出席カードによる講義内容や問題点・疑問点の記述20％。・定期考査

30％。（15回講義で30分程度の確認試験の実施。）
テキスト ・特に指定しない。
指定図書 ・講義の史料とともに、適宜紹介する。
参考書 ・世界の歴史（中央公論）

第2回 ・春秋戦国時代と諸子百家 ・尊王思想と下剋上。・諸子百家と総称される思想集団の解説。・儒教思想とそ
の批判思想。・老荘思想の影響。・儒教思想の後世に与えた影響。

第14回 ・中華人民共和国成立 ・中国の内乱から、共産党支配へ。・米ソ・中ソ対立。・中国の近代化。・冷戦
構造、米ソ対立。

第13回 ・日中戦争 ・第１次世界大戦。・日中戦争から太平洋戦争へ。・日本の敗北と戦後民主主義
の建設。

履修するにあたって ・講義範囲に関して、高等学校の世界史の教科書を熟読する事。・現代史は時事問題と密接につながっているか
ら、ネットからの情報ではなく、新聞を読む習慣を身につけること。

・秦の始皇帝の政治。度量衡の統一の意味と意義、万里の長城の修復。・漢字の
歴史と篆刻文字。



授業科目名 西洋の歴史 単位数

開講キャンパス代表教員 北村　厚

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 金曜5限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

この科目は、人文学部DP1、2および人文学科DP1、2で示される教養としての基礎知識及び人間の文化についての
専門知識を身につけることを目指すものです。　「歴史Ⅱ」では、いわゆるグローバル・ヒストリーを学びま
す。グローバル化が進む現代において、世界の歴史をただ各国別・時代別に学ぶのではなく、地球儀を俯瞰する
視点から世界全体の動きを学ぶことが重要です。そこでは国家や英雄たちではなく、海や山や砂漠を超える人々
の動きや、商品の交易、気候や疫病といった自然環境の影響、さらに文字や宗教といった人々の生活にかかわる
文化の交流が主人公となります。すなわち異文化間ネットワークの歴史です。世界中がつながるネットワークの
一端には、当然ながら日本も加わっていました。グローバル・ネットワークにおける日本の役割の変遷を知るこ
とによって、日本人の歴史を人類史的な視点で眺めなおすことができます。これによってグローバル時代に主体
的に生きる現代人としての自覚と資質を養います。これは2022年度からはじまる「歴史総合」や「世界史探究」
において必要なスキルとなります。なお、この科目の担当者は、世界史を専門として高等学校での専任講師を3年
間経験していた、実務経験のある教員です。従ってこの授業では、教職科目として必要な知識として、高校世界
史の教科知識を身につけることができます。

授業の目的

1．世界の諸地域の歴史を、異文化ネットワークの観点から結びつけて説明することができる。2．日本史をグ
ローバルな歴史から考えることができる。3．世界史を題材として主体的に「問い」を立て、歴史的思考力を身に
つける。

到達目標

グローバル・ヒストリー　海域アジア　異文化間ネットワーク　歴史総合　世界史探究　アクティブ・ラーニン
グ

授業のキーワード

前半はテキストと配布資料をもとに、基本的には板書で授業をします。ノートを必ず取るようにしてください。
最後の30分では、その章の内容に基づく「クリティカルな問い」を創出するアクティブ・ラーニングを実践して
もらいます。

授業の進め方

第1回 グローバル・ヒストリーとは何
か

最初に授業の概要を説明します。これまで日本史に限らず世界史においても各国
史の集合体であることが少なくありませんでした。また避けがたい西洋中心史観
も問題でした。これらを乗り越えようとするグローバル・ヒストリーの試みを紹
介します。

第3回 ユーラシア・ネットワークの形
成：前1千年紀～後2世紀

第4回 民族大移動の時代：3～6世紀 3世紀、ユーラシア大陸の北部で気候の寒冷化が起こり、遊牧民の大移動が始ま
りました。この大移動は定住民の玉突き的な大移動も誘発し、ユーラシア大陸は
長期的な危機の時代を迎えます。

第6回 海洋の発展と大陸の分裂：10～
12世紀

大帝国の崩壊は大陸に混乱をもたらし、トルコ人の大移動によって大きな変動の
時代となりましたが、海洋では逆に大帝国の支配から脱し、南インドや東南アジ
アの海洋民による「自由な海」の繁栄の時代を迎えます。

第5回 東西の大帝国：7～9世紀 分裂と混乱の300年を乗り越えて、東に唐、西にイスラーム帝国という東西の大
帝国が誕生すると、ユーラシア・ネットワークは長期的な安定期を迎えます。さ
らにイスラームの登場はヨーロッパに変動をもたらし、カールの帝国を生み出し
ました。

第9回 大交易時代の到来：15世紀 明帝国は鄭和の大船団を南海に派遣し、海域アジアを再び結びつけました。明を
中心とする「海禁＝朝貢体制」は早期に破綻し、むしろ琉球王国やマラッカ王
国、ヴィジャヤナガル王国といった海域アジア諸国の活躍により、「大交易時
代」を迎えます。

第8回 ユーラシア・ネットワークの危
機：14世紀

大モンゴルのネットワークはイブン・バットゥータなどの大旅行者の活躍を生
み、盛んな東西交流の時代を現出しましたが、大陸規模の疫病の伝播など、思わ
ぬ危機をも生みました。さらに気候の寒冷化は「13世紀の危機」を生み出し、大
帝国は崩壊します。

第7回 大モンゴルのユーラシア：13世
紀

13世紀、モンゴルのチンギス・ハンによってユーラシア大陸の東西が直接結びつ
けられます。彼とその後継者たちは大陸と海洋を有機的に結び付け、周辺諸国を
もまきこむ「ユーラシア・ネットワークの円環」を作り出します。空前の大帝国
の時代を見てみましょう。

第10回 世界の一体化：16世紀 16世紀はグローバル・ヒストリーの画期をなします。大西洋へと漕ぎ出したポル
トガルとスペインの活躍によりヨーロッパのアジアとアメリカへの進出が始ま
り、オスマン帝国の発展によりムスリム商人のネットワークが強化され、新大陸
と日本からの銀が世界を結びつけます。言葉の真の意味での「グローバル・ネッ
トワーク」の成立です。

第11回 大交易時代の終焉：17世紀 ヨーロッパの海洋帝国はポルトガルからオランダに交代し、天下統一成った日本
の江戸幕府は海域アジアへと朱印船を派遣して、大交易時代はさらに繁栄しまし
たが。しかし日本の鎖国と明清交代は交易を縮小させ、大交易時代は終わりを迎
えます。

第12回 アジア／大西洋の分岐点：18世
紀

江戸幕府・清・オスマン帝国といった長期的な大帝国の安定によってアジアは平
和の時代を迎え、人口も激増します。一方ヨーロッパは大西洋を舞台に戦争を繰
り返し、やがてイギリスが覇権を握るに至ります。大西洋のネットワークは「環
大西洋革命」を引き起こし、ヨーロッパの成長がアジアを圧倒していく原動力に
なるのです。

第2回 世界史探究のための「問い」 歴史教育の現場では、2022年に実施予定の「歴史総合」や「世界史探究」に向け
た準備が進んでいます。これまでの歴史教育と異なり、史料の読み解きや生徒間
のグループワークを想定した「主体的・対話的で深い学び」の実践が必要とされ
ています。その成功は、いかにして生徒の興味を引き出し、能力を身につけさせ
うる「問い」を創出するかにかかっています。以降、受講生には毎回「問い」を
創出してもらいますが、そのための方法論や考え方をレクチャーします。

第13回 不平等なネットワークの構築：
19世紀前半

ナポレオン戦争を経てグローバルな海洋帝国となったイギリスは、アメリカ・ア
ジアへと進出し、諸国と不平等条約を結んでいきます。英領インドで生産された
アヘンは中国に流れ込み、アヘン戦争を引き起こします。中国を組み込んだ不平
等なネットワークはタイや日本をも巻き込み、欧米列強が次々とアジアへと進出
し、世界は激動の時代を迎えるのです。

履修するにあたって 私語や途中退室は厳禁です。授業を受ける最低限のマナーを守ってください。

前1千年紀、人類はまず大陸において自然の障害を乗り越えました。草原では騎
乗を技術を身につけた遊牧民が、そして砂漠ではカナートを駆使しキャラバンを
組んだオアシス商業民がネットワークを作ります。さらに紀元後には海洋民が季
節風航海術を確立し、大洋をも乗り越えます。



第15回 エピローグ～20世紀から現代へ グローバル・ネットワークの完成は戦争のグローバル化、つまり二つの世界大戦
を生み出しました。その悲劇を経て私たちの時代にはグローバル化が当たり前と
なっています。私たちは世界をどのようにとらえればよいのか。古代から現代へ
の流れを振り返り、全体をまとめます。

授業時間外に必要な学修 授業の予習として、必ずテキストの次の範囲を読み込んでおいてください（1時間）。
提出課題など 毎回授業の最後30分でアクティブ・ラーニングを行い、その成果を発表するとともに、小レポートとして

提出してもらいます。レポートはとりまとめて次回配布し、講評を加えます。
成績評価方法・基準 毎回のアクティブ・ラーニングによる「問い」の課題45点満点（3点×15回）、定期試験55点満点で計算

します。
テキスト 北村厚『教養のグローバル・ヒストリー　大人のための世界史入門』ミネルヴァ書房、2018年
指定図書 小川幸司『世界史との対話　70時間の歴史批評』（上・中・下）地歴社、2011年前川修一・梨子田喬・皆

川雅樹『歴史教育「再」入門　歴史総合・日本史探究・世界史探究への“挑戦”』清水書院、2019年
参考書 授業中に適宜紹介します。

第14回 ネットワークの緊密化と「帝
国」：19世紀後半

19世紀はグローバル・ネットワークの完成の時代です。世界中に蒸気船航路や鉄
道網が張り巡らされ、さらにアメリカ横断鉄道とスエズ運河によってネットワー
クの短縮化が完成しました。欧米列強だけでなく、アジア諸国もこのネットワー
クを利用し、欧米の支配に対抗していくことになります。欧米の「帝国」とそれ
に抗するアジアのネットワークの関係を学びます。



授業科目名 西洋の歴史 単位数

開講キャンパス代表教員 北村　厚

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 金曜5限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

この科目は、人文学部DP1、2および人文学科DP1、2で示される教養としての基礎知識及び人間の文化についての
専門知識を身につけることを目指すものです。　「歴史Ⅱ」では、いわゆるグローバル・ヒストリーを学びま
す。グローバル化が進む現代において、世界の歴史をただ各国別・時代別に学ぶのではなく、地球儀を俯瞰する
視点から世界全体の動きを学ぶことが重要です。そこでは国家や英雄たちではなく、海や山や砂漠を超える人々
の動きや、商品の交易、気候や疫病といった自然環境の影響、さらに文字や宗教といった人々の生活にかかわる
文化の交流が主人公となります。すなわち異文化間ネットワークの歴史です。世界中がつながるネットワークの
一端には、当然ながら日本も加わっていました。グローバル・ネットワークにおける日本の役割の変遷を知るこ
とによって、日本人の歴史を人類史的な視点で眺めなおすことができます。これによってグローバル時代に主体
的に生きる現代人としての自覚と資質を養います。これは2022年度からはじまる「歴史総合」や「世界史探究」
において必要なスキルとなります。なお、この科目の担当者は、世界史を専門として高等学校での専任講師を3年
間経験していた、実務経験のある教員です。従ってこの授業では、教職科目として必要な知識として、高校世界
史の教科知識を身につけることができます。

授業の目的

1．世界の諸地域の歴史を、異文化ネットワークの観点から結びつけて説明することができる。2．日本史をグ
ローバルな歴史から考えることができる。3．世界史を題材として主体的に「問い」を立て、歴史的思考力を身に
つける。

到達目標

グローバル・ヒストリー　海域アジア　異文化間ネットワーク　歴史総合　世界史探究　アクティブ・ラーニン
グ

授業のキーワード

前半はテキストと配布資料をもとに、基本的には板書で授業をします。ノートを必ず取るようにしてください。
最後の30分では、その章の内容に基づく「クリティカルな問い」を創出するアクティブ・ラーニングを実践して
もらいます。

授業の進め方

第1回 グローバル・ヒストリーとは何
か

最初に授業の概要を説明します。これまで日本史に限らず世界史においても各国
史の集合体であることが少なくありませんでした。また避けがたい西洋中心史観
も問題でした。これらを乗り越えようとするグローバル・ヒストリーの試みを紹
介します。

第3回 ユーラシア・ネットワークの形
成：前1千年紀～後2世紀

第4回 民族大移動の時代：3～6世紀 3世紀、ユーラシア大陸の北部で気候の寒冷化が起こり、遊牧民の大移動が始ま
りました。この大移動は定住民の玉突き的な大移動も誘発し、ユーラシア大陸は
長期的な危機の時代を迎えます。

第6回 海洋の発展と大陸の分裂：10～
12世紀

大帝国の崩壊は大陸に混乱をもたらし、トルコ人の大移動によって大きな変動の
時代となりましたが、海洋では逆に大帝国の支配から脱し、南インドや東南アジ
アの海洋民による「自由な海」の繁栄の時代を迎えます。

第5回 東西の大帝国：7～9世紀 分裂と混乱の300年を乗り越えて、東に唐、西にイスラーム帝国という東西の大
帝国が誕生すると、ユーラシア・ネットワークは長期的な安定期を迎えます。さ
らにイスラームの登場はヨーロッパに変動をもたらし、カールの帝国を生み出し
ました。

第9回 大交易時代の到来：15世紀 明帝国は鄭和の大船団を南海に派遣し、海域アジアを再び結びつけました。明を
中心とする「海禁＝朝貢体制」は早期に破綻し、むしろ琉球王国やマラッカ王
国、ヴィジャヤナガル王国といった海域アジア諸国の活躍により、「大交易時
代」を迎えます。

第8回 ユーラシア・ネットワークの危
機：14世紀

大モンゴルのネットワークはイブン・バットゥータなどの大旅行者の活躍を生
み、盛んな東西交流の時代を現出しましたが、大陸規模の疫病の伝播など、思わ
ぬ危機をも生みました。さらに気候の寒冷化は「13世紀の危機」を生み出し、大
帝国は崩壊します。

第7回 大モンゴルのユーラシア：13世
紀

13世紀、モンゴルのチンギス・ハンによってユーラシア大陸の東西が直接結びつ
けられます。彼とその後継者たちは大陸と海洋を有機的に結び付け、周辺諸国を
もまきこむ「ユーラシア・ネットワークの円環」を作り出します。空前の大帝国
の時代を見てみましょう。

第10回 世界の一体化：16世紀 16世紀はグローバル・ヒストリーの画期をなします。大西洋へと漕ぎ出したポル
トガルとスペインの活躍によりヨーロッパのアジアとアメリカへの進出が始ま
り、オスマン帝国の発展によりムスリム商人のネットワークが強化され、新大陸
と日本からの銀が世界を結びつけます。言葉の真の意味での「グローバル・ネッ
トワーク」の成立です。

第11回 大交易時代の終焉：17世紀 ヨーロッパの海洋帝国はポルトガルからオランダに交代し、天下統一成った日本
の江戸幕府は海域アジアへと朱印船を派遣して、大交易時代はさらに繁栄しまし
たが。しかし日本の鎖国と明清交代は交易を縮小させ、大交易時代は終わりを迎
えます。

第12回 アジア／大西洋の分岐点：18世
紀

江戸幕府・清・オスマン帝国といった長期的な大帝国の安定によってアジアは平
和の時代を迎え、人口も激増します。一方ヨーロッパは大西洋を舞台に戦争を繰
り返し、やがてイギリスが覇権を握るに至ります。大西洋のネットワークは「環
大西洋革命」を引き起こし、ヨーロッパの成長がアジアを圧倒していく原動力に
なるのです。

第2回 世界史探究のための「問い」 歴史教育の現場では、2022年に実施予定の「歴史総合」や「世界史探究」に向け
た準備が進んでいます。これまでの歴史教育と異なり、史料の読み解きや生徒間
のグループワークを想定した「主体的・対話的で深い学び」の実践が必要とされ
ています。その成功は、いかにして生徒の興味を引き出し、能力を身につけさせ
うる「問い」を創出するかにかかっています。以降、受講生には毎回「問い」を
創出してもらいますが、そのための方法論や考え方をレクチャーします。

第13回 不平等なネットワークの構築：
19世紀前半

ナポレオン戦争を経てグローバルな海洋帝国となったイギリスは、アメリカ・ア
ジアへと進出し、諸国と不平等条約を結んでいきます。英領インドで生産された
アヘンは中国に流れ込み、アヘン戦争を引き起こします。中国を組み込んだ不平
等なネットワークはタイや日本をも巻き込み、欧米列強が次々とアジアへと進出
し、世界は激動の時代を迎えるのです。

履修するにあたって 私語や途中退室は厳禁です。授業を受ける最低限のマナーを守ってください。

前1千年紀、人類はまず大陸において自然の障害を乗り越えました。草原では騎
乗を技術を身につけた遊牧民が、そして砂漠ではカナートを駆使しキャラバンを
組んだオアシス商業民がネットワークを作ります。さらに紀元後には海洋民が季
節風航海術を確立し、大洋をも乗り越えます。



第15回 エピローグ～20世紀から現代へ グローバル・ネットワークの完成は戦争のグローバル化、つまり二つの世界大戦
を生み出しました。その悲劇を経て私たちの時代にはグローバル化が当たり前と
なっています。私たちは世界をどのようにとらえればよいのか。古代から現代へ
の流れを振り返り、全体をまとめます。

授業時間外に必要な学修 授業の予習として、必ずテキストの次の範囲を読み込んでおいてください（1時間）。
提出課題など 毎回授業の最後30分でアクティブ・ラーニングを行い、その成果を発表するとともに、小レポートとして

提出してもらいます。レポートはとりまとめて次回配布し、講評を加えます。
成績評価方法・基準 毎回のアクティブ・ラーニングによる「問い」の課題45点満点（3点×15回）、定期試験55点満点で計算

します。
テキスト 北村厚『教養のグローバル・ヒストリー　大人のための世界史入門』ミネルヴァ書房、2018年
指定図書 小川幸司『世界史との対話　70時間の歴史批評』（上・中・下）地歴社、2011年前川修一・梨子田喬・皆

川雅樹『歴史教育「再」入門　歴史総合・日本史探究・世界史探究への“挑戦”』清水書院、2019年
参考書 授業中に適宜紹介します。

第14回 ネットワークの緊密化と「帝
国」：19世紀後半

19世紀はグローバル・ネットワークの完成の時代です。世界中に蒸気船航路や鉄
道網が張り巡らされ、さらにアメリカ横断鉄道とスエズ運河によってネットワー
クの短縮化が完成しました。欧米列強だけでなく、アジア諸国もこのネットワー
クを利用し、欧米の支配に対抗していくことになります。欧米の「帝国」とそれ
に抗するアジアのネットワークの関係を学びます。



授業科目名 歴史Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 北村　厚

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 金曜5限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

この科目は、人文学部DP1、2および人文学科DP1、2で示される教養としての基礎知識及び人間の文化についての
専門知識を身につけることを目指すものです。　「歴史Ⅱ」では、いわゆるグローバル・ヒストリーを学びま
す。グローバル化が進む現代において、世界の歴史をただ各国別・時代別に学ぶのではなく、地球儀を俯瞰する
視点から世界全体の動きを学ぶことが重要です。そこでは国家や英雄たちではなく、海や山や砂漠を超える人々
の動きや、商品の交易、気候や疫病といった自然環境の影響、さらに文字や宗教といった人々の生活にかかわる
文化の交流が主人公となります。すなわち異文化間ネットワークの歴史です。世界中がつながるネットワークの
一端には、当然ながら日本も加わっていました。グローバル・ネットワークにおける日本の役割の変遷を知るこ
とによって、日本人の歴史を人類史的な視点で眺めなおすことができます。これによってグローバル時代に主体
的に生きる現代人としての自覚と資質を養います。これは2022年度からはじまる「歴史総合」や「世界史探究」
において必要なスキルとなります。なお、この科目の担当者は、世界史を専門として高等学校での専任講師を3年
間経験していた、実務経験のある教員です。従ってこの授業では、教職科目として必要な知識として、高校世界
史の教科知識を身につけることができます。

授業の目的

1．世界の諸地域の歴史を、異文化ネットワークの観点から結びつけて説明することができる。2．日本史をグ
ローバルな歴史から考えることができる。3．世界史を題材として主体的に「問い」を立て、歴史的思考力を身に
つける。

到達目標

グローバル・ヒストリー　海域アジア　異文化間ネットワーク　歴史総合　世界史探究　アクティブ・ラーニン
グ

授業のキーワード

前半はテキストと配布資料をもとに、基本的には板書で授業をします。ノートを必ず取るようにしてください。
最後の30分では、その章の内容に基づく「クリティカルな問い」を創出するアクティブ・ラーニングを実践して
もらいます。

授業の進め方

第1回 グローバル・ヒストリーとは何
か

最初に授業の概要を説明します。これまで日本史に限らず世界史においても各国
史の集合体であることが少なくありませんでした。また避けがたい西洋中心史観
も問題でした。これらを乗り越えようとするグローバル・ヒストリーの試みを紹
介します。

第3回 ユーラシア・ネットワークの形
成：前1千年紀～後2世紀

第4回 民族大移動の時代：3～6世紀 3世紀、ユーラシア大陸の北部で気候の寒冷化が起こり、遊牧民の大移動が始ま
りました。この大移動は定住民の玉突き的な大移動も誘発し、ユーラシア大陸は
長期的な危機の時代を迎えます。

第6回 海洋の発展と大陸の分裂：10～
12世紀

大帝国の崩壊は大陸に混乱をもたらし、トルコ人の大移動によって大きな変動の
時代となりましたが、海洋では逆に大帝国の支配から脱し、南インドや東南アジ
アの海洋民による「自由な海」の繁栄の時代を迎えます。

第5回 東西の大帝国：7～9世紀 分裂と混乱の300年を乗り越えて、東に唐、西にイスラーム帝国という東西の大
帝国が誕生すると、ユーラシア・ネットワークは長期的な安定期を迎えます。さ
らにイスラームの登場はヨーロッパに変動をもたらし、カールの帝国を生み出し
ました。

第9回 大交易時代の到来：15世紀 明帝国は鄭和の大船団を南海に派遣し、海域アジアを再び結びつけました。明を
中心とする「海禁＝朝貢体制」は早期に破綻し、むしろ琉球王国やマラッカ王
国、ヴィジャヤナガル王国といった海域アジア諸国の活躍により、「大交易時
代」を迎えます。

第8回 ユーラシア・ネットワークの危
機：14世紀

大モンゴルのネットワークはイブン・バットゥータなどの大旅行者の活躍を生
み、盛んな東西交流の時代を現出しましたが、大陸規模の疫病の伝播など、思わ
ぬ危機をも生みました。さらに気候の寒冷化は「13世紀の危機」を生み出し、大
帝国は崩壊します。

第7回 大モンゴルのユーラシア：13世
紀

13世紀、モンゴルのチンギス・ハンによってユーラシア大陸の東西が直接結びつ
けられます。彼とその後継者たちは大陸と海洋を有機的に結び付け、周辺諸国を
もまきこむ「ユーラシア・ネットワークの円環」を作り出します。空前の大帝国
の時代を見てみましょう。

第10回 世界の一体化：16世紀 16世紀はグローバル・ヒストリーの画期をなします。大西洋へと漕ぎ出したポル
トガルとスペインの活躍によりヨーロッパのアジアとアメリカへの進出が始ま
り、オスマン帝国の発展によりムスリム商人のネットワークが強化され、新大陸
と日本からの銀が世界を結びつけます。言葉の真の意味での「グローバル・ネッ
トワーク」の成立です。

第11回 大交易時代の終焉：17世紀 ヨーロッパの海洋帝国はポルトガルからオランダに交代し、天下統一成った日本
の江戸幕府は海域アジアへと朱印船を派遣して、大交易時代はさらに繁栄しまし
たが。しかし日本の鎖国と明清交代は交易を縮小させ、大交易時代は終わりを迎
えます。

第12回 アジア／大西洋の分岐点：18世
紀

江戸幕府・清・オスマン帝国といった長期的な大帝国の安定によってアジアは平
和の時代を迎え、人口も激増します。一方ヨーロッパは大西洋を舞台に戦争を繰
り返し、やがてイギリスが覇権を握るに至ります。大西洋のネットワークは「環
大西洋革命」を引き起こし、ヨーロッパの成長がアジアを圧倒していく原動力に
なるのです。

第2回 世界史探究のための「問い」 歴史教育の現場では、2022年に実施予定の「歴史総合」や「世界史探究」に向け
た準備が進んでいます。これまでの歴史教育と異なり、史料の読み解きや生徒間
のグループワークを想定した「主体的・対話的で深い学び」の実践が必要とされ
ています。その成功は、いかにして生徒の興味を引き出し、能力を身につけさせ
うる「問い」を創出するかにかかっています。以降、受講生には毎回「問い」を
創出してもらいますが、そのための方法論や考え方をレクチャーします。

第13回 不平等なネットワークの構築：
19世紀前半

ナポレオン戦争を経てグローバルな海洋帝国となったイギリスは、アメリカ・ア
ジアへと進出し、諸国と不平等条約を結んでいきます。英領インドで生産された
アヘンは中国に流れ込み、アヘン戦争を引き起こします。中国を組み込んだ不平
等なネットワークはタイや日本をも巻き込み、欧米列強が次々とアジアへと進出
し、世界は激動の時代を迎えるのです。

履修するにあたって 私語や途中退室は厳禁です。授業を受ける最低限のマナーを守ってください。

前1千年紀、人類はまず大陸において自然の障害を乗り越えました。草原では騎
乗を技術を身につけた遊牧民が、そして砂漠ではカナートを駆使しキャラバンを
組んだオアシス商業民がネットワークを作ります。さらに紀元後には海洋民が季
節風航海術を確立し、大洋をも乗り越えます。



第15回 エピローグ～20世紀から現代へ グローバル・ネットワークの完成は戦争のグローバル化、つまり二つの世界大戦
を生み出しました。その悲劇を経て私たちの時代にはグローバル化が当たり前と
なっています。私たちは世界をどのようにとらえればよいのか。古代から現代へ
の流れを振り返り、全体をまとめます。

授業時間外に必要な学修 授業の予習として、必ずテキストの次の範囲を読み込んでおいてください（1時間）。
提出課題など 毎回授業の最後30分でアクティブ・ラーニングを行い、その成果を発表するとともに、小レポートとして

提出してもらいます。レポートはとりまとめて次回配布し、講評を加えます。
成績評価方法・基準 毎回のアクティブ・ラーニングによる「問い」の課題45点満点（3点×15回）、定期試験55点満点で計算

します。
テキスト 北村厚『教養のグローバル・ヒストリー　大人のための世界史入門』ミネルヴァ書房、2018年
指定図書 小川幸司『世界史との対話　70時間の歴史批評』（上・中・下）地歴社、2011年前川修一・梨子田喬・皆

川雅樹『歴史教育「再」入門　歴史総合・日本史探究・世界史探究への“挑戦”』清水書院、2019年
参考書 授業中に適宜紹介します。

第14回 ネットワークの緊密化と「帝
国」：19世紀後半

19世紀はグローバル・ネットワークの完成の時代です。世界中に蒸気船航路や鉄
道網が張り巡らされ、さらにアメリカ横断鉄道とスエズ運河によってネットワー
クの短縮化が完成しました。欧米列強だけでなく、アジア諸国もこのネットワー
クを利用し、欧米の支配に対抗していくことになります。欧米の「帝国」とそれ
に抗するアジアのネットワークの関係を学びます。



授業科目名 歴史Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 北村　厚

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 金曜5限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

この科目は、人文学部DP1、2および人文学科DP1、2で示される教養としての基礎知識及び人間の文化についての
専門知識を身につけることを目指すものです。　「歴史Ⅱ」では、いわゆるグローバル・ヒストリーを学びま
す。グローバル化が進む現代において、世界の歴史をただ各国別・時代別に学ぶのではなく、地球儀を俯瞰する
視点から世界全体の動きを学ぶことが重要です。そこでは国家や英雄たちではなく、海や山や砂漠を超える人々
の動きや、商品の交易、気候や疫病といった自然環境の影響、さらに文字や宗教といった人々の生活にかかわる
文化の交流が主人公となります。すなわち異文化間ネットワークの歴史です。世界中がつながるネットワークの
一端には、当然ながら日本も加わっていました。グローバル・ネットワークにおける日本の役割の変遷を知るこ
とによって、日本人の歴史を人類史的な視点で眺めなおすことができます。これによってグローバル時代に主体
的に生きる現代人としての自覚と資質を養います。これは2022年度からはじまる「歴史総合」や「世界史探究」
において必要なスキルとなります。なお、この科目の担当者は、世界史を専門として高等学校での専任講師を3年
間経験していた、実務経験のある教員です。従ってこの授業では、教職科目として必要な知識として、高校世界
史の教科知識を身につけることができます。

授業の目的

1．世界の諸地域の歴史を、異文化ネットワークの観点から結びつけて説明することができる。2．日本史をグ
ローバルな歴史から考えることができる。3．世界史を題材として主体的に「問い」を立て、歴史的思考力を身に
つける。

到達目標

グローバル・ヒストリー　海域アジア　異文化間ネットワーク　歴史総合　世界史探究　アクティブ・ラーニン
グ

授業のキーワード

前半はテキストと配布資料をもとに、基本的には板書で授業をします。ノートを必ず取るようにしてください。
最後の30分では、その章の内容に基づく「クリティカルな問い」を創出するアクティブ・ラーニングを実践して
もらいます。

授業の進め方

第1回 グローバル・ヒストリーとは何
か

最初に授業の概要を説明します。これまで日本史に限らず世界史においても各国
史の集合体であることが少なくありませんでした。また避けがたい西洋中心史観
も問題でした。これらを乗り越えようとするグローバル・ヒストリーの試みを紹
介します。

第3回 ユーラシア・ネットワークの形
成：前1千年紀～後2世紀

第4回 民族大移動の時代：3～6世紀 3世紀、ユーラシア大陸の北部で気候の寒冷化が起こり、遊牧民の大移動が始ま
りました。この大移動は定住民の玉突き的な大移動も誘発し、ユーラシア大陸は
長期的な危機の時代を迎えます。

第6回 海洋の発展と大陸の分裂：10～
12世紀

大帝国の崩壊は大陸に混乱をもたらし、トルコ人の大移動によって大きな変動の
時代となりましたが、海洋では逆に大帝国の支配から脱し、南インドや東南アジ
アの海洋民による「自由な海」の繁栄の時代を迎えます。

第5回 東西の大帝国：7～9世紀 分裂と混乱の300年を乗り越えて、東に唐、西にイスラーム帝国という東西の大
帝国が誕生すると、ユーラシア・ネットワークは長期的な安定期を迎えます。さ
らにイスラームの登場はヨーロッパに変動をもたらし、カールの帝国を生み出し
ました。

第9回 大交易時代の到来：15世紀 明帝国は鄭和の大船団を南海に派遣し、海域アジアを再び結びつけました。明を
中心とする「海禁＝朝貢体制」は早期に破綻し、むしろ琉球王国やマラッカ王
国、ヴィジャヤナガル王国といった海域アジア諸国の活躍により、「大交易時
代」を迎えます。

第8回 ユーラシア・ネットワークの危
機：14世紀

大モンゴルのネットワークはイブン・バットゥータなどの大旅行者の活躍を生
み、盛んな東西交流の時代を現出しましたが、大陸規模の疫病の伝播など、思わ
ぬ危機をも生みました。さらに気候の寒冷化は「13世紀の危機」を生み出し、大
帝国は崩壊します。

第7回 大モンゴルのユーラシア：13世
紀

13世紀、モンゴルのチンギス・ハンによってユーラシア大陸の東西が直接結びつ
けられます。彼とその後継者たちは大陸と海洋を有機的に結び付け、周辺諸国を
もまきこむ「ユーラシア・ネットワークの円環」を作り出します。空前の大帝国
の時代を見てみましょう。

第10回 世界の一体化：16世紀 16世紀はグローバル・ヒストリーの画期をなします。大西洋へと漕ぎ出したポル
トガルとスペインの活躍によりヨーロッパのアジアとアメリカへの進出が始ま
り、オスマン帝国の発展によりムスリム商人のネットワークが強化され、新大陸
と日本からの銀が世界を結びつけます。言葉の真の意味での「グローバル・ネッ
トワーク」の成立です。

第11回 大交易時代の終焉：17世紀 ヨーロッパの海洋帝国はポルトガルからオランダに交代し、天下統一成った日本
の江戸幕府は海域アジアへと朱印船を派遣して、大交易時代はさらに繁栄しまし
たが。しかし日本の鎖国と明清交代は交易を縮小させ、大交易時代は終わりを迎
えます。

第12回 アジア／大西洋の分岐点：18世
紀

江戸幕府・清・オスマン帝国といった長期的な大帝国の安定によってアジアは平
和の時代を迎え、人口も激増します。一方ヨーロッパは大西洋を舞台に戦争を繰
り返し、やがてイギリスが覇権を握るに至ります。大西洋のネットワークは「環
大西洋革命」を引き起こし、ヨーロッパの成長がアジアを圧倒していく原動力に
なるのです。

第2回 世界史探究のための「問い」 歴史教育の現場では、2022年に実施予定の「歴史総合」や「世界史探究」に向け
た準備が進んでいます。これまでの歴史教育と異なり、史料の読み解きや生徒間
のグループワークを想定した「主体的・対話的で深い学び」の実践が必要とされ
ています。その成功は、いかにして生徒の興味を引き出し、能力を身につけさせ
うる「問い」を創出するかにかかっています。以降、受講生には毎回「問い」を
創出してもらいますが、そのための方法論や考え方をレクチャーします。

第13回 不平等なネットワークの構築：
19世紀前半

ナポレオン戦争を経てグローバルな海洋帝国となったイギリスは、アメリカ・ア
ジアへと進出し、諸国と不平等条約を結んでいきます。英領インドで生産された
アヘンは中国に流れ込み、アヘン戦争を引き起こします。中国を組み込んだ不平
等なネットワークはタイや日本をも巻き込み、欧米列強が次々とアジアへと進出
し、世界は激動の時代を迎えるのです。

履修するにあたって 私語や途中退室は厳禁です。授業を受ける最低限のマナーを守ってください。

前1千年紀、人類はまず大陸において自然の障害を乗り越えました。草原では騎
乗を技術を身につけた遊牧民が、そして砂漠ではカナートを駆使しキャラバンを
組んだオアシス商業民がネットワークを作ります。さらに紀元後には海洋民が季
節風航海術を確立し、大洋をも乗り越えます。



第15回 エピローグ～20世紀から現代へ グローバル・ネットワークの完成は戦争のグローバル化、つまり二つの世界大戦
を生み出しました。その悲劇を経て私たちの時代にはグローバル化が当たり前と
なっています。私たちは世界をどのようにとらえればよいのか。古代から現代へ
の流れを振り返り、全体をまとめます。

授業時間外に必要な学修 授業の予習として、必ずテキストの次の範囲を読み込んでおいてください（1時間）。
提出課題など 毎回授業の最後30分でアクティブ・ラーニングを行い、その成果を発表するとともに、小レポートとして

提出してもらいます。レポートはとりまとめて次回配布し、講評を加えます。
成績評価方法・基準 毎回のアクティブ・ラーニングによる「問い」の課題45点満点（3点×15回）、定期試験55点満点で計算

します。
テキスト 北村厚『教養のグローバル・ヒストリー　大人のための世界史入門』ミネルヴァ書房、2018年
指定図書 小川幸司『世界史との対話　70時間の歴史批評』（上・中・下）地歴社、2011年前川修一・梨子田喬・皆

川雅樹『歴史教育「再」入門　歴史総合・日本史探究・世界史探究への“挑戦”』清水書院、2019年
参考書 授業中に適宜紹介します。

第14回 ネットワークの緊密化と「帝
国」：19世紀後半

19世紀はグローバル・ネットワークの完成の時代です。世界中に蒸気船航路や鉄
道網が張り巡らされ、さらにアメリカ横断鉄道とスエズ運河によってネットワー
クの短縮化が完成しました。欧米列強だけでなく、アジア諸国もこのネットワー
クを利用し、欧米の支配に対抗していくことになります。欧米の「帝国」とそれ
に抗するアジアのネットワークの関係を学びます。



授業科目名 人類の歴史Ⅳ 単位数

開講キャンパス代表教員 北村　厚

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜5限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

この科目は、人文学部DP1、2および人文学科DP1、2で示される教養としての基礎知識及び人間の文化についての
専門知識を身につけることを目指すものです。現在を生きる私たちの背後には、膨大な年月の積み重ねがありま
す。「人類の歴史」では、宇宙の誕生から未来へと向かう長い時間の流れの中に人類の歴史を位置づけ、人間に
ついての理解を深めるとともに、未来を構想する視座を獲得することを目的とします。「人類の歴史Ⅳ」では、
20世紀前半の歴史を学ぶことで、人類史上最も悲惨な二度の世界大戦はなぜ起こったのかという問題について考
察し、人類が破滅へと陥らないためにどのような考え方が必要なのか、未来の世界に向けた問題解決への知識と
思考力を得ることを目指します。人種主義（レイシズム）、排外的憎悪、内戦、虐殺、難民など、現代世界は不
安な時代を迎えています。21世紀のこの状況は、第二次世界大戦へと帰着した1930年代に似ているという指摘も
あります。人類の破滅を招かないためにも、20世紀前半の歴史を学ぶことが必要です。なお、この科目の担当者
は、世界史を専門として高等学校での専任講師を3年間経験していた、実務経験のある教員です。従ってこの授業
では、教職科目として必要な、高校世界史の教科知識を身につけることができます。　

授業の目的

１．20世紀の世界について知識と理解を深めることができる。２．世界大戦やジェノサイドがどのようなメカニ
ズムで発生したのか、歴史を構造的に把握することができる。３．現代世界の諸問題について人類史的な観点か
ら提言をすることができる。

到達目標

帝国　世界大戦　移民　人種主義　ロシア内戦　独裁　内戦　ホロコースト授業のキーワード

プリントと板書を用いた講義形式の授業です。授業の最後に毎回15分程度の時間をとり、授業内容に関する小レ
ポートを課します。

授業の進め方

第1回 20世紀のグローバル・ヒスト
リー

20世紀の歴史をグローバル・ヒストリーとして考えるとはどういうことでしょう
か。世界が一体化していることは自明の上で、そこからどのような「人類史」を
描くことができるでしょうか。私たちはただ歴史を知るのではなく、その人類的
経験を知り、そこから未来の人類世界を作り出すための教訓を引き出さなければ
なりません。ここでは、20世紀をグローバル・ヒストリーとして考えるためのさ
まざまな概念についてお話しします。

第3回 日露戦争と民族主義

第4回 人種主義の誕生 ヨーロッパで19世紀に誕生した人種主義とは、人種に優劣をつけて差別する考え
方であり、20世紀の世界における残酷な帰結に結びつき、現在でも世界中に見ら
れる問題です。この人種主義が政策として徹底的に実行されたアメリカの人種差
別を考えます。

第6回 第一次世界大戦の勃発 人類の歴史の在り方を一変させたといわれる第一次世界大戦はなぜ起こったので
しょうか。ここでは従来の研究ではほとんど顧みられることのなかった中東要因
に着目します。第一次世界大戦前夜、イギリスなどの列強は帝国支配の最後のフ
ロンティアとして、イスラーム分割を加速させました。その一環としてのオスマ
ン帝国の分割が、バルカン半島の緊張を生み、第一次世界大戦をひきおこしま
す。

第5回 人種主義のグローバル化 19世紀にアメリカで確立された人種主義は、世界へと拡大します。それは帝国列
強が「文明」の名のもとに植民地住民を差別的に扱ったことや、移民によって異
文化衝突が常態化したことなどによります。19世紀末からの「黄禍論」やアパル
トヘイト、白豪主義など、その後も長くのこる人種主義のグローバル化を考えま
す。

第9回 黄金時代の人種主義 1920年代はアメリカが「黄金時代」といわれるまでに発展した時代です。しかし
その裏側で、黒人やアジア系移民に対する人種主義もその頂点をむかえました。
ＫＫＫが復活し、1924年移民法が制定されます。そしてこの黄金時代の人種主義
はヒトラーの反ユダヤ主義にも影響をあたえます。

第8回 ロシア内戦とユーラシアの動乱 1917年におこった2度の革命によって、ロシア帝国が崩壊したのち史上初の社会
主義政権が成立しました。しかしこの革命はロシア内戦というユーラシア規模の
内戦へと発展し、第一次世界大戦が1918年に終わっても1922年まで終わりません
でした。なぜ戦争は終わらなかったのか、グローバルな視座から考えます。

第7回 第一次世界大戦の拡大 第一次世界大戦はヨーロッパで800万人もの戦死者を出した史上初の総力戦でし
た。しかしヨーロッパだけを見ると、この戦争が持った「世界大戦」としての影
響の大きさを見過ごします。ここではロシア・中東イスラーム・アフリカ・アジ
アにおける世界大戦について考えます。

第10回 世界恐慌下の民族自決 1929年10月に発生した世界恐慌は、またたく間に欧米諸国を不況のどん底に落と
し込み、そこからブロック経済やナチズムの台頭がおこります。しかしそれ以上
に、本国の不況のしわ寄せを受けたアジア植民地や、アメリカの経済的属国だっ
たラテンアメリカの経済危機は破滅的なものでした。この非欧米の世界恐慌は、
これらの地域にはげしい民族主義運動をもたらします。

第11回 スターリンとヒトラーの独裁 20世紀の大虐殺を主導した二人の独裁者、スターリンとヒトラーは、いかにして
権力をにぎり、独裁体制を確立したのか。1930年代におけるスターリンの大粛清
や個人崇拝、ヒトラーの反ユダヤ政策のエスカレートを紹介し、彼らが異常な手
段によって権力を維持しえた理由について考えます。

第12回 戦争のジェノサイド化 エンツォ・トラヴェルソは「ヨーロッパの内戦」において、国家間の戦争が20世
紀においては国家の市民に対する戦争にシフトしたと述べ、これを「内戦」とい
う概念で説明しました。とりわけ第二次世界大戦は「戦争のジェノサイド化」と
もいうべき状況が進行します。ここではその端緒としての独伊の無差別爆撃と日
本の南京虐殺を取り上げます。

第2回 20世紀の幕開け 20世紀の世界史を「帝国」の形成から解体までの歴史とみなす考え方がありま
す。その問題について考えるために、19世紀末に欧米諸国がどのようにして世界
を植民地化したのか、何のために支配をしたのかを学びます。

第13回 第二次世界大戦の勃発 5000万人の死者を出した史上最悪の戦争、第二次世界大戦の勃発から1940年まで
の状況を追います。ナチの暴走によるヨーロッパの緊張、ノモンハン事件から独
ソ不可侵条約、開戦へ。そして占領されたポーランドでは何がおこったのか。戦
争という状況下でユダヤ人への迫害がエスカレートしていくメカニズムも解明し
ます。

履修するにあたって 私語や途中退室は厳禁です。授業を受ける最低限のマナーを守ってください。

日露戦争は世界で最初の「帝国」間戦争であると同時に、黄色人種が白人の国家
をやぶったとみなされ、アジア民族主義に大きな影響を与えた戦争でもありま
す。この戦争が世界にあたえた影響を様々な側面から考えます。



第15回 まとめ 最後に、全体を総括するレポートを作成し、提出してもらいます。

授業時間外に必要な学修 授業をただ受けるだけでなく、毎回紹介する参考文献を図書館で探して読んでいってください（1時
間）。

提出課題など 毎回小レポートを作成して提出してもらいます。次の授業で優れたレポートを講評します。さらに第15回
目に最終レポートを提出してもらいます。最終レポートの評価は要求があれば個別に開示します。

成績評価方法・基準 小レポート3点×14回（42点）と、最終レポート（58点）を合計して成績を付けます。
テキスト なし
指定図書 木畑洋一『20世紀の歴史』岩波書店、2014年リチャード・ベッセル『ナチスの戦争1918-1949　人種と民

族の戦い』中公新書2015年ティモシー・スナイダー『ブラッドランド　ヒトラーとスターリン大虐殺の真
実』筑摩書房、2015年イアン・カーショー『地獄の淵から　ヨーロッパ史1914-1949』白水社2017年エン
ツォ・トラヴェルソ『ヨーロッパの内戦　炎と血の時代1914-1945年』未来社2018年

参考書 授業中に適宜指定します。

第14回 枢軸国と連合国のジェノサイド 第二次世界大戦における膨大な犠牲者がなぜ起こったのか、時系列順に追ってい
きます。大戦末期には犠牲者はさらにエスカレートしていきました。独ソ戦の大
量殺戮、ホロコースト、レジスタンスによる内戦、連合軍による空爆、日本軍の
自滅的大量死、そして原子爆弾・・・。人類史上最も悲惨な戦争の実態に迫りま
す。



授業科目名 人類の歴史Ⅳ 単位数

開講キャンパス代表教員 北村　厚

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜5限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

この科目は、人文学部DP1、2および人文学科DP1、2で示される教養としての基礎知識及び人間の文化についての
専門知識を身につけることを目指すものです。現在を生きる私たちの背後には、膨大な年月の積み重ねがありま
す。「人類の歴史」では、宇宙の誕生から未来へと向かう長い時間の流れの中に人類の歴史を位置づけ、人間に
ついての理解を深めるとともに、未来を構想する視座を獲得することを目的とします。「人類の歴史Ⅳ」では、
20世紀前半の歴史を学ぶことで、人類史上最も悲惨な二度の世界大戦はなぜ起こったのかという問題について考
察し、人類が破滅へと陥らないためにどのような考え方が必要なのか、未来の世界に向けた問題解決への知識と
思考力を得ることを目指します。人種主義（レイシズム）、排外的憎悪、内戦、虐殺、難民など、現代世界は不
安な時代を迎えています。21世紀のこの状況は、第二次世界大戦へと帰着した1930年代に似ているという指摘も
あります。人類の破滅を招かないためにも、20世紀前半の歴史を学ぶことが必要です。なお、この科目の担当者
は、世界史を専門として高等学校での専任講師を3年間経験していた、実務経験のある教員です。従ってこの授業
では、教職科目として必要な、高校世界史の教科知識を身につけることができます。　

授業の目的

１．20世紀の世界について知識と理解を深めることができる。２．世界大戦やジェノサイドがどのようなメカニ
ズムで発生したのか、歴史を構造的に把握することができる。３．現代世界の諸問題について人類史的な観点か
ら提言をすることができる。

到達目標

帝国　世界大戦　移民　人種主義　ロシア内戦　独裁　内戦　ホロコースト授業のキーワード

プリントと板書を用いた講義形式の授業です。授業の最後に毎回15分程度の時間をとり、授業内容に関する小レ
ポートを課します。

授業の進め方

第1回 20世紀のグローバル・ヒスト
リー

20世紀の歴史をグローバル・ヒストリーとして考えるとはどういうことでしょう
か。世界が一体化していることは自明の上で、そこからどのような「人類史」を
描くことができるでしょうか。私たちはただ歴史を知るのではなく、その人類的
経験を知り、そこから未来の人類世界を作り出すための教訓を引き出さなければ
なりません。ここでは、20世紀をグローバル・ヒストリーとして考えるためのさ
まざまな概念についてお話しします。

第3回 日露戦争と民族主義

第4回 人種主義の誕生 ヨーロッパで19世紀に誕生した人種主義とは、人種に優劣をつけて差別する考え
方であり、20世紀の世界における残酷な帰結に結びつき、現在でも世界中に見ら
れる問題です。この人種主義が政策として徹底的に実行されたアメリカの人種差
別を考えます。

第6回 第一次世界大戦の勃発 人類の歴史の在り方を一変させたといわれる第一次世界大戦はなぜ起こったので
しょうか。ここでは従来の研究ではほとんど顧みられることのなかった中東要因
に着目します。第一次世界大戦前夜、イギリスなどの列強は帝国支配の最後のフ
ロンティアとして、イスラーム分割を加速させました。その一環としてのオスマ
ン帝国の分割が、バルカン半島の緊張を生み、第一次世界大戦をひきおこしま
す。

第5回 人種主義のグローバル化 19世紀にアメリカで確立された人種主義は、世界へと拡大します。それは帝国列
強が「文明」の名のもとに植民地住民を差別的に扱ったことや、移民によって異
文化衝突が常態化したことなどによります。19世紀末からの「黄禍論」やアパル
トヘイト、白豪主義など、その後も長くのこる人種主義のグローバル化を考えま
す。

第9回 黄金時代の人種主義 1920年代はアメリカが「黄金時代」といわれるまでに発展した時代です。しかし
その裏側で、黒人やアジア系移民に対する人種主義もその頂点をむかえました。
ＫＫＫが復活し、1924年移民法が制定されます。そしてこの黄金時代の人種主義
はヒトラーの反ユダヤ主義にも影響をあたえます。

第8回 ロシア内戦とユーラシアの動乱 1917年におこった2度の革命によって、ロシア帝国が崩壊したのち史上初の社会
主義政権が成立しました。しかしこの革命はロシア内戦というユーラシア規模の
内戦へと発展し、第一次世界大戦が1918年に終わっても1922年まで終わりません
でした。なぜ戦争は終わらなかったのか、グローバルな視座から考えます。

第7回 第一次世界大戦の拡大 第一次世界大戦はヨーロッパで800万人もの戦死者を出した史上初の総力戦でし
た。しかしヨーロッパだけを見ると、この戦争が持った「世界大戦」としての影
響の大きさを見過ごします。ここではロシア・中東イスラーム・アフリカ・アジ
アにおける世界大戦について考えます。

第10回 世界恐慌下の民族自決 1929年10月に発生した世界恐慌は、またたく間に欧米諸国を不況のどん底に落と
し込み、そこからブロック経済やナチズムの台頭がおこります。しかしそれ以上
に、本国の不況のしわ寄せを受けたアジア植民地や、アメリカの経済的属国だっ
たラテンアメリカの経済危機は破滅的なものでした。この非欧米の世界恐慌は、
これらの地域にはげしい民族主義運動をもたらします。

第11回 スターリンとヒトラーの独裁 20世紀の大虐殺を主導した二人の独裁者、スターリンとヒトラーは、いかにして
権力をにぎり、独裁体制を確立したのか。1930年代におけるスターリンの大粛清
や個人崇拝、ヒトラーの反ユダヤ政策のエスカレートを紹介し、彼らが異常な手
段によって権力を維持しえた理由について考えます。

第12回 戦争のジェノサイド化 エンツォ・トラヴェルソは「ヨーロッパの内戦」において、国家間の戦争が20世
紀においては国家の市民に対する戦争にシフトしたと述べ、これを「内戦」とい
う概念で説明しました。とりわけ第二次世界大戦は「戦争のジェノサイド化」と
もいうべき状況が進行します。ここではその端緒としての独伊の無差別爆撃と日
本の南京虐殺を取り上げます。

第2回 20世紀の幕開け 20世紀の世界史を「帝国」の形成から解体までの歴史とみなす考え方がありま
す。その問題について考えるために、19世紀末に欧米諸国がどのようにして世界
を植民地化したのか、何のために支配をしたのかを学びます。

第13回 第二次世界大戦の勃発 5000万人の死者を出した史上最悪の戦争、第二次世界大戦の勃発から1940年まで
の状況を追います。ナチの暴走によるヨーロッパの緊張、ノモンハン事件から独
ソ不可侵条約、開戦へ。そして占領されたポーランドでは何がおこったのか。戦
争という状況下でユダヤ人への迫害がエスカレートしていくメカニズムも解明し
ます。

履修するにあたって 私語や途中退室は厳禁です。授業を受ける最低限のマナーを守ってください。

日露戦争は世界で最初の「帝国」間戦争であると同時に、黄色人種が白人の国家
をやぶったとみなされ、アジア民族主義に大きな影響を与えた戦争でもありま
す。この戦争が世界にあたえた影響を様々な側面から考えます。



第15回 まとめ 最後に、全体を総括するレポートを作成し、提出してもらいます。

授業時間外に必要な学修 授業をただ受けるだけでなく、毎回紹介する参考文献を図書館で探して読んでいってください（1時
間）。

提出課題など 毎回小レポートを作成して提出してもらいます。次の授業で優れたレポートを講評します。さらに第15回
目に最終レポートを提出してもらいます。最終レポートの評価は要求があれば個別に開示します。

成績評価方法・基準 小レポート3点×14回（42点）と、最終レポート（58点）を合計して成績を付けます。
テキスト なし
指定図書 木畑洋一『20世紀の歴史』岩波書店、2014年リチャード・ベッセル『ナチスの戦争1918-1949　人種と民

族の戦い』中公新書2015年ティモシー・スナイダー『ブラッドランド　ヒトラーとスターリン大虐殺の真
実』筑摩書房、2015年イアン・カーショー『地獄の淵から　ヨーロッパ史1914-1949』白水社2017年エン
ツォ・トラヴェルソ『ヨーロッパの内戦　炎と血の時代1914-1945年』未来社2018年

参考書 授業中に適宜指定します。

第14回 枢軸国と連合国のジェノサイド 第二次世界大戦における膨大な犠牲者がなぜ起こったのか、時系列順に追ってい
きます。大戦末期には犠牲者はさらにエスカレートしていきました。独ソ戦の大
量殺戮、ホロコースト、レジスタンスによる内戦、連合軍による空爆、日本軍の
自滅的大量死、そして原子爆弾・・・。人類史上最も悲惨な戦争の実態に迫りま
す。



授業科目名 人類の歴史Ⅳ （資格） 単位数

開講キャンパス代表教員 北村　厚

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜5限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

この科目は、人文学部DP1、2および人文学科DP1、2で示される教養としての基礎知識及び人間の文化についての
専門知識を身につけることを目指すものです。現在を生きる私たちの背後には、膨大な年月の積み重ねがありま
す。「人類の歴史」では、宇宙の誕生から未来へと向かう長い時間の流れの中に人類の歴史を位置づけ、人間に
ついての理解を深めるとともに、未来を構想する視座を獲得することを目的とします。「人類の歴史Ⅳ」では、
20世紀前半の歴史を学ぶことで、人類史上最も悲惨な二度の世界大戦はなぜ起こったのかという問題について考
察し、人類が破滅へと陥らないためにどのような考え方が必要なのか、未来の世界に向けた問題解決への知識と
思考力を得ることを目指します。人種主義（レイシズム）、排外的憎悪、内戦、虐殺、難民など、現代世界は不
安な時代を迎えています。21世紀のこの状況は、第二次世界大戦へと帰着した1930年代に似ているという指摘も
あります。人類の破滅を招かないためにも、20世紀前半の歴史を学ぶことが必要です。なお、この科目の担当者
は、世界史を専門として高等学校での専任講師を3年間経験していた、実務経験のある教員です。従ってこの授業
では、教職科目として必要な、高校世界史の教科知識を身につけることができます。　

授業の目的

１．20世紀の世界について知識と理解を深めることができる。２．世界大戦やジェノサイドがどのようなメカニ
ズムで発生したのか、歴史を構造的に把握することができる。３．現代世界の諸問題について人類史的な観点か
ら提言をすることができる。

到達目標

帝国　世界大戦　移民　人種主義　ロシア内戦　独裁　内戦　ホロコースト授業のキーワード

プリントと板書を用いた講義形式の授業です。授業の最後に毎回15分程度の時間をとり、授業内容に関する小レ
ポートを課します。

授業の進め方

第1回 20世紀のグローバル・ヒスト
リー

20世紀の歴史をグローバル・ヒストリーとして考えるとはどういうことでしょう
か。世界が一体化していることは自明の上で、そこからどのような「人類史」を
描くことができるでしょうか。私たちはただ歴史を知るのではなく、その人類的
経験を知り、そこから未来の人類世界を作り出すための教訓を引き出さなければ
なりません。ここでは、20世紀をグローバル・ヒストリーとして考えるためのさ
まざまな概念についてお話しします。

第3回 日露戦争と民族主義

第4回 人種主義の誕生 ヨーロッパで19世紀に誕生した人種主義とは、人種に優劣をつけて差別する考え
方であり、20世紀の世界における残酷な帰結に結びつき、現在でも世界中に見ら
れる問題です。この人種主義が政策として徹底的に実行されたアメリカの人種差
別を考えます。

第6回 第一次世界大戦の勃発 人類の歴史の在り方を一変させたといわれる第一次世界大戦はなぜ起こったので
しょうか。ここでは従来の研究ではほとんど顧みられることのなかった中東要因
に着目します。第一次世界大戦前夜、イギリスなどの列強は帝国支配の最後のフ
ロンティアとして、イスラーム分割を加速させました。その一環としてのオスマ
ン帝国の分割が、バルカン半島の緊張を生み、第一次世界大戦をひきおこしま
す。

第5回 人種主義のグローバル化 19世紀にアメリカで確立された人種主義は、世界へと拡大します。それは帝国列
強が「文明」の名のもとに植民地住民を差別的に扱ったことや、移民によって異
文化衝突が常態化したことなどによります。19世紀末からの「黄禍論」やアパル
トヘイト、白豪主義など、その後も長くのこる人種主義のグローバル化を考えま
す。

第9回 黄金時代の人種主義 1920年代はアメリカが「黄金時代」といわれるまでに発展した時代です。しかし
その裏側で、黒人やアジア系移民に対する人種主義もその頂点をむかえました。
ＫＫＫが復活し、1924年移民法が制定されます。そしてこの黄金時代の人種主義
はヒトラーの反ユダヤ主義にも影響をあたえます。

第8回 ロシア内戦とユーラシアの動乱 1917年におこった2度の革命によって、ロシア帝国が崩壊したのち史上初の社会
主義政権が成立しました。しかしこの革命はロシア内戦というユーラシア規模の
内戦へと発展し、第一次世界大戦が1918年に終わっても1922年まで終わりません
でした。なぜ戦争は終わらなかったのか、グローバルな視座から考えます。

第7回 第一次世界大戦の拡大 第一次世界大戦はヨーロッパで800万人もの戦死者を出した史上初の総力戦でし
た。しかしヨーロッパだけを見ると、この戦争が持った「世界大戦」としての影
響の大きさを見過ごします。ここではロシア・中東イスラーム・アフリカ・アジ
アにおける世界大戦について考えます。

第10回 世界恐慌下の民族自決 1929年10月に発生した世界恐慌は、またたく間に欧米諸国を不況のどん底に落と
し込み、そこからブロック経済やナチズムの台頭がおこります。しかしそれ以上
に、本国の不況のしわ寄せを受けたアジア植民地や、アメリカの経済的属国だっ
たラテンアメリカの経済危機は破滅的なものでした。この非欧米の世界恐慌は、
これらの地域にはげしい民族主義運動をもたらします。

第11回 スターリンとヒトラーの独裁 20世紀の大虐殺を主導した二人の独裁者、スターリンとヒトラーは、いかにして
権力をにぎり、独裁体制を確立したのか。1930年代におけるスターリンの大粛清
や個人崇拝、ヒトラーの反ユダヤ政策のエスカレートを紹介し、彼らが異常な手
段によって権力を維持しえた理由について考えます。

第12回 戦争のジェノサイド化 エンツォ・トラヴェルソは「ヨーロッパの内戦」において、国家間の戦争が20世
紀においては国家の市民に対する戦争にシフトしたと述べ、これを「内戦」とい
う概念で説明しました。とりわけ第二次世界大戦は「戦争のジェノサイド化」と
もいうべき状況が進行します。ここではその端緒としての独伊の無差別爆撃と日
本の南京虐殺を取り上げます。

第2回 20世紀の幕開け 20世紀の世界史を「帝国」の形成から解体までの歴史とみなす考え方がありま
す。その問題について考えるために、19世紀末に欧米諸国がどのようにして世界
を植民地化したのか、何のために支配をしたのかを学びます。

第13回 第二次世界大戦の勃発 5000万人の死者を出した史上最悪の戦争、第二次世界大戦の勃発から1940年まで
の状況を追います。ナチの暴走によるヨーロッパの緊張、ノモンハン事件から独
ソ不可侵条約、開戦へ。そして占領されたポーランドでは何がおこったのか。戦
争という状況下でユダヤ人への迫害がエスカレートしていくメカニズムも解明し
ます。

履修するにあたって 私語や途中退室は厳禁です。授業を受ける最低限のマナーを守ってください。

日露戦争は世界で最初の「帝国」間戦争であると同時に、黄色人種が白人の国家
をやぶったとみなされ、アジア民族主義に大きな影響を与えた戦争でもありま
す。この戦争が世界にあたえた影響を様々な側面から考えます。



第15回 まとめ 最後に、全体を総括するレポートを作成し、提出してもらいます。

授業時間外に必要な学修 授業をただ受けるだけでなく、毎回紹介する参考文献を図書館で探して読んでいってください（1時
間）。

提出課題など 毎回小レポートを作成して提出してもらいます。次の授業で優れたレポートを講評します。さらに第15回
目に最終レポートを提出してもらいます。最終レポートの評価は要求があれば個別に開示します。

成績評価方法・基準 小レポート3点×14回（42点）と、最終レポート（58点）を合計して成績を付けます。
テキスト なし
指定図書 木畑洋一『20世紀の歴史』岩波書店、2014年リチャード・ベッセル『ナチスの戦争1918-1949　人種と民

族の戦い』中公新書2015年ティモシー・スナイダー『ブラッドランド　ヒトラーとスターリン大虐殺の真
実』筑摩書房、2015年イアン・カーショー『地獄の淵から　ヨーロッパ史1914-1949』白水社2017年エン
ツォ・トラヴェルソ『ヨーロッパの内戦　炎と血の時代1914-1945年』未来社2018年

参考書 授業中に適宜指定します。

第14回 枢軸国と連合国のジェノサイド 第二次世界大戦における膨大な犠牲者がなぜ起こったのか、時系列順に追ってい
きます。大戦末期には犠牲者はさらにエスカレートしていきました。独ソ戦の大
量殺戮、ホロコースト、レジスタンスによる内戦、連合軍による空爆、日本軍の
自滅的大量死、そして原子爆弾・・・。人類史上最も悲惨な戦争の実態に迫りま
す。



授業科目名 人類の歴史Ⅳ （資格） 単位数

開講キャンパス代表教員 北村　厚

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜5限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

この科目は、人文学部DP1、2および人文学科DP1、2で示される教養としての基礎知識及び人間の文化についての
専門知識を身につけることを目指すものです。現在を生きる私たちの背後には、膨大な年月の積み重ねがありま
す。「人類の歴史」では、宇宙の誕生から未来へと向かう長い時間の流れの中に人類の歴史を位置づけ、人間に
ついての理解を深めるとともに、未来を構想する視座を獲得することを目的とします。「人類の歴史Ⅳ」では、
20世紀前半の歴史を学ぶことで、人類史上最も悲惨な二度の世界大戦はなぜ起こったのかという問題について考
察し、人類が破滅へと陥らないためにどのような考え方が必要なのか、未来の世界に向けた問題解決への知識と
思考力を得ることを目指します。人種主義（レイシズム）、排外的憎悪、内戦、虐殺、難民など、現代世界は不
安な時代を迎えています。21世紀のこの状況は、第二次世界大戦へと帰着した1930年代に似ているという指摘も
あります。人類の破滅を招かないためにも、20世紀前半の歴史を学ぶことが必要です。なお、この科目の担当者
は、世界史を専門として高等学校での専任講師を3年間経験していた、実務経験のある教員です。従ってこの授業
では、教職科目として必要な、高校世界史の教科知識を身につけることができます。　

授業の目的

１．20世紀の世界について知識と理解を深めることができる。２．世界大戦やジェノサイドがどのようなメカニ
ズムで発生したのか、歴史を構造的に把握することができる。３．現代世界の諸問題について人類史的な観点か
ら提言をすることができる。

到達目標

帝国　世界大戦　移民　人種主義　ロシア内戦　独裁　内戦　ホロコースト授業のキーワード

プリントと板書を用いた講義形式の授業です。授業の最後に毎回15分程度の時間をとり、授業内容に関する小レ
ポートを課します。

授業の進め方

第1回 20世紀のグローバル・ヒスト
リー

20世紀の歴史をグローバル・ヒストリーとして考えるとはどういうことでしょう
か。世界が一体化していることは自明の上で、そこからどのような「人類史」を
描くことができるでしょうか。私たちはただ歴史を知るのではなく、その人類的
経験を知り、そこから未来の人類世界を作り出すための教訓を引き出さなければ
なりません。ここでは、20世紀をグローバル・ヒストリーとして考えるためのさ
まざまな概念についてお話しします。

第3回 日露戦争と民族主義

第4回 人種主義の誕生 ヨーロッパで19世紀に誕生した人種主義とは、人種に優劣をつけて差別する考え
方であり、20世紀の世界における残酷な帰結に結びつき、現在でも世界中に見ら
れる問題です。この人種主義が政策として徹底的に実行されたアメリカの人種差
別を考えます。

第6回 第一次世界大戦の勃発 人類の歴史の在り方を一変させたといわれる第一次世界大戦はなぜ起こったので
しょうか。ここでは従来の研究ではほとんど顧みられることのなかった中東要因
に着目します。第一次世界大戦前夜、イギリスなどの列強は帝国支配の最後のフ
ロンティアとして、イスラーム分割を加速させました。その一環としてのオスマ
ン帝国の分割が、バルカン半島の緊張を生み、第一次世界大戦をひきおこしま
す。

第5回 人種主義のグローバル化 19世紀にアメリカで確立された人種主義は、世界へと拡大します。それは帝国列
強が「文明」の名のもとに植民地住民を差別的に扱ったことや、移民によって異
文化衝突が常態化したことなどによります。19世紀末からの「黄禍論」やアパル
トヘイト、白豪主義など、その後も長くのこる人種主義のグローバル化を考えま
す。

第9回 黄金時代の人種主義 1920年代はアメリカが「黄金時代」といわれるまでに発展した時代です。しかし
その裏側で、黒人やアジア系移民に対する人種主義もその頂点をむかえました。
ＫＫＫが復活し、1924年移民法が制定されます。そしてこの黄金時代の人種主義
はヒトラーの反ユダヤ主義にも影響をあたえます。

第8回 ロシア内戦とユーラシアの動乱 1917年におこった2度の革命によって、ロシア帝国が崩壊したのち史上初の社会
主義政権が成立しました。しかしこの革命はロシア内戦というユーラシア規模の
内戦へと発展し、第一次世界大戦が1918年に終わっても1922年まで終わりません
でした。なぜ戦争は終わらなかったのか、グローバルな視座から考えます。

第7回 第一次世界大戦の拡大 第一次世界大戦はヨーロッパで800万人もの戦死者を出した史上初の総力戦でし
た。しかしヨーロッパだけを見ると、この戦争が持った「世界大戦」としての影
響の大きさを見過ごします。ここではロシア・中東イスラーム・アフリカ・アジ
アにおける世界大戦について考えます。

第10回 世界恐慌下の民族自決 1929年10月に発生した世界恐慌は、またたく間に欧米諸国を不況のどん底に落と
し込み、そこからブロック経済やナチズムの台頭がおこります。しかしそれ以上
に、本国の不況のしわ寄せを受けたアジア植民地や、アメリカの経済的属国だっ
たラテンアメリカの経済危機は破滅的なものでした。この非欧米の世界恐慌は、
これらの地域にはげしい民族主義運動をもたらします。

第11回 スターリンとヒトラーの独裁 20世紀の大虐殺を主導した二人の独裁者、スターリンとヒトラーは、いかにして
権力をにぎり、独裁体制を確立したのか。1930年代におけるスターリンの大粛清
や個人崇拝、ヒトラーの反ユダヤ政策のエスカレートを紹介し、彼らが異常な手
段によって権力を維持しえた理由について考えます。

第12回 戦争のジェノサイド化 エンツォ・トラヴェルソは「ヨーロッパの内戦」において、国家間の戦争が20世
紀においては国家の市民に対する戦争にシフトしたと述べ、これを「内戦」とい
う概念で説明しました。とりわけ第二次世界大戦は「戦争のジェノサイド化」と
もいうべき状況が進行します。ここではその端緒としての独伊の無差別爆撃と日
本の南京虐殺を取り上げます。

第2回 20世紀の幕開け 20世紀の世界史を「帝国」の形成から解体までの歴史とみなす考え方がありま
す。その問題について考えるために、19世紀末に欧米諸国がどのようにして世界
を植民地化したのか、何のために支配をしたのかを学びます。

第13回 第二次世界大戦の勃発 5000万人の死者を出した史上最悪の戦争、第二次世界大戦の勃発から1940年まで
の状況を追います。ナチの暴走によるヨーロッパの緊張、ノモンハン事件から独
ソ不可侵条約、開戦へ。そして占領されたポーランドでは何がおこったのか。戦
争という状況下でユダヤ人への迫害がエスカレートしていくメカニズムも解明し
ます。

履修するにあたって 私語や途中退室は厳禁です。授業を受ける最低限のマナーを守ってください。

日露戦争は世界で最初の「帝国」間戦争であると同時に、黄色人種が白人の国家
をやぶったとみなされ、アジア民族主義に大きな影響を与えた戦争でもありま
す。この戦争が世界にあたえた影響を様々な側面から考えます。



第15回 まとめ 最後に、全体を総括するレポートを作成し、提出してもらいます。

授業時間外に必要な学修 授業をただ受けるだけでなく、毎回紹介する参考文献を図書館で探して読んでいってください（1時
間）。

提出課題など 毎回小レポートを作成して提出してもらいます。次の授業で優れたレポートを講評します。さらに第15回
目に最終レポートを提出してもらいます。最終レポートの評価は要求があれば個別に開示します。

成績評価方法・基準 小レポート3点×14回（42点）と、最終レポート（58点）を合計して成績を付けます。
テキスト なし
指定図書 木畑洋一『20世紀の歴史』岩波書店、2014年リチャード・ベッセル『ナチスの戦争1918-1949　人種と民

族の戦い』中公新書2015年ティモシー・スナイダー『ブラッドランド　ヒトラーとスターリン大虐殺の真
実』筑摩書房、2015年イアン・カーショー『地獄の淵から　ヨーロッパ史1914-1949』白水社2017年エン
ツォ・トラヴェルソ『ヨーロッパの内戦　炎と血の時代1914-1945年』未来社2018年

参考書 授業中に適宜指定します。

第14回 枢軸国と連合国のジェノサイド 第二次世界大戦における膨大な犠牲者がなぜ起こったのか、時系列順に追ってい
きます。大戦末期には犠牲者はさらにエスカレートしていきました。独ソ戦の大
量殺戮、ホロコースト、レジスタンスによる内戦、連合軍による空爆、日本軍の
自滅的大量死、そして原子爆弾・・・。人類史上最も悲惨な戦争の実態に迫りま
す。



授業科目名 文章表現Ⅱ ① 単位数

開講キャンパス代表教員 木村　雅則

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義・演習授業の方法

・この授業は、共通教育科目リテラシー科目群基礎思考分野に属しており、全学ＤＰに示すように、広い教養を
身につけ、豊かな人間性や社会性を涵養するとともに、自分の意見を口頭や文書によって表現し、相手の意見を
理解することで、良好なコミュニケーションをとることをめざし、基礎的な思考力・表現力を身につけることを
目的としています。具体的には、大学で学ぶにあたって必要な、課された課題に適切に応えることができる表現
力を身につけられるように段階的に学び、社会人として必要な基本的な考え方や技術を身につけることを目指し
ます。・この授業は「文章表現」の２段階目ですので、実際に文章を書くことが中心になります。取り上げる文
章は基本的に意見文とし、相手に正しく伝わり説得力のある意見文を書くにはどうすれば良いかを、演習を通じ
て体得することを目的とします。・なお、担当者は、公立高等学校国語科教諭として32年間勤務し、高等学校と
国語科の現状を熟知している、実務経験のある教員です。したがって高等学校との接続の観点を生かし、大学の
学びに必要な内容を展開することができます。

授業の目的

・自分の手で、ある程度まとまった量の意見文を組み立て、それを正しい日本語の表現で書くことができる。・
自分の意見と相手の意見の違いを理解し、説得力を持って自分の意見を正しく相手に伝えることができる。・文
章の表現を通じて日本語の性質や特徴を学び、それらを身に付けている。

到達目標

意見文・要約・説得力・論理性・非文字情報授業のキーワード

・毎時間、課題演習が中心になります。最初にその回のテーマと課題について講義・説明し、その後で課題に取
り組み、それを提出する流れが基本です。出席は課題の提出で確認する予定です。・授業中の課題以外に、宿題
や予習の課題を課すことがあります。・課題の内容によっては、グループワークや学生相互評価を課すことがあ
ります。・課題の内容によっては、２回の連続した授業が続き物の内容になっていることがあります。

授業の進め方

第1回 ガイダンス この授業に関する全てのことについて説明します。受講者は特に欠席のないよう
にしてください。

第３回 文を整える２　文をつなぐ

第４回 要約する１ 文章を読み取り、その内容を早く正しく短い文章に書き表すトレーニングを行い
ます。

第６回 まとまった文を書く１ 書く材
料を「集める」

意見文を書く時に、書く材料を「集める」方法と、それらから「自分の意見」を
見つける方法について学びます。

第５回 要約する２ 文章を読み取り、その内容を決められた字数内で文章に書き表すトレーニングを
行います。

第９回 型に従って書く１ 具体化する 自分の書く意見文が論理的に展開するように、型に従って書く方法について学
び、その中でテーマを具体化することを学びます。

第８回 まとまった文を書く３ 構成を
考える

自分の書く意見文の内容が正しく相手に伝わるには、文章全体の構成はどうすれ
ば良いかについて学びます。

第７回 まとまった文を書く２ 説得力
を上げる

自分の意見をまとめていく中で、説得力を上げるための方法とその効果について
学びます。

第１０回 型に従って書く２ 他人が読む
ことを意識して書く

自分以外の人が読むことを前提として文章を書き、他人に通じる論理構成や表現
ができているかを学びます。

第１１回 自分の文章を客体化させる 自分の文章は本当に相手に通じているのかを検証することにより、自分の文章を
客体化することを学びます。なお、この時間はグループワークを行う予定です。

第１２回 非文字情報を読み取る１ 文字情報ではなく、図・表・グラフなどの非文字情報を正しく読み取るにはどう
すれば良いかについて学びます。

第１５回 まとめと課題 授業の内容を再確認する中で、文章表現上のポイントや課題を再度確認し、それ
がどの程度定着しているかを課題で確認します。

授業時間外に必要な学修 ・授業中の課題は授業内で完結させることが基本ですが、宿題として次の時間までに仕上げるとか、授業
に関連した別の課題などを課すこともありますので、必要に応じて期日を守って提出してください。・こ
の授業は、予習よりも復習が中心になります。学習した内容が他でも使えるように、毎時間の内容をしっ
かり復習して積み上げてください。また、返却された課題についても復習とポイントを再確認し、重要事
項を身に付ける努力を続けてください。授業の時だけではなく、１日平均１時間前後の学修は必要だろう
と考えます。

提出課題など ・提出を課したすべての課題（授業での課題や授業外の課題も）は評価の対象とし、最終課題以外は原則
としてすべて返却します。返却時には必要に応じてコメントを付します。

成績評価方法・基準 ・前提として、単位認定のためには３分の２以上の出席が必要です。出席は授業での提出物で確認します
が、課題が宿題になった場合などは出席カードなどを使うことがあります。・基本算出式＝授業中の課題
（内容と提出の有無）80％＋取組姿勢20％とします。ただし、私語・睡眠・集中力欠如など参加する意欲
が見られない場合や、授業の指示を守らない場合などは、基本算出式にかかわらず単位を認定しない場合
があります。・各回の課題は配点は、回ごとに大きく異なります。したがって、配点の大きな回の課題の
不提出や成績不良が続く場合は、欠席回数が３分の１以下でも単位が認定されない場合があります。

テキスト 使用しません。毎回プリントで対応します。
指定図書 特にありません。
参考書 ・「文章表現Ⅰ」で使ったテキスト（三省堂『日本語表現法　改訂版』）は、この授業では使用しません

ので、「文章表現Ⅰ」を履修しなかった人は新規購入する必要はありません。ただし、それがあれば、役
に立つことが多くありますし、授業でも該当ページを言うことがありますので、参考書として活用してく
ださい。

第２回 文を整える１　文を切る 文章を書くにあたって、一文が長すぎたり短すぎたりしないように、自分で自在
に調整するためのトレーニング（文を切ること）を行います。

第１４回 聞き取って書く 文字情報ではなく音声情報を聞き取り、その内容を正しく理解したりまとめたり
するトレーニングを行います。

第１３回 非文字情報を読み取る２ 図・表・グラフなどの非文字情報を含んだ文章から、正しく内容を読み取るには
どうすればよいかについて学びます。

履修するにあたって ・この授業は「文章表現Ⅰ」を履修していることを前提としていますので、前期で「文章表現Ⅰ」を履修してお
くことを強く勧めます。・スマホやキーボードではなく、手にした筆記具での文章作成に慣れるようにしてくだ
さい。・身の回りにある間違った日本語表現にも敏感に反応できる言語感覚を磨いてください。・２回の連続し
た授業が続き物の内容になっていることがありますので、欠席のないように心がけてください（出席はかなり重
視します）。・必要があれば、座席は指定することにします。

文章を書くにあたって、一文が長すぎたり短すぎたりしないように、自分で自在
に調整するためのトレーニング（文をつなぐこと）を行います。



授業科目名 文章表現Ⅱ ② 単位数

開講キャンパス代表教員 木村　雅則

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義・演習授業の方法

・この授業は、共通教育科目リテラシー科目群基礎思考分野に属しており、全学ＤＰに示すように、広い教養を
身につけ、豊かな人間性や社会性を涵養するとともに、自分の意見を口頭や文書によって表現し、相手の意見を
理解することで、良好なコミュニケーションをとることをめざし、基礎的な思考力・表現力を身につけることを
目的としています。具体的には、大学で学ぶにあたって必要な、課された課題に適切に応えることができる表現
力を身につけられるように段階的に学び、社会人として必要な基本的な考え方や技術を身につけることを目指し
ます。・この授業は「文章表現」の２段階目ですので、実際に文章を書くことが中心になります。取り上げる文
章は基本的に意見文とし、相手に正しく伝わり説得力のある意見文を書くにはどうすれば良いかを、演習を通じ
て体得することを目的とします。・なお、担当者は、公立高等学校国語科教諭として32年間勤務し、高等学校と
国語科の現状を熟知している、実務経験のある教員です。したがって高等学校との接続の観点を生かし、大学の
学びに必要な内容を展開することができます。

授業の目的

・自分の手で、ある程度まとまった量の意見文を組み立て、それを正しい日本語の表現で書くことができる。・
自分の意見と相手の意見の違いを理解し、説得力を持って自分の意見を正しく相手に伝えることができる。・文
章の表現を通じて日本語の性質や特徴を学び、それらを身に付けている。

到達目標

意見文・要約・説得力・論理性・非文字情報授業のキーワード

・毎時間、課題演習が中心になります。最初にその回のテーマと課題について講義・説明し、その後で課題に取
り組み、それを提出する流れが基本です。出席は課題の提出で確認する予定です。・授業中の課題以外に、宿題
や予習の課題を課すことがあります。・課題の内容によっては、グループワークや学生相互評価を課すことがあ
ります。・課題の内容によっては、２回の連続した授業が続き物の内容になっていることがあります。

授業の進め方

第1回 ガイダンス この授業に関する全てのことについて説明します。受講者は特に欠席のないよう
にしてください。

第３回 文を整える２　文をつなぐ

第４回 要約する１ 文章を読み取り、その内容を早く正しく短い文章に書き表すトレーニングを行い
ます。

第６回 まとまった文を書く１ 書く材
料を「集める」

意見文を書く時に、書く材料を「集める」方法と、それらから「自分の意見」を
見つける方法について学びます。

第５回 要約する２ 文章を読み取り、その内容を決められた字数内で文章に書き表すトレーニングを
行います。

第９回 型に従って書く１ 具体化する 自分の書く意見文が論理的に展開するように、型に従って書く方法について学
び、その中でテーマを具体化することを学びます。

第８回 まとまった文を書く３ 構成を
考える

自分の書く意見文の内容が正しく相手に伝わるには、文章全体の構成はどうすれ
ば良いかについて学びます。

第７回 まとまった文を書く２ 説得力
を上げる

自分の意見をまとめていく中で、説得力を上げるための方法とその効果について
学びます。

第１０回 型に従って書く２ 他人が読む
ことを意識して書く

自分以外の人が読むことを前提として文章を書き、他人に通じる論理構成や表現
ができているかを学びます。

第１１回 自分の文章を客体化させる 自分の文章は本当に相手に通じているのかを検証することにより、自分の文章を
客体化することを学びます。なお、この時間はグループワークを行う予定です。

第１２回 非文字情報を読み取る１ 文字情報ではなく、図・表・グラフなどの非文字情報を正しく読み取るにはどう
すれば良いかについて学びます。

第１５回 まとめと課題 授業の内容を再確認する中で、文章表現上のポイントや課題を再度確認し、それ
がどの程度定着しているかを課題で確認します。

授業時間外に必要な学修 ・授業中の課題は授業内で完結させることが基本ですが、宿題として次の時間までに仕上げるとか、授業
に関連した別の課題などを課すこともありますので、必要に応じて期日を守って提出してください。・こ
の授業は、予習よりも復習が中心になります。学習した内容が他でも使えるように、毎時間の内容をしっ
かり復習して積み上げてください。また、返却された課題についても復習とポイントを再確認し、重要事
項を身に付ける努力を続けてください。授業の時だけではなく、１日平均１時間前後の学修は必要だろう
と考えます。

提出課題など ・提出を課したすべての課題（授業での課題や授業外の課題も）は評価の対象とし、最終課題以外は原則
としてすべて返却します。返却時には必要に応じてコメントを付します。

成績評価方法・基準 ・前提として、単位認定のためには３分の２以上の出席が必要です。出席は授業での提出物で確認します
が、課題が宿題になった場合などは出席カードなどを使うことがあります。・基本算出式＝授業中の課題
（内容と提出の有無）80％＋取組姿勢20％とします。ただし、私語・睡眠・集中力欠如など参加する意欲
が見られない場合や、授業の指示を守らない場合などは、基本算出式にかかわらず単位を認定しない場合
があります。・各回の課題は配点は、回ごとに大きく異なります。したがって、配点の大きな回の課題の
不提出や成績不良が続く場合は、欠席回数が３分の１以下でも単位が認定されない場合があります。

テキスト 使用しません。毎回プリントで対応します。
指定図書 特にありません。
参考書 ・「文章表現Ⅰ」で使ったテキスト（三省堂『日本語表現法　改訂版』）は、この授業では使用しません

ので、「文章表現Ⅰ」を履修しなかった人は新規購入する必要はありません。ただし、それがあれば、役
に立つことが多くありますし、授業でも該当ページを言うことがありますので、参考書として活用してく
ださい。

第２回 文を整える１　文を切る 文章を書くにあたって、一文が長すぎたり短すぎたりしないように、自分で自在
に調整するためのトレーニング（文を切ること）を行います。

第１４回 聞き取って書く 文字情報ではなく音声情報を聞き取り、その内容を正しく理解したりまとめたり
するトレーニングを行います。

第１３回 非文字情報を読み取る２ 図・表・グラフなどの非文字情報を含んだ文章から、正しく内容を読み取るには
どうすればよいかについて学びます。

履修するにあたって ・この授業は「文章表現Ⅰ」を履修していることを前提としていますので、前期で「文章表現Ⅰ」を履修してお
くことを強く勧めます。・スマホやキーボードではなく、手にした筆記具での文章作成に慣れるようにしてくだ
さい。・身の回りにある間違った日本語表現にも敏感に反応できる言語感覚を磨いてください。・２回の連続し
た授業が続き物の内容になっていることがありますので、欠席のないように心がけてください（出席はかなり重
視します）。・必要があれば、座席は指定することにします。

文章を書くにあたって、一文が長すぎたり短すぎたりしないように、自分で自在
に調整するためのトレーニング（文をつなぐこと）を行います。



授業科目名 会社法Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 佐藤　善恵

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

オンライン授業授業の方法

・「会社法」は事業を行う形態としての「会社」に関する様々なルールを定める法律である。本講義の内容は、
会社法の内容のうち、「機関（役員等に対する責任追及、株主代表訴訟）、株式、計算」である。・この科目の
目的は、学部のDPに掲げる「社会における各種の問題について、その要点を把握し、必要な情報を収集・分析し
て、法的思考に基づいた説得力ある解決指針を示すことができる」という点にある。・本講義は、大学卒業後に
社会人として必要な知識を習得して応用力を養い、法的思考に基づいた客観的判断が行えるようになることを目
指す。・なお、この授業の担当者は、2002年から税理士として申告業務や税務コンサルティングの実務経験があ
り、また任期付国家公務員（国税審判官）として国税不服審判所に４年間勤務した経験のある教員であるので、
実践的観点についても言及する。

授業の目的

・講義を通して会社経営に興味を持つ。・会計情報について意見を述べることができる。到達目標

資本制度、会計方針、資金調達授業のキーワード

・授業レジュメをあらかじめドットキャンパス（又はWeb)上に掲示した場合は、事前にプリントアウトして準備
しておくこと。（ドットキャンパスは使用可能な状態に整えておくこと）。・１回分の授業を実務家（税理士又
は弁護士）による講義とする場合がある。

授業の進め方

第１回 ガイダンス 会社法概説

第３回 役員等の義務と責任②
第４回 役員等の義務と責任③ 役員等の責任の追及方法〔主にテキスト第４章第７節〕

第６回 株式① 種類株式ほか〔主にテキスト第３章〕
第５回 授業の振り返り ここまでのまとめ

第９回 計算① 会計〔主にテキスト第５章〕
第８回 株式③ その他〔主にテキスト第３章〕
第７回 株式② 株式の譲渡〔主にテキスト第３章〕

第10回 計算② 剰余金の配当ほか〔主にテキスト第５章〕
第11回 計算③ 債権者保護ほか〔主にテキスト第５章〕
第12回 授業の振り返り ここまでのまとめ

第15回 授業の振り返り ここまでのまとめ

授業時間外に必要な学修 毎回の講義内容について、少なくとも１８０分（予習・復習）必要。予習は主にテキスト範囲を読んで用
語の意義などを調べる。復習は主に講義内容を再読して理解を深め、覚えるべき事項として指示した部分
は記憶の定着を図り、出てきた条文を再確認するなどする。

提出課題など 毎回の授業ごとに課す小課題は次回の講義時に解説する。
成績評価方法・基準 毎回の授業ごとに課す小課題（45％）、期末試験（55％）
テキスト 伊藤靖史他「会社法〔第４版〕」有斐閣
指定図書
参考書 神田秀樹「ここだけ押さえる！会社法のきほん」ナツメ社　￥1、400＋税

第２回 役員等の義務と責任① 総説〔主にテキスト第４章第７節〕

第14回 資金調達② 手続ほか〔主にテキスト第６章〕
第13回 資金調達① 募集株式の発行〔主にテキスト第６章〕

履修するにあたって ・会社法Ⅰを履修済みのほうが望ましい。・講義には、必ずテキスト、六法、筆記用具を持参すること。・講義
はテキスト中心に進めるので、テキスト無で授業に出席しても困難が伴う。・授業で十分に理解できなかった部
分は、あいまいなままにしないこと。・受講態度等に問題のある受講生について、注意しても改善されない場合
は成績評価において別段の措置を講ずることがある。・私語で周りに迷惑をかける学生には、２度目の注意で退
室してもらう。・マークシートについて、学籍番号マークミスは一切救済しない。ボールペンでのマークが読み
取れないケースも同様である。

役員等の会社に対する責任〔主にテキスト第４章第７節〕



授業科目名 会社法Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 佐藤　善恵

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

オンライン授業授業の方法

・「会社法」は事業を行う形態としての「会社」に関する様々なルールを定める法律である。本講義の内容は、
会社法の内容のうち、「機関（役員等に対する責任追及、株主代表訴訟）、株式、計算」である。・この科目の
目的は、学部のDPに掲げる「社会における各種の問題について、その要点を把握し、必要な情報を収集・分析し
て、法的思考に基づいた説得力ある解決指針を示すことができる」という点にある。・本講義は、大学卒業後に
社会人として必要な知識を習得して応用力を養い、法的思考に基づいた客観的判断が行えるようになることを目
指す。・なお、この授業の担当者は、2002年から税理士として申告業務や税務コンサルティングの実務経験があ
り、また任期付国家公務員（国税審判官）として国税不服審判所に４年間勤務した経験のある教員であるので、
実践的観点についても言及する。

授業の目的

・講義を通して会社経営に興味を持つ。・会計情報について意見を述べることができる。到達目標

資本制度、会計方針、資金調達授業のキーワード

・授業レジュメをあらかじめドットキャンパス（又はWeb)上に掲示した場合は、事前にプリントアウトして準備
しておくこと。（ドットキャンパスは使用可能な状態に整えておくこと）。・１回分の授業を実務家（税理士又
は弁護士）による講義とする場合がある。

授業の進め方

第１回 ガイダンス 会社法概説

第３回 役員等の義務と責任②
第４回 役員等の義務と責任③ 役員等の責任の追及方法〔主にテキスト第４章第７節〕

第６回 株式① 種類株式ほか〔主にテキスト第３章〕
第５回 授業の振り返り ここまでのまとめ

第９回 計算① 会計〔主にテキスト第５章〕
第８回 株式③ その他〔主にテキスト第３章〕
第７回 株式② 株式の譲渡〔主にテキスト第３章〕

第10回 計算② 剰余金の配当ほか〔主にテキスト第５章〕
第11回 計算③ 債権者保護ほか〔主にテキスト第５章〕
第12回 授業の振り返り ここまでのまとめ

第15回 授業の振り返り ここまでのまとめ

授業時間外に必要な学修 毎回の講義内容について、少なくとも１８０分（予習・復習）必要。予習は主にテキスト範囲を読んで用
語の意義などを調べる。復習は主に講義内容を再読して理解を深め、覚えるべき事項として指示した部分
は記憶の定着を図り、出てきた条文を再確認するなどする。

提出課題など 毎回の授業ごとに課す小課題は次回の講義時に解説する。
成績評価方法・基準 毎回の授業ごとに課す小課題（45％）、期末試験（55％）
テキスト 伊藤靖史他「会社法〔第４版〕」有斐閣
指定図書
参考書 神田秀樹「ここだけ押さえる！会社法のきほん」ナツメ社　￥1、400＋税

第２回 役員等の義務と責任① 総説〔主にテキスト第４章第７節〕

第14回 資金調達② 手続ほか〔主にテキスト第６章〕
第13回 資金調達① 募集株式の発行〔主にテキスト第６章〕

履修するにあたって ・会社法Ⅰを履修済みのほうが望ましい。・講義には、必ずテキスト、六法、筆記用具を持参すること。・講義
はテキスト中心に進めるので、テキスト無で授業に出席しても困難が伴う。・授業で十分に理解できなかった部
分は、あいまいなままにしないこと。・受講態度等に問題のある受講生について、注意しても改善されない場合
は成績評価において別段の措置を講ずることがある。・私語で周りに迷惑をかける学生には、２度目の注意で退
室してもらう。・マークシートについて、学籍番号マークミスは一切救済しない。ボールペンでのマークが読み
取れないケースも同様である。

役員等の会社に対する責任〔主にテキスト第４章第７節〕



授業科目名 会社法Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 佐藤　善恵

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

オンライン授業授業の方法

・「会社法」は事業を行う形態としての「会社」に関する様々なルールを定める法律である。本講義の内容は、
会社法の内容のうち、「機関（役員等に対する責任追及、株主代表訴訟）、株式、計算」である。・この科目の
目的は、学部のDPに掲げる「社会における各種の問題について、その要点を把握し、必要な情報を収集・分析し
て、法的思考に基づいた説得力ある解決指針を示すことができる」という点にある。・本講義は、大学卒業後に
社会人として必要な知識を習得して応用力を養い、法的思考に基づいた客観的判断が行えるようになることを目
指す。・なお、この授業の担当者は、2002年から税理士として申告業務や税務コンサルティングの実務経験があ
り、また任期付国家公務員（国税審判官）として国税不服審判所に４年間勤務した経験のある教員であるので、
実践的観点についても言及する。

授業の目的

・講義を通して会社経営に興味を持つ。・会計情報について意見を述べることができる。　到達目標

資本制度、会計方針、資金調達授業のキーワード

・授業レジュメをあらかじめドットキャンパス（又はWeb)上に掲示した場合は、事前にプリントアウトして準備
しておくこと。（ドットキャンパスは使用可能な状態に整えておくこと）。・１回分の授業を実務家（税理士又
は弁護士）による講義とする場合がある。

授業の進め方

第１回 ガイダンス 会社法概説

第３回 役員等の義務と責任②
第４回 役員等の義務と責任③ 役員等の責任の追及方法〔主にテキスト第４章第７節〕

第６回 株式① 種類株式ほか〔主にテキスト第３章〕
第５回 授業の振り返り ここまでのまとめ

第９回 計算① 会計〔主にテキスト第５章〕
第８回 株式③ その他〔主にテキスト第３章〕
第７回 株式② 株式の譲渡〔主にテキスト第３章〕

第10回 計算② 剰余金の配当ほか〔主にテキスト第５章〕
第11回 計算③ 債権者保護ほか〔主にテキスト第５章〕
第12回 授業の振り返り ここまでのまとめ

第15回 授業の振り返り ここまでのまとめ

授業時間外に必要な学修 毎回の講義内容について、少なくとも１８０分（予習・復習）必要。予習は主にテキスト範囲を読んで用
語の意義などを調べる。復習は主に講義内容を再読して理解を深め、覚えるべき事項として指示した部分
は記憶の定着を図り、出てきた条文を再確認するなどする。

提出課題など 毎回の授業ごとに課す小課題は次回の講義時に解説する。
成績評価方法・基準 毎回の授業ごとに課す小課題（45％）、期末試験（55％）
テキスト 伊藤靖史他「会社法〔第４版〕」有斐閣
指定図書
参考書 神田秀樹「ここだけ押さえる！会社法のきほん」ナツメ社　￥1、400＋税

第２回 役員等の義務と責任① 総説〔主にテキスト第４章第７節〕

第14回 資金調達② 手続ほか〔主にテキスト第６章〕
第13回 資金調達① 募集株式の発行〔主にテキスト第６章〕

履修するにあたって ・会社法Ⅰを履修済みのほうが望ましい。・講義には、必ずテキスト、六法、筆記用具を持参すること。・講義
はテキスト中心に進めるので、テキスト無で授業に出席しても困難が伴う。・授業で十分に理解できなかった部
分は、あいまいなままにしないこと。・受講態度等に問題のある受講生について、注意しても改善されない場合
は成績評価において別段の措置を講ずることがある。・私語で周りに迷惑をかける学生には、２度目の注意で退
室してもらう。・マークシートについて、学籍番号マークミスは一切救済しない。ボールペンでのマークが読み
取れないケースも同様である。

役員等の会社に対する責任〔主にテキスト第４章第７節〕



授業科目名 会社法Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 佐藤　善恵

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

オンライン授業授業の方法

・「会社法」は事業を行う形態としての「会社」に関する様々なルールを定める法律である。本講義の内容は、
会社法の内容のうち、「機関（役員等に対する責任追及、株主代表訴訟）、株式、計算」である。・この科目の
目的は、学部のDPに掲げる「社会における各種の問題について、その要点を把握し、必要な情報を収集・分析し
て、法的思考に基づいた説得力ある解決指針を示すことができる」という点にある。・本講義は、大学卒業後に
社会人として必要な知識を習得して応用力を養い、法的思考に基づいた客観的判断が行えるようになることを目
指す。・なお、この授業の担当者は、2002年から税理士として申告業務や税務コンサルティングの実務経験があ
り、また任期付国家公務員（国税審判官）として国税不服審判所に４年間勤務した経験のある教員であるので、
実践的観点についても言及する。

授業の目的

・講義を通して会社経営に興味を持つ。・会計情報について意見を述べることができる。　到達目標

資本制度、会計方針、資金調達授業のキーワード

・授業レジュメをあらかじめドットキャンパス（又はWeb)上に掲示した場合は、事前にプリントアウトして準備
しておくこと。（ドットキャンパスは使用可能な状態に整えておくこと）。・１回分の授業を実務家（税理士又
は弁護士）による講義とする場合がある。

授業の進め方

第１回 ガイダンス 会社法概説

第３回 役員等の義務と責任②
第４回 役員等の義務と責任③ 役員等の責任の追及方法〔主にテキスト第４章第７節〕

第６回 株式① 種類株式ほか〔主にテキスト第３章〕
第５回 授業の振り返り ここまでのまとめ

第９回 計算① 会計〔主にテキスト第５章〕
第８回 株式③ その他〔主にテキスト第３章〕
第７回 株式② 株式の譲渡〔主にテキスト第３章〕

第10回 計算② 剰余金の配当ほか〔主にテキスト第５章〕
第11回 計算③ 債権者保護ほか〔主にテキスト第５章〕
第12回 授業の振り返り ここまでのまとめ

第15回 授業の振り返り ここまでのまとめ

授業時間外に必要な学修 毎回の講義内容について、少なくとも１８０分（予習・復習）必要。予習は主にテキスト範囲を読んで用
語の意義などを調べる。復習は主に講義内容を再読して理解を深め、覚えるべき事項として指示した部分
は記憶の定着を図り、出てきた条文を再確認するなどする。

提出課題など 毎回の授業ごとに課す小課題は次回の講義時に解説する。
成績評価方法・基準 毎回の授業ごとに課す小課題（45％）、期末試験（55％）
テキスト 伊藤靖史他「会社法〔第４版〕」有斐閣
指定図書
参考書 神田秀樹「ここだけ押さえる！会社法のきほん」ナツメ社　￥1、400＋税

第２回 役員等の義務と責任① 総説〔主にテキスト第４章第７節〕

第14回 資金調達② 手続ほか〔主にテキスト第６章〕
第13回 資金調達① 募集株式の発行〔主にテキスト第６章〕

履修するにあたって ・会社法Ⅰを履修済みのほうが望ましい。・講義には、必ずテキスト、六法、筆記用具を持参すること。・講義
はテキスト中心に進めるので、テキスト無で授業に出席しても困難が伴う。・授業で十分に理解できなかった部
分は、あいまいなままにしないこと。・受講態度等に問題のある受講生について、注意しても改善されない場合
は成績評価において別段の措置を講ずることがある。・私語で周りに迷惑をかける学生には、２度目の注意で退
室してもらう。・マークシートについて、学籍番号マークミスは一切救済しない。ボールペンでのマークが読み
取れないケースも同様である。

役員等の会社に対する責任〔主にテキスト第４章第７節〕



授業科目名 経済法 単位数

開講キャンパス代表教員 久保　成史

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜3限 木曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

4

有瀬

オンライン授業の方法

この授業では、法と経済学の学際的領域について、経済活動に関する法規制の存在を学修することを目的とす
る。経済学部のDPである「経済社会への多方面な知識をもつ」ことに含まれる科目であることを踏まえて、経済
学的知識と法的知識の関連性をこの授業を通じて修得することも目的の一つである。そのために、経済政策の一
部である競争政策と法の関係が、経済活動を通じて具体的にどのように捉えられているかを理解することが重要
である。たとえば、公序良俗に反しない限り、契約自由の原則に基づき会社は自由に合併契約を締結できるはず
である。しかし、自由に合併できない場合の法規制がある。また、何故話し合いによって、当該市場で活動して
いる会社同士で価格を決めたり、生産量を設定できないのか。このような諸点も含めて、詳細な法解釈を最小限
にとどめて、会社の経済活動と法規制の関係を展開していく。　なお、近時の改正につても説明する。

授業の目的

1　経済法（特に、独占禁止法）の全体像と自由な経済活動における法規制の必要性を説明することができる。
2　基本的な専門用語を用いて、簡単な問題点（例：談合）を説明して、その予防策を策定できる。3　新聞等の
ホットな話題（例：ビッグデータの寡占化に対する規制）について関心をもち、自らの考えを示　　　すと共に
他者との見解の相違点を見出すことができる。

到達目標

独禁法、反トラスト法、シャーマン法授業のキーワード

第1回～第5回までは作成資料のレジュメの配布、第6回以降はテキストに沿ったレジュメを配布する。授業の進め方

第1回 経済活動と法 経済法の領域、経済法の役割と性格、経済法と独占禁止法

第3回 経済法の歴史（2）
第4回 経済規制の現況 公益事業と規制緩和の動向、規制と独占禁止法の関係

第6回 独占禁止法総論（1） 経済活動と競争のルール、個別事業法と独占禁止法
第5回 反独占法の制定史 アメリカ反トラスト法制定事情、アメリカ主要3法と我が独占禁止法の関係

第9回 課徴金等 独占禁止法の実効性担保、改正の経緯等
第8回 独占禁止法の目的 公正且つ自由な競争、解釈上の重要な文言
第7回 独占禁止法総論（2） 経済法から独占禁止法へ、私的独占、カルテルとは何か

第10回 私的独占等 独占的行為と独占的状態、市場行為規制と市場構造規制

第27回 経済力の集中（2） 会社の株式保有規制、合併、事業譲渡

第11回 有効競争論 競争の行為概念と構造概念、有効競争モデル

第28回 独占禁止法の周辺領域 景表法、知的財産法（特許法、実用新案法、意匠法、著作権法、商法法）

第30回 まとめ 授業内容の総まとめと整理
第29回 主要ガイドライン 独占禁止法における重要なガイドラインの説明

第12回 不当な取引制限 私的独占と不当な取引制限のそ相違点、談合、カルテル

第15回 要点整理（1） 経済法と独占禁止法の歴史（特に、財閥解体から企業集団への移行）、私的独占
と不当な取引制限

第17回 優越的地位の濫用規制 優越的地位の利用から濫用へ、市場支配的地位（EU法）の濫用とGAFA等
第16回 不公正な取引方法（総論） 公正競争阻害性、私的独占、不当な取引制限との位置づけ

第20回 不当廉売他 公正取引委員会の二分法的基準、欺まん的顧客誘引
第19回 不当な差別対価 不当性の考え方、法定行為類型と一般指定
第18回 共同の取引拒絶 共同ボイコット、単独ボイコット、法的行為類型と一般指定

第21回 抱合せ販売他 学説・判例の検討、排他的条件付取引

第23回 拘束条件付取引 価格拘束、販売先拘束、販売地域の制限、販売方法の制限
第22回 再販売価格拘束 再販売価格維持制度と再販売価格拘束（維持）

第24回 要点整理（2） 不公正な取引方法のまとめ、法的行為類型と一般指定

第26回 経済力の集中（1） 事業支配力の過度の集中規制、持株会社の事実上の解禁
第25回 事業者団体の規制 事業者団体（各業界の団体）の意義、構成事業者の行為規制等

授業時間外に必要な学修 経済法の範囲は広範囲に及ぶために、授業の中心は、独占禁止法である。しかし、会社法の合併事例（吸
収合併・新設合併）や事業の（一部・全部）譲渡の箇所は、会社法との交錯領域である。法は、個別の法
典によって縦に整理されるが、実務の世界では法の横断的な解釈・理解が必要とされる。したがって、企
業の対内的活動（主として会社法）と対外的な活動（主として独占禁止法）を理解するために、日頃か
ら、経済記事や経済・経営関連の文庫本（例：日経文庫等）などを読んでおくことである。また、授業に
関して、予習・復習にそれぞれ1時間程度はかけてほしい。　なお、第6回以降は、授業計画とテキストの
章立てがほぼリンクしているので、配布するレジュメの補足部分はこのテキストを丹念に読むことであ

提出課題など 提出課題はないが、小テストを2回実施する。実施に際しては、第1回目のレジュメに記載すると共に必ず
実施1週間前の授業の際に告知する。

成績評価方法・基準 課題レポート（100％）
テキスト 久保成史・田中裕明『独占禁止法講義（第3版）』　（中央経済社）2014年
指定図書 特に指定しない。
参考書 特に指定しないが、新聞記事等を授業の進展に応じて資料として配布する。

第2回 経済法の歴史（1） 経済法の生成と発展、経済法の2つの基本形

第14回 判例と審決 私的独占と不当な取引制限の代表的事例の説明、第9回の法改正に関する補足説
明

第13回 行政指導 談合と行政指導の関連性、行政指導のメリット・デメリット

履修するにあたって 新聞等で「談合」、「合併」、「寡占化」等の文字を見つけたら丹念に読んでおくこと。

制定事情、財蜂解体、持株会社整理委員会等



授業科目名 経済法 単位数

開講キャンパス代表教員 久保　成史

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜3限 木曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

4

有瀬

オンライン授業の方法

この授業では、法と経済学の学際的領域について、経済活動に関する法規制の存在を学修することを目的とす
る。経済学部のDPである「経済社会への多方面な知識をもつ」ことに含まれる科目であることを踏まえて、経済
学的知識と法的知識の関連性をこの授業を通じて修得することも目的の一つである。そのために、経済政策の一
部である競争政策と法の関係が、経済活動を通じて具体的にどのように捉えられているかを理解することが重要
である。たとえば、公序良俗に反しない限り、契約自由の原則に基づき会社は自由に合併契約を締結できるはず
である。しかし、自由に合併できない場合の法規制がある。また、何故話し合いによって、当該市場で活動して
いる会社同士で価格を決めたり、生産量を設定できないのか。このような諸点も含めて、詳細な法解釈を最小限
にとどめて、会社の経済活動と法規制の関係を展開していく。　なお、近時の改正につても説明する。

授業の目的

1　経済法（特に、独占禁止法）の全体像と自由な経済活動における法規制の必要性を説明することができる。
2　基本的な専門用語を用いて、簡単な問題点（例：談合）を説明して、その予防策を策定できる。3　新聞等の
ホットな話題（例：ビッグデータの寡占化に対する規制）について関心をもち、自らの考えを示　　　すと共に
他者との見解の相違点を見出すことができる。

到達目標

独禁法、反トラスト法、シャーマン法授業のキーワード

第1回～第5回までは作成資料のレジュメの配布、第6回以降はテキストに沿ったレジュメを配布する。授業の進め方

第1回 経済活動と法 経済法の領域、経済法の役割と性格、経済法と独占禁止法

第3回 経済法の歴史（2）
第4回 経済規制の現況 公益事業と規制緩和の動向、規制と独占禁止法の関係

第6回 独占禁止法総論（1） 経済活動と競争のルール、個別事業法と独占禁止法
第5回 反独占法の制定史 アメリカ反トラスト法制定事情、アメリカ主要3法と我が独占禁止法の関係

第9回 課徴金等 独占禁止法の実効性担保、改正の経緯等
第8回 独占禁止法の目的 公正且つ自由な競争、解釈上の重要な文言
第7回 独占禁止法総論（2） 経済法から独占禁止法へ、私的独占、カルテルとは何か

第10回 私的独占等 独占的行為と独占的状態、市場行為規制と市場構造規制

第27回 経済力の集中（2） 会社の株式保有規制、合併、事業譲渡

第11回 有効競争論 競争の行為概念と構造概念、有効競争モデル

第28回 独占禁止法の周辺領域 景表法、知的財産法（特許法、実用新案法、意匠法、著作権法、商法法）

第30回 まとめ 授業内容の総まとめと整理
第29回 主要ガイドライン 独占禁止法における重要なガイドラインの説明

第12回 不当な取引制限 私的独占と不当な取引制限のそ相違点、談合、カルテル

第15回 要点整理（1） 経済法と独占禁止法の歴史（特に、財閥解体から企業集団への移行）、私的独占
と不当な取引制限

第17回 優越的地位の濫用規制 優越的地位の利用から濫用へ、市場支配的地位（EU法）の濫用とGAFA等
第16回 不公正な取引方法（総論） 公正競争阻害性、私的独占、不当な取引制限との位置づけ

第20回 不当廉売他 公正取引委員会の二分法的基準、欺まん的顧客誘引
第19回 不当な差別対価 不当性の考え方、法定行為類型と一般指定
第18回 共同の取引拒絶 共同ボイコット、単独ボイコット、法的行為類型と一般指定

第21回 抱合せ販売他 学説・判例の検討、排他的条件付取引

第23回 拘束条件付取引 価格拘束、販売先拘束、販売地域の制限、販売方法の制限
第22回 再販売価格拘束 再販売価格維持制度と再販売価格拘束（維持）

第24回 要点整理（2） 不公正な取引方法のまとめ、法的行為類型と一般指定

第26回 経済力の集中（1） 事業支配力の過度の集中規制、持株会社の事実上の解禁
第25回 事業者団体の規制 事業者団体（各業界の団体）の意義、構成事業者の行為規制等

授業時間外に必要な学修 経済法の範囲は広範囲に及ぶために、授業の中心は、独占禁止法である。しかし、会社法の合併事例（吸
収合併・新設合併）や事業の（一部・全部）譲渡の箇所は、会社法との交錯領域である。法は、個別の法
典によって縦に整理されるが、実務の世界では法の横断的な解釈・理解が必要とされる。したがって、企
業の対内的活動（主として会社法）と対外的な活動（主として独占禁止法）を理解するために、日頃か
ら、経済記事や経済・経営関連の文庫本（例：日経文庫等）などを読んでおくことである。また、授業に
関して、予習・復習にそれぞれ1時間程度はかけてほしい。　なお、第6回以降は、授業計画とテキストの
章立てがほぼリンクしているので、配布するレジュメの補足部分はこのテキストを丹念に読むことであ

提出課題など 提出課題はないが、小テストを2回実施する。実施に際しては、第1回目のレジュメに記載すると共に必ず
実施1週間前の授業の際に告知する。

成績評価方法・基準 課題レポート（100％）
テキスト 久保成史・田中裕明『独占禁止法講義（第3版）』　（中央経済社）2014年
指定図書 特に指定しない。
参考書 特に指定しないが、新聞記事等を授業の進展に応じて資料として配布する。

第2回 経済法の歴史（1） 経済法の生成と発展、経済法の2つの基本形

第14回 判例と審決 私的独占と不当な取引制限の代表的事例の説明、第9回の法改正に関する補足説
明

第13回 行政指導 談合と行政指導の関連性、行政指導のメリット・デメリット

履修するにあたって 新聞等で「談合」、「合併」、「寡占化」等の文字を見つけたら丹念に読んでおくこと。

制定事情、財蜂解体、持株会社整理委員会等



授業科目名 日英対照表現法 単位数

開講キャンパス代表教員 藏薗　和也

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 金曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

この授業は、人文学部人文学科のDPに示す1.「複数の分野の基礎知識を教養として身につけている」、5.「相手
の意見を正確に理解し、自分の考えや意見を口頭や文章で的確に表現することができる」、7.「多様な他者と共
存して、異なった価値観を尊重し、積極的に交流・協働できる」に関係しています。英語を使って自分の考えを
表現するためには、単語や構文、定型表現が表す意味について考え、日本語と英語との間に存在する言語感覚の
異同について理解する必要があります。この授業では、意味とはどのようなものかについて考えることで、日英
語を使って自分の考えを表現する際の言語能力の向上に繋げることを目的とします。さらに、英語が苦手な人に
とっても婉曲や皮肉、差別などの表現はどのようなメカニズムで生み出されているのかについて考えることで、
ことばの面白さに気付く機会になるのではないでしょうか。

授業の目的

1. 日英語の特徴を理解し、日本語と英語両方の言語能力を向上させる。2. 言語学的な視点から英語と日本語言
語を分析することができる。3. ことばを分析し、仲間に分かりやすく表現して伝えることができる。

到達目標

semantics、euphemism、irony、politically correct、meaning and form、grammarticalization、polisemy授業のキーワード

講義形式ですが、グループで協力し合いながら練習課題を解いてもらい理解度確認のために指名し発表してもら
いますので、積極的な発言を歓迎します。

授業の進め方

第1回目 導入 授業をどのように進めていくのか、どのように成績を付けるかについて説明しま
す。

第3回目 意味とことばが指すもの

第4回目 同義語とは 辞書の記述などを観察しながら、同義語、類義語とはどのようなものかについて
考えます。

第6回目 多義語１ 多義語とはなにか、さらにメタファーとはどのようなものかについて考えます。
第5回目 語と語の関係性 語と語の関係性にはどのようなものがあるかついて考えます。

第9回目 多義語３ シネクドキとはどのようなものかについて考えます。

第8回目 文法化 メタファーとメトニミーが関係して起きるとされる文法化とはどのようなものか
について考えます。

第7回目 多義語２ メトニミーとはどのようなものかについて考えます。

第10回目 意味の違い１ John struck Bill.とBill was struck by John.のような能動態と受動態という
表現の違いはただの機械的な書き換えではなく、意味の違いを反映していること
をみていきます。

第11回目 意味の違い２ 前置詞の意味に着目しながら、Meg arrived at/in New York on Feburuary 
10th. のような選択の違いにも意味の違いが反映されていることについてみてい
きます。

第12回目 意味の違い３ 前置詞の意味に着目しながら、Marsha was surprised with/by what he said. 
のような違いにも意味の違いが反映されていることについてみていきます。

第15回目 まとめ これまでの講義で扱った内容に関する確認プリントを何も見ない状態で解いても
らいます。

授業時間外に必要な学修 授業で学んだ単語や文法、表現を復習する（1時間）。また、関連する事項に関して色々な言語学の参考
書を読んで知識を深める（1時間）

提出課題など 授業内容の理解度確認のために、毎回授業の最後にその日学んだ内容から指定された日本語を英語に訳し
て出席カードの裏側に書いてもらいます。

成績評価方法・基準 確認プリント50％、授業毎に行う英語訳テスト26％、発表等による授業への積極的な参加24％
テキスト なし
指定図書 なし
参考書 秋元実治. (2002).『文法化とイディオム化』東京：ひつじ書房. 池上嘉彦 編. (1996).『英語の意味』

東京：大修館. 池上嘉彦 編. (2006).『英語の感覚・日本語の感覚』東京：日本放送出版協会. 江川泰一
郎. (1991).『英文法解説』東京：金子書房. 友繁義典. (2016)『英語の意味を極める I ― 名詞・形容
詞・副詞編 ―』東京：開拓社. 友繁義典. (2016)『英語の意味を極める II ― 動詞・前置詞編 ―』東
京：開拓社.安井稔. (1991).『英文法総覧』東京：開拓社.

第2回目 意味とは 意味とはどのようなものかについて考えてみます。

第14回目 言語の違いと発想の違い 自然な英語とは、自然な日本語とはどのようなものかについて考えます。
第13回目 言語によって好まれる表現 イディオム、コロケーションとはどのようなものかについて考えます。

履修するにあたって 授業では英語の辞典を使いますので、英和辞典または英英辞典（電子辞書可）を持参してください。

婉曲表現、例えば「死ぬ（die）」を遠回しに示す婉曲表現「去る（pass awayな
ど）」、や皮肉表現、差別表現が生まれるメカニズムついて考えてみます。



授業科目名 英語表現法 単位数

開講キャンパス代表教員 藏薗　和也

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

この科目は、人文学部人文学科の専門教育科目に属します。人文学部人文学科のDPのうち 2.「自然と人間に関す
る専門知識や人間の社会的・文化的活動に関する専門知識を総合的、体系的に身につけ、異なる分野の知識が相
互に関連することを理解している」、5.「相手の意見を正確に理解し、自分の考えや意見を口頭や文章で的確に
表現することができる」、9.「将来にわたって知的好奇心を失わず、自立的に深く学修できる」に関係します。
英語学の知見を利用して今までに学んできた英語に対する理解をさらに深め、有用な語彙を活用して自分の考え
を表現する力を高めることを目的としています。書くためのいわゆる堅い英語だけでなく、身近な日常表現でよ
く使われる口語英語を学ぶことで、より幅広い語彙や構文の活用方法に慣れ、伝えたい内容を表現するための適
切な語彙や構文を選択できるようになりましょう。

授業の目的

1. 英語の語彙や構文などの意味と働きを理解することができる。2. 英語の語彙や構文などの特徴を理解し、活
用することができる。3. 授業期間を通して、課題の解決のために辞書や関連する文献を調べて自立的な学習に努
めることができる。

到達目標

verb pattern、tense、aspect、voice、mood、narration、non-finite verb、noun、adjective、relative、
adverb、comparison

授業のキーワード

クラスをグループに分け、グループごとに指定されたテキストの英作文の問題を解いてきてもらいます。授業前
半で、テキストに沿って英語を読み書きするための英文法や語彙の知識について全体で整理します。その後、グ
ループで相談しながらより自然な英語になるように英作文を完成させ、発表してもらいます。適切な語彙や表現
を使えているかクラス全体で確認しアドバイスを出し合います。

授業の進め方

第1回目 導入 授業の進め方、成績の付け方を説明します。また、実際に辞書や文法書を使って
英作文を行う方法について説明していきます。

第3回目 時制とアスペクト

第4回目 助動詞 日本語の母語話者にとって一見すると丁寧表現のように思える表現 Open the 
window、 please. や Will you open the window? の違いなど、助動詞の意味と
用法について考えます。

第6回目 法 It’s time you went to bed. ではなぜwentが過去時制で表されるのか。直説
法、命令法、仮定法の特徴について考えます。

第5回目 態 I like apples. は言えても Apples are liked by me. は避けられます。受動態
をとれる動詞、とれない動詞について考えます。

第9回目 現在分詞と過去分詞 現在分詞、過去分詞の特徴を概観します。また、A fallen leaf という場合に過
去分詞が本当に受身の意味になるのかについて考えてみます。

第8回目 不定詞 come to see me と come to see that SV とでは意味が異なります。不定詞の特
徴と不定詞を用いた表現等について考えます。

第7回目 動名詞 Actually writing the letters と the actual writing of the letters のどち
らが動名詞なのかといった問題から、動名詞の特徴について考えます。

第10回目 名詞 英語 a/the lionと lionsの違いや総称的に用いられる youとweの意味の違いな
ど名詞について考えます。

第11回目 形容詞 限定用法・叙述用法や一時性・永続性など英語の形容詞がもつ特徴について考え
ます。

第12回目 関係詞 関係詞の特徴を概観し、There are many cases (  ) you have to compromise. 
と言う時に、空所に使うのは where か when か等について考えます。

第15回目 まとめ これまでの講義で扱った内容に関する確認プリントを何も見ない状態で解いても
らいます。

授業時間外に必要な学修 テキストの英作文は毎回入念に予習し、疑問点があれば辞書や文法書で調べる（1時間）。復習以外にも
毎日英語に触れて、英語力の向上をはかる（1時間）。

提出課題など 毎回、課題として指示した英作文の問題を解き、紙に書いたものを提出してもらいます。
成績評価方法・基準 確認プリント60％、課題提出とグループ発表28％、発表に対するコメントなど授業への積極的な参加12％
テキスト 八木克正.『文法活用の日常英語表現』英宝社
指定図書 なし
参考書 江川泰一郎. (1991).『英文法解説』東京：金子書房. 柏野健次.(1999).『テンスとアスペクト』東京：

開拓社. 友繁義典. (2016)『英語の意味を極める I ― 名詞・形容詞・副詞編 ―』東京：開拓社. 友繁
義典. (2016)『英語の意味を極める II ― 動詞・前置詞編 ―』東京：開拓社.八木克正.(2007) 『世界
に通用しない英語』東京：開拓社.八木克正. (2011) 『英語の疑問　新解決法』東京：三省堂.八木克
正.(2011)「英語教育に役立つ 英語の基礎知識 Q&A』東京：開拓社. 八木克正. (2018)『英語にまつわる
エトセトラ』東京：研究社. 安井稔. (1991).『英文法総覧』東京：開拓社.

第2回目 動詞と動詞型 英語は動詞を中心に文型が決定されること、また様々な文の種類があることに関
する理解を深めます。また、５文型の他にも７文型や８文型といった文型につい
て考えてみます。

第14回目 比較級 比較・最上級の特徴について概観するとともに、最上級を使った表現がなぜ
「one of the +複数形」になるのか等について考えます。

第13回目 副詞 Happily、 John died.とJohn died happily.とでは意味が異なります。副詞およ
び副詞的な修飾語句の意味や用法について考えます。

履修するにあたって 英語を苦手とする人の中には、文法用語は暗記したものの意味や使い方を十分理解できず嫌になってしまった人
もいるのではないでしょうか。そういった人であっても、この授業で５文型の意義やどのように活用するとよい
のかについて日英語対照的に、さらに言語学的な視点から考えることは英語を外国語として学ぶ日本語母語話者
にとって有意義なことだと思います。身近な場面で使う表現を学ぶことで、どのような意図で「動名詞」「to不
定詞」などが使われているのかといった日本語母語話者にはないネイティブの感覚を理解し説明できるようにな
ります。英語が苦手な人でも参加してもらい英語を言語学的に分析していくことで新たな発見をしてもらいたい
と思います。

進行形・完了形と関係する「時制と相（アスペクト）」についてみていきます。
また、I'm seeing it. や I'm loving it. のように普通、進行形にできない状
態動詞の意味と用法などについて考えます。



授業科目名 日英対照研究Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 藏薗　和也

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 金曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

この授業は、人文学部人文学科のDPに示す1.「複数の分野の基礎知識を教養として身につけている」、5.「相手
の意見を正確に理解し、自分の考えや意見を口頭や文章で的確に表現することができる」、7.「多様な他者と共
存して、異なった価値観を尊重し、積極的に交流・協働できる」に関係しています。日本語と英語とでは、もの
ごとの捉え方が異なるため、単に日本語を英語に直訳するだけでは不自然な英語になってしまいます。英語を聴
いたり英語の文献を読み進めていく際だけでなく、英語を書いたり話したりする際にも役に立つ、日本語にはな
い英語話者の感覚から生みだされる「英語らしさ」に気付くことが目的です。日本語らしさやことばの面白さを
発見する機会にもなるはずです。

授業の目的

1. 英語と日本語の違いについて理解することができる。2. 英語らしいさ、日本語らしさについて分かりやすく
説明することができる。3. 英語だけでなく、日本語をより深く理解し、周囲の仲間と知識を共有することができ
る。

到達目標

tense、aspect、translation、voice、resultative授業のキーワード

グループで助け合いながら、比較的簡単な英語を日本語に、日本語を英語に訳してもらいます。議論をしながら
講義を進めていきますので、積極的な発言を歓迎します。

授業の進め方

第1回目 時制とアスペクト 時制とは、アスペクトとはどのようなものかを概観するとともに、日本語の
「（～シ）テイル」の表す意味について考えます。

第3回目 完了の意味とテイル

第4回目 進行の意味とテイル 進行相（be +動詞の進行形）が表す意味について、日本語の「テイル」と対照さ
せながら観察します。

第6回目 前置詞onの多義性 小説などの翻訳の際には特別「あなた」とは訳されない総称人称のyouが使われ
る文章がどのように解釈されているのかについて考えます。

第5回目 wh-語とその訳語 小説などの翻訳の際には That's why we're here. を「そのためにここに来たの
だ」と訳すように、訳語が現れないwh-語やbe動詞について考えます。

第9回目 受動態の形 日本語で「先生が学生たちに論文を批判された」とは言うが、英語でThe 
teacher was criticized his article by the students. とは言わないのはなぜ
でしょうか。日英語の受動態のもつ性質違いについて考えます。

第8回目 相互動詞 相互動詞は動詞の中でも受動態をとらない動詞として知られています。相互動詞
の特徴や受動態の特徴について考えます。

第7回目 総称人称のyouと不定詞 つい「あなた」と訳してしまいそうだが、特別訳されることのない総称人称の
youはどのような場合に使われるのか。また、「～するために」や「結果～す
る」と訳すと時々不自然に感じることのある不定詞について考えます。

第10回目 HAVE 受動文 BEを使った表現 John's front teeth were knocked out. があるにも関わらず、
HAVEを使った表現 John had his front teeth knokcked out. が存在する理由を
考えます。

第11回目 受動と使役の間 She had a book stolen from her library. は日本語で２通りの意味を表しま
す。このような例をみながら日英語の受動表現と使役表現を対照的に観察しま

第12回目 自動詞と他動詞 The window broke. と He broke the window. のように自動詞と他動詞の両方で
言える場合と、John laughed は言えても *Mary laughed John. とは言えない場
合があります。どのような場合に可能なのかについて考えます。

第15回目 まとめ これまでの講義で扱った内容に関する確認プリントを何も見ない状態で解いても
らいます。

授業時間外に必要な学修 課題が出た際には締め切り日までに必ず完成させて持参し、課題返却後はフィードバックを読み復習に努
める（1時間）。講義で学んだ内容に関して言語学、英語学、日英対照関係の書物を参考に積極的に学習
する（1時間）。

提出課題など レポート課題を出します。
成績評価方法・基準 確認プリント（70％）、課題提出（15％）、発表などでの自発的な発言（15％）
テキスト なし
指定図書 なし
参考書 池上嘉彦. (1981).『「する」と「なる」の言語学』東京：大修館. 柏野健次.(1999).『テンスとアスペ

クト』東京：開拓社. 友繁義典. (2016).『英語の意味を極める II ― 動詞・前置詞編 ―』東京：開拓
社.中右実、 西村義樹. (1998).『構文と事象構造』研究社.巻下吉夫、 瀬戸賢一. (1997).『文化と発想
とレトリック』研究社. 鷲尾龍一、 三原健一. (1997).『ヴォイスとアスペクト：日英語比較選書』研究
社.

第2回目 動詞の分類 英語の動詞はどのような基準で「動作動詞」と「状態動詞」に分類されるのか。
動詞の分類について日英対照的にみていきます。

第14回目 道具使役と結果表現 道具を使った道具使役と結果表現について観察するとともに、「する」的言語
（日本語）と「なる」的言語（英語）の特徴を表す例を使役構文を通じて観察し
ます。

第13回目 他動詞への交替 「行進する」を表す自動詞 march は他動詞として使う場合（The general 
marched the soldiers to the tents.）、方向句（to the tents）が必ず必要で
す。このような動詞の特徴についてみていきます。

履修するにあたって 授業では英語の辞典を使いますので、英和辞典または英英辞典（電子辞書可）を持参してください。

完了相（have +過去分詞）が表す意味について、日本語の「テイル」と対照させ
ながら観察します。



授業科目名 民法Ⅲ（債権各論） ⑨～⑫ 単位数

開講キャンパス代表教員 小松　昭人

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜1限 木曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

4

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義形式で行う。授業の方法

この科目は、法学部ディプロマ・ポリシーのうち、「1．　知識・理解」および「2．　汎用的技能」に対応し、
法的素養を身につけることおよび法的施行に基づいた説得力ある解決指針を示すことができるようになることを
目的としている。民法総則および物権法に関する理解を前提に、民法典第3編「債権」のうち、５２１条から
７２４条の２までについて学ぶ。もっとも、民法の規定は相互に関係しているため、必要に応じて対象範囲以外
の規定および特別法についても学ぶ。なお、2017年6月2日法律第４４号により改正された民法は、2020年4月1日
に施行された。この講義では、現行法となった改正民法について講義する。債権各論は、契約、不法行為等の債
権の発生原因を扱う分野であり、民法全体の理解に欠かせないものである。実社会での重要性も高く、法学部卒
業生としてこの分野についての理解を身につけていることが必要である。

授業の目的

①対象範囲に関する基本用語および概念を理解し、適切に用いることができる。②対象範囲における諸制度・諸
規定について、そのような制度・規定が設けられた趣旨を理解し、説明することができる。③解釈上の問題につ
いて、基本的な最上級審の立場（判例）を理解し、説明することができる。④対象範囲に関する比較的単純な事
例について、法律の規定および解釈に基づいて論理的に解答することができる。

到達目標

債権。契約。不法行為。不当利得。事務管理。授業のキーワード

講義資料に沿って、説明をする。必要に応じて板書もするが、板書だけでなく、それ以外の口頭の説明も、ノー
トにとること。詳しくは、第1回の受講上の注意の際に、説明する。

授業の進め方

第1回 ガイダンス、債権各論序論 受講上の注意。債権各論とは何か。【テキスト１～４ページ】

第3回 契約総論(2)
第4回 契約総論(3) 契約の成立と契約関係の解消。【テキスト１７～35ページ】

第6回 契約総論(5) 契約の解除(２)。【テキスト５０～５６ページ】
第5回 契約総論(4) 契約の解除(1)。【テキスト44～５0ページ】

第9回 契約各論(1) 売買(1)。【テキスト６９～７１ページ、８０～８４ページ】
第8回 契約総論(7) 契約の解除(４)。【テキスト６４～６８ページ】
第7回 契約総論(6) 契約の解除(３)。【テキスト５６～６４ページ】

第10回 契約各論(2) 売買(2)。【テキスト８９～９３ページ】

第27回 不法行為(8) 土地工作物責任。共同不法行為。【テキスト３７０～３８２ページ】

第11回 契約各論(3) 売買(3)。【テキスト９３～１０３ページ】

第28回 不法行為(9) 事務管理。【テキスト４３８～４４７ページ】

第30回 不当利得(2) 不当利得(2)。【テキスト463～483ページ】
第29回 事務管理、不当利得(1) 不当利得（１）。【テキスト４４８～４６３ページ】

第12回 契約各論(4) 売買(４)。【テキスト１０３～１１３ページ】

第15回 契約各論(6) 賃貸借（３）。【テキスト１６２～１７２ページ、１５３～１５７ページ】

第17回 契約各論(8) 使用貸借。消費貸借。【テキスト１２８～１４５ページ】
第16回 契約各論(7) 賃貸借(４)。【テキスト１７２～１９９ページ】

第20回 不法行為(1) 不法行為法の基礎理論。一般不法行為の成立要件(1)。【テキスト２５８～
２６６ページ、２６６～２８２ページ】

第19回 契約各論(10) 請負（２）。【テキスト２１１～２１３ページ】
第18回 契約各論(9) 贈与。請負（１）。【テキスト７１～８０ページ、２０９～２２１ページ】

第21回 不法行為(2) 一般不法行為の成立要件(2)。【テキスト２８２～３０４ページ】

第23回 不法行為(4) 一般不法行為の成立要件(4)。【テキスト３３１～３５２ページ】
第22回 不法行為(3) 一般不法行為の成立要件(3)。【テキスト３０７～３３１ページ】

第24回 不法行為(5) 不法行為の効果(1)。【テキスト３９８～４１２ページ】

第26回 不法行為(7) 監督者責任。使用者責任。【テキスト３５２～３７０ページ】
第25回 不法行為(6) 不法行為の効果(2)。【テキスト４１２～４３７ページ】

授業時間外に必要な学修 授業時間だけですべてを理解することはできない。復習は必ず行うこと。この科目では、予習・復習等の
ために1回の講義あたり4時間の講義時間以外の学修が必要となる。予習・復習の割合および学修方法につ
いては、必要に応じて指示する。予習としては、配布された講義資料やテキストをよく読み、わからない
点を明らかにしておくこと。復習の際には、講義資料、ノート、テキストに目を通して自分が理解できな
かった点を明確にし、その点について集中的に調べ、考えるようにすること。それでもわからないとき
は、担当教員に質問をしてください。質問は歓迎します。なお、質問の際にも、わからない点をはっきり
させるように心がけること。

提出課題など
成績評価方法・基準 定期試験100％。
テキスト 藤岡康宏・磯村保・浦川道太郎・松本恒雄『民法Ⅳ─債権各論』（有斐閣Sシリーズ、2019年）。なお、

講義開始時までに改版されたときは、最新版を使用する。
指定図書
参考書 契約総論および各論の部分につき、中田裕康『契約法』（有斐閣、２０１７年）、平野裕之『コアテキス

ト　民法Ⅴ　契約法［第2版］』（新世社、2018年）。不法行為の部分につき、窪田充見『不法行為法
［第２版］』（有斐閣、２０１８年）、平野裕之『コア・テキスト　民法Ⅵ　事務管理・不当利得・不法
行為［第２版］』（新世社、2018年）。その他のものとして、窪田充見・森田宏樹編『民法判例百選Ⅱ
［第８版］』（有斐閣、２０１８年）、我妻栄・有泉亨・清水誠・田山輝明『我妻・有泉コンメンタール

第2回 契約総論(1) 契約とは何か。契約の分類。契約自由の原則。【テキスト５～１５ページ】

第14回 契約各論(5) 賃貸借(２)。【テキスト１５７～１６２ページ】
第13回 契約各論(5) 賃貸借(１)。【テキスト１４５～１５３ページ】

履修するにあたって 最新版（2020年度版または令和２年版）の六法を毎回、持参すること。2020年４月に施行された改正民法につい
て講義をするので、古い六法は使用しないこと。スマートフォンに搭載した六法も、学習に適しないので、使用
しないこと。その他、受講上の注意については、初回の講義で説明するので、必ず出席すること。下記の授業計
画は、講義の進度や受講者の理解度に応じて、一部変更されることがある。学期末に補充講義が行われることが
ある。債権各論は範囲が広いため、すべてを講義で取り上げることはできない。講義で触れなかった部分（とり
わけ、契約各論の後半部分にあたる、雇用、委任、寄託、組合、終身定期金、和解）は、テキストで自学自習す
ること。

契約の効力─同時履行の抗弁権。【テキスト３５～４０ページ】



民法　総則・物権・債権［第６版］』（日本評論社、２０１９年）。



授業科目名 民法Ⅲ（債権各論） ⑨～⑫ 単位数

開講キャンパス代表教員 小松　昭人

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜1限 木曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

4

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義形式で行う。授業の方法

この科目は、法学部ディプロマ・ポリシーのうち、「1．　知識・理解」および「2．　汎用的技能」に対応し、
法的素養を身につけることおよび法的施行に基づいた説得力ある解決指針を示すことができるようになることを
目的としている。民法総則および物権法に関する理解を前提に、民法典第3編「債権」のうち、５２１条から
７２４条の２までについて学ぶ。もっとも、民法の規定は相互に関係しているため、必要に応じて対象範囲以外
の規定および特別法についても学ぶ。なお、2017年6月2日法律第４４号により改正された民法は、2020年4月1日
に施行された。この講義では、現行法となった改正民法について講義する。債権各論は、契約、不法行為等の債
権の発生原因を扱う分野であり、民法全体の理解に欠かせないものである。実社会での重要性も高く、法学部卒
業生としてこの分野についての理解を身につけていることが必要である。

授業の目的

①対象範囲に関する基本用語および概念を理解し、適切に用いることができる。②対象範囲における諸制度・諸
規定について、そのような制度・規定が設けられた趣旨を理解し、説明することができる。③解釈上の問題につ
いて、基本的な最上級審の立場（判例）を理解し、説明することができる。④対象範囲に関する比較的単純な事
例について、法律の規定および解釈に基づいて論理的に解答することができる。

到達目標

債権。契約。不法行為。不当利得。事務管理。授業のキーワード

講義資料に沿って、説明をする。必要に応じて板書もするが、板書だけでなく、それ以外の口頭の説明も、ノー
トにとること。詳しくは、第1回の受講上の注意の際に、説明する。

授業の進め方

第1回 ガイダンス、債権各論序論 受講上の注意。債権各論とは何か。【テキスト１～４ページ】

第3回 契約総論(2)
第4回 契約総論(3) 契約の成立と契約関係の解消。【テキスト１７～35ページ】

第6回 契約総論(5) 契約の解除(２)。【テキスト５０～５６ページ】
第5回 契約総論(4) 契約の解除(1)。【テキスト44～５0ページ】

第9回 契約各論(1) 売買(1)。【テキスト６９～７１ページ、８０～８４ページ】
第8回 契約総論(7) 契約の解除(４)。【テキスト６４～６８ページ】
第7回 契約総論(6) 契約の解除(３)。【テキスト５６～６４ページ】

第10回 契約各論(2) 売買(2)。【テキスト８９～９３ページ】

第27回 不法行為(8) 土地工作物責任。共同不法行為。【テキスト３７０～３８２ページ】

第11回 契約各論(3) 売買(3)。【テキスト９３～１０３ページ】

第28回 不法行為(9) 事務管理。【テキスト４３８～４４７ページ】

第30回 不当利得(2) 不当利得(2)。【テキスト463～483ページ】
第29回 事務管理、不当利得(1) 不当利得（１）。【テキスト４４８～４６３ページ】

第12回 契約各論(4) 売買(４)。【テキスト１０３～１１３ページ】

第15回 契約各論(6) 賃貸借（３）。【テキスト１６２～１７２ページ、１５３～１５７ページ】

第17回 契約各論(8) 使用貸借。消費貸借。【テキスト１２８～１４５ページ】
第16回 契約各論(7) 賃貸借(４)。【テキスト１７２～１９９ページ】

第20回 不法行為(1) 不法行為法の基礎理論。一般不法行為の成立要件(1)。【テキスト２５８～
２６６ページ、２６６～２８２ページ】

第19回 契約各論(10) 請負（２）。【テキスト２１１～２１３ページ】
第18回 契約各論(9) 贈与。請負（１）。【テキスト７１～８０ページ、２０９～２２１ページ】

第21回 不法行為(2) 一般不法行為の成立要件(2)。【テキスト２８２～３０４ページ】

第23回 不法行為(4) 一般不法行為の成立要件(4)。【テキスト３３１～３５２ページ】
第22回 不法行為(3) 一般不法行為の成立要件(3)。【テキスト３０７～３３１ページ】

第24回 不法行為(5) 不法行為の効果(1)。【テキスト３９８～４１２ページ】

第26回 不法行為(7) 監督者責任。使用者責任。【テキスト３５２～３７０ページ】
第25回 不法行為(6) 不法行為の効果(2)。【テキスト４１２～４３７ページ】

授業時間外に必要な学修 授業時間だけですべてを理解することはできない。復習は必ず行うこと。この科目では、予習・復習等の
ために1回の講義あたり4時間の講義時間以外の学修が必要となる。予習・復習の割合および学修方法につ
いては、必要に応じて指示する。予習としては、配布された講義資料やテキストをよく読み、わからない
点を明らかにしておくこと。復習の際には、講義資料、ノート、テキストに目を通して自分が理解できな
かった点を明確にし、その点について集中的に調べ、考えるようにすること。それでもわからないとき
は、担当教員に質問をしてください。質問は歓迎します。なお、質問の際にも、わからない点をはっきり
させるように心がけること。

提出課題など
成績評価方法・基準 定期試験100％。
テキスト 藤岡康宏・磯村保・浦川道太郎・松本恒雄『民法Ⅳ─債権各論』（有斐閣Sシリーズ、2019年）。なお、

講義開始時までに改版されたときは、最新版を使用する。
指定図書
参考書 契約総論および各論の部分につき、中田裕康『契約法』（有斐閣、２０１７年）、平野裕之『コアテキス

ト　民法Ⅴ　契約法［第2版］』（新世社、2018年）。不法行為の部分につき、窪田充見『不法行為法
［第２版］』（有斐閣、２０１８年）、平野裕之『コア・テキスト　民法Ⅵ　事務管理・不当利得・不法
行為［第２版］』（新世社、2018年）。その他のものとして、窪田充見・森田宏樹編『民法判例百選Ⅱ
［第８版］』（有斐閣、２０１８年）、我妻栄・有泉亨・清水誠・田山輝明『我妻・有泉コンメンタール

第2回 契約総論(1) 契約とは何か。契約の分類。契約自由の原則。【テキスト５～１５ページ】

第14回 契約各論(5) 賃貸借(２)。【テキスト１５７～１６２ページ】
第13回 契約各論(5) 賃貸借(１)。【テキスト１４５～１５３ページ】

履修するにあたって 最新版（2020年度版または令和２年版）の六法を毎回、持参すること。2020年４月に施行された改正民法につい
て講義をするので、古い六法は使用しないこと。スマートフォンに搭載した六法も、学習に適しないので、使用
しないこと。その他、受講上の注意については、初回の講義で説明するので、必ず出席すること。下記の授業計
画は、講義の進度や受講者の理解度に応じて、一部変更されることがある。学期末に補充講義が行われることが
ある。債権各論は範囲が広いため、すべてを講義で取り上げることはできない。講義で触れなかった部分（とり
わけ、契約各論の後半部分にあたる、雇用、委任、寄託、組合、終身定期金、和解）は、テキストで自学自習す
ること。

契約の効力─同時履行の抗弁権。【テキスト３５～４０ページ】



民法　総則・物権・債権［第６版］』（日本評論社、２０１９年）。



授業科目名 会社法Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 小松　卓也

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 金曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義。授業の方法

この科目は、学部のＤＰに掲げる「法的素養を身につける」「法的思考に基づいた説得力ある解決指針を示すこ
とができる」を目的とする。本講義は、会社法のうち、役員等の責任、株式の内容および企業会計に関する法制
度を扱うものである。本講義では、それらの基本的な仕組みを扱う。

授業の目的

上記の会社法の範囲についての基本的な知識の修得ができる。到達目標

授業のキーワード

板書を中心に進めるため、受講者は毎回相当量の筆記をすることが求められる。また、新聞記事などを配布して
実際の状況を知ることにも留意する。　　

授業の進め方

第1回 ガイダンス 会社法Ⅱの概要

第3回 役員等の責任（２）
第4回 役員等の責任（３） 第三者に対する取締役の責任

第6回 株式の内容（１） 株式の法的意義
第5回 役員等の責任（４） その他の者の責任

第9回 株式の内容（４） 特殊な条項付株式
第8回 株式の内容（３） 譲渡制限株式など
第7回 株式の内容（２） 優先株など

第10回 株式の内容（５） 拒否権付株式など
第11回 株式の内容（６） その他の特別な定め
第12回 企業会計（１） 企業会計の概要

第15回 企業会計（４） 企業会計に関する個別問題

授業時間外に必要な学修 講義において触れられた用語や問題点について、各自で調査および検討するという自学自習（復習）が望
まれる。目安としては、各回につき６０分程度が必要であろう。　

提出課題など 定期試験に関するフィードバックについては、成績公表後において、個別の問い合わせに応じることとす
る。　

成績評価方法・基準 定期試験の結果による（100％）。　
テキスト
指定図書 「会社法の仕組み」（日経文庫、最新版に限る）近藤光男著（日本経済新聞社）、「会社法」黒沼悦郎著

（商事法務）　
参考書

第2回 役員等の責任（１） 会社に対する取締役の責任（１）

第14回 企業会計（３） 損益計算書
第13回 企業会計（２） 貸借対照表

履修するにあたって 下記の成績評価方法の例外として、受講者の受講態度に特段の問題がある場合には、個別に別途課題の提出を要
求するなど、成績評価において別段の措置を施すことがありうる。　

会社に対する取締役の責任（２）



授業科目名 会社法Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 小松　卓也

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 金曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義。授業の方法

この科目は、学部のＤＰに掲げる「法的素養を身につける」「法的思考に基づいた説得力ある解決指針を示すこ
とができる」を目的とする。本講義は、会社法のうち、役員等の責任、株式の内容および企業会計に関する法制
度を扱うものである。本講義では、それらの基本的な仕組みを扱う。

授業の目的

上記の会社法の範囲についての基本的な知識の修得ができる。到達目標

授業のキーワード

板書を中心に進めるため、受講者は毎回相当量の筆記をすることが求められる。また、新聞記事などを配布して
実際の状況を知ることにも留意する。　　

授業の進め方

第1回 ガイダンス 会社法Ⅱの概要

第3回 役員等の責任（２）
第4回 役員等の責任（３） 第三者に対する取締役の責任

第6回 株式の内容（１） 株式の法的意義
第5回 役員等の責任（４） その他の者の責任

第9回 株式の内容（４） 特殊な条項付株式
第8回 株式の内容（３） 譲渡制限株式など
第7回 株式の内容（２） 優先株など

第10回 株式の内容（５） 拒否権付株式など
第11回 株式の内容（６） その他の特別な定め
第12回 企業会計（１） 企業会計の概要

第15回 企業会計（４） 企業会計に関する個別問題

授業時間外に必要な学修 講義において触れられた用語や問題点について、各自で調査および検討するという自学自習（復習）が望
まれる。目安としては、各回につき６０分程度が必要であろう。　

提出課題など 定期試験に関するフィードバックについては、成績公表後において、個別の問い合わせに応じることとす
る。　

成績評価方法・基準 定期試験の結果による（100％）。　
テキスト
指定図書 「会社法の仕組み」（日経文庫、最新版に限る）近藤光男著（日本経済新聞社）、「会社法」黒沼悦郎著

（商事法務）　
参考書

第2回 役員等の責任（１） 会社に対する取締役の責任（１）

第14回 企業会計（３） 損益計算書
第13回 企業会計（２） 貸借対照表

履修するにあたって 下記の成績評価方法の例外として、受講者の受講態度に特段の問題がある場合には、個別に別途課題の提出を要
求するなど、成績評価において別段の措置を施すことがありうる。　

会社に対する取締役の責任（２）



授業科目名 発達障害学 単位数

開講キャンパス代表教員 小山　正

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 金曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

この科目は、心理学部のディプロマポリシー（DP）の1、3、8に特に関連し、心理学科専門教育科目専門科目群の
中に位置づけられる。自閉症スペクトラムや発達障がいの子どもの問題を中心に、乳幼児期の早期教育・療育の
問題、親への支援のあり方、学校教育における問題などについて、「障がいのある子どもが発達する」という
「障害児発達学」の立場から述べていく。平成19年度より、特別支援教育に移行したことを踏まえ、障がいのあ
る子どもの発達上の問題や療育方法および学校教育について説明できることや、障がいのある子どものコミュニ
ケーションとその発達についても説明できることを目指し、特別の支援を必要とする幼児､児童及び生徒の障害の
特性及び心身の発達を理解する。なお、この科目の担当者は児童相談所、児童福祉センター療育部門での心理判
定員として9年間経験した実務経験がある教員です。療育の実際や課題について言及しながら学びを深めていきま
す。

授業の目的

・障がいのある子どもの発達と教育について説明することができる。(知識)・障がいのある子どもの発達上の問
題について説明できる。(知識)・療育方法および学校教育について説明できる。(知識)・インクルーシブ教育シ
ステムを含めた特別支援に関する制度の理念や仕組みを説明できる。(知識)・障がいのある子どものコミュニ
ケーションとその発達について説明できる。(知識)・特別支援教育に関する教育課程の位置づけと内容を説明で
きる。(知識)・「通級による指導」および「自立活動」の教育課程上の位置づけと内容を説明できる。(知識)・
これまでと違った観点から障がい児・者への配慮することができる。(態度・習慣)・地域の療育について調べる
ことができる。(技能)

到達目標

障がい、自立、特別支援教育、療育授業のキーワード

配布資料にそって講義を進めます。事前に関連する参考書の章を読んでおくこと。授業の進め方

第1回 子ども理解と障がいのある子ど
もの教育

特別支援教育、障害児教育を進める上で児童・生徒の障害特性および心身の発達
を理解する。

第3回 (1) 自閉スペクトラム症の子ど
もの言語発達の諸相(2) 語用の
障がいについて

第4回 ことばの獲得とその障がい わが国における障がいのある子どもへの言語発達支援について理解を深める。

第6回 個別療育と集団療育の意義 主として児童発達支援センター等における発達支援やさまざまな療法についての
理解を深める。就学前の療育システムについても理解を深める。

第5回 障がいのある子どもの遊びと発
達

子どもの遊びと発達について理解を深める。

第9回 通級指導教室と交流教育 通級制と交流教育の意義について理解する。

第8回 学校教育:特別支援教育に関す
る教育課程

障がいのある子どもの学校教育や教育課程、指導形態について理解を深める。関
係機関との連携についても理解する。

第7回 早期療育と親への心理的サポー
ト

障がいのある子どもの親子関係や親への支援、地域療育のあり方について考え
る。また、家庭との連携について理解する。

第10回 特別支援教育の実際とこれから
の課題。

特別支援教育が目指すもの、障害児教育における今後の課題を考える。学童期の
アセスメントから個別教育計画の考え方や実際について述べる。

第11回 自立とは。就労の問題－学校終
了後の問題。

発達的自立、就労の問題について考える。

第12回 事例研究 事例を通して、障がいのある子どもの発達についての理解を深める。 さらに事
例研究の方法について学ぶ。

第15回 振り返りと総括 本講義の振り返りと全体的な総括を行う。

授業時間外に必要な学修 前回の授業の資料を読んで整理すること  (目安として90分)、および該当の参考書の該当箇所を予習とし
て読んでいること  (目安として90分) を前提として講義を進めます。それらの作業を通して疑問点を出
しておき、小レポートの質問の箇所に記してください。

提出課題など 講義内容と主題に関した小レポートを毎回授業中に書いて提出すること。小レポートについては、以降の
授業時に、記述のポイントなど、講述、総評を行います。

成績評価方法・基準 全授業回数の3分の2以上の出席者が単位の認定・評価の対象になります。毎回の講義内容に関する小レ
ポート(50%)と、定期試験 (50%) (記述式、※持ち込み不可) によって評価します。小レポートでは、各
回の主題に関しての理解を問い、定期試験では到達目標について、その解答から評価します。

テキスト 随時、資料を配布します。
指定図書 なし。
参考書 小山　正・神土陽子(編)　『自閉症スペクトラムの子どもの言語・象徴機能の発達』　ナカニシヤ出版小

山　正編　『ことばが育つ条件』　培風館  村井潤一・小山　正共著　『障害児発達学の基礎』　培風館

第2回 発達障害とは。 「知的障害」「自閉スペクトラム症」「発達障害」についての理解を深める。

第14回 特別支援教育における今後の展
開

特別支援教育の今後の課題を考える。

第13回 思春期・青年期の問題 障がいのある児童のアイデンティティの形成、青年期以降の問題を発達的観点か
ら考える。

履修するにあたって これまでの授業の中で発達障害や療育について学んだことから、疑問点などを整理しておいてください。　　　

(1)自閉スペクトラム症のある子どもの言語発達とその支援について。(2)他者認
識の発達という観点から考える。



授業科目名 発達障害学 （資格） 単位数

開講キャンパス代表教員 小山　正

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 金曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

この科目は、心理学部のディプロマポリシー（DP）の1、3、8に特に関連し、心理学科専門教育科目専門科目群の
中に位置づけられる。自閉症スペクトラムや発達障がいの子どもの問題を中心に、乳幼児期の早期教育・療育の
問題、親への支援のあり方、学校教育における問題などについて、「障がいのある子どもが発達する」という
「障害児発達学」の立場から述べていく。平成19年度より、特別支援教育に移行したことを踏まえ、障がいのあ
る子どもの発達上の問題や療育方法および学校教育について説明できることや、障がいのある子どものコミュニ
ケーションとその発達についても説明できることを目指し、特別の支援を必要とする幼児､児童及び生徒の障害の
特性及び心身の発達を理解する。なお、この科目の担当者は児童相談所、児童福祉センター療育部門での心理判
定員として9年間経験した実務経験がある教員です。療育の実際や課題について言及しながら学びを深めていきま
す。

授業の目的

・障がいのある子どもの発達と教育について説明することができる。(知識)・障がいのある子どもの発達上の問
題について説明できる。(知識)・療育方法および学校教育について説明できる。(知識)・インクルーシブ教育シ
ステムを含めた特別支援に関する制度の理念や仕組みを説明できる。(知識)・障がいのある子どものコミュニ
ケーションとその発達について説明できる。(知識)・特別支援教育に関する教育課程の位置づけと内容を説明で
きる。(知識)・「通級による指導」および「自立活動」の教育課程上の位置づけと内容を説明できる。(知識)・
これまでと違った観点から障がい児・者への配慮することができる。(態度・習慣)・地域の療育について調べる
ことができる。(技能)

到達目標

障がい、自立、特別支援教育、療育授業のキーワード

配布資料にそって講義を進めます。事前に関連する参考書の章を読んでおくこと。授業の進め方

第1回 子ども理解と障がいのある子ど
もの教育

特別支援教育、障害児教育を進める上で児童・生徒の障害特性および心身の発達
を理解する。

第3回 (1) 自閉スペクトラム症の子ど
もの言語発達の諸相(2) 語用の
障がいについて

第4回 ことばの獲得とその障がい わが国における障がいのある子どもへの言語発達支援について理解を深める。

第6回 個別療育と集団療育の意義 主として児童発達支援センター等における発達支援やさまざまな療法についての
理解を深める。就学前の療育システムについても理解を深める。

第5回 障がいのある子どもの遊びと発
達

子どもの遊びと発達について理解を深める。

第9回 通級指導教室と交流教育 通級制と交流教育の意義について理解する。

第8回 学校教育:特別支援教育に関す
る教育課程

障がいのある子どもの学校教育や教育課程、指導形態について理解を深める。関
係機関との連携についても理解する。

第7回 早期療育と親への心理的サポー
ト

障がいのある子どもの親子関係や親への支援、地域療育のあり方について考え
る。また、家庭との連携について理解する。

第10回 特別支援教育の実際とこれから
の課題。

特別支援教育が目指すもの、障害児教育における今後の課題を考える。学童期の
アセスメントから個別教育計画の考え方や実際について述べる。

第11回 自立とは。就労の問題－学校終
了後の問題。

発達的自立、就労の問題について考える。

第12回 事例研究 事例を通して、障がいのある子どもの発達についての理解を深める。 さらに事
例研究の方法について学ぶ。

第15回 振り返りと総括 本講義の振り返りと全体的な総括を行う。

授業時間外に必要な学修 前回の授業の資料を読んで整理すること  (目安として90分)、および該当の参考書の該当箇所を予習とし
て読んでいること  (目安として90分) を前提として講義を進めます。それらの作業を通して疑問点を出
しておき、小レポートの質問の箇所に記してください。

提出課題など 講義内容と主題に関した小レポートを毎回授業中に書いて提出すること。小レポートについては、以降の
授業時に、記述のポイントなど、講述、総評を行います。

成績評価方法・基準 全授業回数の3分の2以上の出席者が単位の認定・評価の対象になります。毎回の講義内容に関する小レ
ポート(50%)と、定期試験 (50%) (記述式、※持ち込み不可) によって評価します。小レポートでは、各
回の主題に関しての理解を問い、定期試験では到達目標について、その解答から評価します。

テキスト 随時、資料を配布します。
指定図書 なし。
参考書 小山　正・神土陽子(編)　『自閉症スペクトラムの子どもの言語・象徴機能の発達』　ナカニシヤ出版小

山　正編　『ことばが育つ条件』　培風館  村井潤一・小山　正共著　『障害児発達学の基礎』　培風館

第2回 発達障害とは。 「知的障害」「自閉スペクトラム症」「発達障害」についての理解を深める。

第14回 特別支援教育における今後の展
開

特別支援教育の今後の課題を考える。

第13回 思春期・青年期の問題 障がいのある児童のアイデンティティの形成、青年期以降の問題を発達的観点か
ら考える。

履修するにあたって これまでの授業の中で発達障害や療育について学んだことから、疑問点などを整理しておいてください。　　　

(1)自閉スペクトラム症のある子どもの言語発達とその支援について。(2)他者認
識の発達という観点から考える。



授業科目名 教職実践演習（栄養教諭） (資格) 単位数

開講キャンパス代表教員 小林　麻貴

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 金曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

演習授業の方法

この科目では、栄養学部のDPに示す栄養教諭のリーダーとして社会で活躍できる技能を習得するため、栄養教諭
免許取得の最終段階として、身につけた資質能力が有機的に形成されたかについて最終的に確認し、栄養教諭と
しての全体的な能力の涵養を図ることを目的とする。

授業の目的

①効果的な授業方法を身につけることができる。②児童とのコミュニケーション能力を身につけることができ
る。　

到達目標

エコ・クッキング、和風だし体験講座、食農活動授業のキーワード

少人数のグループワークを中心に行う。授業の進め方

第1回 オリエンテーション 本科目の趣旨、目的を理解する。

第3回 学校訪問の準備
第4回 学校訪問の準備 食育計画の打ち合わせ・作成を行うことで、食育準備に必要なことを理解する。

　

第6回 学校訪問の実施 小・中学校を訪問し、食育授業を行い、効果的な授業の方法について理解する。
第5回 学校訪問の実施 小・中学校を訪問し、食育授業を行い、効果的な授業の方法について理解する。

第9回 学校訪問の実施 小・中学校を訪問し、食育授業を行い、効果的な授業の方法について理解する。
第8回 学校訪問の実施 小・中学校を訪問し、食育授業を行い、効果的な授業の方法について理解する。
第7回 学校訪問の実施 小・中学校を訪問し、食育授業を行い、効果的な授業の方法について理解する。

第10回 学校訪問の実施 小・中学校を訪問し、食育授業を行い、効果的な授業の方法について理解する。
第11回 学校訪問の実施 小・中学校を訪問し、食育授業を行い、効果的な授業の方法について理解する。
第12回 学校訪問の実施 小・中学校を訪問し、食育授業を行い、効果的な授業の方法について理解する。

第15回 まとめ 学校訪問の実施で得たことをまとめ、効果的な授業方法、児童とのコミュニケー
ションに大切なことについて理解を深める。

授業時間外に必要な学修 授業の練習をする（1時間）
提出課題など 授業の最終回に課題を提出する。課題のフィードバックはオフィスアワーに行う。
成績評価方法・基準 演習への積極性（食育授業への取り組み、媒体作成）90％、課題10％で評価を行う。
テキスト
指定図書
参考書 小学校・中学校各種学習指導要領

第2回 学校訪問の準備 食育計画の打ち合わせ・作成を行うことで、食育準備に必要なことを理解する。
　

第14回 学校訪問の実施 小・中学校を訪問し、食育授業を行い、効果的な授業の方法について理解する。
第13回 学校訪問の実施 小・中学校を訪問し、食育授業を行い、効果的な授業の方法について理解する。

履修するにあたって 栄養教諭概論Ⅰ、Ⅱ、栄養教育実習で学修したことを復習しておくこと。

食育計画の打ち合わせ・作成を行うことで、食育準備に必要なことを理解する。



授業科目名 行政法Ⅰ（行政法総論） 単位数

開講キャンパス代表教員 幸田　功

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜1限 木曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

4

有瀬

講義により行います。授業の方法

経済学部のDP(学位授与方針)の１に「経済の歴史や制度に係わる知識を修得し、今日の経済情勢を歴史的・制度
的に理解できる。」が掲げられています。行政法が属する法学も経済学と同じく社会現象を扱います。行政法の
知識を習得することで、社会に対する視野がさらに広がり、今日の経済情勢の理解をより深めることができま
す。行政法の全体像と主要な制度、条文、判例を理解し習得することを目的とします。行政法は大学生にとって
イメージを持ちにくい内容が少なくないですが、行政法を理解するように努めることで、行政法の知識だけでな
く、法的な思考力を身に付けることも目的とします。公務員試験や各種の法律系の国家試験の試験科目「行政
法」の分野については、目指す試験の問題集を一人で解き進めていけるレベルに到達することも目的とします。

授業の目的

行政法の全体像と主要な制度、条文、判例について説明できる。法的な思考力を身に付け、他の法律科目の学習
に役立てることができる。公務員試験や国家試験で出題される行政法の頻出テーマの標準的な問題が８割以上正
解できる。

到達目標

法律による行政の原理、行政行為、行政手続法、行政不服審査法、国家賠償法授業のキーワード

配布資料を使って講義を中心に進めます。授業で使う条文は配布します。授業の進め方

第1回 ガイダンス 授業の方法及び内容、成績評価の説明。「行政法」を学ぶ意義。「行政法」と
は､「行政」とは。具体的な行政法律(「食品衛生法」､「空家等対策の推進に関
する特別措置法」など)の構造。

第3回 行政立法（法規命令・行政規
則）

第4回 行政行為の概念と種類　 「行政行為」とは。「下命」、「許可」、「認可」など。　

第6回 行政行為の瑕疵 瑕疵ある行政行為、重大明白説、瑕疵の治癒、違法行為の転換など。
第5回 行政行為の効力 拘束力、公定力、不可争力、自力執行力、不可変更力など。

第9回 行政行為総合 行政行為に関する知識整理。「行政計画」､「行政契約」､「行政調査」の概要な
ど。

第8回 行政行為の附款と行政裁量 附款の意義、種類。行政裁量に対する司法審査など。
第7回 行政行為の取消しと撤回 取消しと撤回の違い。法律の根拠の要否。補償の要否など。

第10回 行政上の義務履行確保① 行政代執行、執行罰、即時強制など。

第27回 損失補償 道路拡張により個人の所有地が収用された場合のように、適法な公権力の行使に
よって特定の個人が受けた損失の補償。

第11回 行政上の義務履行確保② 行政刑罰、行政上の秩序罰など。

第28回 行政救済法のまとめ 行政事件訴訟法、行政不服審査法、国家賠償法、損失補償のまとめ。

第30回 行政法総合 公務員法、公物法、行政上の法関係への私法の適用など。行政法のまとめと補
足。

第29回 行政組織法、地方公共団体。 行政機関相互の関係、権限の委任・代理・専決など。地方公共団体の種類・組
織・事務、関与、直接請求制度、住民監査請求と住民訴訟、条例など。

第12回 行政手続法① 行政手続法の目的、申請に対する処分、不利益処分など。

第15回 確認テスト 第1回から第14回までの範囲の知識の確認。　

第17回 行政事件訴訟法① 処分の取消訴訟の概要、裁判の流れ、訴訟要件（処分性）など。
第16回 確認テストの復習その他。 確認テストの解説と第17回から扱う行政救済法その他の概要。

第20回 行政事件訴訟法④ 裁決の取消訴訟、無効等確認訴訟、不作為の違法確認訴訟、義務付け訴訟、差止
め訴訟など。

第19回 行政事件訴訟法③ 処分の取消訴訟の審理と判決、執行不停止の原則、教示制度など。
第18回 行政事件訴訟法② 処分の取消訴訟の訴訟要件（原告適格、狭義の訴えの利益、その他）など。

第21回 行政事件訴訟法⑤ 当事者訴訟、民衆訴訟、機関訴訟など。

第23回 行政不服審査法② 審査請求の審理手続と裁決、執行不停止の原則、教示制度など。
第22回 行政不服審査法① 取消訴訟との関係、審査請求、再調査の請求、再審査請求など。

第24回 国家賠償法① 国家賠償法の全体構造。公権力の行使にあたる公務員の違法な職務行為により損
害を受けた場合の損害賠償請求(国家賠償法1条)。

第26回 国家賠償法③ 費用を負担する国又は公共団体の責任、民法の適用、相互保証主義など。　

第25回 国家賠償法② 道路・河川などの公の営造物の瑕疵のために損害を受けた場合の損害賠償請求
（国家賠償法2条）。

授業時間外に必要な学修 次回の授業準備として、講義内容の復習(45分)、関連知識の発展学習(45分)。復習や発展学習の内容は、
必要に応じて各回の講義の最後に指示します。日々の生活の中で、授業で扱った内容と関連するニュース
等に接した場合には、積極的に内容を理解するように努めたり、調べるようにしてください。

提出課題など 提出課題はありません。確認テスト、定期試験に備えてください。確認テストは実施後の授業時に講評を
伝えます。定期試験は実施後に掲示などで講評を伝えます。　

成績評価方法・基準 ①評価方法：確認テスト50％、定期試験50％。②出題形式と評価基準：確認テストと定期試験は、穴埋め
式、記述の正誤判断の問題を出題し、客観的に得点を算出します。出題は事前に配布した問題等の資料の
中からとし、範囲は試験実施の２週間前までに明示します。ただし、資料にある問題は、知識の核心部分
を変えない範囲で修正を加えて出題します。確認テストを受験しなかった受講者、又は確認テストを受験
したが不本意な得点であったため受け直したい受講者は、例外的な救済措置として、次のルールの下で
「確認テストの再試験」を受験できます。1.確認テストの再試験は、確認テストと同一の出題範囲から内
容を改めた問題を出題します。2.確認テストの再試験は、定期試験の解答時間内で実施し、解答時間の延
長は認めません。3.確認テストの再試験での得点を0.9倍したものを評価の対象とします（小数点以下は
切り捨て）。4.正規の確認テスト（第15回に実施予定）と確認テストの再試験の両方を受験した場合は、
前者の得点と後者の得点を0.9倍したもの（小数点以下は切り捨て）を比較して、良い方の得点を最終的
な得点として評価の対象とします。

第2回 行政法総論 法律による行政の原理（法治主義）、行政に関する法の形式（法律、政令、条例
…）など。

第14回 情報公開法 「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」など。
第13回 行政手続法② 行政指導、届出、意見公募手続など。　

履修するにあたって 他人の受講を妨害する行為は慎んでください。

行政機関が立法を行う場合、委任命令・執行命令、通達など。



テキスト 資料を配布します。
指定図書 深澤龍一郎・大田直史・小谷真理編『公共政策を学ぶための行政法入門』（法律文化社、2018年）2750円
参考書 宇賀克也『行政法(第2版)』（有斐閣、2018年）3410円資格試験研究会［編］『公務員試験　新スーパー

過去問ゼミ５　行政法』（実務教育出版、2017年）1980円その他は授業中に紹介します。



授業科目名 行政法Ⅰ（行政法総論） 単位数

開講キャンパス代表教員 幸田　功

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜1限 木曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

4

有瀬

講義により行います。授業の方法

経済学部のDP(学位授与方針)の１に「経済の歴史や制度に係わる知識を修得し、今日の経済情勢を歴史的・制度
的に理解できる。」が掲げられています。行政法が属する法学も経済学と同じく社会現象を扱います。行政法の
知識を習得することで、社会に対する視野がさらに広がり、今日の経済情勢の理解をより深めることができま
す。行政法の全体像と主要な制度、条文、判例を理解し習得することを目的とします。行政法は大学生にとって
イメージを持ちにくい内容が少なくないですが、行政法を理解するように努めることで、行政法の知識だけでな
く、法的な思考力を身に付けることも目的とします。公務員試験や各種の法律系の国家試験の試験科目「行政
法」の分野については、目指す試験の問題集を一人で解き進めていけるレベルに到達することも目的とします。

授業の目的

行政法の全体像と主要な制度、条文、判例について説明できる。法的な思考力を身に付け、他の法律科目の学習
に役立てることができる。公務員試験や国家試験で出題される行政法の頻出テーマの標準的な問題が８割以上正
解できる。

到達目標

法律による行政の原理、行政行為、行政手続法、行政不服審査法、国家賠償法授業のキーワード

配布資料を使って講義を中心に進めます。授業で使う条文は配布します。授業の進め方

第1回 ガイダンス 授業の方法及び内容、成績評価の説明。「行政法」を学ぶ意義。「行政法」と
は､「行政」とは。具体的な行政法律(「食品衛生法」､「空家等対策の推進に関
する特別措置法」など)の構造。

第3回 行政立法（法規命令・行政規
則）

第4回 行政行為の概念と種類　 「行政行為」とは。「下命」、「許可」、「認可」など。　

第6回 行政行為の瑕疵 瑕疵ある行政行為、重大明白説、瑕疵の治癒、違法行為の転換など。
第5回 行政行為の効力 拘束力、公定力、不可争力、自力執行力、不可変更力など。

第9回 行政行為総合 行政行為に関する知識整理。「行政計画」､「行政契約」､「行政調査」の概要な
ど。

第8回 行政行為の附款と行政裁量 附款の意義、種類。行政裁量に対する司法審査など。
第7回 行政行為の取消しと撤回 取消しと撤回の違い。法律の根拠の要否。補償の要否など。

第10回 行政上の義務履行確保① 行政代執行、執行罰、即時強制など。

第27回 損失補償 道路拡張により個人の所有地が収用された場合のように、適法な公権力の行使に
よって特定の個人が受けた損失の補償。

第11回 行政上の義務履行確保② 行政刑罰、行政上の秩序罰など。

第28回 行政救済法のまとめ 行政事件訴訟法、行政不服審査法、国家賠償法、損失補償のまとめ。

第30回 行政法総合 公務員法、公物法、行政上の法関係への私法の適用など。行政法のまとめと補
足。

第29回 行政組織法、地方公共団体。 行政機関相互の関係、権限の委任・代理・専決など。地方公共団体の種類・組
織・事務、関与、直接請求制度、住民監査請求と住民訴訟、条例など。

第12回 行政手続法① 行政手続法の目的、申請に対する処分、不利益処分など。

第15回 確認テスト 第1回から第14回までの範囲の知識の確認。　

第17回 行政事件訴訟法① 処分の取消訴訟の概要、裁判の流れ、訴訟要件（処分性）など。
第16回 確認テストの復習その他。 確認テストの解説と第17回から扱う行政救済法その他の概要。

第20回 行政事件訴訟法④ 裁決の取消訴訟、無効等確認訴訟、不作為の違法確認訴訟、義務付け訴訟、差止
め訴訟など。

第19回 行政事件訴訟法③ 処分の取消訴訟の審理と判決、執行不停止の原則、教示制度など。
第18回 行政事件訴訟法② 処分の取消訴訟の訴訟要件（原告適格、狭義の訴えの利益、その他）など。

第21回 行政事件訴訟法⑤ 当事者訴訟、民衆訴訟、機関訴訟など。

第23回 行政不服審査法② 審査請求の審理手続と裁決、執行不停止の原則、教示制度など。
第22回 行政不服審査法① 取消訴訟との関係、審査請求、再調査の請求、再審査請求など。

第24回 国家賠償法① 国家賠償法の全体構造。公権力の行使にあたる公務員の違法な職務行為により損
害を受けた場合の損害賠償請求(国家賠償法1条)。

第26回 国家賠償法③ 費用を負担する国又は公共団体の責任、民法の適用、相互保証主義など。　

第25回 国家賠償法② 道路・河川などの公の営造物の瑕疵のために損害を受けた場合の損害賠償請求
（国家賠償法2条）。

授業時間外に必要な学修 次回の授業準備として、講義内容の復習(45分)、関連知識の発展学習(45分)。復習や発展学習の内容は、
必要に応じて各回の講義の最後に指示します。日々の生活の中で、授業で扱った内容と関連するニュース
等に接した場合には、積極的に内容を理解するように努めたり、調べるようにしてください。

提出課題など 提出課題はありません。確認テスト、定期試験に備えてください。確認テストは実施後の授業時に講評を
伝えます。定期試験は実施後に掲示などで講評を伝えます。　

成績評価方法・基準 ①評価方法：確認テスト50％、定期試験50％。②出題形式と評価基準：確認テストと定期試験は、穴埋め
式、記述の正誤判断の問題を出題し、客観的に得点を算出します。出題は事前に配布した問題等の資料の
中からとし、範囲は試験実施の２週間前までに明示します。ただし、資料にある問題は、知識の核心部分
を変えない範囲で修正を加えて出題します。確認テストを受験しなかった受講者、又は確認テストを受験
したが不本意な得点であったため受け直したい受講者は、例外的な救済措置として、次のルールの下で
「確認テストの再試験」を受験できます。1.確認テストの再試験は、確認テストと同一の出題範囲から内
容を改めた問題を出題します。2.確認テストの再試験は、定期試験の解答時間内で実施し、解答時間の延
長は認めません。3.確認テストの再試験での得点を0.9倍したものを評価の対象とします（小数点以下は
切り捨て）。4.正規の確認テスト（第15回に実施予定）と確認テストの再試験の両方を受験した場合は、
前者の得点と後者の得点を0.9倍したもの（小数点以下は切り捨て）を比較して、良い方の得点を最終的
な得点として評価の対象とします。

第2回 行政法総論 法律による行政の原理（法治主義）、行政に関する法の形式（法律、政令、条例
…）など。

第14回 情報公開法 「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」など。
第13回 行政手続法② 行政指導、届出、意見公募手続など。　

履修するにあたって 他人の受講を妨害する行為は慎んでください。

行政機関が立法を行う場合、委任命令・執行命令、通達など。



テキスト 資料を配布します。
指定図書 深澤龍一郎・大田直史・小谷真理編『公共政策を学ぶための行政法入門』（法律文化社、2018年）2750円
参考書 宇賀克也『行政法(第2版)』（有斐閣、2018年）3410円資格試験研究会［編］『公務員試験　新スーパー

過去問ゼミ５　行政法』（実務教育出版、2017年）1980円その他は授業中に紹介します。



授業科目名 マーケティング論Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 木暮　衣里

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義およびグループワーク授業の方法

＜目的＞現代の企業のマーケティングは「顧客」を起点に、企業の製品・サービスが「売れ続ける仕組み」を構
築するものです。「マーケティングⅠ」ではマーケティングの歴史と主要なコンセプト、枠組みを学び、「マー
ケティングとは何か」に関する基礎的な知識を身につけます。インターネットが発達した現代の状況についても
学習します。「マーケティングⅡ」では、Ⅰで学んだ内容を踏まえ、マーケティングの主要課題であるブランド
について学び、さらに近年再注目されている経験価値と顧客との価値共創についての理解を深めます。＜ＤＰと
の関連＞・専門分野に高い関心を持ち、専門領域の課題を考察し、解決するための知識や技能を身につけている
（知識・技能）・幅広い知識を活用してさまざまな問題を発見し、それを解決する方策を導くことができる（思
考力・判断力・表現力等の能力）・自分の意見を口頭や文書によって表現し、相手の意見を理解することで、良
好なコミュニケーションをとることができる（思考力・判断力・表現力等の能力）なお、この授業の担当者は中
小企業診断士の資格を持ち、企業や自治体に対する抱負な支援経験を持つ教員であるため、より実践的な観点か
らも解説を行います。

授業の目的

・基本的なマーケティングの知識を説明できる・学習した内容を日常の思考や行動に活かし、様々な課題の解決
に役立てられる

到達目標

授業のキーワード

パワーポイントを使った講義形式で進めます。発表やグループ・ディスカッションなど、アクティブラーニング
も取り入れます。

授業の進め方

第1回 ガイダンス 講義の概要と進め方、評価について

第3回 マーケティングの重点②
第4回 顧客インサイト① グループワーク（グループ・インタビューの実践）

第6回 ブランドの知識② ブランド・エクイティ、ブランド・ベネフィット
第5回 ブランドの知識① ブランドとはなにか、ブランド論の主な変化

第9回 ブランドの知識⑤ ブランドの階層、ブランド開発
第8回 ブランドの知識④ 顧客ベースのブランド・エクイティ　
第7回 ブランドの知識③ ブランド・パーソナリティの理解

第10回 ブランドの知識⑥ ブランドの階層、ブランドの基本戦略　
第11回 ブランドの知識⑦ ブランドの拡張と新ブランド
第12回 ブランドの知識⑧ ブランド拡張における成功と失敗

第15回 全体まとめ 講義全体の振り返り

授業時間外に必要な学修 学習した内容について、毎回ノートを見直してください（30分程度）。
提出課題など
成績評価方法・基準 受講態度・質疑・授業内でのグループワークと発表（50％）、期末テスト（50％）で評価します。　
テキスト
指定図書
参考書 P.コトラ―、G.アームストロング、恩蔵直人著「コトラー、アームストロング、恩藏のマーケティング原

理」丸善出版 （2014）恩蔵直人著「マーケティング」日経文庫（2004）恩蔵直人著「マーケティング
〈第2版〉」日経文庫（2019）　

第2回 マーケティングの重点① マーケティングの変化、STPとポジショニングの有効性

第14回 経験価値と価値共創 経験価値の理解、顧客の変化と価値共創、オンラインとオフラインの融合
第13回 ブランドの知識⑨ 企業ブランドの重要性、ブランド・エンゲージメント

履修するにあたって 内容が継続ますので、できるだけ前期の「マーケティングⅠ」と連続して履修してください。パワーポイント資
料は原則配布しませんので、各自ノートを取ってください。

「製品」の中核的価値、４Pと４Cの考え方



授業科目名 マーケティング論Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 木暮　衣里

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義およびグループワーク授業の方法

＜目的＞現代の企業のマーケティングは「顧客」を起点に、企業の製品・サービスが「売れ続ける仕組み」を構
築するものです。「マーケティングⅠ」ではマーケティングの歴史と主要なコンセプト、枠組みを学び、「マー
ケティングとは何か」に関する基礎的な知識を身につけます。インターネットが発達した現代の状況についても
学習します。「マーケティングⅡ」では、Ⅰで学んだ内容を踏まえ、マーケティングの主要課題であるブランド
について学び、さらに近年再注目されている経験価値と顧客との価値共創についての理解を深めます。＜ＤＰと
の関連＞・専門分野に高い関心を持ち、専門領域の課題を考察し、解決するための知識や技能を身につけている
（知識・技能）・幅広い知識を活用してさまざまな問題を発見し、それを解決する方策を導くことができる（思
考力・判断力・表現力等の能力）・自分の意見を口頭や文書によって表現し、相手の意見を理解することで、良
好なコミュニケーションをとることができる（思考力・判断力・表現力等の能力）なお、この授業の担当者は中
小企業診断士の資格を持ち、企業や自治体に対する抱負な支援経験を持つ教員であるため、より実践的な観点か
らも解説を行います。

授業の目的

・基本的なマーケティングの知識を説明できる・学習した内容を日常の思考や行動に活かし、様々な課題の解決
に役立てられる

到達目標

授業のキーワード

パワーポイントを使った講義形式で進めます。発表やグループ・ディスカッションなど、アクティブラーニング
も取り入れます。

授業の進め方

第1回 ガイダンス 講義の概要と進め方、評価について

第3回 マーケティングの重点②
第4回 顧客インサイト① グループワーク（グループ・インタビューの実践）

第6回 ブランドの知識② ブランド・エクイティ、ブランド・ベネフィット
第5回 ブランドの知識① ブランドとはなにか、ブランド論の主な変化

第9回 ブランドの知識⑤ ブランドの階層、ブランド開発
第8回 ブランドの知識④ 顧客ベースのブランド・エクイティ　
第7回 ブランドの知識③ ブランド・パーソナリティの理解

第10回 ブランドの知識⑥ ブランドの階層、ブランドの基本戦略　
第11回 ブランドの知識⑦ ブランドの拡張と新ブランド
第12回 ブランドの知識⑧ ブランド拡張における成功と失敗

第15回 全体まとめ 講義全体の振り返り

授業時間外に必要な学修 学習した内容について、毎回ノートを見直してください（30分程度）。
提出課題など
成績評価方法・基準 受講態度・質疑・授業内でのグループワークと発表（50％）、期末テスト（50％）で評価します。　
テキスト
指定図書
参考書 P.コトラ―、G.アームストロング、恩蔵直人著「コトラー、アームストロング、恩藏のマーケティング原

理」丸善出版 （2014）恩蔵直人著「マーケティング」日経文庫（2004）恩蔵直人著「マーケティング
〈第2版〉」日経文庫（2019）　

第2回 マーケティングの重点① マーケティングの変化、STPとポジショニングの有効性

第14回 経験価値と価値共創 経験価値の理解、顧客の変化と価値共創、オンラインとオフラインの融合
第13回 ブランドの知識⑨ 企業ブランドの重要性、ブランド・エンゲージメント

履修するにあたって 内容が継続ますので、できるだけ前期の「マーケティングⅠ」と連続して履修してください。パワーポイント資
料は原則配布しませんので、各自ノートを取ってください。

「製品」の中核的価値、４Pと４Cの考え方



授業科目名 文章表現Ⅱ ② 単位数

開講キャンパス代表教員 河野　光将

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義・演習授業の方法

　この科目は、全学（学部）のＤＰに示す「自分の意見を口頭や文書によって表現し、相手の意見を理解するこ
とで、良好なコミュニケーションをとることができる」の達成に特に欠かせないものであり、共通教育科目リテ
ラシー科目群基礎思考分野に属しています。大学におけるレポートや卒業論文の文章表現（アカデミック・ライ
ティング）、および就職活動に直結する文章表現の知識を身につけ、その技術を習得することを目標とします。
　実践的なトレーニングによって、論理的で効果的な文章構成の方法などを学び、実用的な文章表現能力を身に
つけます。実践の成果として、一定の水準を満たしたレポートを１本書き上げることを必須とします。その過程
で、自分の文章を読み返し、推敲する力も養います。併せて「文章表現Ⅰ」で学んだことをさらに広く応用でき
るようになることも目指します。

授業の目的

・アカデミック･ライティングを身につけ、形式の整ったレポートが書ける。・実用的で伝わりやすい文章が書け
る。・文章を見直すときのポイントがわかり、推敲することができる。・グループワークで他の人と協調し、ひ
とつの課題を作り上げることができる。・考えていることを、プレゼンテーションでわかりやすく伝えることが
できる。

到達目標

アカデミック・ライティング　レポート　グループワーク授業のキーワード

必要に応じて、「文章表現Ⅰ」と同様、グループでの作業を取り入れます。グループで作業することにより、文
章を書くときの読み手に配慮する意識を高めます。

授業の進め方

第1回 イントロダクション 「文章表現Ⅰ」を振り返る。

第3回 レポートとは何かを知る(2)
第4回 レポートのテーマ レポートのテーマを決める際の注意事項を学ぶ。

第6回 論拠を示す(1) 説得力のある論拠とは何かを学ぶ。
第5回 レポートを書くための資料 資料を探すときの注意事項を学ぶ。

第9回 文献から引用する(2) 文章を解釈する練習をする。
第8回 文献から引用する(1) 基本的な引用のルールを学ぶ。
第7回 論拠を示す(2) データを解釈する練習をする。

第10回 アンケート調査をする アンケート調査を行う際の基本的な注意事項を学ぶ。
第11回 図表を利用する レポートで図表を使用する際のルールを学ぶ。
第12回 プレゼンテーションで内容を見

直す
レポートの内容をプレゼンテーションする。

第15回 自分を表現する 就職活動に役立つ自己PRを学ぶ。

授業時間外に必要な学修 　レポートを執筆するためには、題材となっていることについて文献や資料を探し、知識を増やすことが
必要不可欠です。インターネットで情報を検索するだけでなく、図書館で関連する文献を探して読むこと
を強く推奨します。それと共にアカデミックな文章に必須のルールを定着させるために、目安として授業
前後に１時間の学修が必要です。

提出課題など ・5回から8回程度課題を出します（レポート提出２回を含む）。
成績評価方法・基準 授業での課題100％（レポート提出2回を含む）
テキスト 『グループワークで日本語表現力アップ』（2016）野田春美他、ひつじ書房
指定図書 浜田麻里他著『大学生と留学生のための論文ワークブック』くろしお出版2、700円その他、必要に応じて

紹介します。
参考書

第2回 レポートとは何かを知る(1) 事実と意見の区別を学ぶ。

第14回 レポート執筆のまとめ レポート執筆作業を振り返る。
第13回 レポートを仕上げる 推敲などでレポートを仕上げる。

履修するにあたって ・グループワークをはじめ授業中の課題に積極的に参加すること。・遅刻・早退は３回で欠席１回とみなしま
す。・一定水準のレポートが未提出の場合、単位は認定しません。

レポートの基本的な構成を学ぶ。



授業科目名 経済学史 [公共] 単位数

開講キャンパス代表教員 佐藤　伸明

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜3限 月曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

4

有瀬

講義授業の方法

〇この科目は、経済学部のDPが示す「経済理論の基礎を習得」することに資する科目である。〇この科目は、1年
次配当の専門科目である。〇現代経済学および現代経済社会を理解するために有益な経済学の発展史について学
習する。　経済学はその時々の経済問題に対応する形で発展してきた。どのような経済問題に、誰だどのように
取り組み、それによって如何なる経済学が形成されてきたかを学習することを通じて、現代社会の認識を深める
こと、および分析能力の増進させることを目的とします。

授業の目的

〇経済学の生誕から現代までの発展史を述べることができる。〇資本主義社会（特に、日本の社会）の現在およ
び未来bについて、学術的に意見を述べることができる。

到達目標

自由と平等ケネー、アダム・スミス、　リカード、マルクス、ケインズ、　パレート、マーシャル、レオンチエ
フ

授業のキーワード

〇基本的には講義中心で進めるが、発問に答えてもらったり、課題をレポートにまとめてもらうななどの工夫を
取り入れる。〇経済社会の過去から現在までの流れが分かるようにストーリを作り、授業を進める。〇経済学ま
たは経済思想は、自由主義的立場に立つものと干渉主義的立場にたつものに2分できる。先ず、前者については講
義の前半で、後者については後半で学習する。　授業の全体的流れとしては、スミスの自由と平等の経済学がど
のようにして形成され、その後、どのように修正・発展してきたかを現代経済学の観点から把握できるように進
める。

授業の進め方

第1回 授業内容と進め方、学習の仕方 講義内容と学習の仕方を開設します。

第3回 つづき
第4回 近代市民社会まで② 重商主義と重農主義

第6回 近代市民社会① アダム・スミス　自由と平等の経済思想
第5回 つづき ケネー「経済表」：経済循環と富の把握

第9回 つづき 学説②
第8回 つづき 学説①
第7回 近代市民社会② アダム・スミス　『道徳感情論』

第10回 古典派経済学① アダム・スミス『国富論』

第27回 資本主義経済分析② ケインズの経済学

第11回 つづき 国富論の体系

第28回 つづき 有効需要の原理と有効供給の原理

第30回 まとめ まとめ
第29回 つづき 産業連関分析：レオンチエフ

第12回 つづき 学説①

第15回 つづき 新古典派経済学へ マーシャル　パレート

第17回 中間テスト解説 解説
第16回 中間テスト これまでの学習内容のについての試験。記述式　ペン書き　持込不可。

第20回 分配論 学説②
第19回 価値論 学説①
第18回 古典派経済学② リカード経済学：成長と分配の理論

第21回 蓄積論 学説③

第23回 資本主義経済分析① マルクス経済学入門
第22回 自由貿易論 学説④

第24回 つづき マルクスの基本定理

第26回 つづき 主要学説
第25回 つづき 再生産表式

授業時間外に必要な学修 配布プリントおよび指定図書使って予習すること。各界1時間の予習が必要である。配布プリントおよび
指定図書、参考書を使って復習すること。各回1時間以上の復習が必要である。

提出課題など
成績評価方法・基準 次の2回の試験に基づき成績評価します(100%)。授業時間内に実施する中間テスト50％。定期試験として

実施する試験50%。以上の試験を合計して評価します。
テキスト 講義内容をまとめたプリントを配布する。指定図書や参考書を活用して自学自習すること。
指定図書 下記参考書欄の  (1)、（2）、(3)（１）は新書で平易、その分内容に乏しい。（２）は理論的に詳しい

テキスト。（３）は大家による経済学史テキストの名著。授業内容への入門であれば（１）授業内容の拡
充・発展であれば（２）（３）

参考書 A.Smith、 D.Ricardo、 K.Marx、 J.M.Keynesについては原書を熟読することが望ましいが、なかなか困
難であろう。そこで原書以外の書物として下記を参考にされたい。（１）根井雅弘著『入門　経済学の歴
史』ちくま新書（２）三土修平著『経済学史』新世社（３）内田義彦著『経済学史講義』未来社　（４）
松島茂著『現代経済学史』名古屋大学出版会（５）堂目卓生著『アダム・スミス』中公新書（６）内田義
彦著『資本論の世界』岩波新書（７）伊藤光晴著『現代に生きるケインズ』（８）森嶋道夫著『思想とし
ての近代経済学』

第2回 近代市民社会まで① 古典・古代社会の経済学

第14回 つづき 学説③
第13回 アダム・スミス経済学の発展 学説②

履修するにあたって １年次生では、入門ミクロや入門マクロの単位を取得していることが望ましい。２年次生以上では、ミクロ経済
学やマクロ経済学の単位を取得していることが望ましい。

中世封建社会　絶対王政



授業科目名 経済学史 [公共] 単位数

開講キャンパス代表教員 佐藤　伸明

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜3限 月曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

4

有瀬

講義授業の方法

〇この科目は、経済学部のDPが示す「経済理論の基礎を習得」することに資する科目である。〇この科目は、1年
次配当の専門科目である。〇現代経済学および現代経済社会を理解するために有益な経済学の発展史について学
習する。　経済学はその時々の経済問題に対応する形で発展してきた。どのような経済問題に、誰だどのように
取り組み、それによって如何なる経済学が形成されてきたかを学習することを通じて、現代社会の認識を深める
こと、および分析能力の増進させることを目的とします。

授業の目的

〇経済学の生誕から現代までの発展史を述べることができる。〇資本主義社会（特に、日本の社会）の現在およ
び未来bについて、学術的に意見を述べることができる。

到達目標

自由と平等ケネー、アダム・スミス、　リカード、マルクス、ケインズ、　パレート、マーシャル、レオンチエ
フ

授業のキーワード

〇基本的には講義中心で進めるが、発問に答えてもらったり、課題をレポートにまとめてもらうななどの工夫を
取り入れる。〇経済社会の過去から現在までの流れが分かるようにストーリを作り、授業を進める。〇経済学ま
たは経済思想は、自由主義的立場に立つものと干渉主義的立場にたつものに2分できる。先ず、前者については講
義の前半で、後者については後半で学習する。　授業の全体的流れとしては、スミスの自由と平等の経済学がど
のようにして形成され、その後、どのように修正・発展してきたかを現代経済学の観点から把握できるように進
める。

授業の進め方

第1回 授業内容と進め方、学習の仕方 講義内容と学習の仕方を開設します。

第3回 つづき
第4回 近代市民社会まで② 重商主義と重農主義

第6回 近代市民社会① アダム・スミス　自由と平等の経済思想
第5回 つづき ケネー「経済表」：経済循環と富の把握

第9回 つづき 学説②
第8回 つづき 学説①
第7回 近代市民社会② アダム・スミス　『道徳感情論』

第10回 古典派経済学① アダム・スミス『国富論』

第27回 資本主義経済分析② ケインズの経済学

第11回 つづき 国富論の体系

第28回 つづき 有効需要の原理と有効供給の原理

第30回 まとめ まとめ
第29回 つづき 産業連関分析：レオンチエフ

第12回 つづき 学説①

第15回 つづき 新古典派経済学へ マーシャル　パレート

第17回 中間テスト解説 解説
第16回 中間テスト これまでの学習内容のについての試験。記述式　ペン書き　持込不可。

第20回 分配論 学説②
第19回 価値論 学説①
第18回 古典派経済学② リカード経済学：成長と分配の理論

第21回 蓄積論 学説③

第23回 資本主義経済分析① マルクス経済学入門
第22回 自由貿易論 学説④

第24回 つづき マルクスの基本定理

第26回 つづき 主要学説
第25回 つづき 再生産表式

授業時間外に必要な学修 配布プリントおよび指定図書使って予習すること。各界1時間の予習が必要である。配布プリントおよび
指定図書、参考書を使って復習すること。各回1時間以上の復習が必要である。

提出課題など
成績評価方法・基準 次の2回の試験に基づき成績評価します(100%)。授業時間内に実施する中間テスト50％。定期試験として

実施する試験50%。以上の試験を合計して評価します。
テキスト 講義内容をまとめたプリントを配布する。指定図書や参考書を活用して自学自習すること。
指定図書 下記参考書欄の  (1)、（2）、(3)（１）は新書で平易、その分内容に乏しい。（２）は理論的に詳しい

テキスト。（３）は大家による経済学史テキストの名著。授業内容への入門であれば（１）授業内容の拡
充・発展であれば（２）（３）

参考書 A.Smith、 D.Ricardo、 K.Marx、 J.M.Keynesについては原書を熟読することが望ましいが、なかなか困
難であろう。そこで原書以外の書物として下記を参考にされたい。（１）根井雅弘著『入門　経済学の歴
史』ちくま新書（２）三土修平著『経済学史』新世社（３）内田義彦著『経済学史講義』未来社　（４）
松島茂著『現代経済学史』名古屋大学出版会（５）堂目卓生著『アダム・スミス』中公新書（６）内田義
彦著『資本論の世界』岩波新書（７）伊藤光晴著『現代に生きるケインズ』（８）森嶋道夫著『思想とし
ての近代経済学』

第2回 近代市民社会まで① 古典・古代社会の経済学

第14回 つづき 学説③
第13回 アダム・スミス経済学の発展 学説②

履修するにあたって １年次生では、入門ミクロや入門マクロの単位を取得していることが望ましい。２年次生以上では、ミクロ経済
学やマクロ経済学の単位を取得していることが望ましい。

中世封建社会　絶対王政



授業科目名 民法Ⅰ（総則） 【法⑨～⑫】【経営】 単位数

開講キャンパス代表教員 笹川　明道

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜2限 木曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

4

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

　この科目は、法学部ディプロマ・ポリシーのうち、「１．知識・理解」および「２．汎用的技能」に対応し、
法的素養を身につけることおよび法的思考に基づいた説得力ある解決指針を示すことができるようになることを
目的としている。　民法典第1編「総則」1条～174条の2について学ぶ。もっとも、民法の規定は相互に関係して
いるため、必要に応じて対象範囲以外の規定および特別法についても学ぶ。　私法の一般法である民法は、法学
部で学ぶ法律科目の中でも重要な基本法の１つである。民法総則の理解は、物権および債権などの民法の他の分
野のみならず、商法等の他の私法分野における法律を学ぶ上でも必須である。この科目は、一般専門教育科目の
中の主要専門教育科目となっており、法学部での学修の基礎となる部分である。　

授業の目的

(1) 対象範囲に関する基本用語および概念を理解し、適切に用いることができる。(2) 対象範囲における諸制
度・諸規定について、そのような制度・規定が設けられた趣旨を理解し、説明できる。(3) 解釈上の問題につい
て、基本的な最上級審の立場（判例）を理解し、説明できる。(4) 対象範囲に関する単純な事例について、法律
の規定に基づいて論理的に解答できる。

到達目標

授業のキーワード

講義中、しばしば受講生に問いを発して挙手を求める。受講生は、自ら主体的に思考しながら、講義に参加する
必要がある。

授業の進め方

第1回 イントロダクション① この授業の進め方、民法総則を学ぶための基礎知識

第3回 人
第4回 法人① 法人の種類と目的

第6回 法人③ 権利能力なき社団
第5回 法人② 法人の設立と運営

第9回 意思能力と行為能力③ 行為能力
第8回 意思能力と行為能力② 行為能力
第7回 意思能力と行為能力① 意思能力、行為能力

第10回 法律行為① 法律行為の解釈

第27回 時効① 民法上の時効制度

第11回 法律行為② 法律行為の無効原因（強行規定違反、公序良俗違反）

第28回 時効② 民法上の時効制度

第30回 私権行使についての原則 信義則、権利濫用
第29回 時効③ 民法上の時効制度

第12回 意思表示 意思表示とは何か、意思表示の効力発生時期

第15回 意思表示の問題③ 錯誤

第17回 消費者契約法と特定商取引法 消費者契約法、特定商取引法
第16回 意思表示の問題④ 詐欺、強迫

第20回 代理① 有権代理
第19回 条件と期限 条件、期限
第18回 無効と取消し 無効、取消し

第21回 代理② 有権代理

第23回 代理④ 表見代理
第22回 代理③ 有権代理

第24回 代理⑤ 表見代理

第26回 代理⑦ 無権代理
第25回 代理⑥ 無権代理

授業時間外に必要な学修 この科目では、予習・復習等のために１回の講義あたり4時間の講義時間以外での学修が必要である。予
習・復習の割合および学修方法については、必要に応じて指示する。

提出課題など 小テスト（マーク式）を計４回実施し、各回の当日に正答を掲示する。定期試験（マーク式および論述式
の組み合わせ）を実施し、その当日に正答および解説を掲示する。

成績評価方法・基準 定期試験（約８０％）および小テスト（約２０％）の成績によって評価する。
テキスト 中田邦博ほか著『新プリメール民法１　民法入門・総則』　（法律文化社・2018年）　￥2、800＋税
指定図書
参考書

第2回 イントロダクション② 民法総則を学ぶための基礎知識

第14回 意思表示の問題② 錯誤
第13回 意思表示の問題① 心裡留保、通謀虚偽表示

履修するにあたって 六法を毎回持参すること。

権利能力、失踪宣告



授業科目名 民法Ⅰ（総則） 【法⑨～⑫】【経営】 単位数

開講キャンパス代表教員 笹川　明道

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜2限 木曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

4

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

　この科目は、法学部ディプロマ・ポリシーのうち、「１．知識・理解」および「２．汎用的技能」に対応し、
法的素養を身につけることおよび法的思考に基づいた説得力ある解決指針を示すことができるようになることを
目的としている。　民法典第1編「総則」1条～174条の2について学ぶ。もっとも、民法の規定は相互に関係して
いるため、必要に応じて対象範囲以外の規定および特別法についても学ぶ。　私法の一般法である民法は、法学
部で学ぶ法律科目の中でも重要な基本法の１つである。民法総則の理解は、物権および債権などの民法の他の分
野のみならず、商法等の他の私法分野における法律を学ぶ上でも必須である。この科目は、一般専門教育科目の
中の主要専門教育科目となっており、法学部での学修の基礎となる部分である。　

授業の目的

(1) 対象範囲に関する基本用語および概念を理解し、適切に用いることができる。(2) 対象範囲における諸制
度・諸規定について、そのような制度・規定が設けられた趣旨を理解し、説明できる。(3) 解釈上の問題につい
て、基本的な最上級審の立場（判例）を理解し、説明できる。(4) 対象範囲に関する単純な事例について、法律
の規定に基づいて論理的に解答できる。

到達目標

授業のキーワード

講義中、しばしば受講生に問いを発して挙手を求める。受講生は、自ら主体的に思考しながら、講義に参加する
必要がある。

授業の進め方

第1回 イントロダクション① この授業の進め方、民法総則を学ぶための基礎知識

第3回 人
第4回 法人① 法人の種類と目的

第6回 法人③ 権利能力なき社団
第5回 法人② 法人の設立と運営

第9回 意思能力と行為能力③ 行為能力
第8回 意思能力と行為能力② 行為能力
第7回 意思能力と行為能力① 意思能力、行為能力

第10回 法律行為① 法律行為の解釈

第27回 時効① 民法上の時効制度

第11回 法律行為② 法律行為の無効原因（強行規定違反、公序良俗違反）

第28回 時効② 民法上の時効制度

第30回 私権行使についての原則 信義則、権利濫用
第29回 時効③ 民法上の時効制度

第12回 意思表示 意思表示とは何か、意思表示の効力発生時期

第15回 意思表示の問題③ 錯誤

第17回 消費者契約法と特定商取引法 消費者契約法、特定商取引法
第16回 意思表示の問題④ 詐欺、強迫

第20回 代理① 有権代理
第19回 条件と期限 条件、期限
第18回 無効と取消し 無効、取消し

第21回 代理② 有権代理

第23回 代理④ 表見代理
第22回 代理③ 有権代理

第24回 代理⑤ 表見代理

第26回 代理⑦ 無権代理
第25回 代理⑥ 無権代理

授業時間外に必要な学修 この科目では、予習・復習等のために１回の講義あたり4時間の講義時間以外での学修が必要である。予
習・復習の割合および学修方法については、必要に応じて指示する。

提出課題など 小テスト（マーク式）を計４回実施し、各回の当日に正答を掲示する。定期試験（マーク式および論述式
の組み合わせ）を実施し、その当日に正答および解説を掲示する。

成績評価方法・基準 定期試験（約８０％）および小テスト（約２０％）の成績によって評価する。
テキスト 中田邦博ほか著『新プリメール民法１　民法入門・総則』　（法律文化社・2018年）　￥2、800＋税
指定図書
参考書

第2回 イントロダクション② 民法総則を学ぶための基礎知識

第14回 意思表示の問題② 錯誤
第13回 意思表示の問題① 心裡留保、通謀虚偽表示

履修するにあたって 六法を毎回持参すること。

権利能力、失踪宣告



授業科目名 ＮＰＯ論 単位数

開講キャンパス代表教員 澤山　利広

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 金曜5限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

担当講師が３回程度の授業でNPO/NGOの概要を講義します。その後は受講者がまとめるテキストの担当ヵ所のPPT
に基づき議論します。

授業の方法

ニーズの多様化や国際化の進展の中で経済第一主義を超える教育、文化、福祉、環境、医療、国際協力などの公
共性が高いと思われる分野が拡大しています。本講義では、経済学をベースに政府が供給すれば非効率になり、
市場での資源配分にはそぐわない財やサービスの供給主体とみなされている民間非営利セクター（NPO・NGO）に
特徴的なボランティアや寄附行為について考察します。下記の全学ディプロマポリシーの知識・技能の獲得がで
きます。1．幅広い知識に基づいて、他者および異文化を理解することができる。 2. さまざまな問題を発見し、
それを解決する方策を導くことができる。 3. 生涯にわたって学び続けることができる。 4. 獲得した知識や技
能を社会に役立てることができる。 この科目は社会防災学科ディプロマポリシー1(知識・技能)に関連する。実
践的教育から構成される授業科目である。

授業の目的

・グローカリゼーションを説明できる。・民間非営利セクター（NPO・NGO）を政府セクター、企業セクターと比
較して説明できる。・任意の分野の課題の解決に果たす民間非営利セクターの役割を提案できる。・パワーポイ
ントを用いたプレゼンテーションができる。

到達目標

NPO、NGO、ボランティア、非営利セクター授業のキーワード

授業の前半は講義を行います。後半は受講者の発表に基づき、ディスカッションを行います。授業の進め方

第１回 グローカリゼーション グローバリゼーションとローカリゼーションの連携を理解します。

第３回 民間非営利セクター②
第４回 民間非営利セクター③ 企業の失敗を補完する民間非営利セクターについて考察します。

第６回 家計と３つのセクター 受講者に義務付けられているパワーポイントを用いた発表に基づき、全員で討議
し、様々な社会開発政策を立案します。

第５回 NPO･NGOの二重構造 受講者に義務付けられているパワーポイントを用いた発表に基づき、全員で討議
し、様々な社会開発政策を立案します。

第９回 地域づくりとNPO 受講者に義務付けられているパワーポイントを用いた発表に基づき、全員で討議
し、様々な社会開発政策を立案します。

第８回 教育とNPO 受講者に義務付けられているパワーポイントを用いた発表に基づき、全員で討議
し、様々な社会開発政策を立案します。

第７回 福祉・医療とNPO 受講者に義務付けられているパワーポイントを用いた発表に基づき、全員で討議
し、様々な社会開発政策を立案します。

第10回 環境とNGO 受講者に義務付けられているパワーポイントを用いた発表に基づき、全員で討議
し、様々な社会開発政策を立案します。

第11回 国際協力とNGO 受講者に義務付けられているパワーポイントを用いた発表に基づき、全員で討議
し、様々な社会開発政策を立案します。

第12回 NPOマネジメント 受講者に義務付けられているパワーポイントを用いた発表に基づき、全員で討議
し、様々な社会開発政策を立案します。

第15回 まとめ 講義の内容が理解できたかを確認します。

授業時間外に必要な学修 事前・事後学習各1時間程度
提出課題など 2回程度のミニュッツ・ペーパーを行い、講評します。単位取得希望者にはパワーポイントを用いた発表

が義務付けられます。
成績評価方法・基準 到達度確認テストとミニュツ・ペーパー、発表、授業への貢献度を総合評価します。到達度確認テスト

（30点：問題は事前に発表します。持ち込みは不可です）、ミニッツ・ペーパー（20点）、発表(40
点）、授業への貢献度（10点）。到達度確認テストは８回以上の出席のある受講生のみが対象です。

テキスト 第1回目と2回目の授業時にお知らせします。　
指定図書 第1回目と2回目の授業時にお知らせします。
参考書 １．雨森 孝悦 （2007）テキストブック NPO－非営利組織の制度・活動・マネジメント 、東洋経済新報

社２．久保田賢一・浅野英一（2009）国際ボランティアの歩き方、晃洋書房３．前林清和（2009）Win-
Winの社会をめざして-社会貢献の多面的考察-、晃洋書房４．水本浩典、澤山利広（2003）国際協力の現
場から、晃洋書房５．毛受敏浩（2011）人口激減－移民は日本に必要である、新潮新書６．山内直人
（1998）NPO入門、日本経済新聞社７．早瀬昇・水谷綾・永井美佳・岡村こず恵 ほか（2001)テキスト市
民活動論～ボランティア・NPOの実践から学ぶ、社会福祉法人大阪ボランティア協会

第２回 民間非営利セクター① 民間非営利セクターの定義、規模、構造を考察します。

第14回 PPP（官民連携） 受講者に義務付けられているパワーポイントを用いた発表に基づき、全員で討議
し、様々な社会開発政策を立案します。

第13回 寄付と税制 受講者に義務付けられているパワーポイントを用いた発表に基づき、全員で討議
し、様々な社会開発政策を立案します。

履修するにあたって 実践を前提とした理論学習ですので、何らかのボランティア活動などをしていると理解が進むと思われます。

政府の失敗を補完する民間非営利セクターについて考察します。



授業科目名 簿記論Ⅱ ④【19-】/基礎会計学Ⅱ【-18】 単位数

開講キャンパス代表教員 櫻井　喜平

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

テキストで論点を説明し、演習する事で理解図る。授業の方法

ビジネスに必須の知識である簿記を習得する講義である。一般企業はもちろんのこと、公認会計士や税理士試験
受験の基礎知識にもなる。簿記とは、企業活動を帳簿に記録することにより企業の経営成績や財政状態を明らか
にするものである。本講義では、個人企業を対象として学習する。簿記を学習することで企業の数字に強くな
り、就職後に大変役立つ知識である。

授業の目的

日商簿記検定試験3級合格レベルの計算力および簿記の基本処理を身につけることが出来る。会計の基礎知識の理
解を深めることができる。

到達目標

簿記、会計学授業のキーワード

テキストを使用し講義を進める。問題演習もおりこみながら進行する。電卓を使用して問題演習を行う。授業の進め方

第1回 ガイダンス、簿記学習の目的　 簿記を学習する目的や学習の進め方、自宅学習について

第3回 期中取引
第4回 期中取引 手形、電子記録債権・債務について学習する。

第6回 株式会社② 剰余金の配当など、消費税、その他の税金について学習する。
第5回 株式会社① 株式会社の概念、株式会社の資本、株式の発行について学習する。

第9回 決算 受取手形・売掛金の決算整理について学習する。
第8回 決算 繰越商品および仕入の決算整理について学習する。
第7回 試算表 試算表の作成について学習する。

第10回 決算 有形固定資産の決算整理について学習する。
第11回 決算 収益・費用の繰延べ計上について学習する。
第12回 決算 収益・費用の見越し計上について学習する。

第15回 決算 貸借対照表、損益計算書の作成について学習する。

授業時間外に必要な学修 自宅学習が必要である。具体的には、ドリルの解答が必要である。1回の講義に対して、1時間程度の復習
が必要である。

提出課題など 授業内で配付するプリントを提出すること。
成績評価方法・基準 授業中のミニテストおよび宿題等（30％）、期末試験（70％）により評価する。
テキスト 「ALFA3級商業簿記」（テキスト・ドリル・アンサー）大原簿記専門学校※簿記論Ⅱ専用のパッケージさ

れた教材を購入する。
指定図書
参考書

第2回 問題演習 簿記の基礎知識の確認を行う。

第14回 決算 精算表の作成について学習する。
第13回 決算 当座預金、貯蔵品、消費税、法人税の決算整理仕訳を学習する。

履修するにあたって 授業を欠席すると次回の授業内容が分からなくなるため、欠席することなく出席すること。　本講義では、専用
の教材が必要である。必ず購入すること。※ 講義初回から、教材及び電卓を使用する。必ず教材を購入して初回
授業に出席すること。

現金および預金について学習する。



授業科目名 簿記論Ⅱ ④【19-】/基礎会計学Ⅱ【-18】 単位数

開講キャンパス代表教員 櫻井　喜平

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

テキストで論点を説明し、演習する事で理解図る。授業の方法

ビジネスに必須の知識である簿記を習得する講義である。一般企業はもちろんのこと、公認会計士や税理士試験
受験の基礎知識にもなる。簿記とは、企業活動を帳簿に記録することにより企業の経営成績や財政状態を明らか
にするものである。本講義では、個人企業を対象として学習する。簿記を学習することで企業の数字に強くな
り、就職後に大変役立つ知識である。

授業の目的

日商簿記検定試験3級合格レベルの計算力および簿記の基本処理を身につけることが出来る。会計の基礎知識の理
解を深めることができる。

到達目標

簿記、会計学授業のキーワード

テキストを使用し講義を進める。問題演習もおりこみながら進行する。電卓を使用して問題演習を行う。授業の進め方

第1回 ガイダンス、簿記学習の目的　 簿記を学習する目的や学習の進め方、自宅学習について

第3回 期中取引
第4回 期中取引 手形、電子記録債権・債務について学習する。

第6回 株式会社② 剰余金の配当など、消費税、その他の税金について学習する。
第5回 株式会社① 株式会社の概念、株式会社の資本、株式の発行について学習する。

第9回 決算 受取手形・売掛金の決算整理について学習する。
第8回 決算 繰越商品および仕入の決算整理について学習する。
第7回 試算表 試算表の作成について学習する。

第10回 決算 有形固定資産の決算整理について学習する。
第11回 決算 収益・費用の繰延べ計上について学習する。
第12回 決算 収益・費用の見越し計上について学習する。

第15回 決算 貸借対照表、損益計算書の作成について学習する。

授業時間外に必要な学修 自宅学習が必要である。具体的には、ドリルの解答が必要である。1回の講義に対して、1時間程度の復習
が必要である。

提出課題など 授業内で配付するプリントを提出すること。
成績評価方法・基準 授業中のミニテストおよび宿題等（30％）、期末試験（70％）により評価する。
テキスト 「ALFA3級商業簿記」（テキスト・ドリル・アンサー）大原簿記専門学校※簿記論Ⅱ専用のパッケージさ

れた教材を購入する。
指定図書
参考書

第2回 問題演習 簿記の基礎知識の確認を行う。

第14回 決算 精算表の作成について学習する。
第13回 決算 当座預金、貯蔵品、消費税、法人税の決算整理仕訳を学習する。

履修するにあたって 授業を欠席すると次回の授業内容が分からなくなるため、欠席することなく出席すること。　本講義では、専用
の教材が必要である。必ず購入すること。※ 講義初回から、教材及び電卓を使用する。必ず教材を購入して初回
授業に出席すること。

現金および預金について学習する。



授業科目名 西洋の歴史 【法・経営】 単位数

開講キャンパス代表教員 佐藤　一進

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義形式をとる。西洋史上の古典からなる抜粋資料や、図像資料も参照する。また、映像資料も視聴する。授業の方法

　本科目は、全学のDPに示す、広い教養と豊かな人間性と社会性の陶冶とともに、法学部のDPに示す、国内外の
公的事柄への関心と責任感の涵養を目指しています。　現代文明ないし現代世界は数多くの地域や文化の歴史か
ら構成される多元性を特徴としているものの、その基本的な構成原理や理念、およびダイナミズムは、西洋（お
おまかに北米と欧州）に起源しており、しかもそれらの出現は「近代」という歴史区分のなかに見出されます。
　とはいえ、「西洋近代」も突如として成立したものではありません。現在が過去の結果であり、同時に未来の
原因でもあるように、「西洋近代」も、そこにいたる長い歴史過程の産物であり、今日のグローバル世界の母胎
でもあります。　したがって、私たちの生きる現代文明ないし現代世界を理解するには、非西洋地域に他ならな
い日本に生きる私たちといえども、「西洋近代」について、また、そこにいたる歴史過程について、最低限度の
知識と理解を欠くことはできません。　本科目では、以上のような問題意識から、西洋史を、おおまかに「古
代」「中世」「近代」「現代」の四つに区分したうえで、現代史と近代史に焦点を絞り、それらを理解するため
の必要に応じて中世史と古代史について言及します。また、各時代の基本的な特徴と、それにまつわる事象、人
物、思想、ダイナミズムについて紹介するだけでなく、各時代相互がどのように変動しながらも関連しているの
かについても解説します。要約すれば、本科目は、「すべての歴史は現代史である」ということを体感しなが
ら、西洋についての知識と理解を深める機会を提供するものです。

授業の目的

（１）西洋の大まかな歴史過程のイメージを土台に、基礎知識（歴史事象とその年号、人名、語彙、概念等）を
習得する。（２）高等学校にて履修する範囲の西洋史について、授業を担当できる。（３）西洋という他者の歴
史を学ぶことで、現代日本に生きると同時に、グローバル世界にも生きる私たちを的確に認識し、思考するため
の土台を構築する。というのも、「いま、ここ」を捉える最良の手段のひとつが、「いま」を超えた過去、そし
て「ここ」を超えた他者を知ることだからである。

到達目標

絶対王政、主権国家、産業革命、市民革命、国民国家、ナショナリズム、帝国主義、二つの世界大戦、冷戦、グ
ローバリゼーション

授業のキーワード

上に述べた「すべての歴史は現代史である」というテーゼを実感してもらうために、まずは現代史を取り扱い、
そこで喚起される関心や疑問を梃子としながら、１９世紀から18世紀へと遡る流れをとります。講義形式で授業
を進めますが、講義中の積極的な質問や発言を歓迎します。また、（多くの）受講者が生まれる以前の出来事、
ならびに（多くの）受講者が生きているのとは異なる地域への理解をより深めるため、映像資料を積極的に活用
します。映像資料視聴の際には多量にメモを取ることで、主体的に授業に臨むことができるよう工夫します。な
お、受講者の理解度や反応に即しながら、下記の予定が変更される場合もあります。

授業の進め方

1 導入 なぜ歴史を学ぶのか

3 現代史
4 現代史 世界恐慌①

6 現代史 第二次世界大戦①
5 現代史 世界恐慌②

9 現代史 冷戦②
8 現代史 冷戦①
7 現代史 第二次世界大戦②

10 現代史 冷戦の終結へ①
11 現代史 冷戦の終結へ②
12 現代史 高度情報化、グローバリゼーション、テロリズム、「歴史の終わり」と「文明の

衝突」　

15 近世史 絶対王政、主権国家、産業革命

授業時間外に必要な学修 講義中は膨大なメモを取ることになるので、復習としてはそれらを整理のうえ、本科目専用のノートを用
意し、それに清書のこと。予習と復習を併せて、おおむね１週間あたり120分を要します。

提出課題など なし
成績評価方法・基準 期末試験（100％）で評価します。なお、受講者数の規模や理解度に応じて、成績評価方法を変更するこ

ともありえます。
テキスト なし
指定図書 なし
参考書 本講義の内容に関連の強い研究書・概説書としては以下を参照のこと。それ以外の文献については講義内

で紹介します。B・クローチェ『思考としての歴史と行動としての歴史』上村忠男訳、1988年M・ブロック
『歴史のための弁明』松村剛訳、岩波書店、2004年G・バラクラフ『現代史序説』中村英勝・中村妙子
訳、岩波書店、1971年K・ポミアン『ヨーロッパとは何か：分裂と統合の1500年』松村剛訳、平凡社ライ
ブラリー、2002年トニー・ジャット『20世紀を考える』河野真太郎訳、みすず書房、2015年山本雅男
『ヨーロッパ「近代」の終焉』講談社現代新書、1992年L・ハント『グローバル時代の歴史学』長谷川貴
彦訳、2016年B・アンダーソン『定本　想像の共同体：ナショナリズムの起源と流行』白石隆・白石さや
訳、書籍工房早山、2007年F・フクヤマ『歴史の終わり』（上・下）渡部昇一訳、三笠書房、2005年H・
アーレント『全体主義の起原　2　帝国主義』大島通善・大島かおり訳、みすず書房、1981年

2 現代史 第一次世界大戦①

14 近代史 市民革命の時代：アメリカの独立とフランス革命
13 近代史 国民国家の形成と帝国主義の展開

履修するにあたって 受講者からの積極的な質問や、教員からの問いかけに対する受講者の応答によって授業が展開することを期待し
ています。高校で世界史を履修済みであるのが望ましいものの、必須ではありません。知識量の多寡よりも、講
義内容をじっくりと咀嚼し、歴史の流れを積極的に吸収しようとする姿勢を尊重します。初回授業時に具体的な
流れと予定を説明するので、初回講義への出席は必須となります。視聴する映像資料には戦争や虐殺などと関連
するリアルな記録映像も含まれるため、この点も含めて了承のうえ、履修登録をしてもらいます。なお、私語な
ど講義の進行を妨げる行為には厳格に対処するのはもちろんのこと、講義中は携帯情報端末（ノートPC、タブ
レット、スマートフォン）の操作ないし使用を固く禁じます。以上の禁止事項に従わない受講者には、退室指示
などをはじめとする厳しい措置をもって臨みます。

第一次世界大戦②



授業科目名 西洋の歴史 【法・経営】 単位数

開講キャンパス代表教員 佐藤　一進

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義形式をとる。西洋史上の古典からなる抜粋資料や、図像資料も参照する。また、映像資料も視聴する。授業の方法

　本科目は、全学のDPに示す、広い教養と豊かな人間性と社会性の陶冶とともに、法学部のDPに示す、国内外の
公的事柄への関心と責任感の涵養を目指しています。　現代文明ないし現代世界は数多くの地域や文化の歴史か
ら構成される多元性を特徴としているものの、その基本的な構成原理や理念、およびダイナミズムは、西洋（お
おまかに北米と欧州）に起源しており、しかもそれらの出現は「近代」という歴史区分のなかに見出されます。
　とはいえ、「西洋近代」も突如として成立したものではありません。現在が過去の結果であり、同時に未来の
原因でもあるように、「西洋近代」も、そこにいたる長い歴史過程の産物であり、今日のグローバル世界の母胎
でもあります。　したがって、私たちの生きる現代文明ないし現代世界を理解するには、非西洋地域に他ならな
い日本に生きる私たちといえども、「西洋近代」について、また、そこにいたる歴史過程について、最低限度の
知識と理解を欠くことはできません。　本科目では、以上のような問題意識から、西洋史を、おおまかに「古
代」「中世」「近代」「現代」の四つに区分したうえで、現代史と近代史に焦点を絞り、それらを理解するため
の必要に応じて中世史と古代史について言及します。また、各時代の基本的な特徴と、それにまつわる事象、人
物、思想、ダイナミズムについて紹介するだけでなく、各時代相互がどのように変動しながらも関連しているの
かについても解説します。要約すれば、本科目は、「すべての歴史は現代史である」ということを体感しなが
ら、西洋についての知識と理解を深める機会を提供するものです。

授業の目的

（１）西洋の大まかな歴史過程のイメージを土台に、基礎知識（歴史事象とその年号、人名、語彙、概念等）を
習得する。（２）高等学校にて履修する範囲の西洋史について、授業を担当できる。（３）西洋という他者の歴
史を学ぶことで、現代日本に生きると同時に、グローバル世界にも生きる私たちを的確に認識し、思考するため
の土台を構築する。というのも、「いま、ここ」を捉える最良の手段のひとつが、「いま」を超えた過去、そし
て「ここ」を超えた他者を知ることだからである。

到達目標

絶対王政、主権国家、産業革命、市民革命、国民国家、ナショナリズム、帝国主義、二つの世界大戦、冷戦、グ
ローバリゼーション

授業のキーワード

上に述べた「すべての歴史は現代史である」というテーゼを実感してもらうために、まずは現代史を取り扱い、
そこで喚起される関心や疑問を梃子としながら、１９世紀から18世紀へと遡る流れをとります。講義形式で授業
を進めますが、講義中の積極的な質問や発言を歓迎します。また、（多くの）受講者が生まれる以前の出来事、
ならびに（多くの）受講者が生きているのとは異なる地域への理解をより深めるため、映像資料を積極的に活用
します。映像資料視聴の際には多量にメモを取ることで、主体的に授業に臨むことができるよう工夫します。な
お、受講者の理解度や反応に即しながら、下記の予定が変更される場合もあります。

授業の進め方

1 導入 なぜ歴史を学ぶのか

3 現代史
4 現代史 世界恐慌①

6 現代史 第二次世界大戦①
5 現代史 世界恐慌②

9 現代史 冷戦②
8 現代史 冷戦①
7 現代史 第二次世界大戦②

10 現代史 冷戦の終結へ①
11 現代史 冷戦の終結へ②
12 現代史 高度情報化、グローバリゼーション、テロリズム、「歴史の終わり」と「文明の

衝突」　

15 近世史 絶対王政、主権国家、産業革命

授業時間外に必要な学修 講義中は膨大なメモを取ることになるので、復習としてはそれらを整理のうえ、本科目専用のノートを用
意し、それに清書のこと。予習と復習を併せて、おおむね１週間あたり120分を要します。

提出課題など なし
成績評価方法・基準 期末試験（100％）で評価します。なお、受講者数の規模や理解度に応じて、成績評価方法を変更するこ

ともありえます。
テキスト なし
指定図書 なし
参考書 本講義の内容に関連の強い研究書・概説書としては以下を参照のこと。それ以外の文献については講義内

で紹介します。B・クローチェ『思考としての歴史と行動としての歴史』上村忠男訳、1988年M・ブロック
『歴史のための弁明』松村剛訳、岩波書店、2004年G・バラクラフ『現代史序説』中村英勝・中村妙子
訳、岩波書店、1971年K・ポミアン『ヨーロッパとは何か：分裂と統合の1500年』松村剛訳、平凡社ライ
ブラリー、2002年トニー・ジャット『20世紀を考える』河野真太郎訳、みすず書房、2015年山本雅男
『ヨーロッパ「近代」の終焉』講談社現代新書、1992年L・ハント『グローバル時代の歴史学』長谷川貴
彦訳、2016年B・アンダーソン『定本　想像の共同体：ナショナリズムの起源と流行』白石隆・白石さや
訳、書籍工房早山、2007年F・フクヤマ『歴史の終わり』（上・下）渡部昇一訳、三笠書房、2005年H・
アーレント『全体主義の起原　2　帝国主義』大島通善・大島かおり訳、みすず書房、1981年

2 現代史 第一次世界大戦①

14 近代史 市民革命の時代：アメリカの独立とフランス革命
13 近代史 国民国家の形成と帝国主義の展開

履修するにあたって 受講者からの積極的な質問や、教員からの問いかけに対する受講者の応答によって授業が展開することを期待し
ています。高校で世界史を履修済みであるのが望ましいものの、必須ではありません。知識量の多寡よりも、講
義内容をじっくりと咀嚼し、歴史の流れを積極的に吸収しようとする姿勢を尊重します。初回授業時に具体的な
流れと予定を説明するので、初回講義への出席は必須となります。視聴する映像資料には戦争や虐殺などと関連
するリアルな記録映像も含まれるため、この点も含めて了承のうえ、履修登録をしてもらいます。なお、私語な
ど講義の進行を妨げる行為には厳格に対処するのはもちろんのこと、講義中は携帯情報端末（ノートPC、タブ
レット、スマートフォン）の操作ないし使用を固く禁じます。以上の禁止事項に従わない受講者には、退室指示
などをはじめとする厳しい措置をもって臨みます。

第一次世界大戦②



授業科目名 現代の政治 単位数

開講キャンパス代表教員 清水　亮

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 金曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

「講義」・「演習」・「実習」授業の方法

政治と経済、政治と社会、政治のしくみ、政治と世界の4つのテーマで、政治活動がどのような特徴を持つのか、
どういう場合に政治が登場してくるのか、どのような制度や決まりの中で政治が行われているのかを知り、現代
の政治を理解することにより、これからの政治のあり方、自らの政治への関わり方について考察することができ
るようになることを目的とします。神戸学院大学のDP（ディプロマポリシー）つまり皆さんが卒業時に「何がで
きるようになるか」との関連では、（知識・技能）では、専門領域の課題を考察するのに必要な知識を身につけ
られるようになることを目的とします。（思考力・判断力・表現力等の能力）では、身につけた広い教養をもと
に、さまざまな問題を発見し、解決のための方策を導くことができること、そしてグループディスカッション、
グループプレゼンテーションを通じて、自分の意見を表現するだけでなく、相手の意見を理解し、コミュニケー
ションの中で、より包括的で優れている解決の方策を考えられるようになること目的とします。（主体性を持っ
て多様な人々と共同して学ぶ態度）では、獲得した知識や技能を活用し、国内外において、価値観や意見の異な
る人々と議論でき、学びを深め、よりよい地球市民社会を創るのに役立つの態度を育成、修得できることを目的
とします。

授業の目的

1．政治活動がどのような特徴を持つのか、政治と経済、政治と社会、政治のしくみ、政治と世界     のテーマ
から、1つ例を挙げて説明できる。2．どういう場合に政治が登場してくるのか、政治と経済、政治と社会、政治
のしくみ、　政治と世界 のテーマから、1つ例を挙げて説明できる。3、どのような制度や決まりの中で政治が行
われているのか、政治と経済、政治と社会、    政治のしくみ、政治と世界のテーマから、1つ例を挙げて説明で
きる。4．政治のニュースに関心を持ち、これからの政治のあり方について、自らの政治への関わり方を   含め
プレゼンテーションができる。

到達目標

政治と経済、政治と社会、政治のしくみ、政治と世界授業のキーワード

・　2回から12回までの授業は、講義、ワークシート、シャトルカードの記入の流れで進めます。・　13回、14
回、15回は、授業で取り上げたテーマについて、グループがそれぞれ興味を持った       テーマを選び、該当の
章のおわりの演習問題から1つを選び、パワーポイントで       プレゼンテーションを作成し、クラス全体の前
で、プレゼンテーションをします。

授業の進め方

第1回 イントロダクション・政治とは
何か？

授業の目的と到達目標、授業の進め方、授業でカバーするテーマ、評価基準、最
終回のグループプレゼンテーションについて説明します。政治とは何か？統治の
正当性について考えます。

第3回 政府・官僚と民間の関係

第4回 大企業と政治 大企業と政治の関係について、大企業の構造的な影響力と政治的紛争を中心に考
える。　テキスト　第3章　「大企業と政治」

第6回 地方分権 自治体の2つの役割と、国と地方自治体の相互依存について考えます。　テキス
ト　第5章　「地方分権」

第5回 選挙と政治 選挙への立候補者は、政策で選挙を戦えるのか？私たち有権者は、政策で候補者
を選んでいるのだろうか考えます。テキスト　第4章　「選挙と政治」

第9回 内閣と内閣総理大臣 総理大臣と大統領の権力を比較しながら、総理大臣の影響力について考えます。
　テキスト　第8章　「内閣と総理大臣」

第8回 国会 ねじれ国会と国会の影響力について考えます。　テキスト　第7章　「国会」

第7回 マスメディアと政治 マスメディアは、政治を動かす力を持っているのか？マスメディアは、誰の味方
かについて考えます。　テキスト　第6章　「マスメディアと政治」

第10回 官僚 鉄の三角同盟の一角をなす官僚について、大臣と官僚のバトルとキャリア官僚の
キャリアを中心に考えます。　テキスト　第9章　「官僚」

第11回 冷戦の終わりとテロとの戦いへ 第2次世界大戦後の国際環境と戦後の日本の対外政策について考えます。　テキ
スト　第10章　「冷戦の終わりからテロとの戦いへ」

第12回 経済交渉国境を越える政治 貿易は世界を幸せにするか？経済交渉はどう行われるのかについて考えます。　
テキスト　第11章　「経済交渉」ビリヤード・ゲームのような国際政治の状況と
裸にされる国家について考えます。　テキスト　第12章　「国境を越える政治」

第15回 グループ・プレゼンテーション 授業でカバーした12のテーマの中から、グループで、選んだテーマの該当の章の
おわりの演習問題から1つを選び、パワーポイントを使って、クラス全体の前で
プレゼンテーションをします。

授業時間外に必要な学修 授業中のワークシート記入に備えて、あらかじめテキストの該当の章を読み、章のおわりの3題の演習問
題に答えられるように準備してくること。（60分程度）授業後、テキストとノートを基に、授業の内容を
振り返り、ワークシートの演習問題に適切に解答できたか再確認すること。（60分程度）毎週、予習と復
習を積み重ねると、最後のグループ・プレゼンテーションで取り上げる章を決め、どの演習問題を選ぶか
考える際に役立ちます。

提出課題など シャトルカード（みなさんと私のコミュニケーションカード）　毎回ワークシート（各章の演習問題から
1題を出題）　2回から12回授業中に記入ワークシートは、記入・提出してもらった翌週の授業で、どこが
ポイントだったのかについて説明しますので、参考にしてください。大変よくわかっていて自分の考えも
反映している5点、わかっている4点、どちらかというとわかっている3点、どちらというとわかっていな
い2点、わかっていない1点で採点しますパワーポイントのファイル　14回、15回グループの発表後にメー
ル添付で提出

成績評価方法・基準 シャトルカード（1x15＝15%）ワークシート（5x11＝55%)グループプレゼンテーション（30%）出席、ワー
クシート、シャトルカードの提出、グループによるプレゼンテーションが単位取得の最低要件です

第2回 組織された集団が、政治を仕切
る

鉄の三角同盟について考え、政治を支配しているのは、少数者なのか、多数の国
民なのか考える。テキスト　第1章　「組織された集団」

第14回 グループ・プレゼンテーション 授業でカバーした12のテーマの中から、グループで、選んだテーマの該当の章の
おわりの演習問題から1つを選び、パワーポイントを使って、クラス全体の前で
プレゼンテーションをします。

第13回 グループ・プレゼンテーショ
ン・プリパレ―ション

授業でカバーした12のテーマの中から、グループで、テーマを選び、該当の章の
おわりの演習問題から1つを選び、グループで、プレゼンテーションのパワーポ
イントを作成します。

履修するにあたって ・　テレビ、ラジオ、Webでのいずれかで、1日1回はニュースに触れる習慣を　　身につけてください。・　授業
内・外でしっかりサポートしますが、頑張るみなさんを歓迎します。・　学びに真剣な人の迷惑になる、遅刻、
授業中の私語は、厳禁です。・　スマホ、タブレット、携帯は、カバンにしまってください。・　使用発見の場
合は、イエローカードを出します。

規制緩和で何が変わったかについて考えると同時に、市場の失敗と政府の失敗に
ついて考える。　テキスト　第2章　「官と民の関係」



テキスト 北山　俊哉、久米　郁男、真渕　勝　『はじめて出会う政治学　第3版』　有斐閣　2009年
指定図書 川出　良枝、谷口　将紀　『政治学』　東京大学出版会　2012年
参考書 久米郁男、川出良枝、古城佳子、田中愛治、真渕　勝　『政治学　補訂版』　有斐閣　2011年



授業科目名 現代の政治 単位数

開講キャンパス代表教員 清水　亮

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

「講義」・「演習」・「実習」授業の方法

政治と経済、政治と社会、政治のしくみ、政治と世界の4つのテーマで、政治活動がどのような特徴を持つのか、
どういう場合に政治が登場してくるのか、どのような制度や決まりの中で政治が行われているのかを知り、現代
の政治を理解することにより、これからの政治のあり方、自らの政治への関わり方について考察することができ
るようになることを目的とします。神戸学院大学のDP（ディプロマポリシー）つまり皆さんが卒業時に「何がで
きるようになるか」との関連では、（知識・技能）では、専門領域の課題を考察するのに必要な知識を身につけ
られるようになることを目的とします。（思考力・判断力・表現力等の能力）では、身につけた広い教養をもと
に、さまざまな問題を発見し、解決のための方策を導くことができること、そしてグループディスカッション、
グループプレゼンテーションを通じて、自分の意見を表現するだけでなく、相手の意見を理解し、コミュニケー
ションの中で、より包括的で優れている解決の方策を考えられるようになること目的とします。（主体性を持っ
て多様な人々と共同して学ぶ態度）では、獲得した知識や技能を活用し、国内外において、価値観や意見の異な
る人々と議論でき、学びを深め、よりよい地球市民社会を創るのに役立つの態度を育成、修得できることを目的
とします。

授業の目的

1．政治活動がどのような特徴を持つのか、政治と経済、政治と社会、政治のしくみ、政治と世界　のテーマか
ら、1つ例を挙げて説明できる。2．どういう場合に政治が登場してくるのか、政治と経済、政治と社会、政治の
しくみ、　政治と世界のテーマから、1つ例を挙げて説明できる。3、どのような制度や決まりの中で政治が行わ
れているのか、政治と経済、政治と社会、　政治のしくみ、政治と世界のテーマから、1つ例を挙げて説明でき
る。4．政治のニュースに関心を持ち、これからの政治のあり方について、自らの政治への関わり方を　含めプレ
ゼンテーションができる。

到達目標

政治と経済、政治と社会、政治のしくみ、政治と世界授業のキーワード

・　2回から12回までの授業は、講義、ワークシート、シャトルカードの記入の流れで進めます。・　13回、14
回、15回は、授業で取り上げたテーマについて、グループがそれぞれ興味を持った　　テーマを選び、該当の章
のおわりの演習問題から1つを選び、パワーポイントで　　プレゼンテーションを作成し、クラス全体の前で、プ
レゼンテーションをします。

授業の進め方

第1回 イントロダクション・政治とは
何か？

授業の目的と到達目標、授業の進め方、授業でカバーするテーマ、評価基準、最
終回のグループプレゼンテーションについて説明します。政治とは何か？統治の
正当性について考えます。

第3回 政府・官僚と民間の関係

第4回 大企業と政治 大企業と政治の関係について、大企業の構造的な影響力と政治的紛争を中心に考
える。　テキスト　第3章　「大企業と政治」

第6回 地方分権 自治体の2つの役割と、国と地方自治体の相互依存について考えます。　テキス
ト　第5章　「地方分権」

第5回 選挙と政治 選挙への立候補者は、政策で選挙を戦えるのか？私たち有権者は、政策で候補者
を選んでいるのだろうか考えます。テキスト　第4章　「選挙と政治」

第9回 内閣と内閣総理大臣 総理大臣と大統領の権力を比較しながら、総理大臣の影響力について考えます。
　テキスト　第8章　「内閣と総理大臣」

第8回 国会 ねじれ国会と国会の影響力について考えます。　テキスト　第7章　「国会」

第7回 マスメディアと政治 マスメディアは、政治を動かす力を持っているのか？マスメディアは、誰の味方
かについて考えます。　テキスト　第6章　「マスメディアと政治」

第10回 官僚 鉄の三角同盟の一角をなす官僚について、大臣と官僚のバトルとキャリア官僚の
キャリアを中心に考えます。　テキスト　第9章　「官僚」

第11回 冷戦の終わりとテロとの戦いへ 第2次世界大戦後の国際環境と戦後の日本の対外政策について考えます。　テキ
スト　第10章　「冷戦の終わりからテロとの戦いへ」

第12回 経済交渉国境を越える政治 貿易は世界を幸せにするか？経済交渉はどう行われるのかについて考えます。　
テキスト　第11章　「経済交渉」ビリヤード・ゲームのような国際政治の状況と
裸にされる国家について考えます。　テキスト　第12章　「国境を越える政治」

第15回 グループ・プレゼンテーション 授業でカバーした12のテーマの中から、グループで、選んだテーマの該当の章の
おわりの演習問題から1つを選び、パワーポイントを使って、クラス全体の前で
プレゼンテーションをします。

授業時間外に必要な学修 授業中のワークシート記入に備えて、あらかじめテキストの該当の章を読み、章のおわりの3題の演習問
題に答えられるように準備してくること。（60分程度）授業後、テキストとノートを基に、授業の内容を
振り返り、ワークシートの演習問題に適切に解答できたか再確認すること。（60分程度）毎週、予習と復
習を積み重ねると、最後のグループ・プレゼンテーションで取り上げる章を決め、どの演習問題を選ぶか
考える際に役立ちます。

提出課題など シャトルカード（みなさんと私のコミュニケーションカード）　毎回ワークシート（各章の演習問題から
1題を出題）　2回から12回授業中に記入ワークシートは、記入・提出してもらった翌週の授業で、どこが
ポイントだったのかについて説明しますので、参考にしてください。大変よくわかっていて自分の考えも
反映している5点、わかっている4点、どちらかというとわかっている3点、どちらというとわかっていな
い2点、わかっていない1点で採点しますパワーポイントのファイル　14回、15回グループの発表後にメー
ル添付で提出

成績評価方法・基準 シャトルカード（1x15＝15%）ワークシート（5x11＝55%)グループプレゼンテーション（30%）出席、ワー
クシート、シャトルカードの提出、グループによるプレゼンテーションが単位取得の最低要件です

第2回 組織された集団が、政治を仕切
る

鉄の三角同盟について考え、政治を支配しているのは、少数者なのか、多数の国
民なのか考える。テキスト　第1章　「組織された集団」

第14回 グループ・プレゼンテーション 授業でカバーした12のテーマの中から、グループで、選んだテーマの該当の章の
おわりの演習問題から1つを選び、パワーポイントを使って、クラス全体の前で
プレゼンテーションをします。

第13回 グループ・プレゼンテーショ
ン・プリパレ―ション

授業でカバーした12のテーマの中から、グループで、テーマを選び、該当の章の
おわりの演習問題から1つを選び、グループで、プレゼンテーションのパワーポ
イントを作成します。

履修するにあたって ・　テレビ、ラジオ、Webでのいずれかで、1日1回はニュースに触れる習慣を　　身につけてください。・　授業
内・外でしっかりサポートしますが、頑張るみなさんを歓迎します。・　学びに真剣な人の迷惑になる、遅刻、
授業中の私語は、厳禁です。・　スマホ、タブレット、携帯は、カバンにしまってください。・　使用発見の場
合は、イエローカードを出します。

規制緩和で何が変わったかについて考えると同時に、市場の失敗と政府の失敗に
ついて考える。　テキスト　第2章　「官と民の関係」



テキスト 北山　俊哉、久米　郁男、真渕　勝　『はじめて出会う政治学　第3版』　有斐閣　2009年
指定図書 川出　良枝、谷口　将紀　『政治学』　東京大学出版会　2012年
参考書 久米郁男、川出良枝、古城佳子、田中愛治、真渕　勝　『政治学　補訂版』　有斐閣　2011年



授業科目名 英語圏文学読解Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 島津　厚久

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

受講生の人数にもよるが、講義、演習の併用とする予定。授業の方法

この科目は人文学科専門科目の「言語・文学科目群」に配置され、資格に関する科目（英語・中学校一種、英
語・高等学校一種）にも指定されており、英語で書かれた著名な文学作品の正確な読解を通して、作品の書かれ
た背景にある文化や時代の動向に関する知識を深め、人文学科のDPにも示されている専門知識の獲得と、思考
力・判断力の伸長を目指すことを目的とすると共に、英語力の伸長を目的とする。

授業の目的

1) 作品において使用されている英語特有の表現を理解し、作品内容を正確に把握する。2) 作品の背景にあるユ
ダヤ教的、キリスト教的価値観や芸術及び個人の自由などの文化的側面に関する知識を獲得し、理解を深める。
3) 作家Bernard MalamudとNathaniel Hawthornの文学史的意義を理解する。4) 小説作品の種々の解釈法について
概観する。

到達目標

小説　表現　解釈授業のキーワード

前半はMalamud、後半はHawthornの代表的短編作品を読み進めながら、注意すべき英語表現を確認しつつ、作品に
込められているメッセージや文化的背景、解釈法について解説を加える。

授業の進め方

第1回 イントロダクション 授業の概要、評価方法等について説明し、小説への関心の持ち方の事例を紹介す
る。併せて作家Bernard Malamud について説明する。

第3回 “Idiot’s First” and “The
 Naked Nude”

第4回 “The Last Mohican” and 
“The Loan”

当該2作品を正確に読み進め、併せてそこに盛り込まれたユダヤ人意識、ユダヤ
文化史について論じる。

第6回 “The Magic Barrel” and 
“Man in Drawer”

当該2作品を正確に読み進め、そこで数字が機能的に作用していることに着目す
る。

第5回 “The Lady of the Lake” 
and “Talking Horse”

当該2作品を正確に読み進め、そこに込められたホロコーストイメージに注目す
る。

第9回 　「改訂」について "最初に扱った""The First Seven Years"" を用いて、作品の改訂が及ぼす効果
について議論する。"

第8回 中間まとめ これまで得た知見を再確認し、併せてquiz 形式の小テストを行う。

第7回 “An Exorcism” 当該作品を正確に読み進め、これまでに触れた表現技巧との関連性などを瞥見す
る。

第10回 “Young Goodman Brown” 当該作品を正確に読み進め、Calvinism との関連について論じる。　
第11回 解釈法（１） 平易な英語で書かれた入門書を読みながら、”Young Goodman Brown” の伝記的

解釈と道徳的解釈について学ぶ。
第12回 解釈法（２） 上記と同じ方法で、形式主義的解釈について学ぶ。

第15回 小説論 最後に、ごく簡単にではあるが、E. M. Forster の小説論Aspects of the 
Novel の抜粋を講読しながら小説という文学ジャンルの基本的特徴について学
ぶ。

授業時間外に必要な学修 授業で扱う作品の下読み。その他、英語で書かれた文学作品に出来る限り触れるよう努めること。
提出課題など
成績評価方法・基準 履修者数にもよるが、毎回講義時に、そこで触れた作品その他に関する簡単な感想を提出してもらう予定

である（20％）。その他に小テスト2回（短答式1回、論述式1回各20％）と期末レポートを課す
（40％）。

テキスト 授業時に随時プリントを配布する。
指定図書
参考書

第2回 “The First Seven Years” 
and “A Pimp’s Revenge”

当該２作品を正確に読み進め、作品において色彩イメージが印象的な形で機能し
ていることを学ぶ。

第14回 最終まとめ これまで得た知見を再確認し、併せて論述式の小テストを行う。

第13回 解釈法（３） 精神分析学の概要を解説し、その立場から上記と同じ方法で当該作品の解釈を試
みる。

履修するにあたって 扱うほとんどすべての作品には翻訳があるので（リストは初回授業時に配布）、事前に一読した上で授業に臨む
ことが望ましい。

当該2作品を正確に読み進め、文学作品に表れたアイロニーについて、主として
表現面から考察する。



授業科目名 兵庫の文学 単位数

開講キャンパス代表教員 白方　佳果

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

この科目は人文学部専門教育科目に属し、教職・教科(国語)の選択科目を兼ねます。授業を通して人文学部の
ディプロマポリシーに掲げられた「複数の分野の基礎知識を教養として身につけている」「人間の心理、行動お
よび文化に関する専門知識と技能を総合的、体系的に身につけている」「多様な他者と共存して、異なった価値
観を尊重し、積極的に交流・協働できる」ことを目指します。授業では、大学キャンパスの位置する神戸市、明
石に関連する日本の文学作品を取りあげ、作品の内容や表現を解説し、作品の背景や文学史的知識について学び
ます。また当地が日本人のイメージのなかでどのように理解され、文学作品のなかに描かれてきたかについて解
説します。

授業の目的

（1）日本の文学への関心を高める。（2）兵庫県に関わりの深い文学作品について、内容やあらすじを要約する
ことができる。（3）兵庫県に関わりの深い日本文学について、文学史的知識を獲得し、それを説明できる。
（4）文学作品を鑑賞し、そこから得た自分なりの問題意識や考え、感想などを文章で表現することができる。

到達目標

兵庫県　日本近代文学　古典文学授業のキーワード

講義形式を中心として授業を進めます。予習状況・理解度などを確認するミニッツペーパー・小レポート・ワー
クシートの提出を求めますので、きちんと予習したうえで授業に参加して下さい。

授業の進め方

第1回 ガイダンス 受講上の注意などについて説明します。

第3回 生田川伝説
第4回 『源氏物語』 『源氏物語』「須磨」「明石」について講義します。

第6回 謡曲『高砂』『松風』 『高砂』『松風』など、兵庫県を舞台とする謡曲について講義します。
第5回 『平家物語』　 『平家物語』など、兵庫県を舞台とする「軍記物語」について講義します。

第9回 『蒼茫』 石川達三『蒼茫』について講義します。

第8回 古典作品に描かれた兵庫のイ
メージ

第7回までの授業内容を振り返り、古典作品に描かれた兵庫のイメージについて
講義します。

第7回 『男色大鑑』 『男色大鑑』の「傘持つても濡るる身」について講義します。

第10回 『火垂の墓』　 野坂昭如『火垂るの墓』について講義します。
第11回 『神戸・新神戸』 西東三鬼と三鬼『神戸・新神戸』について講義します。
第12回 『細雪』 谷崎潤一郎と兵庫県の関わり、谷崎『細雪』について講義します。

第15回 近現代文学に描かれた兵庫のイ
メージ

第9回から14回までの授業内容を振り返り、近現代の文学作品に描かれた兵庫の
イメージについて講義します。

授業時間外に必要な学修 各回180分程度の事前・事後学習が必要です。事前学習として、事前に配付した資料や授業で取り上げる
作品を読み込み、自分なりの考えを用意したうえで授業に臨んでください。事後学習として、授業内容を
再確認してください。また課題にきちんと取り組み、期限までに提出して下さい。

提出課題など （1）ミニッツペーパー・ワークシート。授業の中でフィードバックを行います。（2）小レポートを6回
程度課します。授業の中でフィードバックを行います。（3）学期末レポートを課します。

成績評価方法・基準 ミニッツペーパー・ワークシート30％、小レポート40％、学期末レポート30％として、総合的に評価しま
す。ミニッツペーパー・小レポート・ワークシートの評価基準は①「到達目標」を達成できているか、②
適切に予習を行うなど、授業に対して真摯に取り組む姿勢を見せているか、の2点です。学期末レポート
の評価基準は「到達目標」です。　

テキスト プリントを配布します。電子テキスト等の閲覧を指示する場合があります。
指定図書
参考書 兵庫県高等学校教育研究会国語部会編『兵庫県文学読本』（第一学習社、1993年）、『兵庫近代文学事

典』（和泉書院、2011年）

第2回 『古事記』『日本書紀』『播磨
国風土記』

『古事記』『日本書紀』『播磨国風土記』に描かれた兵庫について講義します。

第14回 『タルホ大阪・明石年代記』2 前回に引き続き、『タルホ大阪・明石年代記』について講義します。
第13回 『タルホ大阪・明石年代記』1 稲垣足穂、足穂『タルホ大阪・明石年代記』について講義します。

履修するにあたって ・講義形式で授業を進めますが、受講者の授業参加・発言を求める場合があります。・文学作品を中心に扱いま
す。文学作品を読むことや、感想を述べることに抵抗がある人の受講はおすすめしません。・予習状況・理解度
などを確認するミニッツペーパー・ワークシートの提出を課します。きちんと予習したうえで授業に参加して下
さい。・授業の性質上、受講者数や受講者の理解度等により、授業の進め方や授業計画（進度、内容等）は予定
から変更される場合があります。・私語などで他の受講生に迷惑がかかる場合は、退室を指示することがありま
す。・不在時間が長い場合などは、欠席とする場合があります。　

文学作品に現れた「生田川伝説」について講義します。



授業科目名 日本文学史Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 白方　佳果

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 金曜5限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

この授業は、人文学部のディプロマポリシーのうち「複数の分野の基礎知識を教養として身につけている」、
「人間の心理、行動および文化に関する専門知識と技能を総合的、体系的に身につけている」ことを目指して実
施します。言語・文学科目群の科目に属する専門教育科目であり、教職課程の教科に関する科目を兼ねます。本
授業は、近代以降の日本文学史を主題とします。日本近現代の文学史に関する知識を身につけ、日本の近現代文
学に対する関心を高めることを目指します。

授業の目的

１．日本文学に対する関心を高める。２．各時代・各分野の代表的な作者・作品について知る。３．日本近現代
文学の主要な作者・作品・文学思潮等について知識を獲得する。４．授業で得た知識や自らの感想を他者に伝え
ることができる。　

到達目標

文学史　近代文学　日本文学授業のキーワード

講義を中心とするが、受講者の意見を求める場合がある。授業の進め方

第1回 ガイダンス 授業の進め方、受講上の注意点などについて解説する。また日本の「近現代文
学」とは何かについて概説をおこなう。

第3回 移行期の文学２
第4回 明治20年代の文学１ 森鴎外の文学

第6回 明治20年代の文学３ 樋口一葉の文学
第5回 明治20年代の文学２ 硯友社と「紅露の時代」

第9回 明治末期の文学２ 夏目漱石の文明論と文学
第8回 明治末期の文学１ 自然主義の文学
第7回 明治30年代の文学小テスト１ 日清戦争前後の文学とルポルタージュ。小テストを実施します。

第10回 近代以降の韻文１ 近代詩の誕生と発展
第11回 近代以降の韻文２小テスト２ 俳句・短歌の革新と展開。小テストを実施します。
第12回 大正期の文学１ 大正期の文学の展開

第15回 昭和期の文学２ 戦後文学の展開

授業時間外に必要な学修 各回120分程度の事前・事後学習が必要となります。事前学習として、事前に配付した資料や授業で取り
上げる作品を読み込み、自分なりの考えを用意したうえで授業に臨んでください。また事後学習として、
授業内容を再確認すること。

提出課題など 毎回の授業で配布するミニッツペーパーのほか、小テスト（2回）、期末レポートを課します。
成績評価方法・基準 ミニッツペーパー10％、期末レポート20％、小テスト40％、定期試験30％として、総合的に評価します。

出席が授業回数の２／３に満たないときは、評価の対象としません。　（1）ミニッツペーパー・ワーク
シート。授業の中でフィードバックを行います。評価基準は「到達目標」の2～4。（2）期末レポート。
評価基準は「到達目標」の1～4。（3）小テスト・定期試験。解答例を提示します。評価基準は「到達目
標」の2～4。

テキスト 授業中にプリントを配布します。
指定図書 『日本文学史』（久保田淳ほか編、おうふう、1997年、1900円〔税抜〕）※購入することを推奨する
参考書 高校生向けの国語便覧や日本文学史の参考書を用意しておくことが望ましい。ほか、授業中に紹介しま

す。

第2回 移行期の文学１ 明治初期の文学をめぐる状況について解説します。

第14回 昭和期の文学１ 新感覚派・プロレタリア文学・戦時下の文学
第13回 大正期の文学２ 白樺派の文学

履修するにあたって ・講義形式で授業を進めますが、受講者の授業参加・発言を求める場合があります。・予習状況・理解度などを
確認するミニッツペーパー・ワークシートの提出を課します。きちんと予習したうえで授業に参加して下さ
い。・授業の性質上、受講者数や受講者の理解度等により、授業の進め方や授業計画（進度、内容等）は予定か
ら変更される場合があります。・私語などで他の受講生に迷惑がかかる場合は、退室を指示することがありま
す。・不在時間が長い場合などは、欠席とする場合があります。　

言文一致運動と近代文学



授業科目名 経営学総論Ⅱ （B）【20】 単位数

開講キャンパス代表教員 千田　直毅

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

演習授業の方法

経営学部ディプロマポリシーの第1項「現代の企業経営に関する基本的知識を学修し、ビジネス全般にわたって活
用するために有用な知識を総合的に学修する」ための科目と位置づけられ、履修系統図（カリキュラ・マップ）
の経営・商学コース1年次コース別選択必修科目であり、1年次配当科目「入門的な科目で経営学の基礎を学修」
することを目的とする科目のひとつに位置づけられる。経営学総論Ⅰに引き続き、経営学における基本的な知識
や考え方を体系的に理解し、経営学の全体像を把握することである。企業事例や現代的なトピックスも交えなが
ら、経営学における理論の変遷、主要な概念を学ぶ。

授業の目的

本講義では、今後各人の関心に基づいて学ぶ専門領域への足がかりとなるような基礎的な知識を習得し、経営学
の全体像をつかみとり、経営学への興味・関心を持つようになることを目指す。本講義を通して、普段私たちが
何気なく、無意識に接している様々な経営現象とその背後にある理論を結びつけて考える力を身につけることを
目指す。

到達目標

授業のキーワード

こちらで用意したパワーポイント資料を中心に解説する講義形式で進める。授業の進め方

第1回 イントロダクション 講義概要と進め方

第3回～第4回 リーダーシップ

第5回～6回 キャリア・マネジメント 組織において個人がどのようにキャリアを築いていくのか、組織はどのように個
人のキャリア形成をサポートしていくのかについて学ぶ

第10回～第12回 人と組織のマネジメント 企業におけるヒトと組織のマネジメントに関する諸制度について、事例を紹介し
ながら学ぶ

第7回～第9回 組織の中の個人 組織における個人間のコミュニケーション、意思決定、チームワークなどについ
て学ぶ

第15回 まとめ これまでの講義全体のまとめ
第14回 ITと企業経営 ITの進展が企業経営にどのような影響を及ぼすのかについて学ぶ
第13回 グローバル経営 企業の国際化、海外展開におけるマネジメントについて学ぶ

授業時間外に必要な学修 授業毎に約１時間
提出課題など
成績評価方法・基準 出席カード等を用いて講義中に指定する提出課題（20％）、期末試験（80％）
テキスト 初回講義時に指示する。適宜資料を配布する
指定図書
参考書 上林憲雄ほか『経験から学ぶ経営学入門』有斐閣ブックス

第2回 モチベーション ヒトのモチベーションとそのマネジメントのあり方について学ぶ

履修するにあたって

組織をうまくまとめ上げるためのリーダーシップ、これからの時代に求められる
リーダーシップについて検討する



授業科目名 経営学総論Ⅱ （B）【20】 単位数

開講キャンパス代表教員 千田　直毅

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

演習授業の方法

経営学部ディプロマポリシーの第1項「現代の企業経営に関する基本的知識を学修し、ビジネス全般にわたって活
用するために有用な知識を総合的に学修する」ための科目と位置づけられ、履修系統図（カリキュラ・マップ）
の経営・商学コース1年次コース別選択必修科目であり、1年次配当科目「入門的な科目で経営学の基礎を学修」
することを目的とする科目のひとつに位置づけられる。経営学総論Ⅰに引き続き、経営学における基本的な知識
や考え方を体系的に理解し、経営学の全体像を把握することである。企業事例や現代的なトピックスも交えなが
ら、経営学における理論の変遷、主要な概念を学ぶ。

授業の目的

本講義では、今後各人の関心に基づいて学ぶ専門領域への足がかりとなるような基礎的な知識を習得し、経営学
の全体像をつかみとり、経営学への興味・関心を持つようになることを目指す。本講義を通して、普段私たちが
何気なく、無意識に接している様々な経営現象とその背後にある理論を結びつけて考える力を身につけることを
目指す。

到達目標

授業のキーワード

こちらで用意したパワーポイント資料を中心に解説する講義形式で進める。授業の進め方

第1回 イントロダクション 講義概要と進め方

第3回～第4回 リーダーシップ

第5回～6回 キャリア・マネジメント 組織において個人がどのようにキャリアを築いていくのか、組織はどのように個
人のキャリア形成をサポートしていくのかについて学ぶ

第10回～第12回 人と組織のマネジメント 企業におけるヒトと組織のマネジメントに関する諸制度について、事例を紹介し
ながら学ぶ

第7回～第9回 組織の中の個人 組織における個人間のコミュニケーション、意思決定、チームワークなどについ
て学ぶ

第15回 まとめ これまでの講義全体のまとめ
第14回 ITと企業経営 ITの進展が企業経営にどのような影響を及ぼすのかについて学ぶ
第13回 グローバル経営 企業の国際化、海外展開におけるマネジメントについて学ぶ

授業時間外に必要な学修 授業毎に約１時間
提出課題など
成績評価方法・基準 出席カード等を用いて講義中に指定する提出課題（20％）、期末試験（80％）
テキスト 初回講義時に指示する。適宜資料を配布する
指定図書
参考書 上林憲雄ほか『経験から学ぶ経営学入門』有斐閣ブックス

第2回 モチベーション ヒトのモチベーションとそのマネジメントのあり方について学ぶ

履修するにあたって

組織をうまくまとめ上げるためのリーダーシップ、これからの時代に求められる
リーダーシップについて検討する



授業科目名 経済史総論 単位数

開講キャンパス代表教員 関谷　次博

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜3限 水曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

4

有瀬

講義授業の方法

歴史は繰り返すという言葉があります。過去の過ちを繰り返さないためにも歴史に学びます。先人が築いた知恵
という歴史の教訓に学びましょう。本講義はDPの1「経済の歴史や制度に係わる知識を修得し、今日の経済情勢を
歴史的・制度的に理解できる。」に対応しています。

授業の目的

1．歴史の出来事を経済理論にあてはめて考えることができる。2．経済統計データの簡単な数的処理ができる。
3．自分の言葉で説明することができる。

到達目標

近現代日本史・世界史、経済統計授業のキーワード

経済上の出来事を講義の前半で解説します。その後に関連する経済統計データを使って数的処理をし、分析する
という作業をおこないます。

授業の進め方

第1回 GDP GDPとは何か。GDP統計データの見方を解説する。

第3回 経済成長
第4回 高度経済成長の要因 GDPデータを使って、高度経済成長の特徴を見出す。

第6回 明治期の近代経済成長 明治時代の経済の特徴をデータを使って説明する。
第5回 江戸時代の経済成長 江戸時代の経済の特徴をデータを使って説明する。

第9回 インフレ インフレとは何か。インフレが及ぼす経済への影響とは何か。統計データを使っ
て説明する。

第8回 金融政策 失業対策としての金融政策を、歴史の事例から説明する。
第7回 財政政策 失業対策としての財政政策を、歴史の事例から説明する。

第10回 米騒動の要因 米騒動が起きた時代の経済データを使って、それが発生した要因を見出す。

第27回 確認テストの解説 確認テストの結果を発表するとともに、全問の解説をおこなう。

第11回 大恐慌 大恐慌からの脱出がどのようになされたか。経済データを使って説明する。

第28回 確認テストの解説 確認テストの結果を発表するとともに、全問の解説をおこなう。

第30回 まとめ 定期試験にむけた解説
第29回 まとめ 全講義のまとめ

第12回 平成不況 平成不況からの脱出がなぜ困難であったのか。経済データを使って説明する。

第15回 確認テスト 1～14回の分の確認テスト

第17回 確認テストの解説 確認テストの結果を発表するとともに、全問の解説をおこなう。
第16回 確認テスト 1～14回の分の確認テスト

第20回 経常収支と国民貯蓄 経常収支の黒字・赤字にともなう資金の流れを、経済データを使って理解する。
第19回 経常収支 経常収支とは何か。経済データの見方を解説する。
第18回 確認テストの解説 確認テストの結果を発表するとともに、全問の解説をおこなう。

第21回 貿易と経済成長 貿易はなぜおこなうのか。経済データを使って理解する。

第23回 税金 国の歳入としての税金を、経済データを使って説明する。
第22回 貿易自由化 保護貿易と自由貿易による国の利益を、経済データを使って理解する。

第24回 国債 国の歳入としての国債を、経済データを使って説明する。

第26回 確認テスト 17～24回の分の確認テスト
第25回 確認テスト 17～24回の分の確認テスト

授業時間外に必要な学修 難しい計算ではありませんが、どのようなデータのときにどのような計算処理をおこなうかを理解するた
めには、様々な統計データをもとに繰り返し作業することで身に付きます。（講義後30分程度）

提出課題など
成績評価方法・基準 確認テスト40％、期末テスト60％なお、出席回数が3分の2に満たない場合には、成績評価の対象とはしな

い。
テキスト 特にありませんが、必要なプリントは講義中に配布します。
指定図書 講義中に紹介します。
参考書 """老川慶喜ほか編『経済史』東京堂出版、1998年岡崎哲二『経済史の教訓』ダイヤモンド社、2002年"""

第2回 長期のGDP GDPデータを歴史の資料としてどのように利用するかを解説する。

第14回 スタグフレーション スタグフレーションの発生メカニズムを経済データを使って理解する。
第13回 フィリップス曲線 フィリップス曲線を経済データを使って理解する。

履修するにあたって 計算に際しては、携帯電話等の電卓機能を一時的に使用することを認めますが、毎時間のことですので、できる
限り電卓を持参することが望ましい。

GDPデータを使って、経済成長とは何かを説明する。



授業科目名 経済史総論 単位数

開講キャンパス代表教員 関谷　次博

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜3限 水曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

4

有瀬

講義授業の方法

歴史は繰り返すという言葉があります。過去の過ちを繰り返さないためにも歴史に学びます。先人が築いた知恵
という歴史の教訓に学びましょう。本講義はDPの1「経済の歴史や制度に係わる知識を修得し、今日の経済情勢を
歴史的・制度的に理解できる。」に対応しています。

授業の目的

1．歴史の出来事を経済理論にあてはめて考えることができる。2．経済統計データの簡単な数的処理ができる。
3．自分の言葉で説明することができる。

到達目標

近現代日本史・世界史、経済統計授業のキーワード

経済上の出来事を講義の前半で解説します。その後に関連する経済統計データを使って数的処理をし、分析する
という作業をおこないます。

授業の進め方

第1回 GDP GDPとは何か。GDP統計データの見方を解説する。

第3回 経済成長
第4回 高度経済成長の要因 GDPデータを使って、高度経済成長の特徴を見出す。

第6回 明治期の近代経済成長 明治時代の経済の特徴をデータを使って説明する。
第5回 江戸時代の経済成長 江戸時代の経済の特徴をデータを使って説明する。

第9回 インフレ インフレとは何か。インフレが及ぼす経済への影響とは何か。統計データを使っ
て説明する。

第8回 金融政策 失業対策としての金融政策を、歴史の事例から説明する。
第7回 財政政策 失業対策としての財政政策を、歴史の事例から説明する。

第10回 米騒動の要因 米騒動が起きた時代の経済データを使って、それが発生した要因を見出す。

第27回 確認テストの解説 確認テストの結果を発表するとともに、全問の解説をおこなう。

第11回 大恐慌 大恐慌からの脱出がどのようになされたか。経済データを使って説明する。

第28回 確認テストの解説 確認テストの結果を発表するとともに、全問の解説をおこなう。

第30回 まとめ 定期試験にむけた解説
第29回 まとめ 全講義のまとめ

第12回 平成不況 平成不況からの脱出がなぜ困難であったのか。経済データを使って説明する。

第15回 確認テスト 1～14回の分の確認テスト

第17回 確認テストの解説 確認テストの結果を発表するとともに、全問の解説をおこなう。
第16回 確認テスト 1～14回の分の確認テスト

第20回 経常収支と国民貯蓄 経常収支の黒字・赤字にともなう資金の流れを、経済データを使って理解する。
第19回 経常収支 経常収支とは何か。経済データの見方を解説する。
第18回 確認テストの解説 確認テストの結果を発表するとともに、全問の解説をおこなう。

第21回 貿易と経済成長 貿易はなぜおこなうのか。経済データを使って理解する。

第23回 税金 国の歳入としての税金を、経済データを使って説明する。
第22回 貿易自由化 保護貿易と自由貿易による国の利益を、経済データを使って理解する。

第24回 国債 国の歳入としての国債を、経済データを使って説明する。

第26回 確認テスト 17～24回の分の確認テスト
第25回 確認テスト 17～24回の分の確認テスト

授業時間外に必要な学修 難しい計算ではありませんが、どのようなデータのときにどのような計算処理をおこなうかを理解するた
めには、様々な統計データをもとに繰り返し作業することで身に付きます。（講義後30分程度）

提出課題など
成績評価方法・基準 確認テスト40％、期末テスト60％なお、出席回数が3分の2に満たない場合には、成績評価の対象とはしな

い。
テキスト 特にありませんが、必要なプリントは講義中に配布します。
指定図書 講義中に紹介します。
参考書 """老川慶喜ほか編『経済史』東京堂出版、1998年岡崎哲二『経済史の教訓』ダイヤモンド社、2002年"""

第2回 長期のGDP GDPデータを歴史の資料としてどのように利用するかを解説する。

第14回 スタグフレーション スタグフレーションの発生メカニズムを経済データを使って理解する。
第13回 フィリップス曲線 フィリップス曲線を経済データを使って理解する。

履修するにあたって 計算に際しては、携帯電話等の電卓機能を一時的に使用することを認めますが、毎時間のことですので、できる
限り電卓を持参することが望ましい。

GDPデータを使って、経済成長とは何かを説明する。



授業科目名 経済史総論 単位数

開講キャンパス代表教員 関谷　次博

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜3限 水曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

4

有瀬

講義授業の方法

歴史は繰り返すという言葉があります。過去の過ちを繰り返さないためにも歴史に学びます。先人が築いた知恵
という歴史の教訓に学びましょう。本講義はDPの1「経済の歴史や制度に係わる知識を修得し、今日の経済情勢を
歴史的・制度的に理解できる。」に対応しています。

授業の目的

1．歴史の出来事を経済理論にあてはめて考えることができる。2．経済統計データの簡単な数的処理ができる。
3．自分の言葉で説明することができる。

到達目標

近現代日本史・世界史、経済統計授業のキーワード

経済上の出来事を講義の前半で解説します。その後に関連する経済統計データを使って数的処理をし、分析する
という作業をおこないます。

授業の進め方

第1回 GDP GDPとは何か。GDP統計データの見方を解説する。

第3回 経済成長
第4回 高度経済成長の要因 GDPデータを使って、高度経済成長の特徴を見出す。

第6回 明治期の近代経済成長 明治時代の経済の特徴をデータを使って説明する。
第5回 江戸時代の経済成長 江戸時代の経済の特徴をデータを使って説明する。

第9回 インフレ インフレとは何か。インフレが及ぼす経済への影響とは何か。統計データを使っ
て説明する。

第8回 金融政策 失業対策としての金融政策を、歴史の事例から説明する。
第7回 財政政策 失業対策としての財政政策を、歴史の事例から説明する。

第10回 米騒動の要因 米騒動が起きた時代の経済データを使って、それが発生した要因を見出す。

第27回 確認テストの解説 確認テストの結果を発表するとともに、全問の解説をおこなう。

第11回 大恐慌 大恐慌からの脱出がどのようになされたか。経済データを使って説明する。

第28回 確認テストの解説 確認テストの結果を発表するとともに、全問の解説をおこなう。

第30回 まとめ 定期試験にむけた解説
第29回 まとめ 全講義のまとめ

第12回 平成不況 平成不況からの脱出がなぜ困難であったのか。経済データを使って説明する。

第15回 確認テスト 1～14回の分の確認テスト

第17回 確認テストの解説 確認テストの結果を発表するとともに、全問の解説をおこなう。
第16回 確認テスト 1～14回の分の確認テスト

第20回 経常収支と国民貯蓄 経常収支の黒字・赤字にともなう資金の流れを、経済データを使って理解する。
第19回 経常収支 経常収支とは何か。経済データの見方を解説する。
第18回 確認テストの解説 確認テストの結果を発表するとともに、全問の解説をおこなう。

第21回 貿易と経済成長 貿易はなぜおこなうのか。経済データを使って理解する。

第23回 税金 国の歳入としての税金を、経済データを使って説明する。
第22回 貿易自由化 保護貿易と自由貿易による国の利益を、経済データを使って理解する。

第24回 国債 国の歳入としての国債を、経済データを使って説明する。

第26回 確認テスト 17～24回の分の確認テスト
第25回 確認テスト 17～24回の分の確認テスト

授業時間外に必要な学修 難しい計算ではありませんが、どのようなデータのときにどのような計算処理をおこなうかを理解するた
めには、様々な統計データをもとに繰り返し作業することで身に付きます。（講義後30分程度）

提出課題など
成績評価方法・基準 確認テスト40％、期末テスト60％なお、出席回数が3分の2に満たない場合には、成績評価の対象とはしな

い。
テキスト 特にありませんが、必要なプリントは講義中に配布します。
指定図書 講義中に紹介します。
参考書 """老川慶喜ほか編『経済史』東京堂出版、1998年岡崎哲二『経済史の教訓』ダイヤモンド社、2002年"""

第2回 長期のGDP GDPデータを歴史の資料としてどのように利用するかを解説する。

第14回 スタグフレーション スタグフレーションの発生メカニズムを経済データを使って理解する。
第13回 フィリップス曲線 フィリップス曲線を経済データを使って理解する。

履修するにあたって 計算に際しては、携帯電話等の電卓機能を一時的に使用することを認めますが、毎時間のことですので、できる
限り電卓を持参することが望ましい。

GDPデータを使って、経済成長とは何かを説明する。



授業科目名 日本経済史 [企業] 単位数

開講キャンパス代表教員 関谷　次博

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜1限 水曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

4

有瀬

講義授業の方法

歴史のある出来事は、それ以前の歴史の積み重ねにおいて成り立っており、現在もそうした歴史の積み重ねに
よって成り立っています。「経済史総論」では、過去の教訓に学ぶという歴史学の手法を用いましたが、「日本
経済史」では、現代を捉え、将来の指針を提言するためにも、歴史の成り立ちから分析するという方法を用いま
す。本講義は、日本経済の歴史を、アーリーモダン（初期近代）として捉えられる江戸時代から現在までを対象
とします。まずは、明治維新後の日本の経済成長が、江戸時代につくられた経済基盤の上に成り立っているとい
うように、歴史理解の方法を習得することを目的としています。経済成長を理解するには、GDP（かつてはGNPが
主）といった基礎的な経済統計データも理解しなければなりません。また、GDPの成り立ちを理解するためには、
簡単なマクロ経済学の理論が必要です。講義では、経済統計データの数的処理による分析や、簡単なマクロ経済
理論の解説もおこないます。本講義はDPの1「経済の歴史や制度に係わる知識を修得し、今日の経済情勢を歴史
的・制度的に理解できる。」に対応しています。

授業の目的

1.日本経済の歴史を習得できる。2.歴史的視点から現代経済を考えることができる。3.現代経済を、歴史、デー
タ、理論といった多面的な視点から考えることができる。

到達目標

近現代日本史、経済史、マクロ経済学（入門程度）、経済統計授業のキーワード

日本経済史の講義をおこなった後、関連する経済統計データの数的処理による分析をおこないます。また、時事
の新聞や雑誌記事を用いて、現代との関わりを示すことにも努めます。

授業の進め方

第1回 近代・現代日本の経済発展 GDPとは何か。経済発展とは何か。日本の経済発展と地域格差を読む。

第3回 開港のインパクト　

第4回 日本の産業革命 工業化における政府の役割について、後進国の工業化のモデル（ガーシェンクロ
ン・モデル）との対比を試みる。　

第6回 松方財政 政府の役割（政策）と財政との関連を理解する。
第5回 大隈財政 政府の役割（政策）と財政との関連を理解する。

第9回 貿易と国際関係 日本の工業化の進展を貿易構造の変化から捉える。同時に、貿易構造から先進国
と植民地国との違いを理解する。

第8回 近代経済成長② 近代日本の経済成長をもたらした要因を、分析することによって理解する。
第7回 近代経済成長① 近代日本の経済成長について、統計データを分析することによって理解する。

第10回 工業化と在来産業 日本の工業化において在来産業が果たした役割を、農村工業からの進展として理
解するとともに、統計データによっても確認する。

第27回 確認テストの解説 確認テストの結果を発表し、全問の解説をおこなう。

第11回 日本の産業革命 紡績業を中心に、それを支える鉄道業や海運業が発展していった様子を体系的に
理解する。

第28回 確認テストの解説 確認テストの結果を発表し、全問の解説をおこなう。

第30回 まとめ 定期試験に向けた解説
第29回 まとめ 全講義のまとめ

第12回 資本の形成 日本の工業化を成立させるための条件としての金融に注目し、大企業の形成や株
式会社制度の導入過程を理解する。

第15回 確認テストの解説 確認テストの結果を発表し、全問の解説をおこなう。

第17回 重化学工業化 戦前にすすんだ重化学工業化について、統計データの分析から理解する。また、
重化学工業化によって誕生した大企業の特徴を捉える。

第16回 確認テストの解説 確認テストの結果を発表し、全問の解説をおこなう。

第20回 戦後経済民主化 財閥解体、過度経済力集中排除法、公職追放といった経済民主化と、それによる
日本経済へのインパクトを理解する。　

第19回 戦時統制経済 戦時期は統制経済、計画経済といわれたように財・資本・労働の市場に対する介
入・統制がすすんだ。こうした経済の特徴を理解する。

第18回 財閥の形成 重化学工業化とともにすすんだ大企業体制は、企業集中というかたちで進んだ。
「規模の経済」という経済理論から理解する。

第21回 高度経済成長 GDP統計データをもとに、経済成長率やその要因分析によって、高度経済成長を
理解する。　

第23回 バブル経済 プラザ合意後にバブル経済へと展開する過程を理解する。
第22回 安定成長 安定成長の時代に、日本型経営が確立される過程を理解する。

第24回 平成不況 バブル崩壊後に低迷し、「失われた20年」を称された日本経済の特徴を、統計
データを分析することで理解する。　

第26回 確認テスト 17～14回の分の確認テスト
第25回 確認テスト 17～24回の分の確認テスト

授業時間外に必要な学修 講義における疑問点を発見（30分程度の作業）して、オフィスアワーなどを利用し、質問をしてくださ
い。

提出課題など
成績評価方法・基準 確認テスト40％、期末テスト60％なお、出席回数が3分の2に満たない場合には、成績評価の対象とはしな

い。
テキスト 特にありませんが、必要なプリントは講義中に配布します。
指定図書 講義中に紹介します。
参考書 宮本又郎編著『日本経済史』放送大学教育振興会、2008年

第2回 江戸時代の経済発展 江戸時代は前近代か、初期近代か？江戸時代の経済を評価する。

第14回 確認テスト 1～12回の分の確認テスト
第13回 確認テスト 1～12回の分の確認テスト

履修するにあたって 段階的な理解のためにも「経済史総論」を修得、ないしは履修することが望ましいです。講義では経済統計デー
タを使った数的処理をおこないます。電卓を持参することが望ましいです。

幕末の貿易構造の変化をもとに、開港が与えた日本経済へのインパクトを理解す
る。　



授業科目名 日本経済史 (資格) 単位数

開講キャンパス代表教員 関谷　次博

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜1限 水曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

4

有瀬

講義授業の方法

歴史のある出来事は、それ以前の歴史の積み重ねにおいて成り立っており、現在もそうした歴史の積み重ねに
よって成り立っています。「経済史総論」では、過去の教訓に学ぶという歴史学の手法を用いましたが、「日本
経済史」では、現代を捉え、将来の指針を提言するためにも、歴史の成り立ちから分析するという方法を用いま
す。本講義は、日本経済の歴史を、アーリーモダン（初期近代）として捉えられる江戸時代から現在までを対象
とします。まずは、明治維新後の日本の経済成長が、江戸時代につくられた経済基盤の上に成り立っているとい
うように、歴史理解の方法を習得することを目的としています。経済成長を理解するには、GDP（かつてはGNPが
主）といった基礎的な経済統計データも理解しなければなりません。また、GDPの成り立ちを理解するためには、
簡単なマクロ経済学の理論が必要です。講義では、経済統計データの数的処理による分析や、簡単なマクロ経済
理論の解説もおこないます。本講義はDPの1「経済の歴史や制度に係わる知識を修得し、今日の経済情勢を歴史
的・制度的に理解できる。」に対応しています。

授業の目的

1.日本経済の歴史を習得できる。2.歴史的視点から現代経済を考えることができる。3.現代経済を、歴史、デー
タ、理論といった多面的な視点から考えることができる。

到達目標

近現代日本史、経済史、マクロ経済学（入門程度）、経済統計授業のキーワード

日本経済史の講義をおこなった後、関連する経済統計データの数的処理による分析をおこないます。また、時事
の新聞や雑誌記事を用いて、現代との関わりを示すことにも努めます。

授業の進め方

第1回 近代・現代日本の経済発展 GDPとは何か。経済発展とは何か。日本の経済発展と地域格差を読む。

第3回 開港のインパクト　

第4回 日本の産業革命 工業化における政府の役割について、後進国の工業化のモデル（ガーシェンクロ
ン・モデル）との対比を試みる。　

第6回 松方財政 政府の役割（政策）と財政との関連を理解する。
第5回 大隈財政 政府の役割（政策）と財政との関連を理解する。

第9回 貿易と国際関係 日本の工業化の進展を貿易構造の変化から捉える。同時に、貿易構造から先進国
と植民地国との違いを理解する。

第8回 近代経済成長② 近代日本の経済成長をもたらした要因を、分析することによって理解する。
第7回 近代経済成長① 近代日本の経済成長について、統計データを分析することによって理解する。

第10回 工業化と在来産業 日本の工業化において在来産業が果たした役割を、農村工業からの進展として理
解するとともに、統計データによっても確認する。

第27回 確認テストの解説 確認テストの結果を発表し、全問の解説をおこなう。

第11回 日本の産業革命 紡績業を中心に、それを支える鉄道業や海運業が発展していった様子を体系的に
理解する。

第28回 確認テストの解説 確認テストの結果を発表し、全問の解説をおこなう。

第30回 まとめ 定期試験に向けた解説
第29回 まとめ 全講義のまとめ

第12回 資本の形成 日本の工業化を成立させるための条件としての金融に注目し、大企業の形成や株
式会社制度の導入過程を理解する。

第15回 確認テストの解説 確認テストの結果を発表し、全問の解説をおこなう。

第17回 重化学工業化 戦前にすすんだ重化学工業化について、統計データの分析から理解する。また、
重化学工業化によって誕生した大企業の特徴を捉える。

第16回 確認テストの解説 確認テストの結果を発表し、全問の解説をおこなう。

第20回 戦後経済民主化 財閥解体、過度経済力集中排除法、公職追放といった経済民主化と、それによる
日本経済へのインパクトを理解する。　

第19回 戦時統制経済 戦時期は統制経済、計画経済といわれたように財・資本・労働の市場に対する介
入・統制がすすんだ。こうした経済の特徴を理解する。

第18回 財閥の形成 重化学工業化とともにすすんだ大企業体制は、企業集中というかたちで進んだ。
「規模の経済」という経済理論から理解する。

第21回 高度経済成長 GDP統計データをもとに、経済成長率やその要因分析によって、高度経済成長を
理解する。　

第23回 バブル経済 プラザ合意後にバブル経済へと展開する過程を理解する。
第22回 安定成長 安定成長の時代に、日本型経営が確立される過程を理解する。

第24回 平成不況 バブル崩壊後に低迷し、「失われた20年」を称された日本経済の特徴を、統計
データを分析することで理解する。　

第26回 確認テスト 17～14回の分の確認テスト
第25回 確認テスト 17～24回の分の確認テスト

授業時間外に必要な学修 講義における疑問点を発見（30分程度の作業）して、オフィスアワーなどを利用し、質問をしてくださ
い。

提出課題など
成績評価方法・基準 確認テスト40％、期末テスト60％
テキスト 特にありませんが、必要なプリントは講義中に配布します。
指定図書 講義中に紹介します。
参考書 宮本又郎編著『日本経済史』放送大学教育振興会、2008年

第2回 江戸時代の経済発展 江戸時代は前近代か、初期近代か？江戸時代の経済を評価する。

第14回 確認テスト 1～12回の分の確認テスト
第13回 確認テスト 1～12回の分の確認テスト

履修するにあたって 段階的な理解のためにも「経済史総論」を修得、ないしは履修することが望ましいです。講義では経済統計デー
タを使った数的処理をおこないます。電卓を持参することが望ましいです。

幕末の貿易構造の変化をもとに、開港が与えた日本経済へのインパクトを理解す
る。　



授業科目名 文章表現Ⅱ ① 単位数

開講キャンパス代表教員 中原　香苗

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義（一部演習）授業の方法

　この科目は、全学のディプロマポリシーに示す「共通教育等を通じて、広い教養を身につけ、豊かな人間性や
社会性を涵養している」「自分の意見を口頭や文書によって表現し、相手の意見を理解することで、良好なコ
ミュニケーションをとることができる」ことの基盤となるような基本的な文章表現能力を身につけることを目指
しています。　具体的には、大学でのレポートや卒業論文（アカデミック・ライティング）、および就職活動に
役立つ文章表現の知識を身につけ、その技術を習得することを目的とします。　実践的なトレーニングによっ
て、論理的で効果的な文章構成の方法などを学び、実用的な文章表現能力を身につけます。その能力を習得する
ための具体的な練習として、授業中の作業と課題とを通して、形式の整ったレポートを１本書き上げることを必
須とします。その過程で、自分の文章を読み返し、推敲する力も養います。

授業の目的

・アカデミック・ライティングを身につけ、形式の整ったレポートが書ける。・実用的で伝わりやすい文章が書
ける。・文章を見直すときのポイントを理解し、推敲することができる。

到達目標

 "　アカデミック・ライティング　レポート　　グループワーク"授業のキーワード

レポートなどの知識を学ぶとともに、必要に応じて少人数のグループで作業をします。授業の進め方

第1回 イントロダクション 現在の文章表現能力を確認する。

第3回 レポートの基礎(1)
第4回 レポートの基礎(2) レポートで使う表現を学ぶ。

第6回 レポートの構成 レポートの基本的な構成を学ぶ。
第5回 レポートの基礎(3) 事実と意見の違いについて学ぶ。

第9回 レポートの論拠 説得力のある論拠とは何かを学ぶ。
第8回 レポートを書くための資料 レポートの資料を探すときの注意事項を学ぶ。
第7回 レポートのテーマ レポートのテーマを決める際の基本的事項を学ぶ。

第10回 文献から引用する 基本的な引用のルールを学ぶ。
第11回 レポートの構成を考え、レポー

ト概要を発表する
レポートのテーマを決め、説得力のあるレポートにするための構成を考える。そ
のうえでレポートの概要を一人ずつ発表する。　

第12回 レポートを仕上げる レポートを仕上げる。　

第15回 授業の振り返り 授業で学んだことを確認する。

授業時間外に必要な学修 　レポートを執筆するためには、題材となっていることについて文献や資料を探し、知識を増やすことが
必要不可欠です。インターネットで情報を検索するだけでなく、図書館で関連する文献を探して読むこと
を強く推奨します。また、アカデミックな文章に必須のルールを定着させるために、目安として授業前後
に１時間の学修が必要です。

提出課題など 　２回のレポートを含み、複数回の課題を出します。　提出物は内容をチェックしたうえで必要に応じて
返却します。

成績評価方法・基準 授業参加態度40％、課題60％（レポート提出２回を含む）。定期試験は実施しません。
テキスト 野田春美他『グループワークで日本語表現力アップ』ひつじ書房（2016）1、600＋税
指定図書 浜田麻里他『大学生と留学生のための論文ワークブック』くろしお出版 （1997）2、700＋税その他、必

要に応じて指示します。
参考書

第2回 自己ＰＲ文を書く 就職活動に役立つ自己ＰＲ文の書き方を学ぶ。

第14回 レポート執筆のまとめ レポート執筆作業を振り返る。
第13回 レポートを推敲する レポートを推敲し、より完成度の高いレポートにする。

履修するにあたって ・グループワークなどの活動に積極的に参加してください。・レポートが未提出の場合、単位は認定しません。

レポートとはどのようなものなのかを学ぶ。



授業科目名 経営学総論Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 団　泰雄

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜5限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

各講義のテーマに即した問いを設定し、それに関するディスカッションを行う　授業の方法

＜主題＞　私たちにとって、生活に必要なモノやサービスを提供してくれる存在として、また働く場として、会
社は不可欠な存在です。また、私たちの生きている社会の動向は、会社の動きによって大きな影響を受けている
と言えます。だからこそ、会社に関する知識は、それを専門的に学習しようとする人のみならず、多くの人に
とって必要な一般教養であると思われます。本講義では、基礎経営学Ⅱの内容をうけ、より発展的なテーマにつ
いて扱います（Ⅱでは企業内部のマネジメント、特にヒトのマネジメントを扱います）。　なお、本科目は経済
学部のDPに示す、「経済の歴史や制度に係わる知識を修得し、今日の経済情勢を歴史的・制度的に理解できる」
「経済問題を総合的に分析できる知識と技能を活用し、国内外において、価値観や意見の異なるさまざまな人と
議論し、学びを深め、協働して、社会に役立てることができる」ことを目指します。

授業の目的

企業経営のメカニズムについて説明できる日本企業の経営の特徴について説明できる到達目標

日本企業人的資源管理雇用人材育成処遇授業のキーワード

講義による解説も行いますが、映像や新聞記事を元に考えてもらう問題やトピックに関するディスカッションも
行う予定です。

授業の進め方

第1回 オリエンテーション

第3回 モチベーション
第4回 リーダーシップ 資質アプローチ、行動アプローチ、コンティンジェンシーアプローチ

第6回 人事等級制度 職能資格制度、職務等級制度、役割等級制度
第5回 組織構造と職務内容 職務転換、職務拡大、職務充実

第9回 キャリア開発 キャリアアンカー、組織間キャリア
第8回 雇用管理（2） 雇用調整
第7回 雇用管理（1） 採用、異動、昇進

第10回 教育訓練　 教育訓練体系
第11回 人事考課（1） 目標管理制度、コンピテンシー
第12回 人事考課（2） 評価エラー、公平性の問題

第15回 まとめ

授業時間外に必要な学修 テキストの該当部分について事前に読んでおくこと。（1回の授業につき90分が目安）
提出課題など 毎回の授業時にカードを提出してもらい、その内容について次回にフィードバックをします。レポートの

内容については、講義時に指示します。　
成績評価方法・基準 定期試験(70％)とレポート(30％)の結果で評価します。
テキスト 奥林康司・上林憲雄・平野光俊編『入門人的資源管理』中央経済社。
指定図書
参考書 以下の文献を挙げておきます。上林憲雄・厨子直之・森田雅也『経験から学ぶ人的資源管理(新版)』有斐

閣。開本浩矢編『組織行動論』中央経済社。

第2回 企業経営とヒトのマネジメント ヒトのマネジメントの重要性

第14回 賃金制度（2） 成果主義賃金
第13回 賃金制度（1） 年功賃金

履修するにあたって 新聞やテレビなどで、企業の動きに関する時事的な情報に目を通す習慣をつけてください。また、講義でお話し
する内容を暗記しようとするのではなく、「なぜそのようなことが起きているのか」「問題に対してどのように
対応したらいいのだろうか」と問い、考えるよう心がけてください。

内容理論と過程理論



授業科目名 経営学総論Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 団　泰雄

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜5限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

各講義のテーマに即した問いを設定し、それに関するディスカッションを行う　授業の方法

＜主題＞　私たちにとって、生活に必要なモノやサービスを提供してくれる存在として、また働く場として、会
社は不可欠な存在です。また、私たちの生きている社会の動向は、会社の動きによって大きな影響を受けている
と言えます。だからこそ、会社に関する知識は、それを専門的に学習しようとする人のみならず、多くの人に
とって必要な一般教養であると思われます。本講義では、基礎経営学Ⅱの内容をうけ、より発展的なテーマにつ
いて扱います（Ⅱでは企業内部のマネジメント、特にヒトのマネジメントを扱います）。　なお、本科目は経済
学部のDPに示す、「経済の歴史や制度に係わる知識を修得し、今日の経済情勢を歴史的・制度的に理解できる」
「経済問題を総合的に分析できる知識と技能を活用し、国内外において、価値観や意見の異なるさまざまな人と
議論し、学びを深め、協働して、社会に役立てることができる」ことを目指します。

授業の目的

企業経営のメカニズムについて説明できる日本企業の経営の特徴について説明できる到達目標

日本企業人的資源管理雇用人材育成処遇授業のキーワード

講義による解説も行いますが、映像や新聞記事を元に考えてもらう問題やトピックに関するディスカッションも
行う予定です。

授業の進め方

第1回 オリエンテーション

第3回 モチベーション
第4回 リーダーシップ 資質アプローチ、行動アプローチ、コンティンジェンシーアプローチ

第6回 人事等級制度 職能資格制度、職務等級制度、役割等級制度
第5回 組織構造と職務内容 職務転換、職務拡大、職務充実

第9回 キャリア開発 キャリアアンカー、組織間キャリア
第8回 雇用管理（2） 雇用調整
第7回 雇用管理（1） 採用、異動、昇進

第10回 教育訓練　 教育訓練体系
第11回 人事考課（1） 目標管理制度、コンピテンシー
第12回 人事考課（2） 評価エラー、公平性の問題

第15回 まとめ

授業時間外に必要な学修 テキストの該当部分について事前に読んでおくこと。（1回の授業につき90分が目安）
提出課題など 毎回の授業時にカードを提出してもらい、その内容について次回にフィードバックをします。レポートの

内容については、講義時に指示します。　
成績評価方法・基準 定期試験(70％)とレポート(30％)の結果で評価します。
テキスト 奥林康司・上林憲雄・平野光俊編『入門人的資源管理』中央経済社。
指定図書
参考書 以下の文献を挙げておきます。上林憲雄・厨子直之・森田雅也『経験から学ぶ人的資源管理(新版)』有斐

閣。開本浩矢編『組織行動論』中央経済社。

第2回 企業経営とヒトのマネジメント ヒトのマネジメントの重要性

第14回 賃金制度（2） 成果主義賃金
第13回 賃金制度（1） 年功賃金

履修するにあたって 新聞やテレビなどで、企業の動きに関する時事的な情報に目を通す習慣をつけてください。また、講義でお話し
する内容を暗記しようとするのではなく、「なぜそのようなことが起きているのか」「問題に対してどのように
対応したらいいのだろうか」と問い、考えるよう心がけてください。

内容理論と過程理論



授業科目名 民法Ⅲ（債権各論） ⑤～⑧ 単位数

開講キャンパス代表教員 田中　康博

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜1限 金曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

4

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

この科目は、法学部ディプロマ・ポリシーのうち、「１．知識・理解」および「２．汎用的技能」に対応し、法
的素養を身につけることおよび法的思考に基づいた説得力ある解決指針を示すことができるようになることを目
的としている。  民法総則および物権法に関する理解を前提に、民法典第3編「債権」のうち、521条から724条の
2までについて学ぶ。もっとも、民法の規定は相互に関係しているため、必要に応じて対象範囲以外の規定および
特別法についても学ぶ。  債権各論は、契約、不法行為等の債権の発生原因を扱う分野であり、民法全体の理解
に欠かせないものである。実社会での重要性も高く、法学部卒業生としてこの分野についての理解を身につけて
いることが必要である。

授業の目的

①対象範囲に関する基本用語および概念を理解し、適切に用いることができる(「１．知識・理解」)。②対象範
囲における諸制度・諸規定について、そのような制度・規定が設けられた趣旨を理解し、説明できる(「１．知
識・理解」)。③解釈上の問題について、基本的な最上級審の立場（判例）を理解し、説明できる(「１．知識・
理解」「２．汎用的技能」)。④対象範囲に関する単純な事例について、法律の規定に基づいて論理的に解答でき
る(「２．汎用的技能」)。

到達目標

授業のキーワード

1.レクチャー方式を基本としつつ、適宜受講生に対して質問をする方式を採る。応答を求められた場合には、沈
黙してはならない。2-1  講義では、配布資料において予め示した質問をするとともにこれに関連した派生的な質
問もする｡2-2  講義の目標の達成のために講義中では講義資料には示していない「復習の質問」(民法総則・物権
法のテーマも含む)をすることもある｡3.なお受講者の人数如何によっては座席指定をすることもある。座席指定
された場合には指定座席に着席して受講しなければならない。4.言うまでもないが講義を妨害する行為は､一切こ
れを認めない(場合によっては退室を命ずる)。

授業の進め方

講義番号1   【1】第
01/02/03回

主題  債権各論の基礎テキスト
①序章 第1章

第01回  債権法ガイダンス        債権の意義と性質：物権と債権第02回  債権
の発生原因と契約自由の原則第03回  契約：契約とは・契約の種類・契約の拘束
力《確認テスト》

講義番号3 【3】第
07/08/09回

契約総論Ⅱ・契約各論Ⅰ テキ
スト①第3章  第4章第1節序説
第2節贈与

講義番号4  【4】第
10/11/12回

主題  契約各論Ⅱ  テキスト①
第4章第3節 売買

第10回  売買① 売買の意義  売買契約の成立第11回  売買② 売買の効力①  財
産権移転義務と代金支払義務第12回  売買③ 売買の効力② 売主の契約不適合責
任(担保責任)① 《確認テスト》

講義番号6   【6】第
16/17/18回

主題  契約各論Ⅳと中間試験 
テキスト①第5章 第3節使用貸
借  第4節賃貸借

第16回  使用貸借   第17回  賃貸借①  賃貸借の意義  賃貸借契約の成立  借
地権と借家権第18回  中間試験(試験時間75分)

講義番号5  【5】第
13/14/15回

主題  契約各論Ⅲテキスト①第
4章第3節売買  第5章第1節序説
 第2節消費貸借

第13回  売買④ 売買の効力③ 売主の契約不適合責任(担保責任)②第14回  売買
⑤ 売買の効力④ 売主の契約不適合責任(担保責任)③買戻  交換第15回  消費貸
借 《確認テスト》

講義番号9  【9】第
25/27/28回

主題  契約各論Ⅶ・事務管理・
不当利得 テキスト① 第6章第5
節寄託・第7章・第8章・第9章

第25回  寄託・組合・終身定期金・和解第26回  事務管理    事務管理の意義・
要件・効果        不当利得①  不当利得の意義・侵害利得第27回  不当利得②
  給付利得・費用利得・求償利得  《確認テスト》

講義番号8  【8】第
22/23/24回

主題  契約各論Ⅵ  テキスト①
第5章 第4節賃貸借  第6章第1
節～第4節

第22回  賃貸借⑤  賃貸借の終了・存続期間と法定更新・終了にともなう借地借
家法の特別の規定・借家権承継の特別規定第23回  雇用(雇傭) 請負  第24回  
委任《確認テスト》

講義番号7  【7】第
19/20/21回

主題  契約各論Ⅴ テキスト①
第5章 第4節賃貸借

第19回  賃貸借②  賃貸借の効力・ 賃貸人の義務・賃借人の義務第20回  賃貸
借③  地位の移転① 賃貸人の地位の移転第21回  賃貸借④  地位の移転② 賃借
人の地位の移転                  当事者の地位の移転と付随的権利関係の移転
《確認テスト：16回17回講義を含む》

講義番号10 【10】第
28/29/30回

主題   不法行為法  テキスト
①第10章～第12章

第28回 不法行為法① 不法行為の意義・要件・請求権者第29回 不法行為法② 不
法行為の効果第30回 不法行為法③ 特殊の不法行為 自動車損害賠償保障法・国
家賠償法・製造物責任法《確認テスト》

授業時間外に必要な学修 時間外に必要な学修 この科目では、予習・復習等のために１回の講義あたり4時間の講義時間以外での学
修が必要となる。 学修方法は以下に指示するとおりである。4時間の予習・復習の時間配分については受
講者の判断に委ねる。予習・復習で特に注意すべき点はその都度説明する｡1.3回の講義ごとに予習事項を
示した資料を､3回目ごとの講義の最初の回の前の回の講義(例えば､講義番号2については第3回講義とな
る)で教室で(のみ)配布する(なお、第01/02/03回講義分については第01回において配布する｡(なお、第
01/02/03回講義分については第01回において配布する｡したがって第01回講義については授業計画で示し
たテキスト①序章 第1章を読んでくればよい）｡受講者は資料での指示に従いテキスト①により予習して
講義に臨まなければならない。2.予習に際しては、まずはテキスト①の当該頁を講義資料を参考にして通
読し(資料中の【補足】については後記3)、あわせて条文の確認を怠らないこと。  なお、テキスト①で
紹介されている判例については講義資料として配布するので【事実】と【判決理由】を十分に読んでくる
こと｡3. 資料中の【補足】の部分については予習の段階では深く追究する必要はない｡したがって【補
足】に関するテキスト①の当該箇所については一通り目を通すだけで十分である｡4.  講義終了後は講義
の理解ができているか、資料に付した確認問題の解答等を通じて､十分に復習しなければならない。

提出課題など 義務としての課題提出はない
成績評価方法・基準 ・次の①から③までの方法により､本授業の到達目標に対する到達度に即して評価する。各テスト・試験

ともに選択肢を選択するだけ及びこれに類する形式の出題はしない。また、全てのテスト・試験につい
て､テスト・試験終了後答案回収と引換えに、解説・採点基準を配布する｡①確認テスト                
         10点②中間試験(講義時間内に実施する)     40点③定期試験                           50
点・合格の基準：②中間試験・③定期試験の両方を受験し､且つ①②③の合計が60点以上を以って合格と
する。(②中間試験・③定期試験の両方を受験しない者は確認テストの受験如何に拘わらず､／評価とす
る)・中間試験：実施一週間前には実施要領を掲示する。・確認テスト：原則として3回の講義を一纏りと
して講義の目標達成度を問うものである(《確認テスト》と記した講義回の最後の15分～20分程度を予定
している｡)・確認テスト・中間試験ともに､原則として実施1週間後の講義において採点・添削した答案
(の写し)を返却し、講評をおこなう(詳細は講義で説明する｡)・定期試験答案(の写し)の返却については

講義番号2 【2】第
04/05/06 回

主題  契約総論Ⅰ  テキスト①
 第1章 第2章

第04回  契約の成立① 申込と承諾第05回  契約の成立② 契約の成立時期  契約
の効力①  同時履行の抗弁権第06回  契約の効力② 危険負担・第三者のために
する契約・契約上の地位の移転《確認テスト》

履修するにあたって ・民法と社会・民法Ⅰ(総則)・民法Ⅱ(物権法)の単位を修得しているとの前提で講義は進められる。・六法は一
回目の講義から必ず携行しなければならない。

第07回  契約の解除①  解除の意義・解除原因・効果   第08回  契約の解除② 
 解除の効果第09回  契約各論序説  贈与   《確認テスト》



別途掲示する｡
テキスト ① 青野博之・谷本圭子・久保宏之・下村正明・新プリメール民法4 債権各論(2018年 法律文化社)  ② 

六法   特に指定はしない
指定図書 特に講義で使用するわけではない。しかし､各自で学修することが望ましい：・横田明美・カフェパウゼ

で法学を  対話で見つける<学び方>( 2018年､弘文堂)・井田良＝佐渡島沙織＝山野目章夫・法を学ぶ人の
ための文章作法(2016年､有斐閣)

参考書 ① 潮見＝山野目＝山本＝窪田・新・判例ハンドブック【債権法Ⅱ】(2018年､日本評論社)② 潮見佳男・
基本講義債権各論Ⅰ〔契約法・事務管理・不当利得〕・Ⅱ〔不法行為法〕(3版2017年、新世社)③ 中田裕
康・契約法(2017年､有斐閣)



授業科目名 民法Ⅲ（債権各論） ⑤～⑧ 単位数

開講キャンパス代表教員 田中　康博

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜1限 金曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

4

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

この科目は、法学部ディプロマ・ポリシーのうち、「１．知識・理解」および「２．汎用的技能」に対応し、法
的素養を身につけることおよび法的思考に基づいた説得力ある解決指針を示すことができるようになることを目
的としている。  民法総則および物権法に関する理解を前提に、民法典第3編「債権」のうち、521条から724条の
2までについて学ぶ。もっとも、民法の規定は相互に関係しているため、必要に応じて対象範囲以外の規定および
特別法についても学ぶ。  債権各論は、契約、不法行為等の債権の発生原因を扱う分野であり、民法全体の理解
に欠かせないものである。実社会での重要性も高く、法学部卒業生としてこの分野についての理解を身につけて
いることが必要である。

授業の目的

①対象範囲に関する基本用語および概念を理解し、適切に用いることができる(「１．知識・理解」)。②対象範
囲における諸制度・諸規定について、そのような制度・規定が設けられた趣旨を理解し、説明できる(「１．知
識・理解」)。③解釈上の問題について、基本的な最上級審の立場（判例）を理解し、説明できる(「１．知識・
理解」「２．汎用的技能」)。④対象範囲に関する単純な事例について、法律の規定に基づいて論理的に解答でき
る(「２．汎用的技能」)。

到達目標

授業のキーワード

1.レクチャー方式を基本としつつ、適宜受講生に対して質問をする方式を採る。応答を求められた場合には、沈
黙してはならない。2-1  講義では、配布資料において予め示した質問をするとともにこれに関連した派生的な質
問もする｡2-2  講義の目標の達成のために講義中では講義資料には示していない「復習の質問」(民法総則・物権
法のテーマも含む)をすることもある｡3.なお受講者の人数如何によっては座席指定をすることもある。座席指定
された場合には指定座席に着席して受講しなければならない。4.言うまでもないが講義を妨害する行為は､一切こ
れを認めない(場合によっては退室を命ずる)。

授業の進め方

講義番号1   【1】第
01/02/03回

主題  債権各論の基礎テキスト
①序章 第1章

第01回  債権法ガイダンス        債権の意義と性質：物権と債権第02回  債権
の発生原因と契約自由の原則第03回  契約：契約とは・契約の種類・契約の拘束
力《確認テスト》

講義番号3 【3】第
07/08/09回

契約総論Ⅱ・契約各論Ⅰ テキ
スト①第3章  第4章第1節序説
第2節贈与

講義番号4  【4】第
10/11/12回

主題  契約各論Ⅱ  テキスト①
第4章第3節 売買

第10回  売買① 売買の意義  売買契約の成立第11回  売買② 売買の効力①  財
産権移転義務と代金支払義務第12回  売買③ 売買の効力② 売主の契約不適合責
任(担保責任)① 《確認テスト》

講義番号6   【6】第
16/17/18回

主題  契約各論Ⅳと中間試験 
テキスト①第5章 第3節使用貸
借  第4節賃貸借

第16回  使用貸借   第17回  賃貸借①  賃貸借の意義  賃貸借契約の成立  借
地権と借家権第18回  中間試験(試験時間75分)

講義番号5  【5】第
13/14/15回

主題  契約各論Ⅲテキスト①第
4章第3節売買  第5章第1節序説
 第2節消費貸借

第13回  売買④ 売買の効力③ 売主の契約不適合責任(担保責任)②第14回  売買
⑤ 売買の効力④ 売主の契約不適合責任(担保責任)③買戻  交換第15回  消費貸
借 《確認テスト》

講義番号9  【9】第
25/27/28回

主題  契約各論Ⅶ・事務管理・
不当利得 テキスト① 第6章第5
節寄託・第7章・第8章・第9章

第25回  寄託・組合・終身定期金・和解第26回  事務管理    事務管理の意義・
要件・効果        不当利得①  不当利得の意義・侵害利得第27回  不当利得②
  給付利得・費用利得・求償利得  《確認テスト》

講義番号8  【8】第
22/23/24回

主題  契約各論Ⅵ  テキスト①
第5章 第4節賃貸借  第6章第1
節～第4節

第22回  賃貸借⑤  賃貸借の終了・存続期間と法定更新・終了にともなう借地借
家法の特別の規定・借家権承継の特別規定第23回  雇用(雇傭) 請負  第24回  
委任《確認テスト》

講義番号7  【7】第
19/20/21回

主題  契約各論Ⅴ テキスト①
第5章 第4節賃貸借

第19回  賃貸借②  賃貸借の効力・ 賃貸人の義務・賃借人の義務第20回  賃貸
借③  地位の移転① 賃貸人の地位の移転第21回  賃貸借④  地位の移転② 賃借
人の地位の移転                  当事者の地位の移転と付随的権利関係の移転
《確認テスト：16回17回講義を含む》

講義番号10 【10】第
28/29/30回

主題   不法行為法  テキスト
①第10章～第12章

第28回 不法行為法① 不法行為の意義・要件・請求権者第29回 不法行為法② 不
法行為の効果第30回 不法行為法③ 特殊の不法行為 自動車損害賠償保障法・国
家賠償法・製造物責任法《確認テスト》

授業時間外に必要な学修 時間外に必要な学修 この科目では、予習・復習等のために１回の講義あたり4時間の講義時間以外での学
修が必要となる。 学修方法は以下に指示するとおりである。4時間の予習・復習の時間配分については受
講者の判断に委ねる。予習・復習で特に注意すべき点はその都度説明する｡1.3回の講義ごとに予習事項を
示した資料を､3回目ごとの講義の最初の回の前の回の講義(例えば､講義番号2については第3回講義とな
る)で教室で(のみ)配布する(なお、第01/02/03回講義分については第01回において配布する｡(なお、第
01/02/03回講義分については第01回において配布する｡したがって第01回講義については授業計画で示し
たテキスト①序章 第1章を読んでくればよい）｡受講者は資料での指示に従いテキスト①により予習して
講義に臨まなければならない。2.予習に際しては、まずはテキスト①の当該頁を講義資料を参考にして通
読し(資料中の【補足】については後記3)、あわせて条文の確認を怠らないこと。  なお、テキスト①で
紹介されている判例については講義資料として配布するので【事実】と【判決理由】を十分に読んでくる
こと｡3. 資料中の【補足】の部分については予習の段階では深く追究する必要はない｡したがって【補
足】に関するテキスト①の当該箇所については一通り目を通すだけで十分である｡4.  講義終了後は講義
の理解ができているか、資料に付した確認問題の解答等を通じて､十分に復習しなければならない。

提出課題など 義務としての課題提出はない
成績評価方法・基準 ・次の①から③までの方法により､本授業の到達目標に対する到達度に即して評価する。各テスト・試験

ともに選択肢を選択するだけ及びこれに類する形式の出題はしない。また、全てのテスト・試験につい
て､テスト・試験終了後答案回収と引換えに、解説・採点基準を配布する｡①確認テスト                
         10点②中間試験(講義時間内に実施する)     40点③定期試験                           50
点・合格の基準：②中間試験・③定期試験の両方を受験し､且つ①②③の合計が60点以上を以って合格と
する。(②中間試験・③定期試験の両方を受験しない者は確認テストの受験如何に拘わらず､／評価とす
る)・中間試験：実施一週間前には実施要領を掲示する。・確認テスト：原則として3回の講義を一纏りと
して講義の目標達成度を問うものである(《確認テスト》と記した講義回の最後の15分～20分程度を予定
している｡)・確認テスト・中間試験ともに､原則として実施1週間後の講義において採点・添削した答案
(の写し)を返却し、講評をおこなう(詳細は講義で説明する｡)・定期試験答案(の写し)の返却については

講義番号2 【2】第
04/05/06 回

主題  契約総論Ⅰ  テキスト①
 第1章 第2章

第04回  契約の成立① 申込と承諾第05回  契約の成立② 契約の成立時期  契約
の効力①  同時履行の抗弁権第06回  契約の効力② 危険負担・第三者のために
する契約・契約上の地位の移転《確認テスト》

履修するにあたって ・民法と社会・民法Ⅰ(総則)・民法Ⅱ(物権法)の単位を修得しているとの前提で講義は進められる。・六法は一
回目の講義から必ず携行しなければならない。

第07回  契約の解除①  解除の意義・解除原因・効果   第08回  契約の解除② 
 解除の効果第09回  契約各論序説  贈与   《確認テスト》



別途掲示する｡
テキスト ① 青野博之・谷本圭子・久保宏之・下村正明・新プリメール民法4 債権各論(2018年 法律文化社)  ② 

六法   特に指定はしない
指定図書 特に講義で使用するわけではない。しかし､各自で学修することが望ましい：・横田明美・カフェパウゼ

で法学を  対話で見つける<学び方>( 2018年､弘文堂)・井田良＝佐渡島沙織＝山野目章夫・法を学ぶ人の
ための文章作法(2016年､有斐閣)

参考書 ① 潮見＝山野目＝山本＝窪田・新・判例ハンドブック【債権法Ⅱ】(2018年､日本評論社)② 潮見佳男・
基本講義債権各論Ⅰ〔契約法・事務管理・不当利得〕・Ⅱ〔不法行為法〕(3版2017年、新世社)③ 中田裕
康・契約法(2017年､有斐閣)



授業科目名 現代の社会 単位数

開講キャンパス代表教員 高梨　薫

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

１４名の講師によるオムニバス形式の講義である。授業の方法

この科目は全学DPに示す「獲得した知識や技能を活用し、国内外において、価値観や意見の異なるさまざまな人
と議論し、学びを深め、協働して、社会に役立てることができる。」を目指しています。私たちは、日常、さま
ざまな物やサービスを購入して生活している。現代では、商品の製造・流通・販売が高度に発達しており、消費
生活が便利になった反面、商品の購入や使用に関して消費者が思わぬトラブルに巻き込まれることもある。身近
な例を１つ挙げると、インターネットでの販売を利用する場合、自宅にいて物が購入できるという便利さがある
一方で、商品を手に取ることなく購入することから、送られてきた商品が希望したものと違っていたなどのトラ
ブルが生じることがある。本講義は、安心し、安全に生活をするために必要な知識や情報を増やし、消費者とし
ての能力を高めることを目標とする。それにより、さまざまな問題を発見し、それを解決する方策を導くことが
でき、獲得した知識や技能を社会に役立てることができる。そのために各回（計15回）の授業のための予習・復
習に1時間程度を要します。

授業の目的

(1) 現代の社会で生じている様々な消費者トラブルの特徴を知る。(2) 消費者トラブルの予防法および対処法の
基本を知る。(3) 消費者市民社会の一員として自らが何を心がけるべきかを知る。

到達目標

授業のキーワード

この講義は、学外から招いた講師によるリレー講義を中心とする。学外講師（約10名）は、行政、企業、消費生
活センターなど、多様な職域において消費者問題に携わっている方々により構成される。なお、下記の「授業計
画」は学外講師の都合などにより一部変更されることがある。

授業の進め方

第1回　ガイダンス 本講義の概要の理解 本講義の概要を説明する。

第3回　企業経営と消費
社会

現代の消費は成熟した段階にあ
る。このような消費社会の中で
企業はどのように消費者の要望
に応えてきたのでしょうか。企
業経営と消費の関係について理
解することを本講義の主題とす
る。

第4回　消費者契約と法消費者契約に関する法律の理解 消費者が事業者との間で結んだ契約に関し、消費者の利益を擁護する法律を説明
する。

第6回　消費者トラブル
の特徴１

消費者トラブルの特徴の理解
（一般）

消費者が遭遇するトラブルの実態からみた、消費者の行動を説明する。

第5回　消費生活相談の
現状

消費生活相談の理解 消費生活相談の実態からみた、消費者の行動を理解する。

第9回　消費者行動と商
品選択

消費者行動の理解 消費者として行動し、商品を選択することの意味・背景等を説明する。

第8回　消費者トラブル
の特徴２

消費者トラブルの特徴の理解
（金融）

消費者が遭遇するトラブルの実態からみたし、消費者の行動を説明する。

第7回　特殊詐欺被害を
生み出す心理

なぜ騙されるのか？　特殊詐欺
被害を生み出す心理プロセスを
考える。

悪質商法の心理学的特長を説得的コミュニケーション研究などにもとづき、以下
の観点から整理し、消費者とのコミュニケーションについて考えていきます。
　１．恐怖喚起コミュニケーション　２．時間的切迫　３．メッセージ送信者の
信憑性　４．確証バイアス

第10回　企業の消費者
対応

企業の対応の理解 取引の相手方である企業が消費者に対して対応している内容について説明する。

第11回　消費者トラブ
ルの特徴３

消費者トラブルの特徴の理解
（ネット）

消費者が遭遇するトラブルの実態から見た、消費者の行動を説明する。

第12回　企業と生活者
をつなぐ

企業と生活者をつなぐシステム
の理解

取引の当事者である企業が消費者に対して対応している内容について説明する。

第15回　まとめ 本講義の総括 講義全般にわたり概略を振り返り、各自が消費者として考え、行動していくこと
を確認する。

授業時間外に必要な学修 さまざまな問題を発見し解決する方策を導くため、獲得した知識や技能を役立てる授業を進める上で、60
分程度の自己学習時間が必要である。

提出課題など
成績評価方法・基準 定期試験期間中に試験（マーク式）を行い、それにより評価する。
テキスト
指定図書
参考書

第2回　消費者問題とは本講義の主題の理解 本講義の主題である消費者教育の内容を説明する。

第14回　消費者行政 消費者行政の理解 国・都道府県・市町村等が行う消費者行政の内容を説明する。

第13回　これからの消
費者教育

これからの消費者教育の理解 インターネットの普及など、時代の変化に対応した消費者行政の内容を説明す
る。

履修するにあたって 本講義は、担当者が交代するオムニバス形式をとるので、各講義終了後に、受講者にミニッツペーパー（出席
カードに記入）を作成してもらい、講義の感想・意見などを集約する。

産業基盤が進化するにつれて、消費者と企業とのつながりは緊密になってきた。
江戸時代の日本では、商人たちが、日本中を行商して、消費者の購買意欲に応え
てきた。そして現代はインダストリー4.0の時代で、誰もがインターネットにつ
ながっている。このように産業基盤の進化によって、企業と消費の関係はどのよ
うに発展しているのかについて考察していく。



授業科目名 現代の経済Ⅰ 単位数

開講キャンパス代表教員 田口　順等

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

ミクロ経済学の基礎や不完全市場、マクロ経済学の金融市場、経済成長など経済学の諸問題について解説し、身
近な問題について経済学で解説を行う。経済学部DPの「経済理論の基礎を習得し、日常の経済生活や経済全体の
動向について理論的に理解できる。」「経済問題を総合的に分析できる知識と技能を活用し、国内外において、
価値観や意見の異なるさまざまな人と議論し、学びを深め、協働して、社会に役立てることができる。」と対応
した講義となっている。

授業の目的

経済学の基礎的な知識を身につけることができる（知識）ミクロ経済学を学び経済的合理性のみに基づいて個人
主義的に行動することの利点・欠点を考え、身近な問題に解決できるか考えることができる（態度・習慣）経済
学的思考を身につけ、現実の経済現象をどのように考えたらよいか、現実の問題を経済学で解決する方法につい
て理解できる。（知識・態度・習慣）

到達目標

経済学・ミクロ経済学・マクロ経済学授業のキーワード

授業の前半に経済学やその事例について講義を行い、後半に講義に関する課題を行います。授業の進め方

第1回 講義概要 経済学で考える

第3回 市場取引と資源配分②
第4回 市場取引と資源配分③ 供給者余剰、総余剰

第6回 不完全競争市場② 市場の失敗
第5回 不完全競争市場① 独占

第9回 不完全競争市場⑤ 不確実性と不完全情報
第8回 不完全競争市場④ インセンティブ
第7回 不完全競争市場③ 外部不経済、モラルハザード

第10回 貨幣の機能① お金の役割、マネーサプライ
第11回 貨幣の機能② 金融政策の有効性
第12回 貨幣の機能③ インフレとデフレ

第15回 貿易 国際収支、比較優位について

授業時間外に必要な学修 課題や、試験持ち込み用紙へのまとめなど1回の講義当たり30分程度の復習が必要です。
提出課題など 各テーマに関する課題を出題する。そして回収・チェック後返却し、解説を行い、誤答や回答方法を学び

理解度を高められるようにする。また不定期で試験持ち込み用紙を配布し期末試験でそれのみ参照可能と
することで知識の定着を促す。※講義の進捗状況により、若干変動する可能性がある。

成績評価方法・基準 提出課題4割、試験6割とする。課題点は各テーマの演習問題や試験持ち込み用紙とする。
テキスト 特に指定しない、レジュメを配布する。
指定図書 石川秀樹『速習！ミクロ経済学?試験攻略入門塾』中央経済社2011年、小暮太一『おちこぼれでもわかる

ミクロ経済学の本【改訂新版】』マトマ出版2010年
参考書 吉本佳生、NHK「出社が楽しい経済学」製作班『出社が楽しい経済学』NHK出版2009年、吉本佳生、NHK

「出社が楽しい経済学」製作班『出社が楽しい経済学2』NHK出版2009年

第2回 市場取引と資源配分① 需要と供給

第14回 経済成長理論 生産要素、ソローモデル
第13回 貨幣の機能④ インフレと失業

履修するにあたって 遅刻や欠席をすると、段階的な学習が途切れて内容が理解できなくなる恐れがあります。遅れず毎回出席してく
ださい

消費者余剰



授業科目名 現代の経済Ⅰ 単位数

開講キャンパス代表教員 田口　順等

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

ミクロ経済学の基礎や不完全市場、マクロ経済学の金融市場、経済成長など経済学の諸問題について解説し、身
近な問題について経済学で解説を行う。経済学部DPの「経済理論の基礎を習得し、日常の経済生活や経済全体の
動向について理論的に理解できる。」「経済問題を総合的に分析できる知識と技能を活用し、国内外において、
価値観や意見の異なるさまざまな人と議論し、学びを深め、協働して、社会に役立てることができる。」と対応
した講義となっている。

授業の目的

経済学の基礎的な知識を身につけることができる（知識）ミクロ経済学を学び経済的合理性のみに基づいて個人
主義的に行動することの利点・欠点を考え、身近な問題に解決できるか考えることができる（態度・習慣）経済
学的思考を身につけ、現実の経済現象をどのように考えたらよいか、現実の問題を経済学で解決する方法につい
て理解できる。（知識・態度・習慣）

到達目標

経済学・ミクロ経済学・マクロ経済学授業のキーワード

授業の前半に経済学やその事例について講義を行い、後半に講義に関する課題を行います。授業の進め方

第1回 講義概要 経済学で考える

第3回 市場取引と資源配分②
第4回 市場取引と資源配分③ 供給者余剰、総余剰

第6回 不完全競争市場② 市場の失敗
第5回 不完全競争市場① 独占

第9回 不完全競争市場⑤ 不確実性と不完全情報
第8回 不完全競争市場④ インセンティブ
第7回 不完全競争市場③ 外部不経済、モラルハザード

第10回 貨幣の機能① お金の役割、マネーサプライ
第11回 貨幣の機能② 金融政策の有効性
第12回 貨幣の機能③ インフレとデフレ

第15回 貿易 国際収支、比較優位について

授業時間外に必要な学修 課題や、試験持ち込み用紙へのまとめなど1回の講義当たり30分程度の復習が必要です。
提出課題など 各テーマに関する課題を出題する。そして回収・チェック後返却し、解説を行い、誤答や回答方法を学び

理解度を高められるようにする。また不定期で試験持ち込み用紙を配布し期末試験でそれのみ参照可能と
することで知識の定着を促す。※講義の進捗状況により、若干変動する可能性がある。

成績評価方法・基準 提出課題4割、試験6割とする。課題点は各テーマの演習問題や試験持ち込み用紙とする。
テキスト 特に指定しない、レジュメを配布する。
指定図書 石川秀樹『速習！ミクロ経済学?試験攻略入門塾』中央経済社2011年、小暮太一『おちこぼれでもわかる

ミクロ経済学の本【改訂新版】』マトマ出版2010年
参考書 吉本佳生、NHK「出社が楽しい経済学」製作班『出社が楽しい経済学』NHK出版2009年、吉本佳生、NHK

「出社が楽しい経済学」製作班『出社が楽しい経済学2』NHK出版2009年

第2回 市場取引と資源配分① 需要と供給

第14回 経済成長理論 生産要素、ソローモデル
第13回 貨幣の機能④ インフレと失業

履修するにあたって 遅刻や欠席をすると、段階的な学習が途切れて内容が理解できなくなる恐れがあります。遅れず毎回出席してく
ださい

消費者余剰



授業科目名 教育方法論 (資格) 単位数

開講キャンパス代表教員 立田　慶裕

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 金曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義、演習授業の方法

本講義では、継続的な学習者としての教員の資質向上を図り、従来の教育方法に加えてIT活用を重視し、学習者
の動機付けと学習スキルの向上を図る多様な教育と学習法を実践的手法により学ぶ。特に今後学校教育において
展開される教育方法として、学習の動機付けと学習スキルを大きく向上できる「調べる学習」に焦点を当て、児
童・生徒が自ら知識を生成するプロセスを支援できるような教材作りを実践を通じて学ぶ。同時に、授業を運営
する方法としてのカリキュラムマネジメントのスキルを習得する。本講義によって、本学のDPに掲げられた教員
としての専門知識とスキル、協働して活動できる社会的態度の形成を目指す。

授業の目的

到達目標として次のことができることを目指す。（１）教員としての指導方法の基礎的知識と技能の取得を行
う。（２）多様な学習方法を学び、それらを教育の場で実践的に活用できる。(3)ITを活用した多様な学習方法を
学び使える。(4)自己の学習マネジメントとカリキュラムマネジメントができる。(5)教科に応じた調べる学習を
支援できる。(6)児童・生徒の調べる学習を支援できる教材をマルチメディアで作成できる

到達目標

教育方法、ポートフォリオ、調べる学習、マルチメディアの教材作成、カリキュラムマネジメント授業のキーワード

まずは、学習への動機付けを行うアイスブレイクの手法を実践的に学び、相互理解を深める。いくつかのアイス
ブレイクができるようになれば、各教科に応じた教育法として、調べ学習や知識の整理法、データベースの作り
方を学び、多様な学習法を用いた学習成果を生み出し、対話的な学習法による形成的評価の方法を学んでいく。
学習とカリキュラムをマネジメントの観点から考え、生徒に指導できるよう、多様な授業の方法と学習法を学ぶ

授業の進め方

第１回 オリエンテーション　教育の方
法

講義の目標、内容と方法、評価の説明　教育の方法の基本的考え方を説明する

第３回 教育の情報源データベース
第４回 探求学習の内容と方法 実際の授業では、学習指導要領を参考とするため、その内容を方法論的に検討

し、近年発展をとげる「調べる学習」=探求学習の指導要領上の位置づけを学

第６回 授業の方法（１） 基本的な教育法として、板書とノート作成の方法のレポートを、eポートフォリ
オを用いたプロジェクト学習により作成する。

第５回 授業の計画 eポートフォリオの活用法を学び、プロジェクト学習として、年間授業計画と指
導案のデータベースを作成する

第９回 授業の方法（４） 教科に応じたカリキュラムマネジメントのスキルを共に学ぶ
第８回 授業の方法（３） ＰＢＬ学習でカリキュラムマネジメントのスキルを共に学ぶ
第７回 授業の方法（２） カリキュラムマネジメントの理論を学ぶ

第１０回 授業の方法（５） カリキュラム・マネジメントの方法を基本に、その授業指導案に調べる学習を位
置づける

第１１回 授業の方法（６）学習成果の活
用

多様なマルチメディアを活用した教材作成の方法を学ぶ

第１２回 調べる学習教材の作成（１） 自分が選択した教科について、教科の指導案に「調べる学習」を位置づけ、その
ための教材をパワーポイントで作成する。

第１５回 総括評価 各自が作成した動画の発表会を行い、それぞれの工夫について、相互評価を行
う。最後に、「調べる学習」の教材作成について、効果的な方法を学び、教育現
場で実践するための専門知識とスキル、社会的態度を学ぶ。

授業時間外に必要な学修 自宅でも、他の講義でも、自分なりのノートのまとめ方を工夫していってください。ノートテイキング
は、教育や学習の基本となりますので、他の講義でも自分なりの生涯使えるノートを作っていってくださ
い。ポートフォリオは、自宅でも利用し、授業１回につき、事前・事後４時間程度の予習、復習をしてく
ださい。

提出課題など オンライン上のアンケート回答。プロジェクト学習でのレポート提出等。
成績評価方法・基準 成績は平常受講の評価と課題達成を重視。下記のミニッツレポート15回（40%）、中間課題レポート２回

（40％）、最終課題レポート(20％）の総合判断。
テキスト
指定図書 各回に指示
参考書 赤尾勝己・山本慶裕『学びのデザイン』玉川大学出版部OECD『学習の本質ー研究の活用から実践へ』立田

慶裕監訳、明石書店

第２回 多様な学習法 アイスブレイクの手法について多様な方法を紹介し、実践的に体験する。

第１４回 調べる学習教材の作成(3) 調べる学習の動画教材のために、ストーリー構成の文章を作り、ナレーションを
録音し、動画を完成する。

第１３回 調べる学習教材の作成（２） 選択した教科の「調べる学習」のための教材をパワーポイントで作成する。ムー
ビーメーカーを用いた動画作成過程に入る。

履修するにあたって 授業を通じて、話すのが苦手な人にも伝え方、表現の方法などを学んでいってもらいます。ノートの取り方や情
報収集の方法を身につけていきますので、コンピュータが苦手な人にもわかりやすく解説しますが、みなさんが
いろんなことに興味を持つようにしてください。　

教育的知識の基本となる情報源データベースを作成する



授業科目名 教育心理学（教育・学校心理学） 単位数

開講キャンパス代表教員 竹田　剛

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

教育心理学（教育・学校心理学）は、心理学部2年次生以降を対象に開講される専門科目群の講義科目です。ま
た、教職に関する科目でもあり、配当年次は2年次生、中高共通必修科目です。心理学部のDP1、2の獲得を目指し
ています。学校教育においては、非行、学級崩壊、不登校、いじめ、中１ギャップ、小１プロブレムなど、最近
ではSNSなどに関わる問題も注目を集めており、時代を反映するような諸問題が存在しています。これらの諸問題
にともなって、心理学の実践研究やアプローチは常に行われてきています。そして、「生きる力」や「自己教育
力」などが必要とされている現代社会においては、日々変化する社会と合致した学校教育、あるいは学校教育の
あり方を考える必要があるといわれています。それらを踏まえ、本講義においては、幼児、児童及び生徒の心身
の発達及び学習の過程について、基礎的な力を身につけ、各発達段階における心理的特性を踏まえた学習活動を
支える指導の基礎となる考え方を理解することを目標とします。「教育心理学」は一般心理学を教育に応用する
応用心理学の一領域、あるいはそれにとどまらない教育実践の中で独自の目的と理論をもつ実践科学であるとす
るなど、さまざまな捉え方があります。研究領域は、大きく分けて一般的に「発達」「学習」「適応」「評価」
の４領域とされることが多いです。教育心理学において行われてきた研究知見や学校に存在するさまざまな問題
への答えとなるような事象を学びましょう。また、この科目の担当者は公認心理師であり、学校の児童生徒およ
び教職員に対する5年以上のカウンセリング経験があります。現在もこれらを対象とした活動を続けている、実務
経験のある教員です。演習の中では、カウンセリングスキルを活かした心理援助の方法についても言及しなが
ら、実践的な理解へと繋げていきます。

授業の目的

幼児、児童及び生徒の発達に対する代表的理論を踏まえ、発達の概念及び教育における発達理解の意義を理解
し、説明できる。（知識）様々な学習の形態や概念及びその過程を説明する代表的理論の基礎を理解し、説明で
きる。（知識）主体的な学習を支える動機づけ・集団づくり・学習評価の在り方について、発達の特長と関連付
けて理解している。（知識）教育心理学における代表的な研究知見について意見を述べることができる。（知
識）　学校教育と教育心理学の関連について興味を持つ。（態度・習慣）

到達目標

学校教育・発達・学習・適応・評価・学級集団授業のキーワード

講義形式で行います。授業の進め方

第1回 オリエンテーション はじめに、授業の進め方、全般的な諸注意、成績評価などについて説明します。

第3回 領域①「発達」

第4回 領域②「学習」 学習の基礎として、学習のメカニズム（学習理論）、記憶と知識の獲得、心の理
論などについて概説します。

第6回 領域④「評価」 評価の基礎として、教育評価の理論的枠組みや評価の類型等について概説しま
す。

第5回 領域③「適応」 適応の基礎として、適応とは何か、適応規制、ストレスについて概説します。

第9回 領域②「学習」研究知見 領域②「学習」の続きとして、学習指導に関する研究知見を解説します。例え
ば、セルフモニタリング、適性処遇交互作用、自己調整学習、教授法などです。

第8回 領域②「学習」研究知見 領域②「学習」の続きとして、学習指導や主体的学習に関する研究知見を解説し
ます。例えば、知的能力の発達、学業不振、学習性無力感などです。

第7回 領域②「学習」研究知見 領域②「学習」の続きとして、内発的及び外発的動機づけ、無気力、原因帰属に
ついて解説します。

第10回 領域③「適応」研究知見 領域③「適応」の続きとして、学校不適応に関する研究知見を解説します。例え
ば、いじめ、不登校、非行、学生相談などに関わるものです。

第11回 領域③「適応」研究知見 領域③「適応」の続きとして、学校不適応に関する研究知見を解説します。例え
ば、自己効力感、学校適応感、居場所感などです。

第12回 研究④「評価」研究知見 領域④「評価」の続きとして、教育評価に関する研究知見を解説します。例え
ば、様々な評価方法、学習観点、指導要録と通知表などです。

第15回 まとめ 本講義の全般的なまとめを行い、教育心理学に関する理解を深める。　

授業時間外に必要な学修 事後学習として授業計画の各回の配布資料をよく読んでおくこと（目安として45分）。試験の前にはさら
に授業のポイントを整理し、理解を深めておくこと（目安として3～4時間）。

提出課題など 毎回の授業の内容に関する小テスト（出席カードのコメント欄を用いる）の提出。次回の講義冒頭で解答
を示すとともに補足の解説を行います。

成績評価方法・基準 小テスト・小レポート等50％　定期試験50％
テキスト なし
指定図書
参考書

第2回 教育心理学とは 教育心理学とは何か、その歴史、主要な４領域、学校教育の最新事情について概
説します。

第14回 学級集団 4領域の補足として、集団づくり、学級集団の意義、特徴、その発達、リーダー
シップなどについて解説します。

第13回 領域④「評価」研究知見 領域④「評価」の続きとして、教育評価に関する研究知見を解説します。例え
ば、学力観、知性観、児童生徒への心理的影響、海外の実践などです。

履修するにあたって 毎回、授業に関する資料を配付します。

発達の基礎として、たとえば幼児、児童及び生徒の認知・言語の発達と教育、感
情・社会行動の発達と教育、心身の発達の規定要因、初期経験の重要性、代表的
発達理論等を概説します。



授業科目名 民法Ⅰ（総則） 【法学部再履修】 単位数

開講キャンパス代表教員 瀧　久範

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜1限 月曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

4

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

本科目は、法学部DPのうち「１．知識・理解」および「２．汎用的技能」に対応し、法的素養を身につけること
および法的思考に基づいた説得力ある解決指針を示すことができるようになることを目的とする。具体的には、
①民法総則の制度・概念を正確に身につけること、②その知識に基づいて、重要判例をモディファイした事案に
法を適用して、法的解決を与えることができるようになることを目的とする。

授業の目的

民法総則の制度・概念を説明することができる。やや複雑な事例に法を適用して、法的解決を与えることができ
る。

到達目標

民法、総則、人、法律行為、代理、時効授業のキーワード

レジュメに沿って講義を行う。適宜パワーポイント・資料を映写する。授業の進め方

第1・2回 ガイダンス、民法概論、民法総
則概論

本講義の概要・評価基準、民法全体の体系、民法総則の体系について説明する。

第5・6回 法律行為の意義・成立・解釈
第7・8回 法律行為の有効性１ 法律行為の効力を否定する必要性、無効・取消の意義、意思能力・行為能力につ

いて説明する。

第11・12回 法律行為の有効性３ 心裡留保、虚偽表示について説明する。

第9・10回 法律行為の有効性２ 行為能力制度（任意後見制度を含む）、意思の欠缺・瑕疵の概要について説明す
る。

第17・18回 法律行為の有効性６ 公序良俗違反、消費者契約における消費者の取消権・不当条項規制について説明
する。

第15・16回 法律行為の有効性５ 詐欺、強迫について説明する。
第13・14回 法律行為の有効性４ 錯誤について説明する。

第19・20回 代理１ 代理制度の意義、代理の構造、代理権の濫用について説明する。
第21・22回 代理２ 無権代理人の責任、無権代理と相続について説明する。
第23・24回 代理３ 表見代理について説明する。

第29・30回 時効２、信義則、権利濫用 取得時効、信義則、権利濫用について説明する。

授業時間外に必要な学修 第1週以外は事前にレジュメを配布するので、受講前にレジュメを一読し、参照条文を確認しておく。受
講後は、レジュメ・参照条文・テキストを確認し、テキスト内の問題を解く。

提出課題など なし
成績評価方法・基準 定期試験（100％）
テキスト 渡邊力編『民法入門ノート』（法律文化社、2019年）
指定図書 なし
参考書 第1回講義時に指示する。

第3・4回 権利の主体・客体 権利能力の始期と終期、失踪宣告、物の概念について説明する。

第27・28回 時効１ 時効制度の存在理由、消滅時効について説明する。
第25・26回 法人 法人の意義・種類・法律関係について説明する。

履修するにあたって レジュメ・六法（タブレット等の電子機器類による参照も可）を持参すること。講義の静謐を乱す者に対して
は、定期試験受験資格を剥奪する等厳正に対処する。

法律行為・意思表示の意義、その成立要件・解釈について説明する。



授業科目名 民法Ⅰ（総則） 【法学部再履修】 単位数

開講キャンパス代表教員 瀧　久範

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜1限 月曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

4

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

本科目は、法学部DPのうち「１．知識・理解」および「２．汎用的技能」に対応し、法的素養を身につけること
および法的思考に基づいた説得力ある解決指針を示すことができるようになることを目的とする。具体的には、
①民法総則の制度・概念を正確に身につけること、②その知識に基づいて、重要判例をモディファイした事案に
法を適用して、法的解決を与えることができるようになることを目的とする。

授業の目的

民法総則の制度・概念を説明することができる。やや複雑な事例に法を適用して、法的解決を与えることができ
る。

到達目標

民法、総則、人、法律行為、代理、時効授業のキーワード

レジュメに沿って講義を行う。適宜パワーポイント・資料を映写する。授業の進め方

第1・2回 ガイダンス、民法概論、民法総
則概論

本講義の概要・評価基準、民法全体の体系、民法総則の体系について説明する。

第5・6回 法律行為の意義・成立・解釈
第7・8回 法律行為の有効性１ 法律行為の効力を否定する必要性、無効・取消の意義、意思能力・行為能力につ

いて説明する。

第11・12回 法律行為の有効性３ 心裡留保、虚偽表示について説明する。

第9・10回 法律行為の有効性２ 行為能力制度（任意後見制度を含む）、意思の欠缺・瑕疵の概要について説明す
る。

第17・18回 法律行為の有効性６ 公序良俗違反、消費者契約における消費者の取消権・不当条項規制について説明
する。

第15・16回 法律行為の有効性５ 詐欺、強迫について説明する。
第13・14回 法律行為の有効性４ 錯誤について説明する。

第19・20回 代理１ 代理制度の意義、代理の構造、代理権の濫用について説明する。
第21・22回 代理２ 無権代理人の責任、無権代理と相続について説明する。
第23・24回 代理３ 表見代理について説明する。

第29・30回 時効２、信義則、権利濫用 取得時効、信義則、権利濫用について説明する。

授業時間外に必要な学修 第1週以外は事前にレジュメを配布するので、受講前にレジュメを一読し、参照条文を確認しておく。受
講後は、レジュメ・参照条文・テキストを確認し、テキスト内の問題を解く。

提出課題など なし
成績評価方法・基準 定期試験（100％）
テキスト 渡邊力編『民法入門ノート』（法律文化社、2019年）
指定図書 なし
参考書 第1回講義時に指示する。

第3・4回 権利の主体・客体 権利能力の始期と終期、失踪宣告、物の概念について説明する。

第27・28回 時効１ 時効制度の存在理由、消滅時効について説明する。
第25・26回 法人 法人の意義・種類・法律関係について説明する。

履修するにあたって レジュメ・六法（タブレット等の電子機器類による参照も可）を持参すること。講義の静謐を乱す者に対して
は、定期試験受験資格を剥奪する等厳正に対処する。

法律行為・意思表示の意義、その成立要件・解釈について説明する。



授業科目名 憲法ⅠＡ（人権総論） ①～③ 単位数

開講キャンパス代表教員 塚田　哲之

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

この講義は、法学部のDPに示す、「法の理念および現実の社会における法の運用を踏まえて、法および政治につ
いて体系的に学修し、法化社会・国際化社会に対応した法的素養を身につけ」ること、「社会における各種の問
題について、その要点を把握し、必要な情報を収集・分析して、法的思考に基づいた説得力ある解決指針を示
す」能力を獲得するため、主要専門教育科目として設けられたものである。より具体的には、１年次前期配当の
「憲法と社会」の履修を前提として、２年次前期配当の「憲法ⅠB（人権各論）」とあわせ、日本国憲法の基本的
人権規定を対象とする憲法解釈論を概観するが、この講義では、講学上「人権総論」と呼ばれる領域および包括
的基本権（13条）・法の下の平等（14条）を扱う（各論的条項については「憲法ⅠB（人権各論）」で扱う）。な
お、最新の最高裁判決など日々生起する人権問題については、 適宜関連箇所に組み込み、 または 「番外編」 
として取り上げることがある。

授業の目的

(1)日本国憲法の人権規定について、その特徴と概要を説明できる。(2)人権総論領域・包括的基本権・法の下の
平等についての解釈論上の基本的論点について、主要な学説・判例の内容を説明できる。(3)講義で扱った具体的
問題について、学説・判例の内容を踏まえて、自らの見解を説明できる。

到達目標

日本国憲法、立憲主義、人権の保障、違憲審査、個人の尊重、包括的基本権、法の下の平等授業のキーワード

講義形式による。授業の進め方

第1回 ガイダンス、人権の歴史、 人
権の観念

人権宣言の歴史、 人権の観念

第3回 人権の享有主体（１）
第4回 人権の享有主体（２） 外国人

第6回 人権制約事由（１） 「公共の福祉」の解釈
第5回 人権の享有主体（３） 法人・団体

第9回 人権の妥当範囲（２） 私人間における人権保障
第8回 人権の妥当範囲（１） 特別な法律関係における人権
第7回 人権制約事由（２） 違憲審査の基準、最高裁判例の展開とその問題

第10回 包括的基本権（１） 幸福追求権の意義、13条の解釈
第11回 包括的基本権（２） プライバシーの権利、自己決定権
第12回 法の下の平等（１） 平等の諸観念、14条の解釈

第15回 総括・予備 到達点の確認、必要に応じ補充

授業時間外に必要な学修 予習としては、事前配布のレジュメとテキストの該当箇所を読み込むこと（目安として各回2時間程
度）、復習としては、レジュメ・テキスト・ノートを用いた内容の確認（目安として各回2時間程度）が
求められる。

提出課題など 必要に応じて指示する。課題提出を求めた場合は、提出されたものについて講義中に一般的コメントをす
るほか、希望者には個別にコメントする。

成績評価方法・基準 定期試験（論述式）100％。講義中に課題提出を求めた場合は、定期試験90％、課題10％とする。評価
は、講義で扱った内容の理解度、具体的問題についての検討内容を中心に行い、文章表現力を加味する。

テキスト 本秀紀編『憲法講義　第２版』日本評論社 2018年。六法必携。なお、講義で使用するレジュメ・資料類
は、基本的にdotCampusを使用して配布する予定（詳細は第1回の講義時に説明する）。

指定図書 ・芦部信喜著（高橋和之補訂）『憲法　第七版』岩波書店 2019年・野中俊彦ほか『憲法判例集〔第11
版〕』有斐閣 2016年

参考書 第1回の講義で紹介する。

第2回 日本国憲法における人権保障 日本国憲法における人権保障の意義、人権規定の分類、人権保障と違憲審査

第14回 法の下の平等（３） 平等原則に関する裁判例(2)
第13回 法の下の平等（２） 平等原則に関する裁判例(1)

履修するにあたって 講義は 「憲法と社会」 の履修を前提として行うので、十分復習した上で受講すること。

「国民」の概念、天皇・皇族、子ども



授業科目名 憲法ⅠＡ（人権総論） ①～③ 単位数

開講キャンパス代表教員 塚田　哲之

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

この講義は、法学部のDPに示す、「法の理念および現実の社会における法の運用を踏まえて、法および政治につ
いて体系的に学修し、法化社会・国際化社会に対応した法的素養を身につけ」ること、「社会における各種の問
題について、その要点を把握し、必要な情報を収集・分析して、法的思考に基づいた説得力ある解決指針を示
す」能力を獲得するため、主要専門教育科目として設けられたものである。より具体的には、１年次前期配当の
「憲法と社会」の履修を前提として、２年次前期配当の「憲法ⅠB（人権各論）」とあわせ、日本国憲法の基本的
人権規定を対象とする憲法解釈論を概観するが、この講義では、講学上「人権総論」と呼ばれる領域および包括
的基本権（13条）・法の下の平等（14条）を扱う（各論的条項については「憲法ⅠB（人権各論）」で扱う）。な
お、最新の最高裁判決など日々生起する人権問題については、 適宜関連箇所に組み込み、 または 「番外編」 
として取り上げることがある。

授業の目的

(1)日本国憲法の人権規定について、その特徴と概要を説明できる。(2)人権総論領域・包括的基本権・法の下の
平等についての解釈論上の基本的論点について、主要な学説・判例の内容を説明できる。(3)講義で扱った具体的
問題について、学説・判例の内容を踏まえて、自らの見解を説明できる。

到達目標

日本国憲法、立憲主義、人権の保障、違憲審査、個人の尊重、包括的基本権、法の下の平等授業のキーワード

講義形式による。授業の進め方

第1回 ガイダンス、人権の歴史、 人
権の観念

人権宣言の歴史、 人権の観念

第3回 人権の享有主体（１）
第4回 人権の享有主体（２） 外国人

第6回 人権制約事由（１） 「公共の福祉」の解釈
第5回 人権の享有主体（３） 法人・団体

第9回 人権の妥当範囲（２） 私人間における人権保障
第8回 人権の妥当範囲（１） 特別な法律関係における人権
第7回 人権制約事由（２） 違憲審査の基準、最高裁判例の展開とその問題

第10回 包括的基本権（１） 幸福追求権の意義、13条の解釈
第11回 包括的基本権（２） プライバシーの権利、自己決定権
第12回 法の下の平等（１） 平等の諸観念、14条の解釈

第15回 総括・予備 到達点の確認、必要に応じ補充

授業時間外に必要な学修 予習としては、事前配布のレジュメとテキストの該当箇所を読み込むこと（目安として各回2時間程
度）、復習としては、レジュメ・テキスト・ノートを用いた内容の確認（目安として各回2時間程度）が
求められる。

提出課題など 必要に応じて指示する。課題提出を求めた場合は、提出されたものについて講義中に一般的コメントをす
るほか、希望者には個別にコメントする。

成績評価方法・基準 定期試験（論述式）100％。講義中に課題提出を求めた場合は、定期試験90％、課題10％とする。評価
は、講義で扱った内容の理解度、具体的問題についての検討内容を中心に行い、文章表現力を加味する。

テキスト 本秀紀編『憲法講義　第２版』日本評論社 2018年。六法必携。なお、講義で使用するレジュメ・資料類
は、基本的にdotCampusを使用して配布する予定（詳細は第1回の講義時に説明する）。

指定図書 ・芦部信喜著（高橋和之補訂）『憲法　第七版』岩波書店 2019年・野中俊彦ほか『憲法判例集〔第11
版〕』有斐閣 2016年

参考書 第1回の講義で紹介する。

第2回 日本国憲法における人権保障 日本国憲法における人権保障の意義、人権規定の分類、人権保障と違憲審査

第14回 法の下の平等（３） 平等原則に関する裁判例(2)
第13回 法の下の平等（２） 平等原則に関する裁判例(1)

履修するにあたって 講義は 「憲法と社会」 の履修を前提として行うので、十分復習した上で受講すること。

「国民」の概念、天皇・皇族、子ども



授業科目名 憲法ⅠＢ（人権各論） 【法学部再履修】 単位数

開講キャンパス代表教員 塚田　哲之

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

この講義は、法学部のDPに示す、「法の理念および現実の社会における法の運用を踏まえて、法および政治につ
いて体系的に学修し、法化社会・国際化社会に対応した法的素養を身につけ」ること、「社会における各種の問
題について、その要点を把握し、必要な情報を収集・分析して、法的思考に基づいた説得力ある解決指針を示
す」能力を獲得するため、主要専門教育科目として設けられたものである。より具体的には、１年次前期配当の
「憲法と社会」および1年次後期配当の「憲法ⅠＡ（人権総論）」の履修を前提として、日本国憲法の基本的人権
規定のうち、各論的規定についての憲法解釈論を概観する。なお、最新の最高裁判決など日々生起する人権問題
については、 適宜関連箇所に組み込み、 または 「番外編」 として取り上げることがある。

授業の目的

(1)日本国憲法の具体的な人権規定の特徴と概要について、説明できる。(2)解釈論上の基本的論点について、主
要な学説・判例の内容を説明できる。(3)講義で扱った具体的問題について、学説・判例の内容を踏まえて、自ら
の見解を説明できる。

到達目標

日本国憲法、人権の保障、立憲主義、違憲審査、精神的自由権、経済的自由権、人身の自由と手続的保障、現代
的人権

授業のキーワード

講義形式による。授業の進め方

第１回 ガイダンス、精神的自由権(1) 講義の進め方に関するガイダンス、精神的自由権総論

第３回 精神的自由権(3)
第４回 精神的自由権(4) 政教分離原則の内容と解釈

第６回 精神的自由権(6) 表現の自由の制約と違憲審査基準
第５回 精神的自由権(5) 表現の自由の価値と内容

第９回 経済的自由権(1) 職業選択の自由とその制限、 居住・移転の自由
第８回 精神的自由権(8) 集会・結社の自由、 通信の秘密 、学問の自由と大学の自治
第７回 精神的自由権(7) 表現の自由に関する各論的問題

第10回 経済的自由権(2) 財産権の保障とその制限
第11回 人身の自由と刑事手続上の諸権

利
人身の自由と適正手続、刑事手続上の諸権利

第12回 現代的人権(1) 社会権総説、生存権

第15回 現代的人権(4)・総括 「新しい人権」、到達点の確認

授業時間外に必要な学修 予習としては、事前配布のレジュメとテキストの該当箇所を読み込むこと（目安として各回2時間程
度）、復習としては、レジュメ・テキスト・ノートを用いた内容の確認（目安として各回2時間程度）が
求められる。

提出課題など 中間テストを実施するほか、必要に応じて指示する。中間テストの結果および提出課題については、講義
中に一般的コメントをするほか、希望者には個別にコメントする。

成績評価方法・基準 定期試験（論述式）75％、中間テスト25％。講義中に課題提出を求めた場合は、定期試験65％、中間テス
ト25％、課題10％とする。評価は、講義で扱った内容の理解度、具体的問題についての検討内容を中心に
行い、文章表現力を加味する。

テキスト 本秀紀編『憲法講義　第２版』日本評論社 2018年（2019年度後期「憲法ⅠA（人権総論） ①～③」、
2020年度前期「憲法ⅠB（人権各論）①～③ 」［塚田担当］で指定したものと同一）を一応指定しておく
が、すでに履修した「憲法ⅠA（人権総論） 」「憲法ⅠB（人権各論） 」の各クラスで使用したテキスト
がある場合は、そちらを使用してよい。六法必携。なお、講義で使用するレジュメ・資料類は、基本的に
dotCampusを使用して配布する予定（詳細は第1回の講義時に説明する）。

指定図書 ・芦部信喜著（高橋和之補訂）『憲法　第七版』岩波書店 2019年・野中俊彦ほか『憲法判例集〔第11
版〕』有斐閣 2016年

参考書 第1回の講義で紹介する。

第２回 精神的自由権(2) 思想・良心の自由

第14回 現代的人権(3) 家族に関する憲法規定の意義と内容
第13回 現代的人権(2) 教育を受ける権利、労働に関する権利

履修するにあたって 講義は 「憲法と社会」 「憲法ⅠＡ（人権総論）」の履修を前提として行うので、十分復習した上で受講するこ
と。

信教の自由



授業科目名 憲法ⅠＢ（人権各論） 【法学部再履修】 単位数

開講キャンパス代表教員 塚田　哲之
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＜授業計画＞
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2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

この講義は、法学部のDPに示す、「法の理念および現実の社会における法の運用を踏まえて、法および政治につ
いて体系的に学修し、法化社会・国際化社会に対応した法的素養を身につけ」ること、「社会における各種の問
題について、その要点を把握し、必要な情報を収集・分析して、法的思考に基づいた説得力ある解決指針を示
す」能力を獲得するため、主要専門教育科目として設けられたものである。より具体的には、１年次前期配当の
「憲法と社会」および1年次後期配当の「憲法ⅠＡ（人権総論）」の履修を前提として、日本国憲法の基本的人権
規定のうち、各論的規定についての憲法解釈論を概観する。なお、最新の最高裁判決など日々生起する人権問題
については、 適宜関連箇所に組み込み、 または 「番外編」 として取り上げることがある。

授業の目的

(1)日本国憲法の具体的な人権規定の特徴と概要について、説明できる。(2)解釈論上の基本的論点について、主
要な学説・判例の内容を説明できる。(3)講義で扱った具体的問題について、学説・判例の内容を踏まえて、自ら
の見解を説明できる。

到達目標

日本国憲法、人権の保障、立憲主義、違憲審査、精神的自由権、経済的自由権、人身の自由と手続的保障、現代
的人権

授業のキーワード

講義形式による。授業の進め方

第１回 ガイダンス、精神的自由権(1) 講義の進め方に関するガイダンス、精神的自由権総論

第３回 精神的自由権(3)
第４回 精神的自由権(4) 政教分離原則の内容と解釈

第６回 精神的自由権(6) 表現の自由の制約と違憲審査基準
第５回 精神的自由権(5) 表現の自由の価値と内容

第９回 経済的自由権(1) 職業選択の自由とその制限、 居住・移転の自由
第８回 精神的自由権(8) 集会・結社の自由、 通信の秘密 、学問の自由と大学の自治
第７回 精神的自由権(7) 表現の自由に関する各論的問題

第10回 経済的自由権(2) 財産権の保障とその制限
第11回 人身の自由と刑事手続上の諸権

利
人身の自由と適正手続、刑事手続上の諸権利

第12回 現代的人権(1) 社会権総説、生存権

第15回 現代的人権(4)・総括 「新しい人権」、到達点の確認

授業時間外に必要な学修 予習としては、事前配布のレジュメとテキストの該当箇所を読み込むこと（目安として各回2時間程
度）、復習としては、レジュメ・テキスト・ノートを用いた内容の確認（目安として各回2時間程度）が
求められる。

提出課題など 中間テストを実施するほか、必要に応じて指示する。中間テストの結果および提出課題については、講義
中に一般的コメントをするほか、希望者には個別にコメントする。

成績評価方法・基準 定期試験（論述式）75％、中間テスト25％。講義中に課題提出を求めた場合は、定期試験65％、中間テス
ト25％、課題10％とする。評価は、講義で扱った内容の理解度、具体的問題についての検討内容を中心に
行い、文章表現力を加味する。

テキスト 本秀紀編『憲法講義　第２版』日本評論社 2018年（2019年度後期「憲法ⅠA（人権総論） ①～③」、
2020年度前期「憲法ⅠB（人権各論）①～③ 」［塚田担当］で指定したものと同一）を一応指定しておく
が、すでに履修した「憲法ⅠA（人権総論） 」「憲法ⅠB（人権各論） 」の各クラスで使用したテキスト
がある場合は、そちらを使用してよい。六法必携。なお、講義で使用するレジュメ・資料類は、基本的に
dotCampusを使用して配布する予定（詳細は第1回の講義時に説明する）。

指定図書 ・芦部信喜著（高橋和之補訂）『憲法　第七版』岩波書店 2019年・野中俊彦ほか『憲法判例集〔第11
版〕』有斐閣 2016年

参考書 第1回の講義で紹介する。

第２回 精神的自由権(2) 思想・良心の自由

第14回 現代的人権(3) 家族に関する憲法規定の意義と内容
第13回 現代的人権(2) 教育を受ける権利、労働に関する権利

履修するにあたって 講義は 「憲法と社会」 「憲法ⅠＡ（人権総論）」の履修を前提として行うので、十分復習した上で受講するこ
と。

信教の自由



授業科目名 ソーシャルワーク論Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 九十九　綾子

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

　この科目は、学部DP2に掲げる社会福祉士・精神保健福祉士の国家資格を取得できる知識・技能を身につけるこ
とを目指しています。社会福祉専門分野の科目のひとつで、ソーシャルワーカーをめざす人の基礎となる科目で
あり、社会福祉士国家試験受験資格取得に必要とされる指定科目です。　この授業では、相談援助における専門
職の概念と範囲、専門職倫理、権利擁護の意義と範囲、総合的かつ包括的な援助について理解し、社会福祉に関
連する問題に対してソーシャルワーカーの視点で考え、総合的かつ包括的な援助について検討することができる
ようになることを目的とします。　なお、この科目の担当者は、学校現場を中心に相談援助業務を10年間経験し
ていた、実務経験のある教員です。時には、実際の相談事例について言及しながら、深い学びへと繋げていきま
す。

授業の目的

1.ソーシャルワーカーの倫理責任や権利擁護について説明できる。（知識）2.ソーシャルワーク専門職の概念と
範囲やジェネラリストの視点、チームアプローチについて説明できる。（知識）3.社会福祉に関連する問題に関
心を持ち、そこで生じる倫理的ジレンマについて専門職の視点から分析することができる。（態度・習慣、技
能）4.総合的かつ包括的な援助について、ジェネラリストの視点から検討することができる。（技能）

到達目標

ソーシャルワーカーの倫理、倫理的ジレンマ、権利擁護、ジェネラリスト・ソーシャルワーク、チームアプロー
チ

授業のキーワード

講義を中心に進めますが、アクティブラーニングを取り入れ、5～6人で1グループを形成し、協力して課題を進め
ます。自発的な発言やグループワークへの積極的な姿勢を求めます。　

授業の進め方

第１回 本講義の目的　 講義の概要と進め方および本科目の内容を理解する。

第３回 倫理的ジレンマの理解
第４回 倫理的ジレンマの実際 倫理的ジレンマの実際について考える。

第６回 ソーシャルワーク固有の機能 ソーシャルワークのさまざまな機能を理解する。
第５回 ソーシャルワーク固有の視点 ソーシャルワーク固有の視点を身につける。

第９回 民間施設・組織におけるソー
シャルワーカー

民間施設・組織におけるソーシャルワーカーを理解する。

第８回 福祉行政機関におけるソーシャ
ルワーカー

福祉行政機関におけるソーシャルワーカーを理解する。

第７回 ソーシャルワークと権利擁護 社会福祉援助における権利を明確化する。ソーシャルワークにおける権利擁護を
理解する。

第１０回 社会福祉士制度の現状と課題 有資格ソーシャルワーカーとしての社会福祉士の現状と今後の展望について考え
る。

第１１回 諸外国の社会福祉専門職 イギリス、アメリカなど外国の社会福祉専門職の動向を理解する。
第１２回 ジェネラリストの視点 ソーシャルワークの統合化とジェネラリスト・ソーシャルワークの成立背景を理

解する。

第１５回 振り返り 学びを振り返る。社会福祉に関連する問題について、ジェネラリストの視点で考
える。

授業時間外に必要な学修 事前学習として、テキストを読んでキーワードにラインを引くなど予習してください。（60分程度）事後
学習として、授業の内容を整理し、専門用語を図書館で調べるなど復習してください。グループメンバー
と協力してレポート課題に取り組んでください。（60分程度）

提出課題など 毎回、出席カードの提出を求めます。カードに記載された内容に対して、総評などを行います。授業中に
数回、レポートの提出を求めます。提出されたレポートに対して、総評などを行います。　

成績評価方法・基準 出席カードの記載内容15％、授業中の発表・グループワーク成果15％、レポート20％、定期試験50％で、
総合的に評価します。　

テキスト 「ソーシャルワークの基盤と専門職［第2版］」相澤譲治監修、植戸貴子編集 みらい 2017年
指定図書
参考書 「相談援助の基盤と専門職 第3版」社会福祉士養成講座編集委員会編集　中央法規　2015年「相談援助の

基盤と専門職 第4版」相澤譲治、杉本敏夫編集　久美　2015年厚生労働省　http://www.mhlw.go.jp/日本
社会福祉士会　http://www.jacsw.or.jp/一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟
　http://www.jaswe.jp/

第２回 ソーシャルワーカーの倫理 ソーシャルワーカーの倫理を理解する。

第１４回 チームアプローチの意義と内容 チームアプローチを理解する。チームアプローチの方法を理解する。

第１３回 総合的かつ包括的なソーシャル
ワーク

ジェネラリストの視点と総合的かつ包括的なソーシャルワークのあり方を理解す
る。

履修するにあたって さまざまな課題に対して、他の受講生と協力して取り組んでください。

ソーシャルワーカーの倫理的ジレンマを理解する。



授業科目名 マーケティング論Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 辻　幸恵

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

この授業は経営・商学コースに属している。基礎知識のステップアップに位置する科目である。社会学入門など
で培った基礎的な社会科学から、より現実的な課題を理解できるようになることが目的である。本学院は「社会
をリードする活力に富んだ人材を育成する」大学である。よって、社会の中の市場（マーケット）の姿を学ぶこ
とは、その目的にもあっている。つまり、企業経営に関する基本的知識を学修し、ビジネス全般にわたって活用
するために有用な知識を総合的に学修するというディプロマポリシーとまさに合致している。 この授業で学んだ
事例を、身近な買い物行動からその根本にある理論や法則に照らし合わせることができればよい。そのために実
務経験がある教員が具体的に解釈の方法を提示する。

授業の目的

1.知識としては、マーケティングの基本要素の４つを理解できること。さらに相互の関係や、それらがミックス
された市場であることが理解できることを目標とする。2.態度・習慣としては、新聞やニュースでマーケット
（市場）に変化があったり、トピックスがあったりしたときに、積極的にそれらを知ろうとする態度がのぞまし
い。また、定期的にそれらの記事やニュースを読む習慣ができることがのぞましい。3.技能については、なぜ、
それらが売れているのかなどという具体的な事例をみて、それがどのような理論や法則に従っているのかを推測
できるようになればよい。

到達目標

購買行動　消費者心理　　ソーシャル　持続可能授業のキーワード

講義を中心に進める。ただし、黙って聞いているばかりではなく、１時間のうちに４問の小問題を出すので、そ
れに各自が解答しなければならない。また、座席の列ごとにあてるので、順次解答する必要がある。さらに、質
問に対して挙手をしてもらう問題も用意している。なお、実際には1時間で一話完結になる。１４回分のトピック
スを習うことになる。時間の最初には、必ず前回の復習を５分程度実施して、全員が基本的な事項を共有してか
ら、本題に入る。教科書にそって授業は実施するが、具体的にはパワーポイントやＤＶＤを使用する。

授業の進め方

1回 マーケティングの意味の確認と
応用

全体の講義概要を説明する。次に、授業内容としては、マーケティングの発祥
（つまり、はじまりはいつで何であったか）とその意味、どうしてそのようなこ
とが必要であったのかを説明する。そして現在、社会の中でのマーケティングの
役割を理解できるように身近な例を示す。

3回 地域の活性化とマーケティング

4回 地域市場の理解と特性について 地域の企業がマーケティング活動の対象とする市場の特性を例示する。たとえ
ば、ファッション市場ならば、岐阜県のアパレル産業をとりあげる。ファッショ
音は誰をターゲットにしているかなど、いくつかの事例をあげる。具体的な数字
の読み方も学ぶ。

6回 キャラクター商品を選択する消
費者行動について

企業からのアプローチに対して消費者はどのような行動をとってきたのかをヒッ
ト商品であるキャラクターグッズを例示しながら、説明をする。ここでは消費者
行動や消費者心理の基本的な法則や理論の紹介もおこなう。教科書は第4章の
キャラクター・マーケティングの章を中心に学ぶ。

5回 ギフト市場のとらえ方について ギフト・マーケティングとして市場と商品の選び方について説明をする。この回
はギフト市場とは何かを理解するため4Ｃを復習すると共に消費者心理について
学ぶ。教科書は第3章のギフト・マーケティングの章を中心に学ぶ。

9回 持続する社会を望む消費者につ
いて

後半は世の中の新しい傾向として継続的な持続可能な社会に消費者が何をのぞむ
かを考える。教科書は第6章のソーシャル・マーケティングの章である。ここで
は具体例としてフェアトレードを取り上げる。

8回 前半のまとめと復習 マーケティングの起源、定義、由来などの復習と基本的な４つの要因が現在はど
のような市場の中で反映されているのかなどを、地域、キャラクター、ギフト、
アートを中心に復習をする。

7回 アート・マーケティングについ
て

製品価値の意味を考える。また、前回の消費者行動や心理の中の「かわいい」も
のを購入する行動と共に、価格に反応をする消費者心理もあわせて説明をする。
教科書は第5章のアート・マーケティングの章を中心に学ぶ。

10回 ものづくりをする消費者につい
て

消後半は世の中の新しい傾向の中に消費者がものづくりをして、作り手になるこ
とや販売者になることが挙げられる。ここでは主に、製品をつくる消費者に焦点
をあてて学ぶ。教科書は第7章ものづくりをする消費者を中心に学ぶ。

11回 売り手になる消費者について 消費者がつくった製品が世の中に普及するために必要なツールを学ぶ。たとえ
ば、ＳＮＳや口コミである。消費者が売る側になった時のメリットやデメリット
を具体例と共に知る。教科書は第8章売り手になる消費者を中心に学ぶ。

12回 フォーマル場面でのマーケティ
ング

フォーマルと日常の場面では異なる消費形態になる。ここでは主に女子大学生た
ちの成人式や卒業式を例示し、「ハレ」であるフォーマル場面についての購買行
動や選択行動を学ぶ。教科書は第9章の「ハレ」の場を意識する消費者と和への
回帰の章を学ぶ。

15回 新しい傾向のマーケティングに
関するケースと概論

授業内容の確認として授業内で学んだ理論の復習をおこなう。さらに授業内容の
理解度を確認する。

授業時間外に必要な学修 授業内で例示した企業や広告については各自がインターネットなどで10分程度は確認をすること。また、
関連したニュースや新聞記事などがあれば目をとおしておくこと。毎回、授業内で設問（問題）を４つ出

2回 マーケティングに求められてい
ることについて

マーケティングの定義と目的についての理解を深める。また、現在、マーケティ
ングは単純に売る工夫だけではなく、多くの役割があることを説明する。その中
で顧客との関係について学習する。教科書の第1章であるマーケティングの新し
い傾向について知る。

14回 マーケティングの新しい傾向と
持続可能な社会について

前回のかかわりをさらにすすめて、今後の消費社会におけるマーケティング要素
について考える。エコ消費、エシカル消費を例示し、持続可能な社会を実現する
ための市場育成について学ぶ。

13回 消費社会の変化と社会のニーズ
について

4つの基本要因が現在の消費生活にどのようかかわりがあるのかを、若者に焦点
をあてて学ぶ。レンタルやシェアの現状の例を示しながら、所持することの意味
やステイタスについて考える。教科書は第10章消費者の変化と社会のニーズを中
心に学ぶ。

履修するにあたって マーケティングに関するニュースなどには関心をもってほしいので、毎日、ニュースなどをチェックすること。
新聞ならば朝刊、夕刊ともにチェックをする。また教科書を指定しているので、毎回の授業の後は該当ページの
復習、毎時間、次回の予告をするのでそのページに目をとおしておくこと。

マーケティングには基本になることが４つある。それは価格政策、製品政策、販
売促進政策、流通政策であるが、なぜそれらが基本になっているのかを説明する
と共に、それらが地域経済とどのように結びつくのかも理解できるように説明を
する。教科書は第2章の地域マーケティングを中心に学ぶ。



すが、授業内での内容しか出さないので、1時間ほどは復習をしておくこと。また授業内の設問は教科書
からも出題するので、授業内で説明した箇所は1時間ほどかけてマークをし、予習もかねておくこと。特
に第4章と第5章は具体例なので、各自で読んでおくこと。

提出課題など 毎回の授業内で、設問を４題出すので、それらの解答を授業内に提出すること。後日には受け取らない。
また出席票ではないので、点数は0点の場合もある。8回目の中間のまとめのときには、課題を出すので中
間レポートとして提出すること。

成績評価方法・基準 1.授業内確認点52点：毎回の授業が理解できたか否かを見るために４問の設問をするので、それに解答を
する。１問が１点なので、１回の授業で全問正解であれば４点になる。ただし、これとは別に挙手、ある
いは列ごとの質問に解答をした場合は別途、評価をする。さて、1回の授業内に全問正解すれば４点にな
るわけだから授業は13回ある（初回と最終回は省く）ので52点となる。2.中間レポート8点：8回目の授業
が前半の復習となるので、その時間内に3つの課題を出す。その中から1つを各自が選択する。このレポー
トについては0点から8点の採点となる。3.最終確認40点：15回目の授業が総復習となるので、その時間内
に最終確認課題を出す。これは0点から40点の採点となる。以上の1から3の合計点数でこの科目は評価を
する。

テキスト 辻幸恵『持続可能な社会とマーケティング』 嵯峨野書院、2020年
指定図書 山本浩二、上野山達也編『マネジメント講義ノート　増補版』　白桃書房、2019年、3000円＋税
参考書 青木幸弘　『消費者行動の知識』　日経文庫、2010年、920円＋税



授業科目名 マーケティング論Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 辻　幸恵

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

この授業は経営・商学コースに属している。基礎知識のステップアップに位置する科目である。社会学入門など
で培った基礎的な社会科学から、より現実的な課題を理解できるようになることが目的である。本学院は「社会
をリードする活力に富んだ人材を育成する」大学である。よって、社会の中の市場（マーケット）の姿を学ぶこ
とは、その目的にもあっている。つまり、企業経営に関する基本的知識を学修し、ビジネス全般にわたって活用
するために有用な知識を総合的に学修するというディプロマポリシーとまさに合致している。 この授業で学んだ
事例を、身近な買い物行動からその根本にある理論や法則に照らし合わせることができればよい。そのために実
務経験がある教員が具体的に解釈の方法を提示する。

授業の目的

1.知識としては、マーケティングの基本要素の４つを理解できること。さらに相互の関係や、それらがミックス
された市場であることが理解できることを目標とする。2.態度・習慣としては、新聞やニュースでマーケット
（市場）に変化があったり、トピックスがあったりしたときに、積極的にそれらを知ろうとする態度がのぞまし
い。また、定期的にそれらの記事やニュースを読む習慣ができることがのぞましい。3.技能については、なぜ、
それらが売れているのかなどという具体的な事例をみて、それがどのような理論や法則に従っているのかを推測
できるようになればよい。

到達目標

購買行動　消費者心理　　ソーシャル　持続可能授業のキーワード

講義を中心に進める。ただし、黙って聞いているばかりではなく、１時間のうちに４問の小問題を出すので、そ
れに各自が解答しなければならない。また、座席の列ごとにあてるので、順次解答する必要がある。さらに、質
問に対して挙手をしてもらう問題も用意している。なお、実際には1時間で一話完結になる。１４回分のトピック
スを習うことになる。時間の最初には、必ず前回の復習を５分程度実施して、全員が基本的な事項を共有してか
ら、本題に入る。教科書にそって授業は実施するが、具体的にはパワーポイントやＤＶＤを使用する。

授業の進め方

1回 マーケティングの意味の確認と
応用

全体の講義概要を説明する。次に、授業内容としては、マーケティングの発祥
（つまり、はじまりはいつで何であったか）とその意味、どうしてそのようなこ
とが必要であったのかを説明する。そして現在、社会の中でのマーケティングの
役割を理解できるように身近な例を示す。

3回 地域の活性化とマーケティング

4回 地域市場の理解と特性について 地域の企業がマーケティング活動の対象とする市場の特性を例示する。たとえ
ば、ファッション市場ならば、岐阜県のアパレル産業をとりあげる。ファッショ
音は誰をターゲットにしているかなど、いくつかの事例をあげる。具体的な数字
の読み方も学ぶ。

6回 キャラクター商品を選択する消
費者行動について

企業からのアプローチに対して消費者はどのような行動をとってきたのかをヒッ
ト商品であるキャラクターグッズを例示しながら、説明をする。ここでは消費者
行動や消費者心理の基本的な法則や理論の紹介もおこなう。教科書は第4章の
キャラクター・マーケティングの章を中心に学ぶ。

5回 ギフト市場のとらえ方について ギフト・マーケティングとして市場と商品の選び方について説明をする。この回
はギフト市場とは何かを理解するため4Ｃを復習すると共に消費者心理について
学ぶ。教科書は第3章のギフト・マーケティングの章を中心に学ぶ。

9回 持続する社会を望む消費者につ
いて

後半は世の中の新しい傾向として継続的な持続可能な社会に消費者が何をのぞむ
かを考える。教科書は第6章のソーシャル・マーケティングの章である。ここで
は具体例としてフェアトレードを取り上げる。

8回 前半のまとめと復習 マーケティングの起源、定義、由来などの復習と基本的な４つの要因が現在はど
のような市場の中で反映されているのかなどを、地域、キャラクター、ギフト、
アートを中心に復習をする。

7回 アート・マーケティングについ
て

製品価値の意味を考える。また、前回の消費者行動や心理の中の「かわいい」も
のを購入する行動と共に、価格に反応をする消費者心理もあわせて説明をする。
教科書は第5章のアート・マーケティングの章を中心に学ぶ。

10回 ものづくりをする消費者につい
て

消後半は世の中の新しい傾向の中に消費者がものづくりをして、作り手になるこ
とや販売者になることが挙げられる。ここでは主に、製品をつくる消費者に焦点
をあてて学ぶ。教科書は第7章ものづくりをする消費者を中心に学ぶ。

11回 売り手になる消費者について 消費者がつくった製品が世の中に普及するために必要なツールを学ぶ。たとえ
ば、ＳＮＳや口コミである。消費者が売る側になった時のメリットやデメリット
を具体例と共に知る。教科書は第8章売り手になる消費者を中心に学ぶ。

12回 フォーマル場面でのマーケティ
ング

フォーマルと日常の場面では異なる消費形態になる。ここでは主に女子大学生た
ちの成人式や卒業式を例示し、「ハレ」であるフォーマル場面についての購買行
動や選択行動を学ぶ。教科書は第9章の「ハレ」の場を意識する消費者と和への
回帰の章を学ぶ。

15回 新しい傾向のマーケティングに
関するケースと概論

授業内容の確認として授業内で学んだ理論の復習をおこなう。さらに授業内容の
理解度を確認する。

授業時間外に必要な学修 授業内で例示した企業や広告については各自がインターネットなどで10分程度は確認をすること。また、
関連したニュースや新聞記事などがあれば目をとおしておくこと。毎回、授業内で設問（問題）を４つ出

2回 マーケティングに求められてい
ることについて

マーケティングの定義と目的についての理解を深める。また、現在、マーケティ
ングは単純に売る工夫だけではなく、多くの役割があることを説明する。その中
で顧客との関係について学習する。教科書の第1章であるマーケティングの新し
い傾向について知る。

14回 マーケティングの新しい傾向と
持続可能な社会について

前回のかかわりをさらにすすめて、今後の消費社会におけるマーケティング要素
について考える。エコ消費、エシカル消費を例示し、持続可能な社会を実現する
ための市場育成について学ぶ。

13回 消費社会の変化と社会のニーズ
について

4つの基本要因が現在の消費生活にどのようかかわりがあるのかを、若者に焦点
をあてて学ぶ。レンタルやシェアの現状の例を示しながら、所持することの意味
やステイタスについて考える。教科書は第10章消費者の変化と社会のニーズを中
心に学ぶ。

履修するにあたって マーケティングに関するニュースなどには関心をもってほしいので、毎日、ニュースなどをチェックすること。
新聞ならば朝刊、夕刊ともにチェックをする。また教科書を指定しているので、毎回の授業の後は該当ページの
復習、毎時間、次回の予告をするのでそのページに目をとおしておくこと。

マーケティングには基本になることが４つある。それは価格政策、製品政策、販
売促進政策、流通政策であるが、なぜそれらが基本になっているのかを説明する
と共に、それらが地域経済とどのように結びつくのかも理解できるように説明を
する。教科書は第2章の地域マーケティングを中心に学ぶ。



すが、授業内での内容しか出さないので、1時間ほどは復習をしておくこと。また授業内の設問は教科書
からも出題するので、授業内で説明した箇所は1時間ほどかけてマークをし、予習もかねておくこと。特
に第4章と第5章は具体例なので、各自で読んでおくこと。

提出課題など 毎回の授業内で、設問を４題出すので、それらの解答を授業内に提出すること。後日には受け取らない。
また出席票ではないので、点数は0点の場合もある。8回目の中間のまとめのときには、課題を出すので中
間レポートとして提出すること。

成績評価方法・基準 1.授業内確認点52点：毎回の授業が理解できたか否かを見るために４問の設問をするので、それに解答を
する。１問が１点なので、１回の授業で全問正解であれば４点になる。ただし、これとは別に挙手、ある
いは列ごとの質問に解答をした場合は別途、評価をする。さて、1回の授業内に全問正解すれば４点にな
るわけだから授業は13回ある（初回と最終回は省く）ので52点となる。2.中間レポート8点：8回目の授業
が前半の復習となるので、その時間内に3つの課題を出す。その中から1つを各自が選択する。このレポー
トについては0点から8点の採点となる。3.最終確認40点：15回目の授業が総復習となるので、その時間内
に最終確認課題を出す。これは0点から40点の採点となる。以上の1から3の合計点数でこの科目は評価を
する。

テキスト 辻幸恵『持続可能な社会とマーケティング』 嵯峨野書院、2020年
指定図書 山本浩二、上野山達也編『マネジメント講義ノート　増補版』　白桃書房、2019年、3000円＋税
参考書 青木幸弘　『消費者行動の知識』　日経文庫、2010年、920円＋税



授業科目名 異文化コミュニケーション研究Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 出水　孝典

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

オンライン授業授業の方法

言葉を使ったコミュニケーションに関して、語用論・社会言語学の知見を援用し、理解を深めることを目的とす
る。文学部人文学科のディプロマポリシーで言うと人文学部人文学科のディプロマ・ポリシーのうち2「人間の心
理、行動および文化に関する専門知識と技能を総合的、体系的に身につけている」、5「相手の意見を正確に理解
し、自分の考えや意見を口頭や文章で的確に表現することができる」、7「多様な他者と共存して、異なった価値
観を尊重し、積極的に交流・協働できる」に相当する。異文化コミュニケーションという用語は様々な解釈が可
能だが、価値観の異なる者同士のコミュニケーションは異文化コミュニケーションだと考えることができる。社
会言語学者であるデボラ・タネンによると、男女は異なる文化に属し、異なる価値観を有する。従って、男女の
コミュニケーションも異文化コミュニケーションであるという。そこで、そもそも男ことば・女ことばがどのよ
うに異なっているのか、その違いを説明するのにどのような考え方がこれまであったのかをまず見ていく。一
方、性別とは関係なく、人は自分とは縁のない生き方、宗教、思考方法、それに社会的・美学的な文化形態にた
いし、身ぶるいし嫌悪を示すということを、意識的・無意識的にやってのけている。そのような否定的感情・評
価が、言語使用にどのように反映されるのかという問題も取り上げる。

授業の目的

1. 男性と女性のそれぞれに見られる言葉の使い方の典型的な違いを理解することができる。2. 言語使用の男女
差が生じる理由の諸側面を理解できる。3. 言葉の文字通りの意味に加えて、用語に込められた価値観、差別意識
などの含みについて理解できる。4. 無意識の言語使用の背後ではたらいている仕組みを理解し、より言葉に敏感
になり、適切な言語使用ができるようになる。5. 言語文化領域の卒業研究を執筆する際に、自分の収集した言語
データの分析に応用できる。

到達目標

男ことばと女ことば、女ことばに関する支配説と相違説、ことばに込められた価値観、蔑視語、婉曲語、ヘイ
ト・スピーチ、LGBTをめぐる言説

授業のキーワード

授業ではまず、日本語の小説などをデータとして提示し、その一部分の解釈について考える。残りの時間でその
内容をさらに掘り下げ、さらなる英語・日本語のデータも挙げながら、卒業研究で言語データを分析する際にど
う使えるのか見ていく。なお、授業の最後に、出席カードに確認テストの解答と授業の感想を書いて提出しても
らう。

授業の進め方

第1回 導入 言葉に込められた価値観とは何か、そもそも価値観という概念が何を表すのかを
見た後、この講義の言語学内での位置づけを確認し、各回で取り上げる内容を概
観する。

第3回 女ことばに対する2つの見方―
支配説と相違説―

第4回 支配説と相違説による見方の比
較

英語や日本語の女ことばの様々な特徴が生じる理由を、具体例を見ながら支配説
と相違説に基づいて考えていく。

第6回 ジェンダー差別を含む言葉2 男性や女性に関して述べるときに用いられる言葉のうち、男性が女性よりも優れ
ていて高い能力を持つという価値観を内包した表現を見ていく。具体的には、女
性を子供と同一視したり、無能な男性を女性に喩えたり、女性の社会進出を揶揄
したりする言葉を考える。

第5回 ジェンダー差別を含む言葉1 男性や女性に関して述べるときに用いられる言葉のうち、女性に関するもののみ
が、女性が性的対象であるとか男性の付属物であるといった男尊女卑的な価値観
を含んでいるものがある。男性と女性に言及する場合を比較することで、そうし
た価値観を浮き彫りにしていく。

第9回 言語に込められた価値観 言語を使って何かを記述する場合、記述対象に関して言語使用者がどのような感
情を抱いているのか、それが生み出された言語表現の微妙な部分にどのように反
映されるのかを考えていく。

第8回 確認プリント1 第2回～第7回の内容について復習した後、知識が定着していてそれを新たな例に
応用できるかどうかを判断するための、確認プリント1を行う。

第7回 ジェンダーに対する固定観念を
表す言葉

男性や女性に関して述べるときに用いられる言葉に、男性らしさ・女性らしさに
関するジェンダー・ステレオタイプを含意する言葉があることを見ていく。そう
いた言葉に基づく偏見は、ジェンダー・バイアスと呼ばれる。

第10回 用語に込められたマイナス評価 ある単語そのものに、マイナスの評価（悪玉であるという価値観）が込められて
いる場合がある。そのような語は、蔑称や蔑視語、差別語と呼ばれている。その
いくつかの具体例について考えていく。

第11回 ヘイトスピーチ ヘイトスピーチ(hate speech)は憎悪表現とよく訳されるが、単なるマイナス評
価の込められた用語・表現とは異なり、標的とした被差別マイノリティに対す
る、差別に基づいた扇動を行い攻撃を加える行為である。この種のヘイトスピー
チの実態と問題点について考えていく。　

第12回 婉曲表現をめぐる問題 物事を遠回しに言う表現は、不快な言及の仕方を避けるために用いられて来た
が、場合によってはそれが、醜悪な現実を隠蔽するのに用いられることがある。
そのようなものの例（例えば、オウム真理教の言う「ポア」やナチスの言う「最
終的解決」など）について考えていく。

第15回 確認プリント2 第9回～第14回の内容について復習した後、知識が定着していてそれを新たな例
に応用できるかどうかを判断するための、確認プリント2を行う。

授業時間外に必要な学修 毎回、前回の授業でやった内容、特にそれぞれの用語とそれが表す概念についてきちんと復習する（60分
～90分）。言語に関して卒業研究を書こうと考えている受講者は、自分が演習クラスで取り上げている
テーマに関して、授業内容をどう関連づけられるのか、毎回よく考えること。また、ふだん自分が見てい
るネット上のサイトの記述、テレビドラマや映画の台詞、小説などについて、授業で学んだことを生かし

第2回 女ことばの特徴 日本語で男ことば・女ことばとされるものの特徴について概観した後、英語の女
ことばについてロビン・レイコフが述べていることを見て日本語の女ことばにも
当てはまる部分があるのかどうか考える。

第14回 LGBTに対する見方を示す表現　 LGBTに関する記述において、これまでどのような見方・価値判断が示唆されてき
たのかを、小説からの実例、雑誌の記事などを見ながら考えていく。　

第13回 LGBTとそのカテゴリー化による
位置づけ

LGBTという概念について学んだ後、そのような性的マイノリティに言及すること
ばのうち、ある種の問題ある価値観を含んでいる言い方としてどのようなものが
あるのかを見ていく。　

履修するにあたって 言葉に関してあれこれ「なんでやねん」とツッコミを入れたくなる人はぜひ履修して下さい。言語文化領域の人
は、卒業研究のネタ探しにもなると思います。

英語の女ことばが生じる理由を、ロビン・レイコフは男性が女性を支配して女性
が自信をもてないからだと述べた。このような見方は支配説と呼ばれる。一方、
そうではなく、男女はそもそも属している文化が異なるため、違った話し方をす
るのだという相違説と呼ばれる見方もある。これらについて、色々な例に基づい
て見ていく。



た分析ができないか検討するようにしよう。
提出課題など 授業の最後に出席カードに確認テストの解答と、感想を書いて提出してもらう。
成績評価方法・基準 出席カードに記載する確認テストの解答50%、確認プリント1　25%、確認プリント2　25%
テキスト なし
指定図書 なし
参考書 各回のテーマに沿って、それぞれ多数あるので、ハンドアウトの参考文献欄を参照のこと。



授業科目名 労働と経済Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 中村　恵

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 金曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

仕事の訓練とその配置、勤続年数や賃金・給与決定の実態とその格差、労使関係の在り方について、統計データ
や有力な理論及び具体的事例の紹介を通して学習しながら、民間企業における労働問題についての理解を深め
る。民間企業内における労働問題について、企業の組織構造や構成員のタイプを把握するとともに、正規社員に
おいては日欧米ともに、比較的長期に勤続する傾向や年功的な賃金カーブが共通に存在していること、仕事に必
要な技能訓練の在り方から見たとき、その存在には有力理論的根拠があること、それに応じて賃金体系を中心と
する人事制度にも欧米との共通性が見られることを学ぶ。さらに差別や給与格差等の諸問題の実態やその説明理
論、及びそうした労働問題を解決する装置として労働組合が重要な役割を果たす可能性があることを学習する。
なお、本科目は学部両学科ディプロマ・ポリシーのうち、「知識・技能」及び、「思考力・判断力・表現力等の
能力」と関係し、それを育成する。　

授業の目的

民間企業における人事管理及び労務管理に関する労働諸問題及び労使関係に関する理解を深めるとともに、企業
内人事に関わる理論を学習し、実際の分析に応用できる。

到達目標

授業のキーワード

適宜資料を配布、あるいは投影しながら、質疑応答を取り入れた講義形式で進める。授業の進め方

第1回 民間企業の組織とその構成 最も多くの労働者が働いている民間企業の組織のあり方について学習する。人
事、経理、営業など複数の機能分野から成り立っていること、従業員のピラミッ
ドは役員（取締役）、マネージャー、一般職員などから成り立っていることを、
会社法、労働法もふまえながら理解する。

第3回 勤続年数の国際比較

第4回 年齢－賃金プロファイルの国際
比較

企業内の賃金のあり方について、いわゆる年齢－賃金プロファイルを観察し、ホ
ワイトカラーではどこの国でもいわゆる年功カーブになっているが、ブルーカ
ラーでは日本だけが年功カーブであることを確認する。

第6回 「人的資本」論（２）長期雇用
と年功賃金

人的資本理論をさらに学習する。仕事の訓練にはOJTでもコストが伴うこと、そ
のコストは労働者か企業のどちらか、またはその両方が負担をせざるをえないこ
と、企業特殊技能の訓練が少しでも存在すれば、コストを両者が負担で分け持つ
ことが最適で、そのとき雇用は長期的になり、賃金カーブが年功的になることを
理解する。

第5回 「人的資本」論（１）一般訓練
と企業特殊訓練

年功賃金カーブと長期雇用の理論的背景に関する基礎理論のひとつである人的資
本理論を学習する。仕事を覚えるのは主に職場での仕事をしながらの訓練
（OJT）によっていること、技能の中にはどの企業でも通用する一般技能と、訓
練を受けた企業でしか通用しない企業特殊的技能からなっていると想定されるこ
とを学習、理解する。

第9回 職能資格等級制度 日本企業の賃金体系の主流が職能資格制度に基づいていること、この制度の下で
は賃金だけではなく、昇進・昇格の制度的基礎でもあること、及びその運用にお
いていわゆる人事考課が欠かせないものであることを理解する。

第8回 賃金体系の実際 いわゆる年功的な賃金カーブも、企業の現場ではさまざまな手法で実現されてい
る。こうした手法を賃金体系と呼ぶ。ここでは、企業の賃金体系のさまざまな形
態を学習し、その違いを理解する。

第7回 効率賃金仮説とサボり仮説 長期雇用と年功的賃金カーブを説明するもうひとつの理論である効率賃金仮説を
学習する。仕事が複雑で経営によるモニタリングが不完全な場合には、賃金カー
ブを年功的にすると労働者の努力を最大限に引き出すことができると考えるこの
理論の基礎を学び、人的資本理論との考え方の差異も把握する。

第10回 年功賃金と成果主義賃金 賃金体系の変化をもたらしたとされる最近の成果主義に関する実態とその議論及
び問題点を検討し、実際に導入された「成果主義賃金」における真の変化につい
て学習する。

第11回 欧米の賃金体系 欧米の賃金体系が仕事に基づくものではなく、日本の職能資格制度に近いサラ
リー・グレード制であることを学習し、その上で両者の真の差異を理解する。

第12回 「統計的差別」理論 企業内では差別が発生することがある。現代の代表的な差別のひとつは男女差別
である。この男女差別を説明する理論のうち、偏見説と統計的差別理論の概要を
理解するとともに、うちより説明力が高い統計的差別理論についてその意義を深
く学ぶ。

第15回 賃金・所得格差の実態 いわゆる「格差社会」に関する議論を学び、最新の研究に基づいてその実態につ
いて理解する。とくに、賃金格差や所得の不平等が言われているほど大きくなっ
ているわけではないことを統計に基づいて把握するとともに、格差に関する真の
問題点を理解する。

授業時間外に必要な学修 予習・復習、小テスト・定期試験対策勉強などを含めて、15週合計で60時間の授業外学修を目安とする。
提出課題など 学生へのフィードバックとして、（１）毎回出欠とともに質問等を受け付け、それに対する回答を原則次

回の講義にて行う。（２）練習問題等の解答チェックを個別に行うとともに、正答を全学生に提示する。
（３）中間テストの採点結果付答案は、全学生に返却する。

第2回 正規社員と非正規社員 企業の従業員は一般的に「正規社員」と「非正規社員」からなる。とくに「非正
規社員」の種類とその違いを具体的に学習するとともに、その企業内における位
置づけについて正確に理解し、その両者が必ずしも断絶されているわけではない
ことを理解する。

第14回 労働組合の役割－発言と離職 労働組合の企業活動への影響について学ぶ。とくに労働組合の賃金への効果、生
産性への効果について複数の視点から学習し、いわゆる内部労働市場において労
働組合は「発言」機能を通して企業の生産性を向上させる側面もあることを理解
する。

第13回 労働組合の構造と機能 実際の企業の中には、労働者の組織としての労働組合が存在する。労働組合の構
造や諸類型とその歴史、及び期待される機能・役割、存在意義などを、国際比較
をとおして学習する。

履修するにあたって

企業で働く人の中には、比較的長く勤め続ける人もいれば、すぐに離職していく
人も存在する。離職率や勤続年数などのデータを概観し、いわゆる「長期雇用」
という慣行が、日本だけではなく、アメリカやヨーロッパなどでも観察されるこ
とを理解する。



成績評価方法・基準 講義中の小テスト1回（４０％）、定期試験（６０％）で評価する。
テキスト
指定図書
参考書 小池和男『仕事の経済学』東洋経済新報社大竹文雄『労働経済学入門』日経新聞社E.ラジアー『人事と組

織の経済学』日本経済新聞社P.ミルグローム & J.ロバーツ『組織の経済学』NTT出版



授業科目名 労働と経済Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 中村　恵

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 金曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

仕事の訓練とその配置、勤続年数や賃金・給与決定の実態とその格差、労使関係の在り方について、統計データ
や有力な理論及び具体的事例の紹介を通して学習しながら、民間企業における労働問題についての理解を深め
る。民間企業内における労働問題について、企業の組織構造や構成員のタイプを把握するとともに、正規社員に
おいては日欧米ともに、比較的長期に勤続する傾向や年功的な賃金カーブが共通に存在していること、仕事に必
要な技能訓練の在り方から見たとき、その存在には有力理論的根拠があること、それに応じて賃金体系を中心と
する人事制度にも欧米との共通性が見られることを学ぶ。さらに差別や給与格差等の諸問題の実態やその説明理
論、及びそうした労働問題を解決する装置として労働組合が重要な役割を果たす可能性があることを学習する。
なお、本科目は学部両学科ディプロマ・ポリシーのうち、「知識・技能」及び、「思考力・判断力・表現力等の
能力」と関係し、それを育成する。　

授業の目的

民間企業における人事管理及び労務管理に関する労働諸問題及び労使関係に関する理解を深めるとともに、企業
内人事に関わる理論を学習し、実際の分析に応用できる。

到達目標

授業のキーワード

適宜資料を配布、あるいは投影しながら、質疑応答を取り入れた講義形式で進める。授業の進め方

第1回 民間企業の組織とその構成 最も多くの労働者が働いている民間企業の組織のあり方について学習する。人
事、経理、営業など複数の機能分野から成り立っていること、従業員のピラミッ
ドは役員（取締役）、マネージャー、一般職員などから成り立っていることを、
会社法、労働法もふまえながら理解する。

第3回 勤続年数の国際比較

第4回 年齢－賃金プロファイルの国際
比較

企業内の賃金のあり方について、いわゆる年齢－賃金プロファイルを観察し、ホ
ワイトカラーではどこの国でもいわゆる年功カーブになっているが、ブルーカ
ラーでは日本だけが年功カーブであることを確認する。

第6回 「人的資本」論（２）長期雇用
と年功賃金

人的資本理論をさらに学習する。仕事の訓練にはOJTでもコストが伴うこと、そ
のコストは労働者か企業のどちらか、またはその両方が負担をせざるをえないこ
と、企業特殊技能の訓練が少しでも存在すれば、コストを両者が負担で分け持つ
ことが最適で、そのとき雇用は長期的になり、賃金カーブが年功的になることを
理解する。

第5回 「人的資本」論（１）一般訓練
と企業特殊訓練

年功賃金カーブと長期雇用の理論的背景に関する基礎理論のひとつである人的資
本理論を学習する。仕事を覚えるのは主に職場での仕事をしながらの訓練
（OJT）によっていること、技能の中にはどの企業でも通用する一般技能と、訓
練を受けた企業でしか通用しない企業特殊的技能からなっていると想定されるこ
とを学習、理解する。

第9回 職能資格等級制度 日本企業の賃金体系の主流が職能資格制度に基づいていること、この制度の下で
は賃金だけではなく、昇進・昇格の制度的基礎でもあること、及びその運用にお
いていわゆる人事考課が欠かせないものであることを理解する。

第8回 賃金体系の実際 いわゆる年功的な賃金カーブも、企業の現場ではさまざまな手法で実現されてい
る。こうした手法を賃金体系と呼ぶ。ここでは、企業の賃金体系のさまざまな形
態を学習し、その違いを理解する。

第7回 効率賃金仮説とサボり仮説 長期雇用と年功的賃金カーブを説明するもうひとつの理論である効率賃金仮説を
学習する。仕事が複雑で経営によるモニタリングが不完全な場合には、賃金カー
ブを年功的にすると労働者の努力を最大限に引き出すことができると考えるこの
理論の基礎を学び、人的資本理論との考え方の差異も把握する。

第10回 年功賃金と成果主義賃金 賃金体系の変化をもたらしたとされる最近の成果主義に関する実態とその議論及
び問題点を検討し、実際に導入された「成果主義賃金」における真の変化につい
て学習する。

第11回 欧米の賃金体系 欧米の賃金体系が仕事に基づくものではなく、日本の職能資格制度に近いサラ
リー・グレード制であることを学習し、その上で両者の真の差異を理解する。

第12回 「統計的差別」理論 企業内では差別が発生することがある。現代の代表的な差別のひとつは男女差別
である。この男女差別を説明する理論のうち、偏見説と統計的差別理論の概要を
理解するとともに、うちより説明力が高い統計的差別理論についてその意義を深
く学ぶ。

第15回 賃金・所得格差の実態 いわゆる「格差社会」に関する議論を学び、最新の研究に基づいてその実態につ
いて理解する。とくに、賃金格差や所得の不平等が言われているほど大きくなっ
ているわけではないことを統計に基づいて把握するとともに、格差に関する真の
問題点を理解する。

授業時間外に必要な学修 予習・復習、小テスト・定期試験対策勉強などを含めて、15週合計で60時間の授業外学修を目安とする。
提出課題など 学生へのフィードバックとして、（１）毎回出欠とともに質問等を受け付け、それに対する回答を原則次

回の講義にて行う。（２）練習問題等の解答チェックを個別に行うとともに、正答を全学生に提示する。
（３）中間テストの採点結果付答案は、全学生に返却する。

第2回 正規社員と非正規社員 企業の従業員は一般的に「正規社員」と「非正規社員」からなる。とくに「非正
規社員」の種類とその違いを具体的に学習するとともに、その企業内における位
置づけについて正確に理解し、その両者が必ずしも断絶されているわけではない
ことを理解する。

第14回 労働組合の役割－発言と離職 労働組合の企業活動への影響について学ぶ。とくに労働組合の賃金への効果、生
産性への効果について複数の視点から学習し、いわゆる内部労働市場において労
働組合は「発言」機能を通して企業の生産性を向上させる側面もあることを理解
する。

第13回 労働組合の構造と機能 実際の企業の中には、労働者の組織としての労働組合が存在する。労働組合の構
造や諸類型とその歴史、及び期待される機能・役割、存在意義などを、国際比較
をとおして学習する。

履修するにあたって

企業で働く人の中には、比較的長く勤め続ける人もいれば、すぐに離職していく
人も存在する。離職率や勤続年数などのデータを概観し、いわゆる「長期雇用」
という慣行が、日本だけではなく、アメリカやヨーロッパなどでも観察されるこ
とを理解する。



成績評価方法・基準 講義中の小テスト1回（４０％）、定期試験（６０％）で評価する。
テキスト
指定図書
参考書 小池和男『仕事の経済学』東洋経済新報社大竹文雄『労働経済学入門』日経新聞社E.ラジアー『人事と組

織の経済学』日本経済新聞社P.ミルグローム & J.ロバーツ『組織の経済学』NTT出版



授業科目名 現代の経済Ⅰ 単位数

開講キャンパス代表教員 永岡　成人

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

経済学（ミクロ経済学およびマクロ経済学）の入門的な内容を講義します。この授業では、主にミクロ経済学を
取り扱います。共通教育科目（リベラルアーツ科目群・社会科学分野）のひとつであるこの科目を履修すること
で、全学のディプロマ・ポリシーにおける「広い教養を身につけ、豊かな人間性や社会性を涵養する」ことを目
指します。

授業の目的

簡単なモデルを用いた経済学的分析を行うことができる。到達目標

ミクロ経済学授業のキーワード

講義形式授業の進め方

第1回 授業を始めるにあたって ガイダンスを行うとともに、この授業でどのような内容を取り扱うかを説明しま
す。

第3回 比較優位
第4回 社会的分業 比較優位の考え方に基づく社会的分業と交換による利益を紹介します。

第6回 供給曲線 財の価格と売り手の供給量の関係を表す供給曲線を紹介します。　
第5回 需要曲線 財の価格と買い手の需要量の関係を表す需要曲線を紹介します。

第9回 比較静学分析 何らかの要因によって市場の需要・供給の様子が変化したときに、市場均衡がど
のように変化するかを調べてみます。

第8回 授業で用いる数学 この授業で用いる数学を紹介します。

第7回 市場均衡理論 多数の買い手と売り手が取引に参加する市場で、どのような取引が行われるかを
説明する理論として、市場均衡理論を紹介します。

第10回 消費者余剰 取引に参加した買い手がその取引から得た余剰の大きさを測る消費者余剰の考え
方を紹介します。

第11回 生産者余剰 取引に参加した売り手がその取引から得た余剰の大きさを測る生産者余剰の考え
方を紹介します。

第12回 市場均衡における総余剰 数値例を用いて、様々な価格で様々な取引が行われたときの消費者余剰と生産者
余剰を計算してみて、それらを合計した総余剰がどうなっているかを調べてみま
す。

第15回 まとめ この授業で取り扱ってきた内容をまとめます。

授業時間外に必要な学修 授業の進行に応じて練習問題を出題しますので、講義内容を復習するとともに考えてみてください。ま
た、予習については授業の進行と必要に応じて指示します。予習復習および学期末に出題する課題を合計
して、週当たり4時間程度の授業時間外の学習時間を見込んでいます。

提出課題など 課題へのフィードバックとして、講評をdotCampusにアップロードします。
成績評価方法・基準 学期末に出題する課題によって評価します。
テキスト 講義資料を配布します。
指定図書
参考書 中谷武・中村保『1からの経済学』碩学舎、2010年。伊藤元重『入門経済学（第4版）』日本評論社、2015

年。安藤至大『ミクロ経済学の第一歩』有斐閣、2013年。

第2回 分業の利益 数値例を用いて、2人で2つの仕事を分業する場合に、全体でできる成果を大きく
する分業方法を調べてみます。

第14回 ミクロ経済学の実験研究 ミクロ経済学の実験研究を紹介します。
第13回 市場均衡の効率性 市場均衡では総余剰が最大化されていることを確かめてみます。

履修するにあたって この授業では数学を用います。必要に応じて解説する予定ですが、中学校から高等学校1年生程度までの数学を復
習しておくと理解しやすいと思います。

比較優位の考え方を紹介します。



授業科目名 現代の経済Ⅰ 単位数

開講キャンパス代表教員 永岡　成人

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜1限

＜授業計画＞
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ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

経済学（ミクロ経済学およびマクロ経済学）の入門的な内容を講義します。この授業では、主にミクロ経済学を
取り扱います。共通教育科目（リベラルアーツ科目群・社会科学分野）のひとつであるこの科目を履修すること
で、全学のディプロマ・ポリシーにおける「広い教養を身につけ、豊かな人間性や社会性を涵養する」ことを目
指します。

授業の目的

簡単なモデルを用いた経済学的分析を行うことができる。到達目標

ミクロ経済学授業のキーワード

講義形式授業の進め方

第1回 授業を始めるにあたって ガイダンスを行うとともに、この授業でどのような内容を取り扱うかを説明しま
す。

第3回 比較優位
第4回 社会的分業 比較優位の考え方に基づく社会的分業と交換による利益を紹介します。

第6回 供給曲線 財の価格と売り手の供給量の関係を表す供給曲線を紹介します。　
第5回 需要曲線 財の価格と買い手の需要量の関係を表す需要曲線を紹介します。

第9回 比較静学分析 何らかの要因によって市場の需要・供給の様子が変化したときに、市場均衡がど
のように変化するかを調べてみます。

第8回 授業で用いる数学 この授業で用いる数学を紹介します。

第7回 市場均衡理論 多数の買い手と売り手が取引に参加する市場で、どのような取引が行われるかを
説明する理論として、市場均衡理論を紹介します。

第10回 消費者余剰 取引に参加した買い手がその取引から得た余剰の大きさを測る消費者余剰の考え
方を紹介します。

第11回 生産者余剰 取引に参加した売り手がその取引から得た余剰の大きさを測る生産者余剰の考え
方を紹介します。

第12回 市場均衡における総余剰 数値例を用いて、様々な価格で様々な取引が行われたときの消費者余剰と生産者
余剰を計算してみて、それらを合計した総余剰がどうなっているかを調べてみま
す。

第15回 まとめ この授業で取り扱ってきた内容をまとめます。

授業時間外に必要な学修 授業の進行に応じて練習問題を出題しますので、講義内容を復習するとともに考えてみてください。ま
た、予習については授業の進行と必要に応じて指示します。予習復習および学期末に出題する課題を合計
して、週当たり4時間程度の授業時間外の学習時間を見込んでいます。

提出課題など 課題へのフィードバックとして、講評をdotCampusにアップロードします。
成績評価方法・基準 学期末に出題する課題によって評価します。
テキスト 講義資料を配布します。
指定図書
参考書 中谷武・中村保『1からの経済学』碩学舎、2010年。伊藤元重『入門経済学（第4版）』日本評論社、2015

年。安藤至大『ミクロ経済学の第一歩』有斐閣、2013年。

第2回 分業の利益 数値例を用いて、2人で2つの仕事を分業する場合に、全体でできる成果を大きく
する分業方法を調べてみます。

第14回 ミクロ経済学の実験研究 ミクロ経済学の実験研究を紹介します。
第13回 市場均衡の効率性 市場均衡では総余剰が最大化されていることを確かめてみます。

履修するにあたって この授業では数学を用います。必要に応じて解説する予定ですが、中学校から高等学校1年生程度までの数学を復
習しておくと理解しやすいと思います。

比較優位の考え方を紹介します。



授業科目名 経済史総論 単位数

開講キャンパス代表教員 永岡　成人

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜1限 月曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

4

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

第二次世界大戦後の日本経済を取り上げて、戦後の日本経済の推移を観察してみるとともに、特に高度経済成長
期について、その経済の動きを経済理論に基づいて考えてみます。そのために、マクロ経済学の入門的な内容の
復習から始めて、マクロ経済学のより進んだ内容もあわせて講義します。この科目では、経済分析の基本的な考
え方を理解することと、様々な経済現象を経済理論に基づいて理解するための基礎的能力を養うことによって、
経営学部のディプロマポリシー（DP）が示す「現代の企業経営に関する基本的知識を学修し、ビジネス全般にわ
たって活用するために有用な知識を総合的に学修する」および「経営の問題を総合的に分析・解析できる知識と
技能を習得する」ことを目指します。

授業の目的

簡単なモデルを用いた経済学的分析を行うことができる。到達目標

マクロ経済学、日本経済、経済史授業のキーワード

講義形式授業の進め方

第1週 授業を始めるにあたって ガイダンスを行うとともに、この授業でどのような内容を取り扱うかを説明しま
す。

第3週 日本経済のデータ

第4週 経済成長の理論 マクロ経済の長期的な成長を説明する理論を紹介します。

第6週 需要・供給と市場均衡 需要曲線と供給曲線を用いた市場の分析方法を紹介します。

第5週 成長会計分析 経済成長の要因を、資本蓄積・人口増加・技術進歩に分解する成長会計分析を取
り上げ、日本経済の成長会計分析を紹介します。

第9週 財市場の均衡分析 財市場の均衡分析を紹介します。
第8週 マクロ経済の分析枠組み マクロ経済の総需要・総供給の均衡分析を紹介します。
第7週 授業で用いる数学 この授業で用いる数学を紹介します。

第10週 貨幣市場の均衡分析 貨幣市場の均衡分析を紹介します。
第11週 IS-LM分析 財市場と貨幣市場を同時に分析するIS-LM分析を紹介します。
第12週 経済政策の分析 IS-LM分析のモデルを用いて、財政政策や金融政策がマクロ経済にどのような影

響を与えるかを考えてみます。

第15週 まとめ この授業で取り扱ってきた内容をまとめます。

授業時間外に必要な学修 授業の進行に応じて練習問題を出題しますので、講義内容を復習するとともに考えてみてください。ま
た、予習については授業の進行と必要に応じて指示します。予習復習および学期末に出題する課題を合計
して、週当たり4時間程度の授業時間外の学習時間を見込んでいます。

提出課題など 課題へのフィードバックとして、講評をdotCampusにアップロードします。
成績評価方法・基準 学期末に出題する課題によって評価します。
テキスト 講義資料を配布します。
指定図書 吉川洋『高度成長　日本を変えた6000日』中央公論新社、2012年。
参考書 平口良司・稲葉大『マクロ経済学：入門の一歩手前から応用まで』有斐閣、2015年。福田慎一、照山博司

『マクロ経済学・入門（第5版）』有斐閣、2016年。原田泰『コンパクト日本経済論』新世社、2009年。
宮川努・細野薫・細谷圭・川上淳之『日本経済論（ベーシック+）』中央経済社、2017年。

第2週 マクロ経済の測り方 マクロ経済を測るための指標として、総生産や物価指数を紹介します。

第14週 為替相場制度 高度経済成長期の頃の為替相場制度を取り上げ、それが日本経済にどのような影
響を与えたかを考えてみます。

第13週 国際貿易 外国との貿易（輸出・輸入）の大きさを決める要因を考えてみるとともに、日本
の輸出・輸入の大きさがどのように推移してきたかを観察してみます。

履修するにあたって この授業では数学を用います。必要に応じて解説する予定ですが、中学校から高等学校1年生程度までの数学を復
習しておくと理解しやすいと思います。

第二次世界大戦後から現在までの日本のマクロ経済データの推移を観察してみま
す。



授業科目名 経済史総論 単位数

開講キャンパス代表教員 永岡　成人

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜1限 月曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

4

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

第二次世界大戦後の日本経済を取り上げて、戦後の日本経済の推移を観察してみるとともに、特に高度経済成長
期について、その経済の動きを経済理論に基づいて考えてみます。そのために、マクロ経済学の入門的な内容の
復習から始めて、マクロ経済学のより進んだ内容もあわせて講義します。この科目では、経済分析の基本的な考
え方を理解することと、様々な経済現象を経済理論に基づいて理解するための基礎的能力を養うことによって、
経営学部のディプロマポリシー（DP）が示す「現代の企業経営に関する基本的知識を学修し、ビジネス全般にわ
たって活用するために有用な知識を総合的に学修する」および「経営の問題を総合的に分析・解析できる知識と
技能を習得する」ことを目指します。

授業の目的

簡単なモデルを用いた経済学的分析を行うことができる。到達目標

マクロ経済学、日本経済、経済史授業のキーワード

講義形式授業の進め方

第1週 授業を始めるにあたって ガイダンスを行うとともに、この授業でどのような内容を取り扱うかを説明しま
す。

第3週 日本経済のデータ

第4週 経済成長の理論 マクロ経済の長期的な成長を説明する理論を紹介します。

第6週 需要・供給と市場均衡 需要曲線と供給曲線を用いた市場の分析方法を紹介します。

第5週 成長会計分析 経済成長の要因を、資本蓄積・人口増加・技術進歩に分解する成長会計分析を取
り上げ、日本経済の成長会計分析を紹介します。

第9週 財市場の均衡分析 財市場の均衡分析を紹介します。
第8週 マクロ経済の分析枠組み マクロ経済の総需要・総供給の均衡分析を紹介します。
第7週 授業で用いる数学 この授業で用いる数学を紹介します。

第10週 貨幣市場の均衡分析 貨幣市場の均衡分析を紹介します。
第11週 IS-LM分析 財市場と貨幣市場を同時に分析するIS-LM分析を紹介します。
第12週 経済政策の分析 IS-LM分析のモデルを用いて、財政政策や金融政策がマクロ経済にどのような影

響を与えるかを考えてみます。

第15週 まとめ この授業で取り扱ってきた内容をまとめます。

授業時間外に必要な学修 授業の進行に応じて練習問題を出題しますので、講義内容を復習するとともに考えてみてください。ま
た、予習については授業の進行と必要に応じて指示します。予習復習および学期末に出題する課題を合計
して、週当たり4時間程度の授業時間外の学習時間を見込んでいます。

提出課題など 課題へのフィードバックとして、講評をdotCampusにアップロードします。
成績評価方法・基準 学期末に出題する課題によって評価します。
テキスト 講義資料を配布します。
指定図書 吉川洋『高度成長　日本を変えた6000日』中央公論新社、2012年。
参考書 平口良司・稲葉大『マクロ経済学：入門の一歩手前から応用まで』有斐閣、2015年。福田慎一、照山博司

『マクロ経済学・入門（第5版）』有斐閣、2016年。原田泰『コンパクト日本経済論』新世社、2009年。
宮川努・細野薫・細谷圭・川上淳之『日本経済論（ベーシック+）』中央経済社、2017年。

第2週 マクロ経済の測り方 マクロ経済を測るための指標として、総生産や物価指数を紹介します。

第14週 為替相場制度 高度経済成長期の頃の為替相場制度を取り上げ、それが日本経済にどのような影
響を与えたかを考えてみます。

第13週 国際貿易 外国との貿易（輸出・輸入）の大きさを決める要因を考えてみるとともに、日本
の輸出・輸入の大きさがどのように推移してきたかを観察してみます。

履修するにあたって この授業では数学を用います。必要に応じて解説する予定ですが、中学校から高等学校1年生程度までの数学を復
習しておくと理解しやすいと思います。

第二次世界大戦後から現在までの日本のマクロ経済データの推移を観察してみま
す。



授業科目名 経済史総論 単位数

開講キャンパス代表教員 永岡　成人

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜1限 月曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

4

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

第二次世界大戦後の日本経済を取り上げて、戦後の日本経済の推移を観察してみるとともに、特に高度経済成長
期について、その経済の動きを経済理論に基づいて考えてみます。そのために、マクロ経済学の入門的な内容の
復習から始めて、マクロ経済学のより進んだ内容もあわせて講義します。この科目では、経済分析の基本的な考
え方を理解することと、様々な経済現象を経済理論に基づいて理解するための基礎的能力を養うことによって、
経営学部のディプロマポリシー（DP）が示す「現代の企業経営に関する基本的知識を学修し、ビジネス全般にわ
たって活用するために有用な知識を総合的に学修する」および「経営の問題を総合的に分析・解析できる知識と
技能を習得する」ことを目指します。

授業の目的

簡単なモデルを用いた経済学的分析を行うことができる。到達目標

マクロ経済学、日本経済、経済史授業のキーワード

講義形式授業の進め方

第1週 授業を始めるにあたって ガイダンスを行うとともに、この授業でどのような内容を取り扱うかを説明しま
す。

第3週 日本経済のデータ

第4週 経済成長の理論 マクロ経済の長期的な成長を説明する理論を紹介します。

第6週 需要・供給と市場均衡 需要曲線と供給曲線を用いた市場の分析方法を紹介します。

第5週 成長会計分析 経済成長の要因を、資本蓄積・人口増加・技術進歩に分解する成長会計分析を取
り上げ、日本経済の成長会計分析を紹介します。

第9週 財市場の均衡分析 財市場の均衡分析を紹介します。
第8週 マクロ経済の分析枠組み マクロ経済の総需要・総供給の均衡分析を紹介します。
第7週 授業で用いる数学 この授業で用いる数学を紹介します。

第10週 貨幣市場の均衡分析 貨幣市場の均衡分析を紹介します。
第11週 IS-LM分析 財市場と貨幣市場を同時に分析するIS-LM分析を紹介します。
第12週 経済政策の分析 IS-LM分析のモデルを用いて、財政政策や金融政策がマクロ経済にどのような影

響を与えるかを考えてみます。

第15週 まとめ この授業で取り扱ってきた内容をまとめます。

授業時間外に必要な学修 授業の進行に応じて練習問題を出題しますので、講義内容を復習するとともに考えてみてください。ま
た、予習については授業の進行と必要に応じて指示します。予習復習および学期末に出題する課題を合計
して、週当たり4時間程度の授業時間外の学習時間を見込んでいます。

提出課題など 課題へのフィードバックとして、講評をdotCampusにアップロードします。
成績評価方法・基準 学期末に出題する課題によって評価します。
テキスト 講義資料を配布します。
指定図書 吉川洋『高度成長　日本を変えた6000日』中央公論新社、2012年。
参考書 平口良司・稲葉大『マクロ経済学：入門の一歩手前から応用まで』有斐閣、2015年。福田慎一、照山博司

『マクロ経済学・入門（第5版）』有斐閣、2016年。原田泰『コンパクト日本経済論』新世社、2009年。
宮川努・細野薫・細谷圭・川上淳之『日本経済論（ベーシック+）』中央経済社、2017年。

第2週 マクロ経済の測り方 マクロ経済を測るための指標として、総生産や物価指数を紹介します。

第14週 為替相場制度 高度経済成長期の頃の為替相場制度を取り上げ、それが日本経済にどのような影
響を与えたかを考えてみます。

第13週 国際貿易 外国との貿易（輸出・輸入）の大きさを決める要因を考えてみるとともに、日本
の輸出・輸入の大きさがどのように推移してきたかを観察してみます。

履修するにあたって この授業では数学を用います。必要に応じて解説する予定ですが、中学校から高等学校1年生程度までの数学を復
習しておくと理解しやすいと思います。

第二次世界大戦後から現在までの日本のマクロ経済データの推移を観察してみま
す。



授業科目名 基礎経済学Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 永岡　成人

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

初学者を想定し、経済学（ミクロ経済学およびマクロ経済学）の入門的な内容を講義します。この授業では、主
にミクロ経済学を取り扱います。この科目では、経済分析の基本的な考え方を理解することと、様々な経済現象
を経済理論に基づいて理解するための基礎的能力を養うことによって、経営学部のディプロマポリシー（DP）が
示す「現代の企業経営に関する基本的知識を学修し、ビジネス全般にわたって活用するために有用な知識を総合
的に学修する」および「経営の問題を総合的に分析・解析できる知識と技能を習得する」ことを目指します。

授業の目的

簡単なモデルを用いた経済学的分析を行うことができる。到達目標

ミクロ経済学授業のキーワード

講義形式授業の進め方

第1回 授業を始めるにあたって ガイダンスを行うとともに、この授業でどのような内容を取り扱うかを説明しま
す。

第3回 比較優位
第4回 社会的分業 比較優位の考え方に基づく社会的分業と交換による利益を紹介します。

第6回 供給曲線 財の価格と売り手の供給量の関係を表す供給曲線を紹介します。
第5回 需要曲線 財の価格と買い手の需要量の関係を表す需要曲線を紹介します。

第9回 比較静学 何らかの要因によって市場の需要・供給の様子が変化したときに、市場均衡がど
のように変化するかを調べてみます。

第8回 授業で用いる数学 この授業で用いる数学を紹介します。

第7回 市場均衡理論 多数の買い手と売り手が取引に参加する市場で、どのような取引が行われるかを
説明する理論として、市場均衡理論を紹介します。

第10回 消費者余剰 取引に参加した買い手がその取引から得た余剰の大きさを測る消費者余剰の考え
方を紹介します。

第11回 生産者余剰 取引に参加した売り手がその取引から得た余剰の大きさを測る生産者余剰の考え
方を紹介します。

第12回 市場均衡における総余剰 数値例を用いて、様々な価格で様々な取引が行われたときの消費者余剰と生産者
余剰を計算してみて、それらを合計した総余剰がどうなっているかを調べてみま
す。

第15回 まとめ この授業で取り扱ってきた内容をまとめます。

授業時間外に必要な学修 授業の進行に応じて練習問題を出題しますので、講義内容を復習するとともに考えてみてください。ま
た、予習については授業の進行と必要に応じて指示します。予習復習および学期末に出題する課題を合計
して、週当たり4時間程度の授業時間外の学習時間を見込んでいます。

提出課題など 課題へのフィードバックとして、講評をdotCampusにアップロードします。
成績評価方法・基準 学期末に出題する課題によって評価します。
テキスト 講義資料を配布します。
指定図書
参考書 中谷武・中村保『1からの経済学』碩学舎、2010年。伊藤元重『入門経済学（第4版）』日本評論社、2015

年。安藤至大『ミクロ経済学の第一歩』有斐閣、2013年。

第2回 分業の利益 数値例を用いて、2人で2つの仕事を分業する場合に、全体でできる成果を大きく
する分業方法を調べてみます。

第14回 市場の失敗 市場均衡理論が想定する仮定が満たされないときには、市場均衡において総余剰
が最大化されるとは限らないことを紹介します。

第13回 市場均衡の効率性 市場均衡では総余剰が最大化されていることを確かめてみます。

履修するにあたって この授業では数学を用います。必要に応じて解説する予定ですが、中学校から高等学校1年生程度までの数学を復
習しておくと理解しやすいと思います。

比較優位の考え方を紹介します。



授業科目名 基礎経済学Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 永岡　成人

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

初学者を想定し、経済学（ミクロ経済学およびマクロ経済学）の入門的な内容を講義します。この授業では、主
にミクロ経済学を取り扱います。この科目では、経済分析の基本的な考え方を理解することと、様々な経済現象
を経済理論に基づいて理解するための基礎的能力を養うことによって、経営学部のディプロマポリシー（DP）が
示す「現代の企業経営に関する基本的知識を学修し、ビジネス全般にわたって活用するために有用な知識を総合
的に学修する」および「経営の問題を総合的に分析・解析できる知識と技能を習得する」ことを目指します。

授業の目的

簡単なモデルを用いた経済学的分析を行うことができる。到達目標

ミクロ経済学授業のキーワード

講義形式授業の進め方

第1回 授業を始めるにあたって ガイダンスを行うとともに、この授業でどのような内容を取り扱うかを説明しま
す。

第3回 比較優位
第4回 社会的分業 比較優位の考え方に基づく社会的分業と交換による利益を紹介します。

第6回 供給曲線 財の価格と売り手の供給量の関係を表す供給曲線を紹介します。
第5回 需要曲線 財の価格と買い手の需要量の関係を表す需要曲線を紹介します。

第9回 比較静学 何らかの要因によって市場の需要・供給の様子が変化したときに、市場均衡がど
のように変化するかを調べてみます。

第8回 授業で用いる数学 この授業で用いる数学を紹介します。

第7回 市場均衡理論 多数の買い手と売り手が取引に参加する市場で、どのような取引が行われるかを
説明する理論として、市場均衡理論を紹介します。

第10回 消費者余剰 取引に参加した買い手がその取引から得た余剰の大きさを測る消費者余剰の考え
方を紹介します。

第11回 生産者余剰 取引に参加した売り手がその取引から得た余剰の大きさを測る生産者余剰の考え
方を紹介します。

第12回 市場均衡における総余剰 数値例を用いて、様々な価格で様々な取引が行われたときの消費者余剰と生産者
余剰を計算してみて、それらを合計した総余剰がどうなっているかを調べてみま
す。

第15回 まとめ この授業で取り扱ってきた内容をまとめます。

授業時間外に必要な学修 授業の進行に応じて練習問題を出題しますので、講義内容を復習するとともに考えてみてください。ま
た、予習については授業の進行と必要に応じて指示します。予習復習および学期末に出題する課題を合計
して、週当たり4時間程度の授業時間外の学習時間を見込んでいます。

提出課題など 課題へのフィードバックとして、講評をdotCampusにアップロードします。
成績評価方法・基準 学期末に出題する課題によって評価します。
テキスト 講義資料を配布します。
指定図書
参考書 中谷武・中村保『1からの経済学』碩学舎、2010年。伊藤元重『入門経済学（第4版）』日本評論社、2015

年。安藤至大『ミクロ経済学の第一歩』有斐閣、2013年。

第2回 分業の利益 数値例を用いて、2人で2つの仕事を分業する場合に、全体でできる成果を大きく
する分業方法を調べてみます。

第14回 市場の失敗 市場均衡理論が想定する仮定が満たされないときには、市場均衡において総余剰
が最大化されるとは限らないことを紹介します。

第13回 市場均衡の効率性 市場均衡では総余剰が最大化されていることを確かめてみます。

履修するにあたって この授業では数学を用います。必要に応じて解説する予定ですが、中学校から高等学校1年生程度までの数学を復
習しておくと理解しやすいと思います。

比較優位の考え方を紹介します。



授業科目名 日本文学入門 単位数

開講キャンパス代表教員 中村　健史

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

　この科目は、人文学部のディプロマポリシーのうち「複数の分野の基礎知識を教養として身につけている」
「獲得した知識と体験と技能を活用して、自らが設定した課題や問題点を論理的な分析と考察をとおして解決・
解明へと導くことができる」「多様な他者と共存して、異なった価値観を尊重し、積極的に交流・協働できる」
「将来にわたって知的好奇心を失わず、自立的に深く学修できる」ことを目指して実施される。　この科目は言
語文学科目群に属する専門教育科目であり、同時に教職科目（国語）に属する。　この科目ではもっぱら国文学
の成立と展開をたどりながら、形態、理念、文学史の流れ、構想と表現、文学研究および教材研究の方法論・視
点・知識などを講義する。授業で取り扱う範囲は、奈良時代にはじまりおおむね1900年ごろを下限とする。なお
受講生は毎時質問・発言・討議を求められるので、能動的な学修態度で受講することが期待される。　授業の目
的は以下の通りである。　（１）国文学の成立と展開を踏まえ、作品の形態、理念、文学史の流れ、構想と表現
などを理解する。　（２）文学研究および教材研究の方法論・視点・知識を習得する。　この科目は、実務経験
（高等学校を中心とする国語科教員）のある教員が担当する。必要に応じて、教育現場での実例や知見にも触れ
つつ授業を進めてゆく。

授業の目的

　（１）国文学の成立と展開を踏まえ、作品の形態、理念、文学史の流れ、構想と表現などが理解できている。
　（２）文学研究および教材研究の方法論・視点・知識を習得している。

到達目標

国文学、形態、理念、構想、表現授業のキーワード

　講義形式で行うが、受講生には積極的な発言・討議を求める。授業の進め方

第1回 序説 授業の内容を案内し、あわせて国文学における文学形式（ジャンル）、時代区
分、研究方法および研究史について概説する。「授業の目的」（１）（２）に対
応（以下すべて同じ）。

第3回 文学史の流れ

第4回 物語とその研究（形態と教材研
究２）

『源氏物語』を中心として国文学の形態（物語）について解説し、物語研究およ
び教材研究の手法を考察する。受講生の質問・発言を促し、討議を交えつつ授業
を進てゆく。

第6回 評論・随筆とその研究（形態と
教材研究３）

『方丈記』を中心として国文学の形態（評論・随筆）について解説し、評論・随
筆研究および教材研究の手法を考察する。受講生の質問・発言を促し、討議を交
えつつ授業を進てゆく。

第5回 文学理念と叙述 『源氏物語』を中心として作品の構想と表現、なかでも文学的理念と叙述の関係
について考察する。受講生の質問・発言を促し、討議を交えつつ授業を進てゆ
く。

第9回 人物描写（構想と表現２） 『平家物語』を中心として作品の構想と表現、なかでも人物描写のあり方につい
て考察する。受講生の質問・発言を促し、討議を交えつつ授業を進てゆく。

第8回 軍記・説話とその研究（形態と
教材研究４）

『平家物語』を中心として国文学の形態（軍記・説話）について解説し、軍記・
説話研究および教材研究の手法を考察する。受講生の質問・発言を促し、討議を
交えつつ授業を進てゆく。

第7回 作品と典拠（構想と表現１） 『方丈記』を中心として作品の構想と表現、なかでも作品と典拠の関係について
考察する。受講生の質問・発言を促し、討議を交えつつ授業を進てゆく。

第10回 日記・紀行とその研究（形態と
教材研究５）

『奥の細道』を中心として国文学の形態（日記・紀行）について解説し、日記・
紀行研究および教材研究の手法を考察する。受講生の質問・発言を促し、討議を
交えつつ授業を進てゆく。

第11回 自然描写（構想と表現３） 『奥の細道』を中心として作品の構想と表現、なかでも自然描写のあり方につい
て考察する。受講生の質問・発言を促し、討議を交えつつ授業を進てゆく。

第12回 近世小説とその研究（形態と教
材研究６）

『雨月物語』を中心として国文学の形態（近世小説）について解説し、近世小説
研究および教材研究の手法を考察する。受講生の質問・発言を促し、討議を交え
つつ授業を進てゆく。

第15回 事実と虚構（構想と表現５） 『舞姫』を中心として作品の構想と表現、なかでも事実と虚構の関係について考
察する。受講生の質問・発言を促し、討議を交えつつ授業を進てゆく。

授業時間外に必要な学修 　授業時間外に必要な学修の目安となる時間は、１回あたり３時間程度である。あらかじめ指定されたテ
キストを読み、その作品の文学史的知識を調査しておくこと。また、必要に応じて、前時の授業内容を復
習し、理解・記憶すること。

提出課題など 　授業では随時小レポートを課す。また、学期末には期末レポートを課す。ともに優秀作を受講生に提示
し、必要に応じて解説を加える等する。　期末レポートについては教務事務窓口の掲示を確認すること。

成績評価方法・基準 　授業への参加度（小レポートおよび発表、討議等をあわせて評価する）を３０％、期末レポートを
７０％として評価する。ともに評価の基準は、「到達目標」（１）～（２）が達成できているかどうかで
ある。

テキスト 　プリントを使用する。　プリントは第１回の授業時にまとめて全回分を配布する。第１回の授業に欠席
した受講生は、担当者の研究室前に残部を置いておくので、第２回の授業までに入手しておくこと。

第2回 和歌とその研究（形態と教材研
究１）

『古今集』『新古今集』『玉葉集』を中心として国文学の形態（和歌）について
解説し、和歌研究および教材研究の手法を考察する。受講生の質問・発言を促
し、討議を交えつつ授業を進てゆく。

第14回 小説とその研究（形態と教材研
究７）

『舞姫』を中心として国文学の形態（小説）について解説し、小説研究および教
材研究の手法を考察する。受講生の質問・発言を促し、討議を交えつつ授業を進
てゆく。

第13回 主題と叙述（構想と表現４） 『雨月物語』を中心として作品の構想と表現、なかでも主題と叙述の関係につい
て考察する。受講生の質問・発言を促し、討議を交えつつ授業を進てゆく。

履修するにあたって 　履修登録者はこのシラバスを読み、内容に同意したものと見なす。　この科目は教職科目（国語）を兼ねてお
り、専ら教職履修者に照準を据えた進度・形式・難易度で授業を進めてゆく。　授業計画は、実際の授業の進度
に応じて順序を変更する場合がある。　予習なしに出席することは認めない。　授業中は私語を禁じる。私語が
見られた場合、課題を提出する権利を剥奪することがある。　受講生は積極的な発言・討議が求められる。　提
出物はフィードバックに利用する場合がある（全体に配布・掲示する場合には、氏名・学籍番号等が分からない
ように加工する）。

『古今集』『新古今集』『玉葉集』を中心として作品の構想と表現、なかでも国
文学の変遷や流れについて考察する。受講生の質問・発言を促し、討議を交えつ
つ授業を進てゆく。



指定図書 　久保田淳他『日本文学史』おうふう　１９９７年　２０５２円　ISBN:9784273029883
参考書 　『岩波文庫』『日本古典文学大系』『新日本古典文学大系』『新日本古典文学大系明治編』（以上岩波

書店）、『新編日本古典文学全集』（小学館）、『新潮日本古典文学集成』（新潮社）、『日本近代文学
大系』（角川書店）、『現代日本文学大系』（筑摩書房）等



授業科目名 基礎国語Ⅳ 単位数

開講キャンパス代表教員 中村　健史

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

　この科目は、人文学部のディプロマポリシーのうち「複数の分野の基礎知識を教養として身につけている」
「獲得した知識と体験と技能を活用して、自らが設定した課題や問題点を論理的な分析と考察をとおして解決・
解明へと導くことができる」「多様な他者と共存して、異なった価値観を尊重し、積極的に交流・協働できる」
「将来にわたって知的好奇心を失わず、自立的に深く学修できる」ことを目指して実施される。　この科目は言
語文学科目群に属する専門教育科目であり、「基礎国語２」の発展科目、「日本文学読解２」の導入科目として
位置づけられる。　この科目は古文の敬語法について学んだ上で、実際の作品に就いて講読を行う。今季取りあ
げるのは『唐物語』である。　授業の目的は以下の通りである。　（１）古文を正しく現代語訳できるようにな
る。　（２）古文の任意の箇所について文法的な説明を行えるようになる。　（３）古文の敬語法について文法
的知識を習得する。　この科目は、実務経験（高等学校を中心とする国語科教員）のある教員が担当する。必要
に応じて、教育現場での実例や知見にも触れつつ授業を進めてゆく。

授業の目的

　（１）古文を正しく現代語訳し、文章・口頭で表現できる。　（２）古文の任意の箇所について文法的な説明
を行える。　（３）古文の敬語法に関する文法的知識を運用し、高校課程程度の問題を解くことができる。　※
ここでいう「古文」とは中古文法に則ってしるされ、おおむね平安時代～鎌倉時代の一般的語彙を踏襲した文章
を指す。

到達目標

古文講読、敬語、唐物語授業のキーワード

　第１～４回は講義形式で行う。　それ以後は演習形式で行うが、担当者をあらかじめ決めることはしないの
で、全員が毎回予習してくる必要がある。その場で指名された担当者が本文を読み上げ、現代語訳を発表する。
場合によっては古典知識や文法に関する説明を追加で求めることもある。　なお、授業の性質上、授業計画（進
度、内容）に変更を加える場合がある。

授業の進め方

第1回 はじめに 古文の読解・現代語訳の方法について講義する。「授業の目的」の（１）（２）
に対応。

第3回 敬語（２）

第4回 敬語（３） 二重敬語、絶対敬語などについて講義し、問題を解きながら実践演習を行う。
「授業の目的」（３）に対応。　

第6回 『唐物語』講読（１） 十二話を講読する。指名された担当者が本文を読み上げ、現代語訳を発表する。
場合によっては古典知識や文法に関する説明を追加で求めることもある。文法事
項に関する小テストを実施する（小テストは以後毎回実施）。

第5回 敬語のまとめ 敬語についてまとめ・復習を行った上で、中間試験を実施する。

第9回 『唐物語』講読（４） 十五話を講読する。指名された担当者が本文を読み上げ、現代語訳を発表する。
場合によっては古典知識や文法に関する説明を追加で求めることもある。

第8回 『唐物語』講読（３） 十四話を講読する。指名された担当者が本文を読み上げ、現代語訳を発表する。
場合によっては古典知識や文法に関する説明を追加で求めることもある。

第7回 『唐物語』講読（２） 十三話を講読する。指名された担当者が本文を読み上げ、現代語訳を発表する。
場合によっては古典知識や文法に関する説明を追加で求めることもある。

第10回 『唐物語』講読（５） 十六話を講読する。指名された担当者が本文を読み上げ、現代語訳を発表する。
場合によっては古典知識や文法に関する説明を追加で求めることもある。

第11回 『唐物語』講読（６） 十七話を講読する。指名された担当者が本文を読み上げ、現代語訳を発表する。
場合によっては古典知識や文法に関する説明を追加で求めることもある。

第12回 『唐物語』講読（７） 十八話を講読する。指名された担当者が本文を読み上げ、現代語訳を発表する。
場合によっては古典知識や文法に関する説明を追加で求めることもある。

第15回 『唐物語』講読（１０） 二十一話を講読する。指名された担当者が本文を読み上げ、現代語訳を発表す
る。場合によっては古典知識や文法に関する説明を追加で求めることもある。

授業時間外に必要な学修 　授業時間外に必要な学修の目安となる時間は、１回あたり３時間程度である。次の授業に向けて講読箇
所を現代語訳し、必要に応じて文法的な分析を加えて予習しておくこと。また、必要に応じて、前時の授
業内容を復習し、理解・記憶すること。

提出課題など 　予習状況を確認するため数回ノートの提出を求める。ノート提出や授業時の発表については、必要に応
じてその場で講評し、受講生にフィードバックする。

成績評価方法・基準 　授業内で指名されて講読・解釈したときの回答内容を４０％として評価する。評価基準は、「到達目
標」（１）（２）及び「適切に予習を行っているか」である。　授業時に数回、ノートの提出を求める。
ノートに記入された予習内容を１０％として評価する。評価基準は上記に同じ。　中間テストを３０％と
して評価する。評価基準は、「到達目標」（３）である。　小テスト（第６～１５回に実施）を２０％と
して評価する。評価基準は、「到達目標」（２）である。

テキスト 　プリントを使用する。　古語辞典（電子辞書でも可）と文法書（高校生のとき使用したものでよい）を
毎時持参すること。

指定図書
参考書

第2回 敬語（１） 敬語の種類、現代語訳の方法、本動詞・補助動詞の区別などについて講義し、問
題を解きながら実践演習を行う。「授業の目的」（３）に対応。　

第14回 『唐物語』講読（９） 二十話を講読する。指名された担当者が本文を読み上げ、現代語訳を発表する。
場合によっては古典知識や文法に関する説明を追加で求めることもある。

第13回 『唐物語』講読（８） 十九話を講読する。指名された担当者が本文を読み上げ、現代語訳を発表する。
場合によっては古典知識や文法に関する説明を追加で求めることもある。

履修するにあたって 　履修要件は「古文の文章について、品詞分解し、文法的説明ができること」（おおむね基礎国語２の到達目標
に相当）である。授業は、受講生にこうした学力が備わっていることを前提として進めてゆく。　履修登録者は
このシラバスを読み、内容に同意したものと見なす。　授業中は私語を禁じる。私語が見られた場合、課題を提
出する権利を剥奪することがある。　予習をせずに出席することは認めない。　この科目は教職科目（国語）を
兼ねており、専ら教職履修者に照準を据えた進度・形式・難易度で授業を進めてゆく。

敬意の方向、敬語の語彙などについて講義し、問題を解きながら実践演習を行
う。「授業の目的」（３）に対応。　



授業科目名 日本文学読解Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 中村　健史

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

　この科目は、人文学部のディプロマポリシーのうち「複数の分野の基礎知識を教養として身につけている」
「獲得した知識と体験と技能を活用して、自らが設定した課題や問題点を論理的な分析と考察をとおして解決・
解明へと導くことができる」「多様な他者と共存して、異なった価値観を尊重し、積極的に交流・協働できる」
「将来にわたって知的好奇心を失わず、自立的に深く学修できる」ことを目指して実施される。　この科目は言
語文学科目群に属する専門教育科目であり、「基礎国語４」の発展科目として位置づけられる。　この科目は古
文の講読を行う。今季取りあげるのは石川雅望『しみのすみか物語』である。　授業の目的は以下の通りであ
る。　（１）古文を正しく現代語訳できるようになる。　（２）古文の任意の箇所について文法的な説明を行え
るようになる。　（３）作品の主題や表現上の特色などを理解する。　この科目は、実務経験（高等学校を中心
とする国語科教員）のある教員が担当する。必要に応じて、教育現場での実例や知見にも触れつつ授業を進めて
ゆく。

授業の目的

　（１）古文を正しく現代語訳し、文章・口頭で表現できる。　（２）古文の任意の箇所について文法的な説明
を行える。　（３）作品の主題や表現上の特色などを文章にまとめることができる。　※ここでいう「古文」と
は中古文法に則ってしるされ、おおむね平安時代～鎌倉時代の一般的語彙を踏襲した文章を指す。

到達目標

古文講読、石川雅望、しみのすみか物語授業のキーワード

　演習形式で行うが、担当者をあらかじめ決めることはしないので、全員が毎回予習してくる必要がある。その
場で指名された担当者が本文を読み上げ、現代語訳を発表する。場合によっては古典知識や文法に関する説明を
追加で求めることもある。　なお、授業の性質上、授業計画（進度、内容）に変更を加える場合がある。

授業の進め方

第1回 はじめに 古文の基本的な読解・現代語訳の方法について説明する。この回は予習不要。
「授業の目的」（１）（２）に対応。

第3回 『しみのすみか物語』講読
（２）

第4回 『しみのすみか物語』講読
（３）

有朋堂版を３０３頁から２頁程度講読する。指名された担当者が本文を読み上
げ、現代語訳を発表する。場合によっては古典知識や文法に関する説明を追加で
求めることもある。

第6回 『しみのすみか物語』講読
（５）

有朋堂版を３０７頁から２頁程度講読する。指名された担当者が本文を読み上
げ、現代語訳を発表する。場合によっては古典知識や文法に関する説明を追加で
求めることもある。

第5回 『しみのすみか物語』講読
（４）

有朋堂版を３０５頁から２頁程度講読する。指名された担当者が本文を読み上
げ、現代語訳を発表する。場合によっては古典知識や文法に関する説明を追加で
求めることもある。

第9回 『しみのすみか物語』講読
（８）

有朋堂版を３１３頁から２頁程度講読する。指名された担当者が本文を読み上
げ、現代語訳を発表する。場合によっては古典知識や文法に関する説明を追加で
求めることもある。

第8回 『しみのすみか物語』講読
（７）

有朋堂版を３１１頁から２頁程度講読する。指名された担当者が本文を読み上
げ、現代語訳を発表する。場合によっては古典知識や文法に関する説明を追加で
求めることもある。

第7回 『しみのすみか物語』講読
（６）

有朋堂版を３０９頁から２頁程度講読する。指名された担当者が本文を読み上
げ、現代語訳を発表する。場合によっては古典知識や文法に関する説明を追加で
求めることもある。

第10回 『しみのすみか物語』講読
（９）

有朋堂版を３１５頁から２頁程度講読する。指名された担当者が本文を読み上
げ、現代語訳を発表する。場合によっては古典知識や文法に関する説明を追加で
求めることもある。

第11回 『しみのすみか物語』講読
（１０）

有朋堂版を３１７頁から２頁程度講読する。指名された担当者が本文を読み上
げ、現代語訳を発表する。場合によっては古典知識や文法に関する説明を追加で
求めることもある。

第12回 『しみのすみか物語』講読
（１１）

有朋堂版を３１９頁から２頁程度講読する。指名された担当者が本文を読み上
げ、現代語訳を発表する。場合によっては古典知識や文法に関する説明を追加で
求めることもある。

第15回 『しみのすみか物語』講読
（１４）

有朋堂版を３２５頁から２頁程度講読する。指名された担当者が本文を読み上
げ、現代語訳を発表する。場合によっては古典知識や文法に関する説明を追加で
求めることもある。

授業時間外に必要な学修 　授業時間外に必要な学修の目安となる時間は、１回あたり３時間程度である。次の授業に向けて講読箇
所を現代語訳し、必要に応じて文法的な分析を加えて予習しておくこと。また、必要に応じて、前時の授
業内容を復習し、理解・記憶すること。

提出課題など 　予習状況を確認するため数回ノートの提出を求める。ノート提出や授業時の発表については、必要に応
じてその場で講評し、受講生にフィードバックする。

成績評価方法・基準 　授業内で指名されて講読・解釈したときの回答内容を５０％として評価する。評価基準は、「到達目
標」（１）（２）及び「適切に予習を行っているか」である。　授業時に数回、ノートの提出を求める。
ノートに記入された予習内容を１０％として評価する。評価基準は上記に同じ。　期末テストを４０％と
して評価する。評価基準は、「到達目標」（１）（２）（３）である。

第2回 『しみのすみか物語』講読
（１）

有朋堂版を２９９頁から２頁程度講読する。指名された担当者が本文を読み上
げ、現代語訳を発表する。場合によっては古典知識や文法に関する説明を追加で
求めることもある。「授業の目的」（１）～（３）に対応（以下すべて同じ）。

第14回 『しみのすみか物語』講読
（１３）

有朋堂版を３２３頁から２頁程度講読する。指名された担当者が本文を読み上
げ、現代語訳を発表する。場合によっては古典知識や文法に関する説明を追加で
求めることもある。

第13回 『しみのすみか物語』講読
（１２）

有朋堂版を３２１頁から２頁程度講読する。指名された担当者が本文を読み上
げ、現代語訳を発表する。場合によっては古典知識や文法に関する説明を追加で
求めることもある。

履修するにあたって 　履修要件は「古文の文章について、品詞分解し、文法的説明ができること」（おおむね基礎国語２の到達目標
に相当）である。授業は、受講生にこうした学力が備わっていることを前提として進めてゆく。　履修登録者は
このシラバスを読み、内容に同意したものと見なす。　授業中は私語を禁じる。　私語が見られた場合、課題を
提出する権利を剥奪することがある。　予習をせずに出席することは認めない。　この科目は教職科目（国語）
を兼ねており、専ら教職履修者に照準を据えた進度・形式・難易度で授業を進めてゆく。　

有朋堂版を３０１頁から２頁程度講読する。指名された担当者が本文を読み上
げ、現代語訳を発表する。場合によっては古典知識や文法に関する説明を追加で
求めることもある。



テキスト 　プリントを使用する。　古語辞典（電子辞書でも可）と文法書（高校生のとき使用したものでよい）を
毎時持参すること。

指定図書
参考書



授業科目名 グローバル・コミュニケーション入門 単位数

開講キャンパス代表教員 中嶋　アンディ　史人、東　淳一、香月　裕介

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義形式授業の方法

この授業科目は以下のディプロマ・ポリシーと深く関係する科目である。2. 他者と協調、協働できるコミュニ
ケーション力を持つことができる3. 言語の基礎にある多様な社会、文化、歴史、政治、経済などについて幅広い
知識や教養を身に付けることができるこの授業科目は「学部共通科目群」に属し、「異文化コミュニケーション
論」や「グローバリズムと言語」といった科目の基礎科目として位置づけられる。国境を越えた人・モノ・情報
の移動が盛んになっているグローバルな現代において、異なる言語や文化を持つ人間同士のコミュニケーション
についての知識を修得し、その重要性が理解できることを目的とする。授業時間外に必要な学修時間の目安は週1
時間である。

授業の目的

以下について興味を持ち、適切な方法を用いて意見を述べることができる。・コミュニケーションの多様性と普
遍性・企業とコミュニケーション・社会と言語の多様性・他者への好奇心と他者感覚の定義とその重要性・異文
化理解と異文化コミュニケーション・多文化共生における言語の位置づけ

到達目標

授業のキーワード

3コースの教員がオムニバス形式で講義する。また、ゲストスピーカーによる講演も予定している。授業の進め方

第1回 グローバル・コミュニケーショ
ンとは何か

現在、あるいは過去からも含めグローバル・コミュニケーションといえるものが
存在してきました。音楽を聴いて、あるいは絵画やダンスを見て感動するなどか
ら考えると、芸術活動は一種のグローバル・コミュニケーションであるといって
よいでしょう。よりよい社会の構築をめざしてこれから私たちが実践すべき新し
いグローバル・コミュニケーションは、このようなすでに存在するグローバル・
コミュニケーションの実態を分析することから始めないといけません。また、受
講生の対多数をしめる日本人にとって、再度日本語と日本文化を深く掘り下げて
学び、そこを出発点としてグローバル・コミュニケーションを考えねばならない
でしょう。そして、一番実践可能なものとしては、異なる言語、異なる文化をも
つ人々とどのように対峙するか、どのようにコミュニケーションを行うのかとい
う視点からの行動があります。これらすべてがこの授業で扱われることになりま
すが、その概観を解説します。（東）

第3回 絵文字のもつ力

第4回 メディアとグローバル・コミュ
ニケーション

グローバル化は、実はメディアの変遷が大きく関わっています。特にインター
ネット関連のさまざまな技術が今のグローバル化を押し進めてきたといっていい
でしょう。インターネットのさまざまな規格、Webの作りの変遷、インタラク
ティブなWebページの実現、Content Management Systemの変遷、SNSの出現、
オープンソースと新インターネット時代の著作権、GAFAの出現などについて考え
ます。（東）

第6回 日本の近現代史と日本語教育 近現代の日本がどのような目的で日本語教育を行ってきたかを学び、「私たちは
なぜ外国語を学ぶのか」について改めて考える。（香月）

第5回 ビジネスにおけるグローバル・
コミュニケーションの語彙

ビジネスをする上でさまざまな交渉ごとのベースとなる考え方があれば、特にグ
ローバルにビジネス展開する企業にとっては有益といえます。このベースとなる
考え方として西洋社会中心に浸透しているのがマーケティングの考え方です。グ
ローバル社会でビジネスを行うにあたっては、単にビジネスシーンで使われる英
語会話などを学ぶだけでは不十分であり、ビジネスの基盤となる理論あるいは
ルールといえるマーケティングで用いられる語彙や概念を知っておく必要があり
ます。マーケティングの考え方のうち、製品のライフサイクルと絡めてマーケ
ティング・コミュニケーション、価格設定、新製品開発のあり方などを考えま
す。なお、第1回から第5回までの内容についての確認のための試験を実施しま
す。（東）

第9回 海外の日本語教育と日本語教材 海外の日本語教育の現状について学ぶ。また、日本語を学ぶための教材にはどの
ようなものがあるかを知る。それらを通して、外国語環境で外国語を学ぶことの
意味と難しさを考える。（香月）

第8回 日本語の特徴と様々な日本語 日本語の特徴と多様性について学び、言語を相対化して捉える視点を身につけ
る。（香月）

第7回 日本国内の日本語学習者 日本国内にいる多様な日本語学習者とその背景について学び、そのような人々と
の共生のあり方について考える。（香月）

第10回 やさしい日本語 「やさしい日本語」という考え方と意義を学ぶ。また、「やさしい日本語」の実
践を通して、「異文化コミュニケーション＝外国語」という固定観念を取り払
う。（香月）

第11回 異文化理解1　 異文化間コミュニケーションにおいてわかりやすい英語とは何かについて考え
る。（中嶋）　　

第12回 異文化理解２　 異文化間コミュニケーションにおいてわかりやすいコミュニケーションとは何か
について考察する。（中嶋）　　　

第15回 異文化理解５ 日本とアメリカの社会・政治・宗教などの違いを概観しながら、グローバルに生
きるための人生観を構築する。（中嶋）　　　

第2回 見た目、そして色彩 一般的に人の印象は見た目が大きく左右することが知られている。この「見た
目」というのは一体何なのだろう。ビジュアルな情報といえば、文化によってそ
の意味するところが異なる場合もあるものの、色彩もある程度グローバルにある
メッセージを私たちに発信してくれる。人の視覚的なイメージ、そして色彩につ
いて検討を加えてみます。（東）

第14回 異文化理解４ 日本とアメリカの教育、仕事、子育ての考え方について考察しながら、グローバ
ルに生きるための人生観を構築する。（中嶋）　　　

第13回 異文化理解３ 日本とアメリカの多文化共生の見方について考察しながら、あるべき多文化共生
のモデルについて考察する。（中嶋）　　

履修するにあたって

SNSなどでお馴染みの絵文字。これはもともとはテキストを入力するときの個々
の文字（キャラクター）によって作られました(^_^)/。しかし、スマートフォン
が登場すると、現在のようなグラフィック型の絵文字が登場します。現在の絵文
字はコミュニケーションにおいてどのような働き方をするのでしょう。また、他
国でも絵文字は使用されているのでしょうか。絵文字を少し言語学的に掘り下げ
て考えるとともに、視覚情報が教育やビジネスでどのように使われてきたのかに
ついても調べてみます。（東）



授業時間外に必要な学修 授業時間外に必要な学修時間の目安は週1時間である。
提出課題など 各回担当教員の指示に従い、提出すること。
成績評価方法・基準 平常点（60%）、レポート（もしくは試験）（40％）平常点には授業中の貢献度(態度・質疑・発表を含め

る)などが含まれる。
テキスト 中西のりこ・仁科恭徳編著（2018）：グローバル・コミュニケーション学入門、三省堂。（ISBN:978-4-

385-36416-2、2、300円プラス税）
指定図書 授業中に適宜指示する。
参考書 授業中に適宜指示する。



授業科目名 健康心理学（健康・医療心理学） 単位数

開講キャンパス代表教員 中村　珍晴

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

　この講義は、心理学部3年次生以上を対象に開講される専門講義科目であり、公認心理師の実践的心理学科目で
す。心理学部DP1である、「心理学の専門知識を習得し、医療・福祉・教育・産業・司法などの分野で専門知識を
生かすことができる」およびDP5「心理学の専門知識や研究成果を第三者に適切に伝えることができる」の習得を
目指します。　心理学研究およびその実践の深化を受けて、近年では精神的健康に関する注目が高まっていま
す。ただし精神的健康に関する研究は、うつ病や統合失調症などの重篤な精神障害のみを扱っているわけではあ
りません。この授業で扱う健康心理学は、我々が日々生活している中で受けるストレスと、それを契機に生じる
様々な諸問題を対象にしています。それらへの介入や予防についても扱います。さらに、食生活や睡眠、喫煙な
どの身体の健康増進についても多くの知見を有しています。　これらのように卑近ではありますが、その分誰に
でも応用できる実践力の高い学問が健康心理学です。この授業では、まずそれらの概説を行います。それに加え
て近年注目を集めている話題についても扱います。具体的にはストレスチェックに代表される組織における心身
の健康や、災害時における心身の健康支援、「健康日本21」などの健康増進施策についても触れます。それらを
通して、自分自身や周りの人々の健康のあり方について理解を深めていくことを目指します。

授業の目的

1．ストレスと心身の疾病との関係について、基本的な説明ができる。（知識）2．医療現場における心理社会的
課題及び必要な支援について、基本的な説明ができる。（知識）3．保健活動が行われている現場における心理社
会的課題及び必要な支援について、基本的な説明ができる。（知識）4．災害時等に必要な心理に関する支援につ
いて、基本的な説明ができる。（知識）5．医療分野の公認心理師が関わる基本的な事項に関心を持ち、その課題
と支援について心理学的観点から考えることができる（態度・習慣）。

到達目標

ストレス、心身相関、ストレスマネジメント、ヘルスケア授業のキーワード

講義を中心に、様々なワークを取り入れながら進めます。講義中も出席カードなどを用いて受講生の質問や感
想・意見を集め、また理解度を確認しながら双方向的な授業を作ります。

授業の進め方

第1回 健康心理学とは何か 健康心理学が扱うテーマと目標（健康の維持と増進、病気の予防と治療など）の
概説を通して、健康心理学が担う役割について説明します。

第3回 ストレスの生理と心身の疾病

第4回 心身の健康増進とストレスマネ
ジメント

こころとからだの健康増進のための様々なアプローチ方法について概説します。
心理援助や心理教育について解説するとともに、予防の考え方とその活動につい
ても触れます。

第6回 心身症①　自律神経失調症 罹患率の高さで知られる自律神経失調症について概説します。加えて消化器系に
生じるいくつかの疾患についても解説し、タイプA型行動パターンなどのパーソ
ナリティ要因について触れます。

第5回 心身の健康とライフサイクル ライフサイクルや対象者に合わせた健康心理学の役割について概説します。子ど
も～高齢者についてや、女性を取り巻く健康問題について解説します。またここ
までの内容について中間試験を行います。

第9回 健康増進と生活習慣病予防①　
食生活

健康心理学が食生活の改善に果たす役割について概説します。特に肥満や糖尿
病、心血管疾患に与える影響について触れ、それへの第一次～第三次予防アプ
ローチについて解説します。

第8回 心身症③　摂食障害 身体面へ強く症状が顕れる心身症である摂食障害について概説します。神経性や
せ症・神経性過食症がもつ食行動異常に加えて、アレキシサイミア・アレキシソ
ミアなどの症状についても解説します。

第7回 心身症②　抑うつ状態 心理面の関与が大きい心身症である抑うつ状態について概説します。加えて燃え
尽き症候群や自殺の問題についても触れ、同時に周囲の人々への心身のサポート
についても解説します。

第10回 健康増進と生活習慣病予防②　
睡眠

健康心理学が睡眠の改善に果たす役割について概説します。睡眠が果たす心身の
健康増進について触れるに加え、睡眠障害についての第一次～第三次予防アプ
ローチについて解説します。

第11回 健康増進と生活習慣病予防③　
喫煙

健康心理学が喫煙の問題に果たす役割を概説します。依存形成について触れ、肺
がんや慢性閉塞性肺疾患への予防アプローチについて解説します。またここまで
の内容について中間試験を行います。

第12回 組織における心身の健康増進 健康心理学が組織において果たす役割を概説します。特に職場ストレスについて
触れ、それへのアセスメントやケアのあり方、ワーク・ライフ・バランスの維持
について解説します。

第15回 様々な健康増進施策 国内外および地域で実施されている様々な健康増進に関する施策を概説します。
特に「健康日本21」や「こころの健康対策」について紹介し、国や地方が施策を
行うことの重要性について解説します。

授業時間外に必要な学修 授業で学んだ用語や理論の復習（60分）。
提出課題など 毎回の出席カードへのレポートと、2回の中間試験を実施します。なお授業時間内でレポートと中間試験

への解説を行い、評価のフィードバックとします。
成績評価方法・基準 """小テスト・小レポート等50%定期試験50%"""
テキスト 適宜授業時間内に紹介します。
指定図書 なし
参考書 適宜授業時間内に紹介します。

第2回 ストレスの心理とアセスメント ストレスス理論およびアセスメント方法について概説します。ストレスが環境と
の相互作用の中で感知されること（トランスアクショナル・モデル）、それへの
対処方略（コーピング）について解説します。

第14回 援助職者のこころの健康 様々な介入や予防活動を行う援助職者本人の健康維持について概説します。援助
職者が抱えるストレスの特徴について触れ、認知行動療法やピアサポートを通し
たセルフケアについて解説します。

第13回 災害時における心身の健康支援 健康心理学が被災した地域や方々に対して果たす役割を概説します。災害精神保
健や心理的応急処置について解説するとともに、支援の実践例について紹介しま
す。

履修するにあたって

ストレスが強まることで生じる心身の変化について概説します。ストレスを受け
て自律神経系などが乱れること、それによってこころと身体の双方に様々なスト
レス反応が生じることを解説します。



授業科目名 心理学概論 （資格） 単位数

開講キャンパス代表教員 長谷　和久

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

心理学とは物理的な実体を伴わない心の働きを科学的に探求することで、人の行動の特徴を明らかにしようとす
る学問になります。本講義では心理学の歴史・研究手法を理解することから始め、感覚・知覚、発達、学習、感
情などの心理学における基本的事項について学修します。そして、こうした個々人の心の働きについて理解した
うえで、心が寄り集まった場合、すなわち集団における心の働きについて学びます。

授業の目的

・心理学の研究法について説明できる。（知識）・心理学の各領域で得られた知見について述べることができ
る。（知識）・心理学的なものの見方ができる。（態度・習慣）

到達目標

発達、学習、パーソナリティ、感情、認知、集団授業のキーワード

講義を中心に進めます。授業の最後に出席カードに小レポートを書いてもらいます。また、授業内では、2回小テ
ストを実施します。

授業の進め方

第1回 オリエンテーション 心理学の歴史、心理学の研究手法について学びます。

第3回 感覚・知覚
第4回 学習と記憶① 人の学習と記憶の特徴について学びます。

第6回 発達① 人のさまざまな認知的側面の発達過程について学びます。
第5回 学習と記憶② 人の学習と記憶の特徴について学びます。

第9回 感情 人の基本的な感情のあり方について理解し、そうした感情が私たちの判断や行動
にもたらす影響について学びます。

第8回 パーソナリティと知能 人の個人差や知能について理解し、その測定方法について学びます。その後、1
回目の確認テストを行います。

第7回 発達② 人のさまざまな認知的側面の発達過程について学びます。

第10回 態度と行動① 意識できる態度・意識できない態度の形成過程について学び、そうした2種類の
態度が私たちの行動に与える影響について理解します。

第11回 態度と行動② 意識できる態度・意識できない態度の形成過程について学び、そうした2種類の
態度が私たちの行動に与える影響について理解します。

第12回 対人認知・対人魅力 対人認知の特徴について学び、どんな相手に対して好意を抱きやすいかについて
理解します。

第15回 ふりかえり・確認テスト 授業内容をふりかえり、2回目の確認テストを実施します。

授業時間外に必要な学修 授業内容の復習（各授業後30分）
提出課題など 毎回の授業後にコメントカードの提出を求めます。優れた内容のコメントカードについては、翌週の授業

時に取り上げ、どの点が優れているかについて口頭でフィードバックを行います。
成績評価方法・基準 授業への積極的参加度（毎回の出席、コメントカードへの記載内容をもとに判断）40％、1回目の確認テ

ストに対する評価30％、2回目の確認テストに対する評価30％　
テキスト 特に指定しません。
指定図書
参考書 必要に応じて紹介します。

第2回 意識と行動 意識の成立過程について学び、意識と行動との関係について理解します。

第14回 個人と集団② 個人と集団における相互の影響過程について学びます。
第13回 個人と集団① 個人と集団における相互の影響過程について学びます。

履修するにあたって

人の感覚と知覚の過程・特徴について学びます。



授業科目名 現代生活論Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 永瀬　圭

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

　現在の日本には、就職、労働、結婚など社会問題が山積しており、それらはいずれ誰もが直面する問題でもあ
ります。一見個人的な問題のように見える事柄の中にも、その深層には、個人に還元し得ない社会的な要因が潜
んでいる場合があり、社会の構造を知ることや知る努力をすることは今後の人生を歩んでいくうえで非常に重要
なことです。　この授業では、具体例を通して、現代日本における社会現象を読み解くために必要な知識を教授
したいと思っています。現代社会学部のディプロマ・ポリシーが掲げる、現代社会の諸問題を理解し、それらに
向き合い、解決策を見出していけるようになることを目指します。

授業の目的

身近な社会現象の背後にある社会の構造を知る到達目標

家族　労働　ライフコース授業のキーワード

　基本的には講義形式で進めますが、受講者数に応じて、グループディスカッションやペアワークもおこなう予
定です。

授業の進め方

第1回 イントロダクション 統計資料などを読みながら、未婚率や失業率など、現在の日本の社会状況を知
る。

第3回 食事
第4回 趣味 趣味(文化活動)の格差について学ぶ。

第6回 メディア 現代のテレビ視聴の傾向を知る。
第5回 趣味 趣味(音楽消費)の格差について学ぶ。

第9回 家族 家族の格差について学ぶ。
第8回 家族 恋愛の格差について学ぶ。
第7回 メディア 若者のメディア利用の様相を知る。

第10回 労働 日本における雇用の実態を知る。
第11回 労働 フリーターやニートを事例に、労働について考える。
第12回 労働 日本における雇用システムを知る。

第15回 振り返り これまでの授業の内容を振り返り、理解を深める。

授業時間外に必要な学修 各回の内容について、授業前に自分が日頃感じていること、授業後にわかったことや感じたことをまとめ
てください(目安は1時間程度)。

提出課題など 定期試験を実施します。試験では、これまで授業で学んできた内容の理解を問います。
成績評価方法・基準 定期試験(100%)で評価します。模範解答を掲示します。
テキスト なし
指定図書
参考書 授業中に適宜紹介します。

第2回 食事 食生活と社会階層の関係を学ぶ。

第14回 ライフコース 自分自身のライフコースについて考える。
第13回 ライフコース ライフコースの多様化について学ぶ。

履修するにあたって 新聞や本を通して、世の中の出来事に積極的に目を向けるようにしてください。

食事(副菜)と社会階層の関係を学ぶ。



授業科目名 現代生活論Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 永瀬　圭

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

　現在の日本には、就職、労働、結婚など社会問題が山積しており、それらはいずれ誰もが直面する問題でもあ
ります。一見個人的な問題のように見える事柄の中にも、その深層には、個人に還元し得ない社会的な要因が潜
んでいる場合があり、社会の構造を知ることや知る努力をすることは今後の人生を歩んでいくうえで非常に重要
なことです。　この授業では、具体例を通して、現代日本における社会現象を読み解くために必要な知識を教授
したいと思っています。現代社会学部のディプロマ・ポリシーが掲げる、現代社会の諸問題を理解し、それらに
向き合い、解決策を見出していけるようになることを目指します。

授業の目的

身近な社会現象の背後にある社会の構造を知る到達目標

家族　労働　ライフコース授業のキーワード

　基本的には講義形式で進めますが、受講者数に応じて、グループディスカッションやペアワークもおこなう予
定です。

授業の進め方

第1回 イントロダクション 統計資料などを読みながら、未婚率や失業率など、現在の日本の社会状況を知
る。

第3回 食事
第4回 趣味 趣味(文化活動)の格差について学ぶ。

第6回 メディア 現代のテレビ視聴の傾向を知る。
第5回 趣味 趣味(音楽消費)の格差について学ぶ。

第9回 家族 家族の格差について学ぶ。
第8回 家族 恋愛の格差について学ぶ。
第7回 メディア 若者のメディア利用の様相を知る。

第10回 労働 日本における雇用の実態を知る。
第11回 労働 フリーターやニートを事例に、労働について考える。
第12回 労働 日本における雇用システムを知る。

第15回 振り返り これまでの授業の内容を振り返り、理解を深める。

授業時間外に必要な学修 各回の内容について、授業前に自分が日頃感じていること、授業後にわかったことや感じたことをまとめ
てください(目安は1時間程度)。

提出課題など 定期試験を実施します。試験では、これまで授業で学んできた内容の理解を問います。
成績評価方法・基準 定期試験(100%)で評価します。模範解答を掲示します。
テキスト なし
指定図書
参考書 授業中に適宜紹介します。

第2回 食事 食生活と社会階層の関係を学ぶ。

第14回 ライフコース 自分自身のライフコースについて考える。
第13回 ライフコース ライフコースの多様化について学ぶ。

履修するにあたって 新聞や本を通して、世の中の出来事に積極的に目を向けるようにしてください。

食事(副菜)と社会階層の関係を学ぶ。



授業科目名 教職実践演習（中・高教諭） (資格) 単位数

開講キャンパス代表教員 中村　健治

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 土曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義・演習・実習授業の方法

　本講座は、教職課程の他の科目や教職課程外での様々な活動を通して受講者自身が身に付けた資質・能力が、
教員として最小限必要な資質・能力として有機的に統合され、形成されたかについて最終的かつ総括的に確認す
るものであり、全学年を通じた「学びの軌跡の集大成」となるものである。受講生はこの科目の履修を通じて、
将来教員となる上で何が課題であるのかを自覚し、必要に応じて不足している知識や技能等をを補い、その定着
を図ることにより、教員生活をより円滑にスタートさせることを目的としている。　なお、この授業担当者は、
神戸市立高等学校で地歴公民科教諭・教頭・校長として38年間勤め、教育委員会事務局において社会科・地歴公
民科等の指導主事も勤めた実務経験のある教員である。学校現場の実態を踏まえ、より実践的な授業を行いま
す。

授業の目的

１．教育に対する使命感と情熱、高い倫理観と規範意識を持ち、真摯に教育課題と向き合い、自己の職責を果た
そうとする姿勢が身に付いている。（態度・習慣）２．教員としての職責や組織の一員としての自覚を持ち、目
的や状況に応じた適切な言動をとり、他者と協働して職務を遂行することができる。（技能、態度・習慣）３．
感性やコミュニケーション能力を磨き、子どもの発達や心身状況に応じて、公正かつ受容的な態度で適切な指導
を行うことができる。（知識、技能、態度・習慣）４．専門教科・科目の知識や指導方法を習得し、生徒の興
味・関心を高める教科指導を行うことができる。（知識、技能、態度・習慣）

到達目標

使命感　対応力　人間関係形成能力　教科指導力授業のキーワード

・講義も行うが、基本的には課題に対して受講者同士が討論・発表などを行う「主体的・対話的で深い学び」を
意識した授業形態をとる。（ロールプレーイング、事例研究、可能ならばフィールドワーク）

授業の進め方

第1回 オリエンテーション ・担当教員自己紹介　・受講生自己紹介及び自身が行った教育実習概要発表（各
自3分以内）　・講義の狙いと概要、評価方法等の説明

第3回 自己分析と課題設定②

第4回 学校組織と教員の役割① ・教職の意義、学校組織と教員の役割と職務内容等について（講義）・学校の果
たす役割と課題について考える。（グループ討議・発表）・教員として求められ
るものは何かについて考える。（グループ討議・発表）

第6回 学級経営①（講義・演習・発
表）

・豊かな人間性を育てる学級経営について考える・学級経営を進めるための基礎
基本について・道徳教育と学級経営について

第5回 学校組織と教員の役割② ・教職の意義、学校組織と教員の役割と職務内容等について（講義）・学校の果
たす役割と課題について考える。（グループ討議・発表）・教員として求められ
るものは何かについて考える。（グループ討議・発表）

第9回 生徒理解と生徒指導②（講義・
ロールプレイ・事例研究）

・いじめへの対処について・自殺予防教育について

第8回 生徒理解と生徒指導①（講義・
ロールプレイ・事例研究）

・生徒指導の進め方、取組の基本姿勢について・不登校生徒への対応について・
薬物乱用防止教育について・情報モラル教育について

第7回 学級経営②（講義・演習・発
表）

・特別活動と学級経営について・総合的な学習（探求）の時間と学級経営につい
て・担任が行う進路指導（キャリア教育）、健康・安全指導について・学級担任
事務の内容と基本的な心得について

第10回 生徒理解と生徒指導③（講義・
ロールプレイ・事例研究）

・特別支援教育とは・「発達障害」傾向のある生徒への対応について・特別支援
教育の視点を生かした生徒指導について

第11回 教科指導力の向上に向けて① ・次期学習指導要領につて概説し、その狙いを考える。・自分の専門教科に即し
て、目指すべき生徒像を自分なりの言葉で具体化する。・任意の一つの単元につ
いて、その授業目標を考え、目標の明確化を行い、全体で検討する。

第12回 教科指導力の向上に向けて② ・「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた、生徒主体の学習指導案をグ
ループで考え作成する。・作成した学習指導案に基づき、模擬授業を行い、合評
する。

第15回 まとめ・振り返り 本授業のまとめ及び教職課程の総括として、「教員として必要な資質・能力」、
「教員としてのあるべき姿」について討論・発表し、授業総括レポートとしてま
とめ後日提出する。

授業時間外に必要な学修 ・「履修カルテ」に基づいた教職課程ポートフォリオの作成　　今まで履修した教職課程の科目について
整理することによって、自己の課題を発見したり、　　自身の力量形成を紡ぎだすツールとなるため、是
非取り組んでもらいたい。・第1回目の講義時に自身の教育実習の概要について発表してもらうので、事
前に　教育実習日誌等で振り返りを行い、発表内容をまとめておくこと。・課題レポート作成、総括レ
ポート作成・教育関係ニュース等の収集・分析

提出課題など 毎回の授業の振り返りシート（出席票を兼ねる） 授業中に指示する課題レポート　授業総括レポート
成績評価方法・基準 ・定期考査は実施しない。・到達目標に照らして、どの程度達成できたかによって総合的に評価を行う。

　毎回の授業の振り返りシート（50％）　課題レポート（20％）　授業総括レポート（20％）　グループ
ワーク、意見発表など授業への積極的参加姿勢（10％）

テキスト テキストは使用しない。　適宜必要な資料プリントを配付する。
指定図書 必要に応じて適宜指示する。
参考書 中学校学習指導要領（平成29年告示）解説　社会編（文部科学省発行）高等学校学習指導要領（平成30年

告示）解説　地理歴史編（文部科学省発行）生徒指導提要（文部科学省発行）

第2回 自己分析と課題設定① ・「履修カルテ」や「教育実習日誌」等を用いてこれまでの学修を振り返り、自
己分析を行う。・自己分析結果を発表し、全体で共有する。・自己分析結果を踏
まえ、各自の課題設定を行う。

第14回 教育における今日的課題② ・受講生が考える教育課題について、グループで討議し、課題解決に向けた方策
を検討し、発表する。・各自が考えた課題とその解決に向けた方策をレポートに
まとめ、提出する。

第13回 教育における今日的課題① ・教職員による不祥事が起こる背景とその影響について考え、それを防止する方
策を検討し、発表する。

履修するにあたって ・受講生が将来教員になることを前提に授業を行うので、「必ず教員になる」という　強い意志と覚悟を持って
授業に臨んでください。・授業に関係のない私語・スマホ操作・授業中の入退室は禁じます。・受講者同士の討
論・発表など、受講者主体の授業となるので、積極的な姿勢で臨んでください。・教育実習時に使用した「教育
実習日誌」や学習指導案を持参してください。

・「履修カルテ」や「教育実習日誌」等を用いてこれまでの学修を振り返り、自
己分析を行う。・自己分析結果を発表し、全体で共有する。・自己分析結果を踏
まえ、各自の課題設定を行う。



授業科目名 英語学Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 仁科　恭徳

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義、演習授業の方法

この授業では、ディプロマポリシーの中でも、特に「3. 言語の基礎にある多様な社会、文化、歴史、政治、経済
などについて幅広い知識や教養を身に付けることができる」と「4. （英語コース）教育現場で有効な、英語に関
する体系的で専門的な知識と指導法を習得することができる」の双方に主眼をおいている。特に、英語学Ⅰで学
んだ内容を基礎として、「ことば」の機能や「ことば」と隣接分野の関わりについて学ぶ。日本語と比較しつつ
英語を主たる対象言語として、「ことば」の研究の射程がどれほど広がっているか、応用的理解を図る。「語用
論」「談話分析」「ことばと機械」「ことばと脳」「母語の獲得」「第2言語の習得/学習」「ことばと社会・文
化」の各分野について、基本的な内容理解を基礎にしつつ、それらが身近な現象にあてはまるかどうか考察を行
う。また、その過程に必要な批判的観察眼を身に付ける。

授業の目的

・語用論と談話分析とは何かをそれぞれ説明することができる。・言語を司る脳の部位を説明することができ
る。・第一・第二言語習得の違いを詳細に説明することができる。・ボディランゲージの種類と方法を説明する
ことができる。・社会言語学のヴァリエーションを詳細に説明することができる。

到達目標

授業のキーワード

講義、プレゼンテーション、グループワーク授業の進め方

第1回 イントロダクション ガイダンス、英語学II概要

第3回 談話分析
第4回 言語と脳 Language and the brain (言語と脳)について学ぶ。

第6回 第二言語習得/学習1 Second language acquisition/learning1: Focus on learning (第二言語習得/
学習1：学習に焦点を置いて)について学ぶ。

第5回 第一言語習得 First language acquisition (第一言語習得)について学ぶ。

第9回 ジェスチャーと手話 Gesture and sign language (ジェスチャーと手話)について学ぶ。

第8回 第二言語習得/学習3 Second language acquisition/learning3: Focus on the learner (第二言語習
得/学習3：学習者に焦点をおいて)について学ぶ。

第7回 第二言語習得/学習2 Second language acquisition/learning2: Focus on method (第二言語習得/学
習2：方法に焦点を置いて)について学ぶ。

第10回 ライティング Writing (ライティング)について学ぶ。
第11回 言語の歴史と変化 Language history and change (言語の歴史と変化)について学ぶ。
第12回 言語と地域的変化 Language and regional variation (言語と地域的変化)について学ぶ。

第15回 コンクルージョン まとめ、復習、テスト

授業時間外に必要な学修 毎回、テキストで扱われる内容の予習とプレゼンテーション準備で最低1時間、講義内容の復習において
も最低1時間以上が必要である。

提出課題など 学習内容を確認する試験やレポートを課す予定である。また、そのフィードバックに関しては、授業内や
研究室等で随時実施する。

成績評価方法・基準 (授業態度や言動が良好という前提において）授業への貢献（単なる参加ではない）とプレゼンテーショ
ン　40％復習テスト　60%＊ただし、将来教壇に立つ教員養成のための授業でもあるので、授業態度など
その資質に合わない言動をとる者は単位取得不可とする。

テキスト George Yule. The study of language (the 7th Edition) [Cambridge University Press]その他（適
時、英語の文献を指示する）

指定図書
参考書 『英語学概論 増強版』(くろしお出版)『英語習得の「常識」「非常識」第二言語習得からの検証』（大

修館書店）『英語教師のための第二言語習得論入門』（大修館書店）

第2回 語用論 Pragmatics (語用論)について学ぶ。

第14回 言語と文化 Language and culture (言語と文化)について学ぶ。
第13回 言語と社会的変化 Language and social variation (言語と社会的変化)について学ぶ。

履修するにあたって 教職指定科目であることから、厳しい授業となる。真面目に取り組む学生のみ履修して頂きたい。

Discourse analysis (談話分析)について学ぶ。



授業科目名 英語学Ⅲ （後期） 単位数

開講キャンパス代表教員 仁科　恭徳

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義、演習　授業の方法

この授業では、ディプロマポリシーの中でも、特に「3. 言語の基礎にある多様な社会、文化、歴史、政治、経済
などについて幅広い知識や教養を身に付けることができる」と「4. （英語コース）教育現場で有効な、英語に関
する体系的で専門的な知識と指導法を習得することができる」の双方に主眼をおいている。特に、英語学Ⅰ・II
で学んだ内容を基礎として、英語の様々なスタイルに関する理論と実践について包括的に学ぶ。

授業の目的

・さまざまな英語に関する理解を深める。・英語と社会的属性に関する理解を深める。・語用論と談話分析に関
して知識を深める。・英語文化とコミュニケーション・スタイルに関する理解を深める。・英語の非言語コミュ
ニケーションに関する理解を深める。・英語らしさとは何かを学ぶ。　

到達目標

授業のキーワード

講義、プレゼンテーション、グループワーク授業の進め方

第1回 イントロダクション ガイダンス、英語学III概要

第3回 さまざまな英語
第4回 母語英語の特徴1　 イギリス英語、オーストラリア英語の歴史と特徴に関して学ぶ。　

第6回 英語と社会的属性 地域、社会階層、ジェンダーと英語の関わりについて学ぶ。
第5回 母語英語の特徴2　 アメリカ英語、カナダ英語の歴史と特徴に関して学ぶ。

第9回 英語文化とコミュニケーショ
ン・スタイル

文化の定義、文化モデル、異文化コミュニケーションに関して理論的に学ぶ。　
第8回 英語のポライトネスと談話分析 ポライトネス理論、協調の原理、日米の依頼行為の違いなどを学ぶ。
第7回 英語の発話行為 語用論とは何か、特に、お礼、詫び、依頼について日英比較を通して学ぶ。　

第10回 英語の非言語コミュニケーショ
ン

近接空間学、パラ言語学、身体動作学などの非言語コミュニケーション学を学
ぶ。

第11回 語彙からみる英語らしさ 歴史、認知、婉曲語法と政治的正しさから英語の語彙を概観する。
第12回 文法からみる英語らしさ 文法関係、品詞、構文、事態把握を通して、英語の文法を概観する。

第15回 コンクルージョン 復習テストを実施し、英語学IIIの授業も振り返る。　

授業時間外に必要な学修 毎回、テキストで扱われる内容の予習とプレゼンテーション準備で最低1時間、講義内容の復習において
も最低1時間以上が必要である。

提出課題など 学習内容を確認する試験やレポートを課す予定である。また、そのフィードバックに関しては、授業内や
研究室等で随時実施する。

成績評価方法・基準 (授業態度や言動が良好という前提において）授業への貢献（単なる参加ではない）とプレゼンテーショ
ン　60％復習テスト　40%＊ただし、将来教壇に立つ教員養成のための授業でもあるので、授業態度など
その資質に合わない言動をとる者は単位取得不可とする。　

テキスト 『ベーシック新しい英語学概論』 平賀正子 [ひつじ書房]その他（適時、英語の文献を指示する）
指定図書 『ベーシック新しい英語学概論』(ひつじ書房)
参考書 George Yule. The study of language (the 6th Edition) [Cambridge University Press]『英語学概論 

増強版』(くろしお出版)『英語習得の「常識」「非常識」第二言語習得からの検証』（大修館書店）『英
語教師のための第二言語習得論入門』（大修館書店）

第2回 これからの英語学とは 身近にある英語、国際共通語としての英語などを学ぶ。

第14回 復習と補足 英語学IIIで学んだ要なポイントをまとめ、知識の定着を図る。

第13回 音韻からみる英語らしさ 音声学、音韻論、英語の音声、英語のアクセント、イントネーション、リズム、
国際共通語としての英語の音韻論を通して、英語らしい音韻とは何かを学ぶ。　

履修するにあたって 教職科目であることから、厳しい授業となる。真面目に取り組む学生のみ履修して頂きたい。

3種類のことば、３種類の英語、World Englishes、シンガポール英語を学ぶ。



授業科目名 日本語と文化 単位数

開講キャンパス代表教員 野田　春美

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 金曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

本講義科?は??学科専?教育科?の?語・文学科?群に属し、「?本語学Ⅰ」「?本語学Ⅱ」といった科?の基礎となる
科?として位置づけられます。学科のＤＰに?されている、「人間の社会的・文化的活動に関する専門知識」を?に
つけること、獲得した知識を活?して「論理的な分析と考察」ができるようになること、「将来にわたって知的好
奇?を失わず、??的に深く学修できる」ようになるための基盤を作ることを?指します。具体的には、現代日本語
のバラエティ（地域差、世代差、男女差、個人差など）、言語行動、言語変化、言語使用意識といった身近な問
題についての知識を修得するとともに、多様な観点を知り、文化や社会の中での日本語について考える力をつけ
ます。

授業の目的

・現代?本語のバラエティについて基本的なことが説明できる。（知識）・現代?本語の?語?動、変化、使?意識に
ついて基本的なことが説明できる。（知識）・?葉に関?をもつ。（態度・習慣）・?葉に関する現象について、す
ぐに「正しいか間違っているか」を判断したり感情的になったりするのではなく、多?的・客観的に観察できる。
（態度・習慣）・?本語について?化や社会と関連づけて考え、考えたことを表現できる。（技能）

到達目標

授業のキーワード

講義を中?に進めますが、講義中、受講者に発?を求めることがあります。授業の進め方

第１回 言葉のバラエティとは敬語１：
入門編

「正しい日本語」などとは、簡単に言えることではありません。日本語にどのよ
うなバラエティがあるかを概観します。敬語の基礎知識も確認します。

第３回 敬語３：応用編
第４回 活用のゆれ 「ら抜き言葉」や「さつき言葉」、動詞の活用のゆれについて、原因と実態を学

びます。

第６回 方言２：気づかれにくい方言な
ど・前半の確認テスト

気づかれにくい方言、標準語よりも規則的な場合などについて学びます。第６回
までの授業内容についてのテストを行い、解説を行います。

第５回 方言１：基本編 方言の歴史、分布の種類などを学びます。

第９回 外来語 外来語と和語・漢語の共存に関する問題を考えます。
第８回 文字・表記のゆれ２ 仮名を中心に、表記のゆれについて学びます。
第７回 文字・表記のゆれ１ 漢字を中心に、表記のゆれについて学びます。

第10回 言葉の男女差 言葉の男女差の歴史と現状について学びます。
第11回 役割語 「わしじゃ（博士）」「よろしくってよ（お嬢様）」のような役割語について学

びます。
第12回 若者言葉 曖昧などと言われる若者言葉について考えます。

第15回 優秀レポートの発表 優秀レポート（数本）の内容を発表してもらいます。

授業時間外に必要な学修 ・事前に、「授業計画」を参考に、どのようなことが問題になるのかを考え、必要に応じて調べてから授
業に臨んでください。（30分程度）・授業終了後に、内容が理解できているかどうかを確認し、必要に応
じて?語や現象について調べ直してください。（30分程度）

提出課題など 1.毎回、その回か次回の授業内容に関する課題を出し、出席カードに書いてもらいます。記?された内容
の?部は、次の授業のはじめに共有します。カードは授業開始時に配布します。遅刻者には、授業開始後
30分ごろに別カードを配布し、配点は通常カードの１／２とします。2.レポートを課します。?本語のバ
ラエティに関するテーマを?分で設定し、?語データを集めて考察してもらいます。優秀なレポートについ
ては、授業内で発表してもらい、解説します、。3.授業内の確認テストについては、テスト後に正答を示
し解説します。

成績評価方法・基準 出席カードの記入内容35％、レポート35％、確認テスト（２回）30％で評価します。出席が授業回数の２
／３に満たないときは、評価の対象とはしません。遅刻の場合は、出席回数もカードの記入内容の得点も
１／２で計算します。

テキスト テキストは使用しません。プリントを配布します。
指定図書
参考書 上野智子・定延利之・佐藤和之・野田春美(編)(2005)『日本語のバラエティ』おうふう

第２回 敬語２：基本編 尊敬語や謙譲語をめぐる問題を考えます。

第14回 アクセント２・後半の確認テス
ト

アクセントの地域差について理解を深めます。第７回以降の授業内容についての
テストを行い、解説を行います。　

第13回 アクセント１ アクセントの基礎を知り、地域差、世代差についても学びます。

履修するにあたって 1卒業研究で日本語をテーマにしたい人、3年次以降に「日本語学」を受講する予定の人には、ぜひ受講しておい
てほしい科目です。

接客敬語、敬語の誤用などについて、原因と実態を学びます。



授業科目名 英語プレゼンテーションⅠ （後期） 単位数

開講キャンパス代表教員 野口　ジュディー　津多江

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

Active learningのコンセプトで行う授業です。積極的に責任をもって発信することを学び、実践してもらいま
す。

授業の方法

この授業では、ディプロマポリシーの中でも、「1. 実践的で高度な外国語の運用ができる」と「4. （英語コー
ス）教育現場で有効な、英語に関する体系的で専門的な知識と指導法を習得することができる」ことを目的と
し、特にPowerPoint等を使用した効果的なアカデミック・プレゼンテーションを英語で行う為に必要な力を身に
付けることを主眼に置いている。プレゼンテーションで使用される英語表現を習得し、アカデミック・プレゼン
テーションの構成について学び、発表内容の計画、発表原稿とスライドの作成の後、発表の実技練習を行う。

授業の目的

・PowerPoint等を使用して効果的なプレゼンテーションを英語で行う・プレゼンテーションで使用される英語表
現を習得する。・英語プレゼンテーションの構成を理解し、論理的なプレゼンテーションを行うことができ
る。・発表内容に関するデータを収集し要点を効果的にまとめることができる。・発表の実技練習を通して非言
語的コミュニケーション方略・言語コミュニケーション方略を使いこなせるようにする。

到達目標

英語プレゼンテーション　PowerPoint 　言語・非言語的コミュニケーション授業のキーワード

Pair work、 Group work、 Lecture授業の進め方

第1回 Introduction イントロダクション、授業概要と教材の解説、進め方　Self 
introductionsUnit 1 Presentation Structure

第3回 Unit 4&9

第4回 Unit 5 Unit 5 Type 1: Listing

第6回 Unit 7 Classification presentation with evaluation by instructor and classUnit 
7 Type 3: Process

第5回 Unit 6 Listing presentation with evaluation by instructor and classUnit 6 Type 
2 : Classification　

第9回 Unit 10 Investigation presentation with evaluation by instructor and classUnit 
10 Type 5: Persuasion

第8回 Unit 8 Preparing investigation presentation
第7回 Unit 8 Process presenation Unit 8 Type 4: Investigation

第10回 Unit 11 Persuasion presentation with evaluation by instructor and classUnit 11 
Type 6 : Problems and Solution　

第11回 Unit 12 Problem-Solution presentation with evaluation by instructor and 
classUnit 12 Type 7: Cause and Effect

第12回 Unit 13 Cause and Effect presentation with evaluation by instructor and 
classUnit 13 type 8 : Comparison and Contrast　

第15回 Presentation Presenting Your Proposal Presentation

授業時間外に必要な学修 毎回、プレゼンテーション発表の準備に最低1時間、自己のプレゼンテーションの振り返りなどに最低1時
間を必要とする。

提出課題など プレゼンテーション発表に加え、発表内容のスライドやスクリプト、評価表などの提出を課す。また、こ
れら提出物のフィードバックに関しては、授業内外で実施する。

成績評価方法・基準 Presentations 50% + assignments (preparation & reflection of presentation) 40% + 
participation 10%　遅刻二回は欠席一回とみなす。

テキスト 「Winning Presentations」　Akira Morita　他　SEIBIDO 2018年　2500円＋税ISBN 978-4-7919-3424-9
指定図書
参考書

第2回 Unit 2&3 Unit 2 Presentation Skills/Unit 3 Preparing for your presentation

第14回 Presentation Working on Your Proposal Presentation

第13回 Unit 14 Comparison and Contrast presentation with evaluation by instructor and 
classUnit 14 Giving Your Proposal Presentation

履修するにあたって 課題の提出、作成等の期限は厳守のこと。

Unit 4 How to arrange a presentation setting/ Unit 9 Section on 
evaluation



授業科目名 人類の歴史Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 早木　仁成

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

　この科目は、人文学部ディプロマ・ポリシー1、2で示される教養としての基礎知識および人間の文化について
の専門知識を身につけることを目指すものです。　現在を生きる私たちの背後には、膨大な年月の積み重ねがあ
ります。「人類の歴史」では、宇宙の誕生から未来へと向かう長い時間の流れの中に人類の歴史を位置づけ、人
間についての理解を深めるとともに、未来を構想する視座を獲得することを目的とします。　この授業では、霊
長類の仲間として生まれた人類の祖先がどのような経過をたどって現生人類へと至ったのかという進化の道筋を
たどりながら、人類が獲得したものについて考えます。

授業の目的

・霊長類としてのヒトの特徴を説明することができる。・人類進化の概略について説明することができる。・現
在を生きる私たちに、過去の進化がどのような影響を及ぼしているかについて、自分の考えを述べることができ
る。

到達目標

人類、進化、霊長類、猿人、ホモ属、狩猟採集、認知革命、ホモ・サピエンス授業のキーワード

授業は講義形式で、原則としてパワーポイントを使って進めます。Eラーニングシステム(dotCampus)に授業内容
のプレゼンテーションを登録する予定です。復習等に活用してください。

授業の進め方

第1回 イントロダクション 授業のねらいや進め方と今後の予定について説明します。

第3回 霊長類の進化と進化の仕組み

第4回 霊長類としてのヒト ヒトとヒト以外の霊長類が、さまざまな特徴を共有していることを意味していま
す。霊長類の特徴から、生き物としてのヒトについて考えます。

第6回 猿人の出現　 人類への道を歩みだした最古の祖先は、700万年前頃のアフリカから見つかって
います。その後アフリカの各地で進化を続けます。猿人たちです。猿人の進化を
概観し、猿人とは何者なのかを考えます。　

第5回 理解度確認ワーク　 これまでの授業についての理解度を確認するための小テストを実施します。

第9回 人類誕生 人類の進化について、映像でふりかえります。

第8回 狩猟採集仮説・社会的知能仮説 人類の進化に関する代表的な仮説に、狩猟採集仮説があります。狩猟採集生活が
人類の進化にどのようにかかわるのかを考えます。また、人類進化の特徴の一つ
に、大脳化と呼ばれる現象があります。人類がきわめて高い知能をもつことは多
くの人が知っています。そのような知能の進化を説明する仮説の一つ、社会的知
能仮説についても考えます。　

第7回 ホモ属の進化 250万年前頃に人類は新たな段階へと進化します。ホモ属の誕生です。ホモ属の
進化について概説します。　

第10回 ホモ・サピエンスへの道 人類進化の最後に生まれたのが、ホモ・サピエンス、つまり私たち現生人類で
す。現生人類がどこで生まれ、どのように世界中に拡散したのかを概説します。

第11回 理解度確認ワーク これまでの授業についての理解度を確認するための小テストを実施します。
第12回 ホモ・サピエンスの特徴 人類進化の過程をふりかえりながら、ホモ・サピエンスの特徴について考えま

す。

第15回 理解度確認ワーク これまでの授業についての理解度を確認するための最後の小テストを実施しま
す。

授業時間外に必要な学修 ドットキャンパスに登録される配布資料および参考書欄の書籍を予習、復習に活用してください。単位制
の趣旨から、1回（2時間）の授業に対して4時間の予習復習が目安です。

提出課題など 毎回、出席カードに授業の内容、意見、質問などを書いて提出する。意見、質問については、次の授業時
にフィードバックする。途中3回、理解度を確認するためのワークを実施する。なお、理解度確認ワーク
の正答については、ワーク終了後に解説をします。　

成績評価方法・基準 出席カード等の記載内容（33％）、理解度確認ワーク（67％）により評価する。なお、出席カードは3点
×11回分で33点、理解度確認ワークは20点×2回（第1回と第2回）+27点（第3回）分で67点の配点です。
出席点はありませんので、白紙の出席カードを提出しても0点です。

テキスト なし
指定図書 なし
参考書 "ハラり（2016）『サピエンス全史』（上・下）、河出書房新社クリスチャン、ブラウン、ベンジャミン

（2016）『ビッグヒストリー』、明石書店S.ミズン（2006）『歌うネアンデルタール―音楽と言語から見
る人の進化』、早川書房バーン、ホワイトゥン（2004）『マキャベリ的知性と心の理論の進化論』、ナカ
ニシヤ出版J.ダイアモンド（2015）「若い読者のための第3のチンパンジー」、草思社J.ダイアモンド
（2000）「銃・病原菌・鉄」（上・下）、草思社G.ペッツィンガー（2016）「最古の文字なのか？氷河期
の洞窟に残された32の記号の謎を解く」文芸春秋馬場悠男監修（1997）『人類の起源』、集英社R.ルー
ウィン（1993）『人類の起源と進化』、てらぺいあ片山一道他（1996） 『人間史をたどる』、朝倉書店
黒田末寿他（1987） 『人類の起源と進化』、有斐閣双書埴原和郎（2000）「人類の進化 試練と淘汰の道
のり」、講談社""内村直之（2005）「われら以外の人類｣、朝日新聞社海部陽介（2005）「人類がたどっ
てきた道」日本放送出版協会。三井誠（2005）「人類進化の700万年―書き換えられるヒトの起源」、講
談社河合信和（2010）「ヒトの進化七〇〇万年史」筑摩書房川端裕人（2018）「我々はなぜ我々だけなの
か　アジアから消えた多様な人類たち」講談社更科功（2018）「絶滅の人類史　なぜ私たちが生き延びた
のか」NHK出版新書"

第2回 霊長類のなかのヒト 私たちヒトは霊長類の一員であり、霊長類の仲間として進化してきました。現在
も地球上には多くの霊長類が生きています。霊長類とはどのような生き物なのか
を示し、ヒトの位置について考えます。

第14回 明石原人とは何だったのか 私たちの地元でもある明石の海岸で、90年近く前に、「明石原人」と呼ばれる人
骨化石が発見されています。これまでの授業内容にもとづきながら、明石原人と
は何だったのかを考えます。

第13回 認知革命・農業革命・人類の未
来　

ホモ・サピエンスが成し遂げた認知革命と農業革命について、考えます。最後
に、これまでの話をふりかえりながら、人類はこの先どのように進化するのか、
巨視的な視点から人類の未来を考えます。　

履修するにあたって 授業中は私語や携帯電話の使用は厳禁です。

ヒトの進化についてみる前に、霊長類の進化の過程と進化の仕組みについて簡単
に解説します。



授業科目名 人類の歴史Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 早木　仁成

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

　この科目は、人文学部ディプロマ・ポリシー1、2で示される教養としての基礎知識および人間の文化について
の専門知識を身につけることを目指すものです。　現在を生きる私たちの背後には、膨大な年月の積み重ねがあ
ります。「人類の歴史」では、宇宙の誕生から未来へと向かう長い時間の流れの中に人類の歴史を位置づけ、人
間についての理解を深めるとともに、未来を構想する視座を獲得することを目的とします。　この授業では、霊
長類の仲間として生まれた人類の祖先がどのような経過をたどって現生人類へと至ったのかという進化の道筋を
たどりながら、人類が獲得したものについて考えます。

授業の目的

・霊長類としてのヒトの特徴を説明することができる。・人類進化の概略について説明することができる。・現
在を生きる私たちに、過去の進化がどのような影響を及ぼしているかについて、自分の考えを述べることができ
る。

到達目標

人類、進化、霊長類、猿人、ホモ属、狩猟採集、認知革命、ホモ・サピエンス授業のキーワード

授業は講義形式で、原則としてパワーポイントを使って進めます。Eラーニングシステム(dotCampus)に授業内容
のプレゼンテーションを登録する予定です。復習等に活用してください。

授業の進め方

第1回 イントロダクション 授業のねらいや進め方と今後の予定について説明します。

第3回 霊長類の進化と進化の仕組み

第4回 霊長類としてのヒト ヒトとヒト以外の霊長類が、さまざまな特徴を共有していることを意味していま
す。霊長類の特徴から、生き物としてのヒトについて考えます。

第6回 猿人の出現　 人類への道を歩みだした最古の祖先は、700万年前頃のアフリカから見つかって
います。その後アフリカの各地で進化を続けます。猿人たちです。猿人の進化を
概観し、猿人とは何者なのかを考えます。　

第5回 理解度確認ワーク　 これまでの授業についての理解度を確認するための小テストを実施します。

第9回 人類誕生 人類の進化について、映像でふりかえります。

第8回 狩猟採集仮説・社会的知能仮説 人類の進化に関する代表的な仮説に、狩猟採集仮説があります。狩猟採集生活が
人類の進化にどのようにかかわるのかを考えます。また、人類進化の特徴の一つ
に、大脳化と呼ばれる現象があります。人類がきわめて高い知能をもつことは多
くの人が知っています。そのような知能の進化を説明する仮説の一つ、社会的知
能仮説についても考えます。　

第7回 ホモ属の進化 250万年前頃に人類は新たな段階へと進化します。ホモ属の誕生です。ホモ属の
進化について概説します。　

第10回 ホモ・サピエンスへの道 人類進化の最後に生まれたのが、ホモ・サピエンス、つまり私たち現生人類で
す。現生人類がどこで生まれ、どのように世界中に拡散したのかを概説します。

第11回 理解度確認ワーク これまでの授業についての理解度を確認するための小テストを実施します。
第12回 ホモ・サピエンスの特徴 人類進化の過程をふりかえりながら、ホモ・サピエンスの特徴について考えま

す。

第15回 理解度確認ワーク これまでの授業についての理解度を確認するための最後の小テストを実施しま
す。

授業時間外に必要な学修 ドットキャンパスに登録される配布資料および参考書欄の書籍を予習、復習に活用してください。単位制
の趣旨から、1回（2時間）の授業に対して4時間の予習復習が目安です。

提出課題など 毎回、出席カードに授業の内容、意見、質問などを書いて提出する。意見、質問については、次の授業時
にフィードバックする。途中3回、理解度を確認するためのワークを実施する。なお、理解度確認ワーク
の正答については、ワーク終了後に解説をします。　

成績評価方法・基準 出席カード等の記載内容（33％）、理解度確認ワーク（67％）により評価する。なお、出席カードは3点
×11回分で33点、理解度確認ワークは20点×2回（第1回と第2回）+27点（第3回）分で67点の配点です。
出席点はありませんので、白紙の出席カードを提出しても0点です。

テキスト なし
指定図書 なし
参考書 "ハラり（2016）『サピエンス全史』（上・下）、河出書房新社クリスチャン、ブラウン、ベンジャミン

（2016）『ビッグヒストリー』、明石書店S.ミズン（2006）『歌うネアンデルタール―音楽と言語から見
る人の進化』、早川書房バーン、ホワイトゥン（2004）『マキャベリ的知性と心の理論の進化論』、ナカ
ニシヤ出版J.ダイアモンド（2015）「若い読者のための第3のチンパンジー」、草思社J.ダイアモンド
（2000）「銃・病原菌・鉄」（上・下）、草思社G.ペッツィンガー（2016）「最古の文字なのか？氷河期
の洞窟に残された32の記号の謎を解く」文芸春秋馬場悠男監修（1997）『人類の起源』、集英社R.ルー
ウィン（1993）『人類の起源と進化』、てらぺいあ片山一道他（1996） 『人間史をたどる』、朝倉書店
黒田末寿他（1987） 『人類の起源と進化』、有斐閣双書埴原和郎（2000）「人類の進化 試練と淘汰の道
のり」、講談社""内村直之（2005）「われら以外の人類｣、朝日新聞社海部陽介（2005）「人類がたどっ
てきた道」日本放送出版協会。三井誠（2005）「人類進化の700万年―書き換えられるヒトの起源」、講
談社河合信和（2010）「ヒトの進化七〇〇万年史」筑摩書房川端裕人（2018）「我々はなぜ我々だけなの
か　アジアから消えた多様な人類たち」講談社更科功（2018）「絶滅の人類史　なぜ私たちが生き延びた
のか」NHK出版新書"

第2回 霊長類のなかのヒト 私たちヒトは霊長類の一員であり、霊長類の仲間として進化してきました。現在
も地球上には多くの霊長類が生きています。霊長類とはどのような生き物なのか
を示し、ヒトの位置について考えます。

第14回 明石原人とは何だったのか 私たちの地元でもある明石の海岸で、90年近く前に、「明石原人」と呼ばれる人
骨化石が発見されています。これまでの授業内容にもとづきながら、明石原人と
は何だったのかを考えます。

第13回 認知革命・農業革命・人類の未
来　

ホモ・サピエンスが成し遂げた認知革命と農業革命について、考えます。最後
に、これまでの話をふりかえりながら、人類はこの先どのように進化するのか、
巨視的な視点から人類の未来を考えます。　

履修するにあたって 授業中は私語や携帯電話の使用は厳禁です。

ヒトの進化についてみる前に、霊長類の進化の過程と進化の仕組みについて簡単
に解説します。



授業科目名 人類の歴史Ⅱ （資格） 単位数

開講キャンパス代表教員 早木　仁成

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

　この科目は、人文学部ディプロマ・ポリシー1、2で示される教養としての基礎知識および人間の文化について
の専門知識を身につけることを目指すものです。　現在を生きる私たちの背後には、膨大な年月の積み重ねがあ
ります。「人類の歴史」では、宇宙の誕生から未来へと向かう長い時間の流れの中に人類の歴史を位置づけ、人
間についての理解を深めるとともに、未来を構想する視座を獲得することを目的とします。　この授業では、霊
長類の仲間として生まれた人類の祖先がどのような経過をたどって現生人類へと至ったのかという進化の道筋を
たどりながら、人類が獲得したものについて考えます。

授業の目的

・霊長類としてのヒトの特徴を説明することができる。・人類進化の概略について説明することができる。・現
在を生きる私たちに、過去の進化がどのような影響を及ぼしているかについて、自分の考えを述べることができ
る。

到達目標

人類、進化、霊長類、猿人、ホモ属、狩猟採集、認知革命、ホモ・サピエンス授業のキーワード

授業は講義形式で、原則としてパワーポイントを使って進めます。Eラーニングシステム(dotCampus)に授業内容
のプレゼンテーションを登録する予定です。復習等に活用してください。

授業の進め方

第1回 イントロダクション 授業のねらいや進め方と今後の予定について説明します。

第3回 霊長類の進化と進化の仕組み

第4回 霊長類としてのヒト ヒトとヒト以外の霊長類が、さまざまな特徴を共有していることを意味していま
す。霊長類の特徴から、生き物としてのヒトについて考えます。

第6回 猿人の出現　 人類への道を歩みだした最古の祖先は、700万年前頃のアフリカから見つかって
います。その後アフリカの各地で進化を続けます。猿人たちです。猿人の進化を
概観し、猿人とは何者なのかを考えます。　

第5回 理解度確認ワーク　 これまでの授業についての理解度を確認するための小テストを実施します。

第9回 人類誕生 人類の進化について、映像でふりかえります。

第8回 狩猟採集仮説・社会的知能仮説 人類の進化に関する代表的な仮説に、狩猟採集仮説があります。狩猟採集生活が
人類の進化にどのようにかかわるのかを考えます。また、人類進化の特徴の一つ
に、大脳化と呼ばれる現象があります。人類がきわめて高い知能をもつことは多
くの人が知っています。そのような知能の進化を説明する仮説の一つ、社会的知
能仮説についても考えます。　

第7回 ホモ属の進化 250万年前頃に人類は新たな段階へと進化します。ホモ属の誕生です。ホモ属の
進化について概説します。　

第10回 ホモ・サピエンスへの道 人類進化の最後に生まれたのが、ホモ・サピエンス、つまり私たち現生人類で
す。現生人類がどこで生まれ、どのように世界中に拡散したのかを概説します。

第11回 理解度確認ワーク これまでの授業についての理解度を確認するための小テストを実施します。
第12回 ホモ・サピエンスの特徴 人類進化の過程をふりかえりながら、ホモ・サピエンスの特徴について考えま

す。

第15回 理解度確認ワーク これまでの授業についての理解度を確認するための最後の小テストを実施しま
す。

授業時間外に必要な学修 ドットキャンパスに登録される配布資料および参考書欄の書籍を予習、復習に活用してください。単位制
の趣旨から、1回（2時間）の授業に対して4時間の予習復習が目安です。

提出課題など 毎回、出席カードに授業の内容、意見、質問などを書いて提出する。意見、質問については、次の授業時
にフィードバックする。途中3回、理解度を確認するためのワークを実施する。なお、理解度確認ワーク
の正答については、ワーク終了後に解説をします。　

成績評価方法・基準 出席カード等の記載内容（33％）、理解度確認ワーク（67％）により評価する。なお、出席カードは3点
×11回分で33点、理解度確認ワークは20点×2回（第1回と第2回）+27点（第3回）分で67点の配点です。
出席点はありませんので、白紙の出席カードを提出しても0点です。

テキスト なし
指定図書 なし
参考書 "ハラり（2016）『サピエンス全史』（上・下）、河出書房新社クリスチャン、ブラウン、ベンジャミン

（2016）『ビッグヒストリー』、明石書店S.ミズン（2006）『歌うネアンデルタール―音楽と言語から見
る人の進化』、早川書房バーン、ホワイトゥン（2004）『マキャベリ的知性と心の理論の進化論』、ナカ
ニシヤ出版J.ダイアモンド（2015）「若い読者のための第3のチンパンジー」、草思社J.ダイアモンド
（2000）「銃・病原菌・鉄」（上・下）、草思社G.ペッツィンガー（2016）「最古の文字なのか？氷河期
の洞窟に残された32の記号の謎を解く」文芸春秋馬場悠男監修（1997）『人類の起源』、集英社R.ルー
ウィン（1993）『人類の起源と進化』、てらぺいあ片山一道他（1996） 『人間史をたどる』、朝倉書店
黒田末寿他（1987） 『人類の起源と進化』、有斐閣双書埴原和郎（2000）「人類の進化 試練と淘汰の道
のり」、講談社""内村直之（2005）「われら以外の人類｣、朝日新聞社海部陽介（2005）「人類がたどっ
てきた道」日本放送出版協会。三井誠（2005）「人類進化の700万年―書き換えられるヒトの起源」、講
談社河合信和（2010）「ヒトの進化七〇〇万年史」筑摩書房川端裕人（2018）「我々はなぜ我々だけなの
か　アジアから消えた多様な人類たち」講談社更科功（2018）「絶滅の人類史　なぜ私たちが生き延びた
のか」NHK出版新書"

第2回 霊長類のなかのヒト 私たちヒトは霊長類の一員であり、霊長類の仲間として進化してきました。現在
も地球上には多くの霊長類が生きています。霊長類とはどのような生き物なのか
を示し、ヒトの位置について考えます。

第14回 明石原人とは何だったのか 私たちの地元でもある明石の海岸で、90年近く前に、「明石原人」と呼ばれる人
骨化石が発見されています。これまでの授業内容にもとづきながら、明石原人と
は何だったのかを考えます。

第13回 認知革命・農業革命・人類の未
来　

ホモ・サピエンスが成し遂げた認知革命と農業革命について、考えます。最後
に、これまでの話をふりかえりながら、人類はこの先どのように進化するのか、
巨視的な視点から人類の未来を考えます。　

履修するにあたって 授業中は私語や携帯電話の使用は厳禁です。

ヒトの進化についてみる前に、霊長類の進化の過程と進化の仕組みについて簡単
に解説します。



授業科目名 人類の歴史Ⅱ （資格） 単位数

開講キャンパス代表教員 早木　仁成

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

　この科目は、人文学部ディプロマ・ポリシー1、2で示される教養としての基礎知識および人間の文化について
の専門知識を身につけることを目指すものです。　現在を生きる私たちの背後には、膨大な年月の積み重ねがあ
ります。「人類の歴史」では、宇宙の誕生から未来へと向かう長い時間の流れの中に人類の歴史を位置づけ、人
間についての理解を深めるとともに、未来を構想する視座を獲得することを目的とします。　この授業では、霊
長類の仲間として生まれた人類の祖先がどのような経過をたどって現生人類へと至ったのかという進化の道筋を
たどりながら、人類が獲得したものについて考えます。

授業の目的

・霊長類としてのヒトの特徴を説明することができる。・人類進化の概略について説明することができる。・現
在を生きる私たちに、過去の進化がどのような影響を及ぼしているかについて、自分の考えを述べることができ
る。

到達目標

人類、進化、霊長類、猿人、ホモ属、狩猟採集、認知革命、ホモ・サピエンス授業のキーワード

授業は講義形式で、原則としてパワーポイントを使って進めます。Eラーニングシステム(dotCampus)に授業内容
のプレゼンテーションを登録する予定です。復習等に活用してください。

授業の進め方

第1回 イントロダクション 授業のねらいや進め方と今後の予定について説明します。

第3回 霊長類の進化と進化の仕組み

第4回 霊長類としてのヒト ヒトとヒト以外の霊長類が、さまざまな特徴を共有していることを意味していま
す。霊長類の特徴から、生き物としてのヒトについて考えます。

第6回 猿人の出現　 人類への道を歩みだした最古の祖先は、700万年前頃のアフリカから見つかって
います。その後アフリカの各地で進化を続けます。猿人たちです。猿人の進化を
概観し、猿人とは何者なのかを考えます。　

第5回 理解度確認ワーク　 これまでの授業についての理解度を確認するための小テストを実施します。

第9回 人類誕生 人類の進化について、映像でふりかえります。

第8回 狩猟採集仮説・社会的知能仮説 人類の進化に関する代表的な仮説に、狩猟採集仮説があります。狩猟採集生活が
人類の進化にどのようにかかわるのかを考えます。また、人類進化の特徴の一つ
に、大脳化と呼ばれる現象があります。人類がきわめて高い知能をもつことは多
くの人が知っています。そのような知能の進化を説明する仮説の一つ、社会的知
能仮説についても考えます。　

第7回 ホモ属の進化 250万年前頃に人類は新たな段階へと進化します。ホモ属の誕生です。ホモ属の
進化について概説します。　

第10回 ホモ・サピエンスへの道 人類進化の最後に生まれたのが、ホモ・サピエンス、つまり私たち現生人類で
す。現生人類がどこで生まれ、どのように世界中に拡散したのかを概説します。

第11回 理解度確認ワーク これまでの授業についての理解度を確認するための小テストを実施します。
第12回 ホモ・サピエンスの特徴 人類進化の過程をふりかえりながら、ホモ・サピエンスの特徴について考えま

す。

第15回 理解度確認ワーク これまでの授業についての理解度を確認するための最後の小テストを実施しま
す。

授業時間外に必要な学修 ドットキャンパスに登録される配布資料および参考書欄の書籍を予習、復習に活用してください。単位制
の趣旨から、1回（2時間）の授業に対して4時間の予習復習が目安です。

提出課題など 毎回、出席カードに授業の内容、意見、質問などを書いて提出する。意見、質問については、次の授業時
にフィードバックする。途中3回、理解度を確認するためのワークを実施する。なお、理解度確認ワーク
の正答については、ワーク終了後に解説をします。　

成績評価方法・基準 出席カード等の記載内容（33％）、理解度確認ワーク（67％）により評価する。なお、出席カードは3点
×11回分で33点、理解度確認ワークは20点×2回（第1回と第2回）+27点（第3回）分で67点の配点です。
出席点はありませんので、白紙の出席カードを提出しても0点です。

テキスト なし
指定図書 なし
参考書 "ハラり（2016）『サピエンス全史』（上・下）、河出書房新社クリスチャン、ブラウン、ベンジャミン

（2016）『ビッグヒストリー』、明石書店S.ミズン（2006）『歌うネアンデルタール―音楽と言語から見
る人の進化』、早川書房バーン、ホワイトゥン（2004）『マキャベリ的知性と心の理論の進化論』、ナカ
ニシヤ出版J.ダイアモンド（2015）「若い読者のための第3のチンパンジー」、草思社J.ダイアモンド
（2000）「銃・病原菌・鉄」（上・下）、草思社G.ペッツィンガー（2016）「最古の文字なのか？氷河期
の洞窟に残された32の記号の謎を解く」文芸春秋馬場悠男監修（1997）『人類の起源』、集英社R.ルー
ウィン（1993）『人類の起源と進化』、てらぺいあ片山一道他（1996） 『人間史をたどる』、朝倉書店
黒田末寿他（1987） 『人類の起源と進化』、有斐閣双書埴原和郎（2000）「人類の進化 試練と淘汰の道
のり」、講談社""内村直之（2005）「われら以外の人類｣、朝日新聞社海部陽介（2005）「人類がたどっ
てきた道」日本放送出版協会。三井誠（2005）「人類進化の700万年―書き換えられるヒトの起源」、講
談社河合信和（2010）「ヒトの進化七〇〇万年史」筑摩書房川端裕人（2018）「我々はなぜ我々だけなの
か　アジアから消えた多様な人類たち」講談社更科功（2018）「絶滅の人類史　なぜ私たちが生き延びた
のか」NHK出版新書"

第2回 霊長類のなかのヒト 私たちヒトは霊長類の一員であり、霊長類の仲間として進化してきました。現在
も地球上には多くの霊長類が生きています。霊長類とはどのような生き物なのか
を示し、ヒトの位置について考えます。

第14回 明石原人とは何だったのか 私たちの地元でもある明石の海岸で、90年近く前に、「明石原人」と呼ばれる人
骨化石が発見されています。これまでの授業内容にもとづきながら、明石原人と
は何だったのかを考えます。

第13回 認知革命・農業革命・人類の未
来　

ホモ・サピエンスが成し遂げた認知革命と農業革命について、考えます。最後
に、これまでの話をふりかえりながら、人類はこの先どのように進化するのか、
巨視的な視点から人類の未来を考えます。　

履修するにあたって 授業中は私語や携帯電話の使用は厳禁です。

ヒトの進化についてみる前に、霊長類の進化の過程と進化の仕組みについて簡単
に解説します。



授業科目名 経済政策 単位数

開講キャンパス代表教員 伴　ひかり

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜1限 火曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

4

有瀬

講義授業の方法

本講義科目の目的は、経済学部のDPに掲げる、「経済の歴史や制度に係わる知識を修得し、今日の経済情勢を歴
史的・制度的に理解できること」、および、「経済理論の基礎を習得し、日常の経済生活や経済全体の動向につ
いて理論的に理解できること」と関連する．具体的には、経済政策の基礎的な理論と実践及び制度的枠組みにつ
いての理解を深め、現実の経済政策の動向や効果、問題点などを論理的に考察できるようになることを目的とす
る．本講義科目は、基幹科目の一つで、ミクロ経済学やマクロ経済学の基礎知識を必要とする．

授業の目的

・どのような経済問題があり、それに対してどのような経済政策手段があるか説明できる．・経済問題の原因と
それに対する経済政策をある程度論理的に考察できる．

到達目標

授業のキーワード

テキストに従って講義を進める．適宜、練習問題を行う．授業の進め方

第1～2回 ミクロ経済政策理論 経済政策を学ぶ上で必要なミクロ経済理論を学ぶ．市場均衡、余剰分析、間接
税・補助金の効果、市場の失敗

第5～6回 マクロ経済政策理論
第7～8回 財政政策1 財政の3つの機能、日本の財政の現状と課題、租税の役割と税制改革の課題を学

ぶ．

第11～12回 財政政策3 不平等の尺度、税制・社会保障の所得再分配効果について学ぶ．

第9～10回 財政政策2 経済安定化政策のための財政政策の有効性、日本の財政政策の動向、公共投資と
財政政策について学ぶ．

第17～18回 物価と失業 物価や失業率などの統計を学び、物価と失業についての理論を理解した上で、物
価対策や失業対策について考察する．

第15～16回 金融政策2 金融政策の理論と歴史について学ぶ．
第13～14回 金融政策1 貨幣の機能、貨幣の供給、金融政策の目的・手段などについて学ぶ・

第19～20回 経済成長政策 成長会計方程式、生産関数などを理解し、経済成長政策について考察する．
第21～22回 地球温暖化防止政策 温暖化防止に向けた国際的な協力体制の歴史、京都メカニズム、日本の温暖化防

止のための経済的手法、アジアでの排出量取引などについて学ぶ．
第23～24回 社会保障政策 社会保障について、特に社会保険と公的扶助について学ぶ．また、マイナンバー

制度の意義と課題などについて考える．

第29～30回 講義のまとめ 講義をまとめる．

授業時間外に必要な学修 学修の目安となる時間は、一律ではないものの、平均的には予習1時間、復習1時間程度が必要となる．
提出課題など 課題を2回程度課す．期日までに提出しなければならない．課題の解答は後日解説する．
成績評価方法・基準 定期試験90%と課題10%で評価する．評価を受けようとするものは、定期試験を受けなければならない．定

期試験を受けられなかった場合は、所定の手続に従って必ず追試験を受験しなければならない．
テキスト 藤川清史編『経済政策入門』法律文化社、2020年．
指定図書
参考書

第3～4回 国民経済計算 国民経済計算を学ぶことと通してマクロ経済循環を理解する．

第27～28回 国際通貨システムとマクロ経済
政策

国際収支表、為替レートの決定と開放経済下での政策効果を理解すると共に、国
際通貨システムと世界経済の変遷について考察する．　

第25～26回 貿易政策 貿易政策の手段と効果を理解し、保護貿易を巡る議論や貿易協定の変遷について
考察する．

履修するにあたって

経済政策を学ぶ上で必要なマクロ経済政策理論を学ぶ．



授業科目名 経済政策 単位数

開講キャンパス代表教員 伴　ひかり

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜1限 火曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

4

有瀬

講義授業の方法

本講義科目の目的は、経済学部のDPに掲げる、「経済の歴史や制度に係わる知識を修得し、今日の経済情勢を歴
史的・制度的に理解できること」、および、「経済理論の基礎を習得し、日常の経済生活や経済全体の動向につ
いて理論的に理解できること」と関連する．具体的には、経済政策の基礎的な理論と実践及び制度的枠組みにつ
いての理解を深め、現実の経済政策の動向や効果、問題点などを論理的に考察できるようになることを目的とす
る．本講義科目は、基幹科目の一つで、ミクロ経済学やマクロ経済学の基礎知識を必要とする．

授業の目的

・どのような経済問題があり、それに対してどのような経済政策手段があるか説明できる．・経済問題の原因と
それに対する経済政策をある程度論理的に考察できる．

到達目標

授業のキーワード

テキストに従って講義を進める．適宜、練習問題を行う．授業の進め方

第1～2回 ミクロ経済政策理論 経済政策を学ぶ上で必要なミクロ経済理論を学ぶ．市場均衡、余剰分析、間接
税・補助金の効果、市場の失敗

第5～6回 マクロ経済政策理論
第7～8回 財政政策1 財政の3つの機能、日本の財政の現状と課題、租税の役割と税制改革の課題を学

ぶ．

第11～12回 財政政策3 不平等の尺度、税制・社会保障の所得再分配効果について学ぶ．

第9～10回 財政政策2 経済安定化政策のための財政政策の有効性、日本の財政政策の動向、公共投資と
財政政策について学ぶ．

第17～18回 物価と失業 物価や失業率などの統計を学び、物価と失業についての理論を理解した上で、物
価対策や失業対策について考察する．

第15～16回 金融政策2 金融政策の理論と歴史について学ぶ．
第13～14回 金融政策1 貨幣の機能、貨幣の供給、金融政策の目的・手段などについて学ぶ・

第19～20回 経済成長政策 成長会計方程式、生産関数などを理解し、経済成長政策について考察する．
第21～22回 地球温暖化防止政策 温暖化防止に向けた国際的な協力体制の歴史、京都メカニズム、日本の温暖化防

止のための経済的手法、アジアでの排出量取引などについて学ぶ．
第23～24回 社会保障政策 社会保障について、特に社会保険と公的扶助について学ぶ．また、マイナンバー

制度の意義と課題などについて考える．

第29～30回 講義のまとめ 講義をまとめる．

授業時間外に必要な学修 学修の目安となる時間は、一律ではないものの、平均的には予習1時間、復習1時間程度が必要となる．
提出課題など 課題を2回程度課す．期日までに提出しなければならない．課題の解答は後日解説する．
成績評価方法・基準 定期試験90%と課題10%で評価する．評価を受けようとするものは、定期試験を受けなければならない．定

期試験を受けられなかった場合は、所定の手続に従って必ず追試験を受験しなければならない．
テキスト 藤川清史編『経済政策入門』法律文化社、2020年．
指定図書
参考書

第3～4回 国民経済計算 国民経済計算を学ぶことと通してマクロ経済循環を理解する．

第27～28回 国際通貨システムとマクロ経済
政策

国際収支表、為替レートの決定と開放経済下での政策効果を理解すると共に、国
際通貨システムと世界経済の変遷について考察する．　

第25～26回 貿易政策 貿易政策の手段と効果を理解し、保護貿易を巡る議論や貿易協定の変遷について
考察する．

履修するにあたって

経済政策を学ぶ上で必要なマクロ経済政策理論を学ぶ．



授業科目名 入門マクロ経済学 ② 単位数

開講キャンパス代表教員 伴　ひかり

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

この科目は１年次生全員が学習することが求められている基幹科目であり、２年次配当科目である「マクロ経済
学」の導入科目として位置付けられている。この科目は経済学部のディプロマ・ポリシーに掲げる経済理論の基
礎の修得を目指すための科目である。

授業の目的

マクロ経済学の基礎であるＧＤＰ・金融・財政の関係について理解する。到達目標

GDPの三面等価、45度線分析、金融財政政策、日本経済授業のキーワード

スライドを用いた講義形式で行う。必要に応じてレジュメを配布する。授業の進め方

第1回 マクロ経済学とは マクロ経済学がどのような学問であるのかについて学習する。

第3回 国内総生産2
第4回 国内総生産3 GDPの三面等価について学習する。

第6回 失業 失業の概念や測定方法について学習する。
第5回 物価 物価の概念や測定方法について学習する。

第9回 金融政策1 金融システムや金融政策の手法について学習する。
第8回 国民所得の決定2 45度線分析（数式）を用いたGDPの決定について学習する。
第7回 国民所得の決定1 45度線分析（グラフ）を用いたGDPの決定について学習する。

第10回 金融政策2 金融政策の目的や波及メカニズムについて学習する。
第11回 財政政策1 財政の仕組みや財政政策の手法について学習する。
第12回 財政政策2 財政の波及メカニズムや乗数効果について学習する。

第15回 総括 これまで学習した内容を総括する。

授業時間外に必要な学修 毎週の講義前にテキストの指定個所を読んだうえで授業に臨むこと。講義終了後にはノートを見直し、テ
キストの章末にある練習問題を解いて復習すること。なお授業時間外に必要な学修時間に関しては「履修
の手引」を参照のこと。

提出課題など
成績評価方法・基準 小テストと定期試験で評価する。小テストは毎週実施し、出席日数が２／３に満たない者については成績

評価は行わない。評価を受けようとするものは、定期試験を受けなければならない。定期試験を受けられ
なかった場合は、所定の手続に従って必ず追試験を受験しなければならない。

テキスト 中村保・大内田康徳編著『経済学入門』ミネルヴァ書房、2017年
指定図書
参考書

第2回 国内総生産1 GDPの概念について学習する。

第14回 日本経済の現状 日本経済の現状について学習する。
第13回 日本経済の歴史 日本経済の歴史について学習する。

履修するにあたって

名目GDPと実質GDPとの違いについて学習する。



授業科目名 入門マクロ経済学 ② 単位数

開講キャンパス代表教員 伴　ひかり

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

この科目は１年次生全員が学習することが求められている基幹科目であり、２年次配当科目である「マクロ経済
学」の導入科目として位置付けられている。この科目は経済学部のディプロマ・ポリシーに掲げる経済理論の基
礎の修得を目指すための科目である。

授業の目的

マクロ経済学の基礎であるＧＤＰ・金融・財政の関係について理解する。到達目標

GDPの三面等価、45度線分析、金融財政政策、日本経済授業のキーワード

スライドを用いた講義形式で行う。必要に応じてレジュメを配布する。授業の進め方

第1回 マクロ経済学とは マクロ経済学がどのような学問であるのかについて学習する。

第3回 国内総生産2
第4回 国内総生産3 GDPの三面等価について学習する。

第6回 失業 失業の概念や測定方法について学習する。
第5回 物価 物価の概念や測定方法について学習する。

第9回 金融政策1 金融システムや金融政策の手法について学習する。
第8回 国民所得の決定2 45度線分析（数式）を用いたGDPの決定について学習する。
第7回 国民所得の決定1 45度線分析（グラフ）を用いたGDPの決定について学習する。

第10回 金融政策2 金融政策の目的や波及メカニズムについて学習する。
第11回 財政政策1 財政の仕組みや財政政策の手法について学習する。
第12回 財政政策2 財政の波及メカニズムや乗数効果について学習する。

第15回 総括 これまで学習した内容を総括する。

授業時間外に必要な学修 毎週の講義前にテキストの指定個所を読んだうえで授業に臨むこと。講義終了後にはノートを見直し、テ
キストの章末にある練習問題を解いて復習すること。なお授業時間外に必要な学修時間に関しては「履修
の手引」を参照のこと。

提出課題など
成績評価方法・基準 小テストと定期試験で評価する。小テストは毎週実施し、出席日数が２／３に満たない者については成績

評価は行わない。評価を受けようとするものは、定期試験を受けなければならない。定期試験を受けられ
なかった場合は、所定の手続に従って必ず追試験を受験しなければならない。

テキスト 中村保・大内田康徳編著『経済学入門』ミネルヴァ書房、2017年
指定図書
参考書

第2回 国内総生産1 GDPの概念について学習する。

第14回 日本経済の現状 日本経済の現状について学習する。
第13回 日本経済の歴史 日本経済の歴史について学習する。

履修するにあたって

名目GDPと実質GDPとの違いについて学習する。



授業科目名 作品批評Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 長谷川　弘基

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 金曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

この科目は人文学科専門科目の言語・文学科目群に配置され、資格に関する科目（英語・中学校一種、英語・高
等学校一種）にも指定されており、英語圏文学の読解を通して、批評という営みが持つ意味について考察する。
［主題］2017年度のノーベル文学賞を受賞したカズオ・イシグロの実質的デビュー作でもある、邦題『遠い山な
みの光』（A Pale View of Hills）を読み解きながら、代表的な批評理論について学び、それぞれの批評理論の
立場から『遠い山なみの光』がどのように解釈できるのかを概観することを通して、文芸批評の営みについて理
解を深める。［目的］１）批評という行為の意味を理解する。２）代表的な批評理論について知識を深める。
３）批評理論の違いから解釈の違いが生じるメカニズムを理解する。

授業の目的

１）批評的態度を獲得する。２）批評理論について知識を深め、理論の必要性を理解する。到達目標

内在的批評、外在的批評、構造、歴史授業のキーワード

カズオ・イシグロの『遠い山なみの光』を各自で読んでいることを前提として、代表的な批評理論の立場からの
批評的読解を講義を通して実践的に展開する。

授業の進め方

第1回 カズオ・イシグロについて 現代イギリス文学界を代表する小説家であるカズオ・イシグロについて解説す
る。

第3回 外在的批評：作者研究

第４回 外在的批評：歴史主義 歴史主義的批評の方法論を紹介しつつ、この批評的立場から可能な読解の可能性
について考察する。

第６回 内在的批評＝構造主義とテクス
ト分析＃１

「新批評」から構造主義的批評までの批評理論の展開を概観し、内在的批評と外
在的批評の比較を試みる。

第５回 外在的批評に対する批判 外在的批評に対する批判を確認し、その欠点を克服するために起こった「新批
評」について概観する。

第9回 内在的批評＝構造主義とテクス
ト分析　＃４

引き続き「新批評」から構造主義的批評までの批評理論の展開を概観し、内在的
批評と外在的批評の比較を試みる。　　

第8回 内在的批評＝構造主義とテクス
ト分析　＃３

引き続き「新批評」から構造主義的批評までの批評理論の展開を概観し、内在的
批評と外在的批評の比較を試みる。　　

第７回 内在的批評＝構造主義とテクス
ト分析　＃２　

引き続き「新批評」から構造主義的批評までの批評理論の展開を概観し、内在的
批評と外在的批評の比較を試みる。　

第10回 読者受容理論と解釈行為＃１ 文学における読者の役割について考察し、読者受容理論とその影響について考察
する。

第11回 読者受容理論と解釈行為＃２ 引き続き、文学における読者の役割について考察し、読者受容理論とその影響に
ついて考察する。

第12回 読者受容理論と解釈行為＃３ 引き続き、文学における読者の役割について考察し、読者受容理論とその影響に
ついて考察する。　

第15回 まとめ それぞれの批評理論、方法論によって、それぞれ異なった解釈が生じることを確
認する。　

授業時間外に必要な学修 おおむね1～2時間の予習・復習が必要である。
提出課題など 学期末にレポートを課す。提出したレポートは要請があれば、コメント・評価などを記した上で返却す

る。
成績評価方法・基準 学期末のレポート（６０％）、折々の授業で行う簡単な確認テストの合算（４０％）
テキスト カズオ・イシグロ著　『遠い山なみの光』 (ハヤカワepi文庫)（早川書房）
指定図書
参考書 多岐に渡るので授業中に提示する。

第2回 批評とは何か 批評（criticism）の意味を、主に西洋における歴史的展開を概観しつつ、確認
する。その際に、「内在的批評」と「外在的批評」の対比、「構造主義」と「歴
史主義」の対比に注目する。

第14回 読者受容理論と解釈行為＃５ 引き続き、文学における読者の役割について考察し、読者受容理論とその影響に
ついて考察する。　

第13回 読者受容理論と解釈行為＃４ 引き続き、文学における読者の役割について考察し、読者受容理論とその影響に
ついて考察する。　

履修するにあたって 3回目の講義までには各自で『遠い山なみの光』を読了しておかなければならない。

最も古くから存在する批評の方法論としての「作者研究」を考察する。作者に関
する知見を高めることが作品の読解にどのような貢献をするのか。



授業科目名 英米文学史Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 長谷川　弘基

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

この科目は資格に関する科目（英語・中学校一種、英語・高等学校一種）にも指定されており、英米文学の中で
も最も充実していた時代とも言われているロマン派の詩の読解を通して、西洋近代の自我意識の特徴を確認する
ことを目指している。この点において、人文学科のDPに示されている専門知識の獲得と、異なる分野の知識が相
互に関連していることを実践的に理解することをも視野において授業を進めることになる。［主題］19世紀ロマ
ン派詩人（Blake、 Wordsworth、 shelley、 Keats）、及びそれ以後の若干の詩人の作品を、日本語の翻訳を参
考にしつつ鑑賞し、ロマン主義及び近代西洋文学の特性について学ぶ。［目標］１）個々の翻訳詩及び原詩の意
味を理解し、詩の楽しみを理解する。２）細かい表現に注目し、そこから批評的解釈を試みる。３）それぞれの
詩人を比較し、その相違点を理解する。

授業の目的

１）19世紀の英語の詩が持つ形式的特徴を知る。２）ロマン派の特質を理解する。３）ロマン派第一世代（ブレ
イク、ワーズワース）と第二世代（シェリー、キーツ）の比較を通し、両者の違いを認識する。

到達目標

ロマン派、西洋近代、自我、egotisitic sublime、女性性授業のキーワード

個々の作品の読解・解説を中心にした講義。一回の講義で１～２編の詩を読むことになる。授業の進め方

第1回 イントロダクション 授業の概要及び目標の説明『イギリスロマン派』の文学史的意義

第3回 ブレイク　＃２

第4回 ワーズワース　＃１ WordsworthのいわゆるLucy Poemsを読み、イギリスの抒情詩の特徴に触れ、理解
を深める。　

第6回 ワーズワース　＃３ WordsworthのThe Solitary Reaperを読み、いわゆるEgotisitic Sublimeの本質
を理解すると同時に、ロマン派第二世代への導入を図る。　

第5回 ワーズワース　＃２ WordsworthのDaffodilsを読み、ロマン派に特徴的な自我の表象について考察す
る。

第9回 シェリー＃３ 引き続きShelleyの社会的・政治的な詩を読み、ロマン派第二世代の社会批判的
傾向を確認する。　

第8回 シェリー　＃２ Shelleyの社会的・政治的な詩を読み、ロマン派第二世代の社会批判的傾向を確
認する。

第7回 シェリー　＃１ Shelleyのマイナーな叙情詩を読み、その魅力の一端に触れる。

第１0回 キーツ　＃１ John KeatsのLa Belle Dame sans Merciを、The Solitary Reaperと比較しつつ
読解し、KeatsのWordsworth批判の意味を確認する。

第11回 キーツ　＃２ 引き続きJohn KeatsのLa Belle Dame sans Merciを、The Solitary Reaperと比
較しつつ読解し、KeatsのWordsworth批判の意味を確認する。

第１２回 キーツ　＃３ Ode on a Grecian Urnをthe Negative Capabilityと関連づけた上で読解する。

第15回 ロマン派からモダニズムへ　＃
２

引き続きエズラ・パウンド（Ezra Pound）とＴ．Ｓ．エリオット（Eliot）の作
品を読み、20世紀初頭の、いわゆるモダニズムとロマン派の違いについて考察す
る。　

授業時間外に必要な学修 翻訳を利用するとはいえ、英語の詩を読むことになるので、英語の語彙や表現などに関しては、気になる
ことはこまめに辞書で調べることが必要である。また、１９世紀のイギリスの社会・歴史的背景に関する
知識があることが望ましいことは言うまでもない。おおむね1～2時間の予習・復習が求められる。

提出課題など 学期末に作品解釈に関するレポートを書いてもらう。レポートは要請があればコメント・評価を記した上
で返却する。

成績評価方法・基準 毎授業の小さなレポート（200字未満）の合算が50％。残りの50％は学期末のレポート課題による。
テキスト 初回の授業にプリントを配布する。
指定図書 特に指定はしないが、それぞれの詩人の作品には多くの翻訳があるので、手元にあると便利であろう。
参考書 授業中に指示する。

第2回 ブレイク　＃１ ブレイクの『無垢の歌、経験の歌』から複数の作品を選び、ロマン派の作品の特
徴を、18世紀の作品と比べて確認する。

第14回 ロマン派からモダニズムへ　＃
１

エズラ・パウンド（Ezra Pound）とＴ．Ｓ．エリオット（Eliot）の作品を読
み、20世紀初頭の、いわゆるモダニズムとロマン派の違いについて考察する。　

第13回 キーツ　＃４ 引き続きOde on a Grecian Urnをthe Negative Capabilityと関連づけた上で読
解する。　

履修するにあたって

引き続きブレイクの『無垢の歌、経験の歌』から複数の作品を選び、ロマン派の
作品の特徴を、18世紀の作品と比べて確認する。　



授業科目名 教職実践演習（中・高教諭） (資格) 単位数

開講キャンパス代表教員 長谷川　弘基

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜5限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

演習授業の方法

この授業は教職課程における人文学部人文学科教職に関する科目(英語）に属し、学部のDPに示す「複数の分野の
基礎知識を教養として身につけている」ようになることを目的とする。本演習は教職課程における「学びの軌跡
の集大成」として位置づけられ、 学生諸君が教職科目を含んだ全ての授業科目・活動の中で身につけた資質・能
力が教員としての重要な資質・能力として有機的に統合され、形成されているかについて、本学の教員養成の理
念や到達目標に照らして最終的に確認するために開設されたものである。

授業の目的

(1) 教員としての使命感や責任感、教育的愛情について理解する(2) 教員として必要とされる社会性や対人関係
能力について理解を深める(３) 教科に関する知識、理解力および指導力を伸ばす(5) 現代の教育問題に関する理
解を深める

到達目標

授業のキーワード

教材研究、教材作成、模擬授業、ロールプレーイングなどを行いながらその内容についてのディスカッション形
式を行う。また、適宜、学校訪問や現職や元教員の講話を聞くことも加える。　

授業の進め方

第1回 オリエンテーション 授業の目的と概要の説明

第3回  "教育実習総括２　"
第4回  "教育実習総括３　" 各自の教育実習体験について発表とディスカッション　

第6回 最近の教育問題＃２ 引き続き、自らの経験及びマスコミなどの情報を通じて知り得た教育問題の検討
を行う。

第5回 最近の教育問題＃１ 自らの経験及びマスコミなどの情報を通じて知り得た教育問題の検討を行う。

第9回 教育経験者からの知見＃２ 引き続き、教育経験者からの助言を受ける。
第8回 教育経験者からの知見＃１ 教育経験者からの助言などを参考に、これまでの議論を再検討する。

第7回 "学校：教師の視点と生徒の視
 点　"

教育実習で知り得たことを、「教師の視点」と「生徒の視点」からとらえ直し、
「学校」という制度・機関に関する理解を深める　

第10回 教育経験者からの知見＃３　 引き続き、教育経験者からの助言を受ける。
第11回 教材研究＃１（教科指導） 教材研究の重要性と実質的な取り組みについて学ぶ。　
第12回 教材研究＃２（教科指導） 引き続き、教材研究の重要性と実質的な取り組みについて学ぶ。　

第15回 まとめ 学校と教育の意義について理解を深める。

授業時間外に必要な学修 授業で指示された教育、教材研究、英語教育などの書籍を丹念に読むこと(目安として１時間）　
提出課題など 学年末に特定の課題にもとづいたレポートを提出。その他、適宜課題を出す予定。
成績評価方法・基準 学年末のレポート(40%)、提出課題(30%)、授業での発表と質疑(30%)
テキスト 授業中に資料を配付する。
指定図書
参考書 授業中に指示する。

第2回  "教育実習総括１　" 各自の教育実習体験について発表とディスカッション　

第14回 教材研究＃４（学級活動） 引き続き、学級経営、学級活動の問題点と基本的取り組みに関する理解を深め
る。

第13回 教材研究＃３（学級活動） 学級経営、学級活動の問題点と基本的取り組みに関する理解を深める。

履修するにあたって

各自の教育実習体験について発表とディスカッション　



授業科目名 地域福祉論Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 橋本　力

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

本科目は、地域福祉論Ⅰに引き続き、地域福祉の理論と方法を体系的に理解することを目的とする。本科目で
は、住民の参加と方法、ソーシャルサポートネットワーク、地域における社会資源の活用・調整・開発、福祉
ニーズの把握方法、地域トータルケアシステムの構築、地域における福祉サービスの評価方法、災害支援と地域
福祉などを学ぶことを目的とする。この科目は学部ＤＰの４を達成することを目指している。

授業の目的

①地域福祉における住民の参加と方法について説明できる。（知識）②ソーシャルサポートネットワークについ
て説明できる。（知識）③地域における社会資源の活用・調整・開発について説明できる。（知識）④地域にお
ける福祉ニーズの把握方法について説明できる。（知識）⑤地域トータルケアシステムの構築について説明でき
る。（知識）⑥地域における福祉サービスの評価方法について説明できる。（知識）⑦災害支援と地域福祉につ
いて説明できる。（知識）⑧日本の地域福祉に影響を与えた海外の考え方について説明できる。（知識）上記①
～⑧の知識を習得することで、地域福祉の推進に求められる取り組みについて、自らの見解を示すことができる
（態度・習慣、技能）。

到達目標

住民参加、ソーシャルサポートネットワーク、社会資源、地域トータルケアシステム授業のキーワード

新・社会福祉士養成講座9　地域福祉の理論と方法（中央法規出版）のテキストに基づいて、講義を行う。また、
テキスト以外にも、事例等を紹介することで、地域福祉の実際や課題等について紹介する。講義では、レジュメ
を配布し、レジュメに基づき講義を行う。

授業の進め方

第１回 住民の参加と方法① 地域福祉推進における住民参加の意義について学ぶ。市町村社会福祉行政におけ
る住民参加について学ぶ。

第３回 ソーシャルサポートネットワー
ク①

第４回 ソーシャルサポートネットワー
ク②

ソーシャルサポートネットワークとエコロジカルアプローチについて学ぶ。

第６回 地域における社会資源の活用・
調整・開発②

税制優遇と助成金の活用について学ぶ。福祉でまちづくりとソーシャルアクショ
ンについて学ぶ。

第５回 地域における社会資源の活用・
調整・開発①

社会資源の活用と開発について学ぶ。ニーズ対応型福祉サービスの開発について
学ぶ。

第９回 地域トータルケアシステムの構
築と実際①

地域トータルケアシステムの必要性と考え方について学ぶ。地域トータルケアシ
ステムの展開方法について学ぶ。

第８回 地域における福祉ニーズの把握
方法と実際②

地域における福祉ニーズの把握方法と実際について学ぶ。

第７回 地域における福祉ニーズの把握
方法と実際①

地域福祉におけるアウトリーチの意義について学ぶ。

第１０回 地域トータルケアシステムの構
築と実際②

地域トータルケアシステムの事例について学ぶ。ソーシャルケア従事者の研修と
組織化について学ぶ。

第１１回 地域における福祉サービスの評
価方法と実際①

福祉サービスの評価を必要とする背景について学ぶ。評価の考え方について学
ぶ。

第１２回 地域における福祉サービスの評
価方法と実際②

福祉サービスの評価の方法と実際について学ぶ。福祉サービスのプログラム評価
とその展開について学ぶ。

第１５回 日本の地域福祉に影響を与えた
海外の考え方②

アメリカのソーシャルワークの特徴、コミュニティにおけるソーシャルワークの
展開について学ぶ

授業時間外に必要な学修 授業計画の各回の内容をテキストで確認しておくこと。（目安として1時間）
提出課題など 講義時に課題を指示する。課題の講評は後日授業中に行う。
成績評価方法・基準 課題提出40％　定期試験60％
テキスト 新・社会福祉士養成講座9　地域福祉の理論と方法　（中央法規出版、第3版）
指定図書 講義において適宜紹介する。
参考書 　

第２回 住民の参加と方法② 住民の代表性と参加方法について学ぶ。

第１４回 日本の地域福祉に影響を与えた
海外の考え方①

イギリスでの地方自治体を中心とした社会システムの構築について学ぶ
第１３回 災害支援と地域福祉 災害支援の考え方と方法について学ぶ。災害支援の実際について学ぶ。

履修するにあたって 講義では、テキストを持参すること。

ソーシャルサポートネットワークの考え方と位置について学ぶ。



授業科目名 英語読解Ⅱ （Ａ） 単位数

開講キャンパス代表教員 林　剛司、原　良子

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜1限 木曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義　演習授業の方法

この授業ではディプロマポリシーの中でも「1.実践的で高度な外国語の運用ができる」と「3.言語の基礎にある
多様な社会、文化、歴史、政治、経済などについて幅広い知識や教養を身に付けることができる」「4.教育現場
で有効な、英語に関する体系的で専門的な知識と指導法を習得することができる」ことを目的としている。英語
読解力を向上させる為に、基本的な英文法、英語構文、語彙、慣用表現を学習し、読解方略を効果的に使用して
様々なトピック、ジャンルの英文の精読と多読を行う。

授業の目的

・To learn efficient reading skills.・To build up English vocabulary and expressions as well as 
knowledge of English grammar.・To improve reading speed in English.

到達目標

精読　多読　読解方略　文法　語彙授業のキーワード

pair work、 group work、 lecture授業の進め方

第1回 Orientation Orientation

第3回 Technology (1)
第4回 Technology (2) Unit 7 Casual Reading、 Comparison and Contrast

第6回 Technology (4) Unit 7 Academic Reading　
第5回 Technology (3) Academic Express (37)～(39)

第9回 Entertainment (3) Academic Express (43)～(45)
第8回 Entertainment (2) Unit 8 Casual Reading、 Categorizing
第7回 Entertainment (1) Academic Express (40)～(42)

第10回 Entertainment (4) Unit 8 Academic Reading

第27回 Diversity (4) Unit 12 Paraphrasing

第11回 International affairs (1) Academic Express (46)～(48)

第28回 Reflection Reflection

第30回 Reflection Reflection
第29回 Academic Express Academic Express

第12回 International affairs (2) Unit 9 Casual Reading、 Sequencing

第15回 Personal finance (1) Unit 10 Casual Reading、 Inference 1

第17回 Personal finance (3) Unit 10 Academic Reading
第16回 Personal finance (2) Academic Express (52)～(54)

第20回 Health (2) Academic Express (58)～(60)
第19回 Health (1) Unit 11 Casual Reading、 Inference 2
第18回 Personal finance (4) Academic Express (55)～(57)

第21回 Health (3) Unit 11 Academic Reading

第23回 Diversity (1) Unit 12 Casual Reading
第22回 Health (4) Academic Express (61)～(63)

第24回 Diversity (2) Academic Express (64)～(66)

第26回 TOEIC TOEIC　
第25回 Diversity (3) Unit 12 Academic Reading

授業時間外に必要な学修 毎回、予習、宿題に最低1時間、既習事項の復習などに最低1時間の学修を必要とする。
提出課題など 授業での指示にしたがうこと。
成績評価方法・基準 60%  In-class30%  Homework10%  TOEIC IP Test　
テキスト 『able English Grammar 24Lessons』（第一学習社）ISBN978-4-8040-1590-3
指定図書
参考書

第2回 Orientation Orientation

第14回 International affairs (4) Academic Express (49)～(51)
第13回 International affairs (3) Unit 9 Academic Reading

履修するにあたって

Academic Express (34)～(36)



授業科目名 英語読解Ⅱ （Ｃ） 単位数

開講キャンパス代表教員 林　剛司、原　良子

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜2限 木曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義　演習授業の方法

この授業ではディプロマポリシーの中でも「1.実践的で高度な外国語の運用ができる」と「3.言語の基礎にある
多様な社会、文化、歴史、政治、経済などについて幅広い知識や教養を身に付けることができる」「4.教育現場
で有効な、英語に関する体系的で専門的な知識と指導法を習得することができる」ことを目的としている。英語
読解力を向上させる為に、基本的な英文法、英語構文、語彙、慣用表現を学習し、読解方略を効果的に使用して
様々なトピック、ジャンルの英文の精読と多読を行う。

授業の目的

・To learn efficient reading skills.・To build up English vocabulary and expressions as well as 
knowledge of English grammar.・To improve reading speed in English.

到達目標

精読　多読　読解方略　文法　語彙授業のキーワード

pair work、 group work、 lecture授業の進め方

第1回 Orientation Orientation

第3回 Technology (1)
第4回 Technology (2) Unit 7 Casual Reading、 Comparison and Contrast

第6回 Technology (4) Unit 7 Academic Reading　
第5回 Technology (3) Academic Express (37)～(39)

第9回 Entertainment (3) Academic Express (43)～(45)
第8回 Entertainment (2) Unit 8 Casual Reading、 Categorizing
第7回 Entertainment (1) Academic Express (40)～(42)

第10回 Entertainment (4) Unit 8 Academic Reading

第27回 Diversity (4) Unit 12 Paraphrasing

第11回 International affairs (1) Academic Express (46)～(48)

第28回 Reflection Reflection

第30回 Reflection Reflection
第29回 Academic Express Academic Express

第12回 International affairs (2) Unit 9 Casual Reading、 Sequencing

第15回 Personal finance (1) Unit 10 Casual Reading、 Inference 1

第17回 Personal finance (3) Unit 10 Academic Reading
第16回 Personal finance (2) Academic Express (52)～(54)

第20回 Health (2) Academic Express (58)～(60)
第19回 Health (1) Unit 11 Casual Reading、 Inference 2
第18回 Personal finance (4) Academic Express (55)～(57)

第21回 Health (3) Unit 11 Academic Reading

第23回 Diversity (1) Unit 12 Casual Reading
第22回 Health (4) Academic Express (61)～(63)

第24回 Diversity (2) Academic Express (64)～(66)

第26回 TOEIC TOEIC　
第25回 Diversity (3) Unit 12 Academic Reading

授業時間外に必要な学修 毎回、予習、宿題に最低1時間、既習事項の復習などに最低1時間の学修を必要とする。
提出課題など 授業での指示にしたがうこと。
成績評価方法・基準 60%  In-class30%  Homework10%  TOEIC IP Test　
テキスト 『able English Grammar 24Lessons』（第一学習社）ISBN978-4-8040-1590-3
指定図書
参考書

第2回 Orientation Orientation

第14回 International affairs (4) Academic Express (49)～(51)
第13回 International affairs (3) Unit 9 Academic Reading

履修するにあたって

Academic Express (34)～(36)



授業科目名 英米文学Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 林　剛司

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義　演習授業の方法

本科目は、ディプロマポリシーの中でも、3. 言語の基礎にある多様な社会、文化、歴史、政治、経済などについ
て幅広い知識や教養を身に付けることができる、4. （英語コース）教育現場で有効な、英語に関する体系的で専
門的な知識と指導法を習得することができるを主眼とし、英米文学についての基礎的な知識を身に付けるととも
に、文学作品が提供してくれるエスニシティやジェンダーの問題について考える。

授業の目的

本科目は以下を目標としています。1. 英米文学が現在の自分とどのような関わりがあるかを受講生が実感でき
る。2. 文学をより身近なものとして捉えられるようになることができる。3. 英米文学を読む楽しさを体感する
ことができる。

到達目標

アイデンティティ　文化変容　同化　ジェンダー　エスニシティ　多文化主義授業のキーワード

短編小説を（英語で）読んでいく。同時に様々な時代の作家や作品をなどに目を配りつつ、網羅的に文学作品の
歴史的側面や、文化的背景、作品中に見られる言語表現などについての講義を行う。文学作品に関連する映像
（映画、ドキュメンタリー等）も取り入れる予定。

授業の進め方

第1回 オリエンテーション 授業の進め方等の説明、確認。推薦書の紹介。レポート課題についての説明。

第3回 日系アメリカ文学について学ぶ
第4回 日系アメリカ文学について学ぶ 第二次世界大戦後の日系アメリカ人作家の短編を読む

第6回 日系アメリカ文学について学ぶ 第二次世界大戦後の日系アメリカ人作家の短編を読む
第5回 日系アメリカ文学について学ぶ 第二次世界大戦後の日系アメリカ人作家の短編を読む

第9回 ユダヤ系アメリカ文学について
学ぶ

ユダヤ系アメリカ人作家の短編小説を読む

第8回 ユダヤ系アメリカ文学について
学ぶ

ユダヤ系アメリカ人作家の短編小説を読む

第7回 ユダヤ系アメリカ文学について
学ぶ

ユダヤ系アメリカ人作家の短編小説を読む

第10回 ユダヤ系アメリカ文学について
学ぶ　

ユダヤ系アメリカ人作家の短編小説を読む　

第11回 インド系アメリカ文学について
学ぶ

インド系アメリカ人作家（女性）の作品を読む

第12回 インド系アメリカ文学について
学ぶ

インド系アメリカ人作家（女性）の作品を読む

第15回 まとめ この授業で読んだ短編作品について、総復習とまとめ、および最終試験。

授業時間外に必要な学修 テキストの指定された箇所を必ずよく読んでくること（予習）。辞書を使って、時間を使い、丁寧にテキ
ストを読み込む努力ができる方でないと、受講は厳しいと思います。授業時間外に最低1時間の学習が必
要です。

提出課題など 提出物のフィードバックに関しては、授業内で行う。
成績評価方法・基準 予習レポート20%、期末レポート30％、最終試験50%　で評価。予習レポート、期末レポートについては、

トピックや書き方を第1回目の授業で説明します。期末レポートでは、教科書の中から、授業で扱わない
作品について論じてもらうことになる。

テキスト プリントを使用
指定図書
参考書

第2回 アメリカ文学におけるマイノリ
ティ、エスニシティ、ジェン
ダーについて

アメリカ文学におけるマイノリティ、エスニシティ、ジェンダーについて、その
歴史的背景を学ぶことにより、文学作品のより深い理解に繋げる。

第14回 インド系アメリカ文学について
学ぶ

インド系アメリカ人作家（女性）の作品を読む

第13回 インド系アメリカ文学について
学ぶ

インド系アメリカ人作家（女性）の作品を読む

履修するにあたって 文学（日本文学でも英米文学でも）に多少なりとも興味があること、そして何よりもテキスト（文学作品）の英
文を、辞書や文法書を使いながら丁寧に読んで来ることができる学生のみ履修していただきたい。予習ができな
い学生、授業態度に問題がある学生は、授業中であっても退室を求めることもある。　

第二次世界大戦後の日系アメリカ人作家の短編を読む



授業科目名 英文法 単位数

開講キャンパス代表教員 服部　亮祐

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

この科目は、人文学部専門科目の言語・文学科目群の一科目並びに教職（英語）の資格科目に属している。人文
学部DPのひとつである、「相手の意見を正確に理解し、自分の考えや意見を口頭や文章で的確に表現することが
できる」能力を養うことを目的とする。言語学や英語学に基づいた理論を通して、英文法を科学的見地から分析
する能力を養い、同時に英文を読む能力を養うことを目指す。また、小テストや課題を通して、自分の考えを口
頭や文章で的確に表現する能力を身に付けることを目指す。

授業の目的

英文法に関して理論的に解説し、具体例を提示しながら説明できる。英文法に関する問題に解答し、その過程に
ついて適切に説明することができる。英文法の重要性を理解し、指導することができる。

到達目標

英語学、生成文法、統語論授業のキーワード

各事項について説明したのちに、クラス全体あるいはグループで課題を解き、解説を加える。また、各回の始め
に前回学んだ内容について小テストを行う。

授業の進め方

第1回 イントロダクション 自己紹介、授業の進め方、成績の付け方などの説明。

第3回 「文法」とは②
第4回 句構造① 統語構造における規則について概観する

第6回 句構造③ 句構造規則の限界について説明する
第5回 句構造② 構造的同音異義について

第9回 変形規則② 変形規則に関わる一般的条件
第8回 変形規則① 深層構造と変形規則
第7回 音と意味の分離 名詞、文の派生における音と意味の分離について説明する

第10回 意味解釈規則① 代名詞の意味解釈に関する規則について
第11回 意味解釈規則② 「作用域」について
第12回 「主語」とは何か① 「文法上の主語」と「意味上の主語」について説明する

第15回 生成文法研究の目指すもの② 生成文法の研究方法について説明する

授業時間外に必要な学修 予習を行うこと。また、小テストに備え、各回で学んだことについて、復習を欠かさないこと。（1時間
程度）

提出課題など 小テストについては授業内で解答を提示する。また、課題については添削して返却する。
成績評価方法・基準 課題40％、授業中の取り組み20％、小テスト40％
テキスト
指定図書
参考書 阿部潤 (2008) 『問題を通して学ぶ生成文法』 ひつじ書房　1600円＋税、北川善久、上山あゆみ 

(2004) 『生成文法の考え方』 研究社 2800円＋税

第2回 「文法」とは① 生成文法における「文法」とその変遷について

第14回 生成文法研究が目指すもの① 生成文法の研究対象について説明する
第13回 「主語」とは何か② 「主語」の移動について説明する

履修するにあたって ３分の２以上の出席に達しないときは、特別の事情がない限り、単位認定されない。

人間の言語習得の観点から「文法」とは何かを説明する



授業科目名 英語講読Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 服部　亮祐

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

人文学部DPのひとつである、「相手の意見を正確に理解し、自分の考えや意見を口頭や文章で的確に表現するこ
とができる」能力を養うことを目的とする。この授業では、特に、英語の教職免許の取得を目指している学生を
対象に、英語力の増強を目指す。英文法は、英語を正しく読み、書き、話すために必要不可欠なものである。高
校までに学習した英文法について振り返り、さらに深く学習し、英語についての知識を深めることを目指す。ま
た、入門期の学習者が理解しにくい点を取り上げ、よりよい教え方についても考察する。

授業の目的

英文法に関して理論的に解説し、具体例を提示しながら説明できる。英文法に関する問題に解答し、その過程に
ついて適切に説明することができる。英文法の重要性を理解し、指導することができる。

到達目標

授業のキーワード

各事項について概要を説明したのち、クラス全体で問題を解き、解説を加える。また、各unitごとに小テストを
行う。

授業の進め方

第1回 イントロダクション 自己紹介、授業の進め方、成績の付け方などの説明。

第3回 Unit 1-2
第4回 Unit 2-1 動詞①

第6回 Unit 3-1 時制①
第5回 Unit 2-2 動詞②

第9回 Unit 4-2 助動詞②
第8回 Unit 4-1 助動詞①
第7回 Unit 3-2 時制②

第10回 Unit 5-1 名詞、冠詞、代名詞①
第11回 Unit 5-2 名詞、冠詞、代名詞②
第12回 Unit 6-1 形容詞と副詞①

第15回 Unit 7-2 態②

授業時間外に必要な学修 小テストや定期試験に備え、各回で学んだことについて復習を欠かさないこと。（1時間程度）
提出課題など 各Unitごとに小テストを行う。小テストは採点後、返却する。
成績評価方法・基準 定期試験40％、授業中の取り組み20％、小テスト40％
テキスト 町田健＋豊島克己 (2014)『大学生のための英文法再入門』研究社　1900円＋税
指定図書
参考書

第2回 Unit 1-1 動詞の基礎と文型①

第14回 Unit 7-1 態①
第13回 Unit 6-2 形容詞と副詞②

履修するにあたって テキストと使い慣れた英和辞書を必ず毎回持参すること。

動詞の基礎と文型②



授業科目名 英語と文化 単位数

開講キャンパス代表教員 服部　亮祐

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

この授業は、人文学科言語文学科目群の専門教育科目に属し、人文学部DPに示す「複数の分野の基礎知識を教養
として身につけている。」ようになることを目的とします。大学生活、家族、食文化、個人主義、多文化社会な
ど、日米文化の比較を通して文化的背景を学ぶことで、多様な英語表現についてよりよく理解することを目指し
ます。

授業の目的

多様な英語表現の意味について、文化的背景を踏まえて考察することができる。異文化間の差異を理解し、各文
化の背景や価値観について考察することができる。

到達目標

日米文化比較授業のキーワード

テキストの内容に沿って、読解やリスニングを行う。講義中は毎回必ず受講生に発言を求める。授業の進め方

第1回 Introduction 自己紹介、授業の進め方、成績の付け方などの説明。

第3回 Unit 2
第4回 Unit 3 Food Culture

第6回 Unit 5 Individualism
第5回 Unit 4 Holidays

第9回 Unit 8 Degree of Formality
第8回 Unit 7 Pluralistic Society
第7回 Unit 6 Socializing at Parties

第10回 Unit 9 Volunteerism
第11回 Unit 10 Context and Communication
第12回 Unit 11 Non-Verbal Communication

第15回 Unit 14 Computers and Communication

授業時間外に必要な学修 各回の内容について予習をし、読解、リスニング問題に備えること（一時間程度）。
提出課題など 各回に学んだ内容から、各自テーマをひとつ選択し、考察するレポートを提出すること。また、課題につ

いてはその都度授業中に指示する。解答例は授業内で提示する。
成績評価方法・基準 授業への積極的な参加、質疑応答など40％、課題提出30％、レポート30％
テキスト Justin Charlebois、 佐久間重 (2015)『日米文化比較で学ぶ総合英語 Cultural Portraits: Japan and 

the US』金星堂、1、800円
指定図書
参考書

第2回 Unit 1 College Life

第14回 Unit 13 Religion
第13回 Unit 12 Debate

履修するにあたって 毎回各自必ずテキストと使い慣れた英和辞書を持参すること。演習やディスカッションを行うので、積極的に授
業に参加することが不可欠です。３分の２以上の出席に達しないときは、特別の事情がない限り、単位認定され
ません。

Family Life



授業科目名 日本政治史Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 萩藤　大明

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 金曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

・各授業テーマの必要に応じて、レジュメ、資料を配布し、パワーポイントなど視覚教材を用いた授業方法をと
る。・講義中心の授業となるが、適宜、履修者の質疑応答を挟み、双方向性ある授業スタイルを心がける。

授業の方法

・本講義は、法学部のDP（ディプロマ・ポリシー）に掲げられている、法的素養を身につけ（知識・理解）、法
的思考に基づいた説得力ある解決指針を示し（汎用的技能）、公平性と客観性を重視した判断および行動（志向
性）ができることを目指す。・政治学の一部門を担う政治史は、近代国家における中央レベルの政治権力の形成
と発展の過程をたどり、その特質を明らかにすることが基本的な課題である。・本講義は、第二次世界大戦以前
を中心に、幕末・維新期以来の日本政治の歩みをたどりながら、いかにして日本が戦争へと至ったのかを知り、
その歴史的理解・解釈を活用する力を高めることで、自ら政治についての考えを論理的に述べる力を養うことを
目的とする。

授業の目的

・歴史としての日本政治を学ぶことはもちろん、歴史的理解・解釈を応用する力を高めることを目標とする。・
自らの考えを論理的に述べる力を養うため、各種テストを挟み、論理的記述力の向上を目指す。

到達目標

戦前日本政治史、戦前日本外交史、日米関係授業のキーワード

・授業のテーマに沿って、パワーポイントなど視覚教材を使用して、講義を進める。・授業中は適宜、履修生に
質疑応答の機会を与え、授業の理解度を確認しながら進める。

授業の進め方

第1回 イントロダクション 講義の内容と目的、講義方法や評価方法などの説明を行うので、履修希望者は必
ず出席すること

第3回 近代国家日本の形成（２）
第4回 近代国家日本の形成（３） 大日本帝国憲法の制定と議会の開設

第6回 近代国家日本の運用（２） 日清戦争と国民・政党
第5回 近代国家日本の運用（１） 条約改正への道

第9回 中間テスト 第8回までの授業の理解度をチェックする小テストを実施
第8回 近代国家日本の運用（４） 大正デモクラシーと第一次世界大戦
第7回 近代国家日本の運用（３） 日露戦争と韓国併合

第10回 現代世界の誕生と日本（１） 第一次世界大戦後の日本政治
第11回 現代世界の誕生と日本（２） 政党政治の発展と挫折
第12回 現代世界の誕生と日本（３） 軍部の台頭

第15回 第二次世界大戦前後の日本と世
界（３）

終戦と日本の再出発

授業時間外に必要な学修 オフィスアワーを設けないので、授業でよく分からなかったことについて、質疑応答できる機会を適宜、
与える。そのためにも、毎回の授業前後で最低1時間以上の予習・復習を、指定図書を基本に、参考書を
活用して行うこと。　

提出課題など ・出席カード（小テストを含む）、中間テスト（記述式）実施後、それぞれ授業理解度に沿って、解説を
加える。

成績評価方法・基準 成績評価は、厳正に行う。毎回の出席は必須。単位目当ての履修は、絶対にお勧めしない。①各授業の出
席および出席カード（授業理解度をチェックするための小テストを含む）、②質疑応答（発言・質問の内
容と頻度）、③中間テスト・期末試験（記述式）により、評価する。

テキスト 適宜、授業テーマの必要に応じて紹介するが、各種テスト・期末試験対策として指定図書の購入を薦め
る。

指定図書 ・清水唯一朗、瀧井一博、村井良太『日本政治史――現代日本を形作るもの』有斐閣ストゥディア、2020
年

参考書 ・北岡伸一『日本政治史――外交と権力 増補版』有斐閣、2017年

第2回 近代国家日本の形成（１） 幕藩体制の政治的特質と崩壊

第14回 第二次世界大戦前後の日本と世
界（２）

アジア太平戦争下の日本

第13回 第二次世界大戦前後の日本と世
界（１）

日中戦争と真珠湾への道

履修するにあたって ・毎回の出席は必須。やむを得ない事情による欠席は、担当教員まで直接メールで必ず事前に連絡すること（連
絡先は、授業初回に教示する）。・授業中の私語、携帯電話・スマートフォンの使用、その他、他の履修者の迷
惑になる行為は禁止する。これらルールが守れない者については、開講教室からの退場を命じ、以後の出席を断
る。・出席カード・プリント等を配る場合は、授業中に配布する。なお、授業を欠席した場合の再配布は行わな
い。・授業計画は、講義の展開や履修人数などにより、変更する場合がある。

明治国家の建設



授業科目名 福祉社会学Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 坂井　めぐみ

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

この科目では、現代社会学部のディプロマ・ポリシーに従い、学修を通じて現代社会の多面的、総合的な理解を
目指します。福祉（welfare）は、「よりよく生きること」「幸福」を意味します。現代社会においては、病気や
けが、それによる障害、ほかにも失業、災害、老齢などによってそれまでの生活が維持できなくなるなど、様々
なリスクが増大しています。だれもが個人の努力では解決できない事態に直面しえると言えます。そのための社
会的な仕組みが社会福祉や公的扶助と呼ばれるものです。講義では「福祉」を社会学的な視点で捉えます。福祉
を必要とする人々、とくに障害者、女性、こども、貧困者をめぐる具体的な生活問題をとりあげ、理解を深める
ために歴史的な視点や障害学、ジェンダー論の知見を援用します。そして、それらの諸問題の自明性や普遍性を
問い、多様性が認められる福祉社会のありかたについて考えていきます。

授業の目的

福祉を必要とする人々の実態や社会保障制度、新たなテクノロジーと医療・福祉の関係について社会学の基本的
視点に基づいて理解する。さらに、様々な社会問題に対して批判的に問い直す視点を養い、自らの考えを深め、
意見を述べることができる。

到達目標

障害、ジェンダー、歴史、医療・技術、権利授業のキーワード

講義形式の授業です。パワーポイントを使用します。写真や映像等の視聴を通じてより理解が深められるよう努
めます。コメントカードなどで意見や感想を求めます。

授業の進め方

第1回 ガイダンス 受講にあたっての注意事項、講義全体の概要、講義の到達目標を確認し、福祉社
会学の視座について説明する。

第3回 障害者の生活とニーズ
第4回 歴史から学ぶ・障害者と戦争１ ホロコースト、T4計画をとりあげ、優生思想について批判的に検討し、「内なる

優生思想」や新優生学を考える。

第6回 障害者スポーツと福祉　（パラ
リンピック、アダプテッドス
ポーツ、サイバスロン）

障害者スポーツの歴史、現状、特徴と共生社会の実現について考える。

第5回 歴史から学ぶ・障害者と戦争２ 傷痍軍人に対する医療、制度の変遷から今日の障害者政策のつながりについて検
討する。

第9回 労働と福祉１ ゲストスピーカー（ケースワーカー）の特別講義を通して現在の生活保護制度の
問題点を見極める。

第8回 テクノロジーと福祉２ 映画「私の中のあなた」を視聴し、テクノロジーと福祉について自ら考える。

第7回 テクノロジーと福祉１ デザイナーベビー、AIなど新たなテクノロジーが提起する問題を障害者あるいは
福祉の観点から検討する。

第10回 労働と福祉２ 社会構造の変化から貧困、格差を捉える。
第11回 人権と福祉１　 米国のロウ対ウェイド裁判、フェミニズム運動などをとりあげ、人工妊娠中絶に

ついて理解を深める。
第12回 人権と福祉２　 日本の人工妊娠中絶の法律を確認し技術の歴史を概観することで女性の人権につ

いて考える。

第15回 まとめ 講義全体を総括して要点を再確認して補足する。また、今後の課題を検討する。

授業時間外に必要な学修 講義のテーマについてインターネットなどを用いて調べ、新聞を読んだりニュースやドキュメンタリー番
組を視聴する。関心のあるテーマについては講義中に紹介した参考文献に目を通す（事前学習１時間程
度、事後学習１時間程度）。

提出課題など 授業中に小レポートを計2回実施し、それぞれ次回の授業でフィードバックします。　
成績評価方法・基準 授業中レポート 40%（20% x 2回）、期末レポート 60%　
テキスト
指定図書
参考書 石川准・長瀬修編（1999）『障害学への招待：社会、文化、ディスアビリティ』明石書店安積純子ほか

（1995）『生の技法 : 家と施設を出て暮らす障害者の社会学』藤原書店塚原久美（2014）『中絶技術と
リプロダクティヴ・ライツ : フェミニスト倫理の視点から』勁草書房玉井真理子・平塚志保編（2009）
『捨てられるいのち、利用されるいのち : 胎児組織の研究利用と生命倫理』生活書院

第2回 障害とは何か？ 障害の「個人モデル」と「社会モデル」を理解する。

第14回 人権と福祉４ 社会構造のなかで生じる身近な暴力（体罰、いじめ、虐待、DV等）について考え
る。

第13回 人権と福祉３ 人工妊娠中絶した胎児の利用に関与した障害者運動を事例に、そこに立ちはだか
る問題点や課題を考える。

履修するにあたって

自立生活運動の歴史や現在の障害者の生活の事例から多様な生のあり方を学ぶ。



授業科目名 福祉社会学Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 坂井　めぐみ

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

この科目では、現代社会学部のディプロマ・ポリシーに従い、学修を通じて現代社会の多面的、総合的な理解を
目指します。福祉（welfare）は、「よりよく生きること」「幸福」を意味します。現代社会においては、病気や
けが、それによる障害、ほかにも失業、災害、老齢などによってそれまでの生活が維持できなくなるなど、様々
なリスクが増大しています。だれもが個人の努力では解決できない事態に直面しえると言えます。そのための社
会的な仕組みが社会福祉や公的扶助と呼ばれるものです。講義では「福祉」を社会学的な視点で捉えます。福祉
を必要とする人々、とくに障害者、女性、こども、貧困者をめぐる具体的な生活問題をとりあげ、理解を深める
ために歴史的な視点や障害学、ジェンダー論の知見を援用します。そして、それらの諸問題の自明性や普遍性を
問い、多様性が認められる福祉社会のありかたについて考えていきます。

授業の目的

福祉を必要とする人々の実態や社会保障制度、新たなテクノロジーと医療・福祉の関係について社会学の基本的
視点に基づいて理解する。さらに、様々な社会問題に対して批判的に問い直す視点を養い、自らの考えを深め、
意見を述べることができる。

到達目標

障害、ジェンダー、歴史、医療・技術、権利授業のキーワード

講義形式の授業です。パワーポイントを使用します。写真や映像等の視聴を通じてより理解が深められるよう努
めます。コメントカードなどで意見や感想を求めます。

授業の進め方

第1回 ガイダンス 受講にあたっての注意事項、講義全体の概要、講義の到達目標を確認し、福祉社
会学の視座について説明する。

第3回 障害者の生活とニーズ
第4回 歴史から学ぶ・障害者と戦争１ ホロコースト、T4計画をとりあげ、優生思想について批判的に検討し、「内なる

優生思想」や新優生学を考える。

第6回 障害者スポーツと福祉　（パラ
リンピック、アダプテッドス
ポーツ、サイバスロン）

障害者スポーツの歴史、現状、特徴と共生社会の実現について考える。

第5回 歴史から学ぶ・障害者と戦争２ 傷痍軍人に対する医療、制度の変遷から今日の障害者政策のつながりについて検
討する。

第9回 労働と福祉１ ゲストスピーカー（ケースワーカー）の特別講義を通して現在の生活保護制度の
問題点を見極める。

第8回 テクノロジーと福祉２ 映画「私の中のあなた」を視聴し、テクノロジーと福祉について自ら考える。

第7回 テクノロジーと福祉１ デザイナーベビー、AIなど新たなテクノロジーが提起する問題を障害者あるいは
福祉の観点から検討する。

第10回 労働と福祉２ 社会構造の変化から貧困、格差を捉える。
第11回 人権と福祉１　 米国のロウ対ウェイド裁判、フェミニズム運動などをとりあげ、人工妊娠中絶に

ついて理解を深める。
第12回 人権と福祉２　 日本の人工妊娠中絶の法律を確認し技術の歴史を概観することで女性の人権につ

いて考える。

第15回 まとめ 講義全体を総括して要点を再確認して補足する。また、今後の課題を検討する。

授業時間外に必要な学修 講義のテーマについてインターネットなどを用いて調べ、新聞を読んだりニュースやドキュメンタリー番
組を視聴する。関心のあるテーマについては講義中に紹介した参考文献に目を通す（事前学習１時間程
度、事後学習１時間程度）。

提出課題など 授業中に小レポートを計2回実施し、それぞれ次回の授業でフィードバックします。　
成績評価方法・基準 授業中レポート 40%（20% x 2回）、期末レポート 60%　
テキスト
指定図書
参考書 石川准・長瀬修編（1999）『障害学への招待：社会、文化、ディスアビリティ』明石書店安積純子ほか

（1995）『生の技法 : 家と施設を出て暮らす障害者の社会学』藤原書店塚原久美（2014）『中絶技術と
リプロダクティヴ・ライツ : フェミニスト倫理の視点から』勁草書房玉井真理子・平塚志保編（2009）
『捨てられるいのち、利用されるいのち : 胎児組織の研究利用と生命倫理』生活書院

第2回 障害とは何か？ 障害の「個人モデル」と「社会モデル」を理解する。

第14回 人権と福祉４ 社会構造のなかで生じる身近な暴力（体罰、いじめ、虐待、DV等）について考え
る。

第13回 人権と福祉３ 人工妊娠中絶した胎児の利用に関与した障害者運動を事例に、そこに立ちはだか
る問題点や課題を考える。

履修するにあたって

自立生活運動の歴史や現在の障害者の生活の事例から多様な生のあり方を学ぶ。



授業科目名 日本経済史 [企業] 単位数

開講キャンパス代表教員 廣田　誠

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜1限 月曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

4

有瀬

講義授業の方法

この科目は、学部のＤＰに示す、「1.経済の歴史や制度に係わる知識を修得し、今日の経済情勢を歴史的・制度
的に理解できる。」ことを目指しています。

授業の目的

日本経済史のより高度な学習に対応できる基礎的学力を身につけ、また西洋経済史やアジア経済史、経営史と
いった関連分野の学習にも対応できる能力を養い、さらに日本経済の現状に関してもより深くまた幅広い理解が
できるようになることです。

到達目標

授業のキーワード

わが国の経済発展を近現代 （幕末開港～明治～大正～昭和戦前期～戦後） 中心に概説します。 近世＝江戸時代
の状況についても必要に応じ説明します。

授業の進め方

第1回 開国と幕藩体制の崩壊 欧米先進工業国のアジア進出と日本の開国　開港の影響　幕末期の社会不安　国
内産業への影響

第3回 明治前期の経済改革
第4回 大隈・松方財政 大隈財政とその挫折　松方財政の展開とその効果

第6回 近代産業の発展１－１　綿業の
再編成と近代紡績業の成立１

開港以前の綿業　綿業近代化の試み　大阪紡績の成功
第5回 殖産興業政策 明治初期の経済状態　政策課題　殖産興業政策の諸段階

第9回 近代産業の発展３－１  国家事
業・重工業１

官営事業の展開　鉄道　郵便・電信
第8回 近代産業の発展２　製糸業 製糸業の意義　近代的製糸業の発展

第7回 近代産業の発展１－２　綿業の
再編成と近代紡績業の成立２

明治10～20年代における近代紡績業の発展　明治30～40年代の日本綿業

第10回 近代産業の発展３－２  国家事
業・重工業２

軍事工業　製鉄業　石炭業

第27回 近代日本における鉄道業の発達
（３）　　

両大戦間期における「超」高速電気鉄道の発展と地下鉄の登場

第11回 近代産業の発展４－１財閥
（1）　三井

財閥の定義と発展要因　江戸時代の三井　三野村の 「政商」 的活動　中上川の
 「工業化路線」 　益田孝による 「工業化路線」 の修正　財閥組織の形成

第28回 近代日本における鉄道業の発達
（４）

戦後日本の鉄道（大都市における通勤輸送体制の整備、新幹線の開業）

第30回 近代日本における百貨店の発達
（２）

百貨店の大衆化、電鉄系ターミナルデパートの出現と発達、反百貨店運動と百貨
店法の制定

第29回 近代日本における百貨店の発達
（１）

三越による百貨店開業と呉服店系百貨店の発達

第12回 近代産業の発展４－２  財閥
（2）　三菱

岩崎弥太郎による創設　 「政商路線」 で独占的海運業者に　弥之助時代－荘田
平五郎による多角化－　久弥時代－財閥組織の確立－

第15回 1910年代の日本経済 国際収支の危機　第一次世界大戦勃発　大戦景気　諸産業の活況　  米騒動　反
動恐慌

第17回 昭和恐慌 金融恐慌　銀行業の再編　昭和恐慌　諸産業の動向
第16回 1920年代の日本経済 国内市場の拡大　国際収支の危機　産業構造　諸産業の動向　都市化と都市政策

第20回 戦後経済（1） 敗戦時の経済状況　インフレ対策
第19回 戦時経済 世界経済のブロック化　日本のブロック形成　経済統制　経済の変容
第18回 政策の転換と重化学工業の躍進 金輸出再禁止　高橋財政　重化学工業の躍進　貿易構造の変化

第21回 戦後経済（2） 経済改革 （財閥解体・反独占政策、 農地改革、 労働民主化） 　占領政策の転
換

第23回 高度成長（2） 構造変化の要因 （自由貿易体制の恩恵、 高度大衆消費社会の到来、  政府と企
業の関係、 工業地帯の形成）、 企業経営団の形成、 「日本的」 労使関係の確
立）

第22回 高度成長（1） 産業構造の変化 （重工業を中心とする工業の発展、 農業部門の比重低下、貿易
構造の変化

第24回 低成長経済への移行 環境・資源問題の深刻化　 「重厚長大」 から 「軽薄短小」 へ　貿易摩擦の激
化　バブル経済と平成不況

第26回 近代日本における鉄道業の発達
（２）　

都市間高速電気鉄道の登場

第25回 近代日本における鉄道業の発達
（１）

鉄道の官設方針、五大私鉄、鉄道国有化

授業時間外に必要な学修 授業終了後、ノートを読み返し、その日の授業内容を定着させる。また理解が不十分な部分を拾い出し、
次回授業時に質問して理解を確実なものとする。（以上に毎回2時間程度をあてる）

提出課題など 特になし。
成績評価方法・基準 定期試験の得点（100点満点）で成績を評価する。
テキスト 廣田 誠 『日本の流通・サービス産業　歴史と現状』大阪大学出版会、2013年
指定図書 特になし。
参考書 特になし。

第2回 明治維新 封建社会から近代社会への移行 封建社会　封建体制崩壊の国際的・国内的条件
　維新変革の主体

第14回 日清・日露戦争と日本経済 日清・日露戦争の意味と結果　 「戦後経営」

第13回 近代産業の発展４－３財閥
（3）　住友

江戸時代の住友　広瀬宰平による経営再建－ 「別子銅山」 の再生－　伊庭貞剛
による近代経営の展開　三大財閥の共通点と相違点

履修するにあたって

初期財政と秩録処分・地租改正　通貨・金融政策



授業科目名 日本経済史 (資格) 単位数

開講キャンパス代表教員 廣田　誠

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜1限 月曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

4

有瀬

講義授業の方法

日本経済史の基礎的知識を修得することを通じ、日本経済の現状に関する理解を深めます。授業の目的

日本経済史のより高度な学習に対応できる基礎的学力を身につけ、また西洋経済史やアジア経済史、経営史と
いった関連分野の学習にも対応できる能力を養い、さらに日本経済の現状に関してもより深くまた幅広い理解が
できるようになることです。

到達目標

授業のキーワード

わが国の経済発展を近現代 （幕末開港～明治～大正～昭和戦前期～戦後） 中心に概説します。 近世＝江戸時代
の状況についても必要に応じ説明します。

授業の進め方

第1回 開国と幕藩体制の崩壊 欧米先進工業国のアジア進出と日本の開国　開港の影響　幕末期の社会不安　国
内産業への影響

第3回 明治前期の経済改革
第4回 大隈・松方財政 大隈財政とその挫折　松方財政の展開とその効果

第6回 近代産業の発展１－１　綿業の
再編成と近代紡績業の成立１

開港以前の綿業　綿業近代化の試み　大阪紡績の成功
第5回 殖産興業政策 明治初期の経済状態　政策課題　殖産興業政策の諸段階

第9回 近代産業の発展３－１  国家事
業・重工業１

官営事業の展開　鉄道　郵便・電信
第8回 近代産業の発展２　製糸業 製糸業の意義　近代的製糸業の発展

第7回 近代産業の発展１－２　綿業の
再編成と近代紡績業の成立２

明治10～20年代における近代紡績業の発展　明治30～40年代の日本綿業

第10回 近代産業の発展３－２  国家事
業・重工業２

軍事工業　製鉄業　石炭業

第27回 近代日本における鉄道業の発達
（３）　　

両大戦間期における「超」高速電気鉄道の発展と地下鉄の登場

第11回 近代産業の発展４－１財閥
（1）　三井

財閥の定義と発展要因　江戸時代の三井　三野村の 「政商」 的活動　中上川の
 「工業化路線」 　益田孝による 「工業化路線」 の修正　財閥組織の形成

第28回 近代日本における鉄道業の発達
（４）

戦後日本の鉄道（大都市における通勤輸送体制の整備、新幹線の開業）

第30回 近代日本における百貨店の発達
（２）

百貨店の大衆化、電鉄系ターミナルデパートの出現と発達、反百貨店運動と百貨
店法の制定

第29回 近代日本における百貨店の発達
（１）

三越による百貨店開業と呉服店系百貨店の発達

第12回 近代産業の発展４－２  財閥
（2）　三菱

岩崎弥太郎による創設　 「政商路線」 で独占的海運業者に　弥之助時代－荘田
平五郎による多角化－　久弥時代－財閥組織の確立－

第15回 1910年代の日本経済 国際収支の危機　第一次世界大戦勃発　大戦景気　諸産業の活況　  米騒動　反
動恐慌

第17回 昭和恐慌 金融恐慌　銀行業の再編　昭和恐慌　諸産業の動向
第16回 1920年代の日本経済 国内市場の拡大　国際収支の危機　産業構造　諸産業の動向　都市化と都市政策

第20回 戦後経済（1） 敗戦時の経済状況　インフレ対策
第19回 戦時経済 世界経済のブロック化　日本のブロック形成　経済統制　経済の変容
第18回 政策の転換と重化学工業の躍進 金輸出再禁止　高橋財政　重化学工業の躍進　貿易構造の変化

第21回 戦後経済（2） 経済改革 （財閥解体・反独占政策、 農地改革、 労働民主化） 　占領政策の転
換

第23回 高度成長（2） 構造変化の要因 （自由貿易体制の恩恵、 高度大衆消費社会の到来、  政府と企
業の関係、 工業地帯の形成）、 企業経営団の形成、 「日本的」 労使関係の確
立）

第22回 高度成長（1） 産業構造の変化 （重工業を中心とする工業の発展、 農業部門の比重低下、貿易
構造の変化

第24回 低成長経済への移行 環境・資源問題の深刻化　 「重厚長大」 から 「軽薄短小」 へ　貿易摩擦の激
化　バブル経済と平成不況

第26回 近代日本における鉄道業の発達
（２）　

都市間高速電気鉄道の登場

第25回 近代日本における鉄道業の発達
（１）

鉄道の官設方針、五大私鉄、鉄道国有化

授業時間外に必要な学修 授業終了後、ノートを読み返し、その日の授業内容を定着させる。また理解が不十分な部分を拾い出し、
次回授業時に質問して理解を確実なものとする。

提出課題など 特になし。
成績評価方法・基準 定期試験の得点（100点満点）で成績を評価する。
テキスト 廣田 誠 『日本の流通・サービス産業　歴史と現状』大阪大学出版会、2013年
指定図書 特になし。
参考書 特になし。

第2回 明治維新 封建社会から近代社会への移行 封建社会　封建体制崩壊の国際的・国内的条件
　維新変革の主体

第14回 日清・日露戦争と日本経済 日清・日露戦争の意味と結果　 「戦後経営」

第13回 近代産業の発展４－３財閥
（3）　住友

江戸時代の住友　広瀬宰平による経営再建－ 「別子銅山」 の再生－　伊庭貞剛
による近代経営の展開　三大財閥の共通点と相違点

履修するにあたって

初期財政と秩録処分・地租改正　通貨・金融政策



授業科目名 民法Ⅲ（債権各論） ①～④ 単位数

開講キャンパス代表教員 廣峰　正子

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜2限 木曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

4

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

この科目は、法学部ディプロマ・ポリシーのうち、「１．知識・理解」および「２．汎用的技能」に対応し、法
的素養を身につけることおよび法的思考に基づいた説得力ある解決指針を示すことができるようになることを目
的としている。民法Ⅰ（総則）および民法Ⅱ（物権）に関する理解を前提に、民法典第3編「債権」のうち、521
条～724条について学ぶ。もっとも、民法の規定は相互に関係しているため、必要に応じて対象範囲以外の規定お
よび特別法についても学ぶ。債権各論は、契約、不法行為等の債権の発生原因を扱う分野であり、民法全体の理
解に欠かせないものである。実社会での重要性も高く、法学部卒業生としてこの分野についての理解を身につけ
ていることが必要である。

授業の目的

①対象範囲に関する基本用語および概念を理解し、適切に用いることができる。②対象範囲における諸制度・諸
規定について、そのような制度・規定が設けられた趣旨を理解し、説明できる。③解釈上の問題について、基本
的な最上級審の立場（判例）を理解し、説明できる。④対象範囲に関する複雑な事例について、法律の規定に基
づいて論理的に解答できる。

到達目標

授業のキーワード

レジュメを配布します。右頁が白紙になっていますので、各自、最低限板書を写し、その他口述したことを書き
取り、自分自身のノートを作成してください。適宜テキストにも触れますので、テキストも持参すること。

授業の進め方

第1回 序論 債権各論総説、契約の基本原則

第3回 契約総論（２）
第4回 契約総論（３） 契約の解除

第6回 契約各論（２） 売買（１）
第5回 契約各論（１） 契約各論序説・贈与

第9回 契約各論（５） 賃貸借（１）
第8回 契約各論（４） 消費貸借・使用貸借
第7回 契約各論（３） 売買（２）・交換

第10回 契約各論（６） 賃貸借（２）

第27回 不法行為（７） 特殊不法行為

第11回 契約各論（７） 役務提供型契約（１）

第28回 不法行為（８） 不法行為の効果

第30回 総復習 民法（債権法）改正のポイント
第29回 不法行為（９） 契約責任と不法行為責任の競合

第12回 契約各論（８） 役務提供型契約（２）

第15回 契約総論・各論総復習 契約総論・各論の総復習、小テスト①

第17回 事務管理（２） 事務管理の追認と準事務管理
第16回 事務管理（１） 事務管理の要件と効果

第20回 不当利得（３） 多数当事者間の不当利得
第19回 不当利得（２） 給付利得
第18回 不当利得（１） 侵害利得

第21回 不法行為（１） 不法行為序説・不法行為法の発展

第23回 不法行為（３） 不法行為によって保護される法益
第22回 不法行為（２） 一般不法行為

第24回 不法行為（４） 共同不法行為

第26回 不法行為（６） 他人の行為による不法行為（２）―使用者責任
第25回 不法行為（５） 他人の行為による不法行為（１）―監督者責任

授業時間外に必要な学修 この科目では、予習・復習等のために１回の講義あたり4時間の講義時間以外での学修が必要となりま
す。レジュメに各回のテキスト該当頁が記載されているので、まずはそれを通読し、理解できた部分・で
きなかった部分を明確に意識して授業に臨むこと。講義中に、復習問題や簡単な課題を出した場合は、そ
れを行うこと。

提出課題など
成績評価方法・基準 基本的に、期末試験（選択式及び論述式）により評価する（100％）。習熟度を測るために、講義中に数

回確認テストを行うことがある。この場合、確認テストの結果も加味した上で評価する。
テキスト 藤岡康宏他著『民法Ⅳ－債権各論』〔第4版〕（有斐閣・2019年3月刊行予定）2592円（予定）
指定図書
参考書

第2回 契約総論（１） 契約の成立

第14回 契約各論（１０） 終身定期金・和解
第13回 契約各論（９） 組合

履修するにあたって 講義は、担当者作成のレジュメに沿って進行します。やむなく講義を欠席した場合は、他の受講者に欠席部分の
レジュメを閲覧させてもらう、テキストの該当部分を自習する等して、欠席時の講義内容をしっかりと確認した
上で、次回講義に臨んでください。六法を必ず毎回持参すること（出版社は問わない）。

契約の効力



授業科目名 民法Ⅲ（債権各論） ①～④ 単位数

開講キャンパス代表教員 廣峰　正子

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜2限 木曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

4

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

この科目は、法学部ディプロマ・ポリシーのうち、「１．知識・理解」および「２．汎用的技能」に対応し、法
的素養を身につけることおよび法的思考に基づいた説得力ある解決指針を示すことができるようになることを目
的としている。民法Ⅰ（総則）および民法Ⅱ（物権）に関する理解を前提に、民法典第3編「債権」のうち、521
条～724条について学ぶ。もっとも、民法の規定は相互に関係しているため、必要に応じて対象範囲以外の規定お
よび特別法についても学ぶ。債権各論は、契約、不法行為等の債権の発生原因を扱う分野であり、民法全体の理
解に欠かせないものである。実社会での重要性も高く、法学部卒業生としてこの分野についての理解を身につけ
ていることが必要である。

授業の目的

①対象範囲に関する基本用語および概念を理解し、適切に用いることができる。②対象範囲における諸制度・諸
規定について、そのような制度・規定が設けられた趣旨を理解し、説明できる。③解釈上の問題について、基本
的な最上級審の立場（判例）を理解し、説明できる。④対象範囲に関する複雑な事例について、法律の規定に基
づいて論理的に解答できる。

到達目標

授業のキーワード

レジュメを配布します。右頁が白紙になっていますので、各自、最低限板書を写し、その他口述したことを書き
取り、自分自身のノートを作成してください。適宜テキストにも触れますので、テキストも持参すること。

授業の進め方

第1回 序論 債権各論総説、契約の基本原則

第3回 契約総論（２）
第4回 契約総論（３） 契約の解除

第6回 契約各論（２） 売買（１）
第5回 契約各論（１） 契約各論序説・贈与

第9回 契約各論（５） 賃貸借（１）
第8回 契約各論（４） 消費貸借・使用貸借
第7回 契約各論（３） 売買（２）・交換

第10回 契約各論（６） 賃貸借（２）

第27回 不法行為（７） 特殊不法行為

第11回 契約各論（７） 役務提供型契約（１）

第28回 不法行為（８） 不法行為の効果

第30回 総復習 民法（債権法）改正のポイント
第29回 不法行為（９） 契約責任と不法行為責任の競合

第12回 契約各論（８） 役務提供型契約（２）

第15回 契約総論・各論総復習 契約総論・各論の総復習、小テスト①

第17回 事務管理（２） 事務管理の追認と準事務管理
第16回 事務管理（１） 事務管理の要件と効果

第20回 不当利得（３） 多数当事者間の不当利得
第19回 不当利得（２） 給付利得
第18回 不当利得（１） 侵害利得

第21回 不法行為（１） 不法行為序説・不法行為法の発展

第23回 不法行為（３） 不法行為によって保護される法益
第22回 不法行為（２） 一般不法行為

第24回 不法行為（４） 共同不法行為

第26回 不法行為（６） 他人の行為による不法行為（２）―使用者責任
第25回 不法行為（５） 他人の行為による不法行為（１）―監督者責任

授業時間外に必要な学修 この科目では、予習・復習等のために１回の講義あたり4時間の講義時間以外での学修が必要となりま
す。レジュメに各回のテキスト該当頁が記載されているので、まずはそれを通読し、理解できた部分・で
きなかった部分を明確に意識して授業に臨むこと。講義中に、復習問題や簡単な課題を出した場合は、そ
れを行うこと。

提出課題など
成績評価方法・基準 基本的に、期末試験（選択式及び論述式）により評価する（100％）。習熟度を測るために、講義中に数

回確認テストを行うことがある。この場合、確認テストの結果も加味した上で評価する。
テキスト 藤岡康宏他著『民法Ⅳ－債権各論』〔第4版〕（有斐閣・2019年3月刊行予定）2592円（予定）
指定図書
参考書

第2回 契約総論（１） 契約の成立

第14回 契約各論（１０） 終身定期金・和解
第13回 契約各論（９） 組合

履修するにあたって 講義は、担当者作成のレジュメに沿って進行します。やむなく講義を欠席した場合は、他の受講者に欠席部分の
レジュメを閲覧させてもらう、テキストの該当部分を自習する等して、欠席時の講義内容をしっかりと確認した
上で、次回講義に臨んでください。六法を必ず毎回持参すること（出版社は問わない）。

契約の効力



授業科目名 宗教学 単位数

開講キャンパス代表教員 平光　哲朗

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜5限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義形式で、宗教についての基礎的な理解を築きます。授業の方法

≪主題≫　宗教の基礎的な理解を築く≪目的≫　私たちは現在、多様な諸文化が複雑に絡みあう世界を、また同
時に、異なる諸文化が相互に断絶した世界を生きています。これらの多様性、異質性が生じる根には宗教の違い
があります。　本講義の中心は、三つの一神教、ユダヤ教、キリスト教、イスラームの解説です。それを通して
受講者には、とりわけ一神教と多神教との違いについて、考察を促します。次いで仏教を取り上げます。そして
大乗仏教における空の思想と唯識について理解を深めます。　本講義は、緩やかな仕方でベルクソンの宗教論を
下敷きにしています。彼は呪術、精霊信仰、神話などから成る静的な宗教と動的な宗教を区別します。そして動
的な宗教のなかでも特にキリスト教神秘主義において、人類が開かれた社会へ至る可能性を見出します。私たち
は、講義全体を通して得た知見と考察から、最後にこの宗教論を批判的に検討します。　宗教は私たちが、私た
ちの生の全体の意味を、人間とは何かということを、根本的に問いなおされる審級です。本講義は、受講者がこ
の問いなおしに触れることで、私たちの生について思索を深めるよう誘います。　本講義は、人文学科DP１、
２、４、５、７、８、９に対応しています。

授業の目的

一神教と多神教の違いを理解し、説明できる。ユダヤ教、キリスト教、イスラームの基本的な理解を持つ。仏教
の基本的な理解を持つ。神秘主義の意義を理解し、説明できる。静的な宗教と動的な宗教の区別を理解し、説明
できる。

到達目標

授業のキーワード

　これは講義です。受講者は講義を受けて考えたことを毎回出席カードに記述します。その内容を、教員が次回
講義の冒頭で紹介します。それにより、受講者のみなさんが考えたことを、受講者全体で共有します。そうする
ことで、受講者がさらなる考察への刺激と啓発を互いに与え合うことができるようにします。こうした双方向的
で相互的な授業過程をとおして、受講者のみなさんが問題の理解を深め、自発的に考察を続けていくよう促しま
す。

授業の進め方

第1回 ガイダンス 宗教とは何か。

第3回 神々への信仰
第4回 多神教について 多神教の諸形態について。

第6回 ユダヤ教 ユダヤ教神秘主義、カバラー。
第5回 ユダヤ教 モーセ、十戒、トーラーとタルムード。

第9回 イスラーム ムハンマド、『クルアーン』。
第8回 キリスト教 キリスト教神秘主義・マイスター・エックハルト・ニコラウス・クザーヌス
第7回 キリスト教 イエス、隣人愛、キリスト教の成立。

第10回 イスラーム イスラーム神秘主義・イブン＝アラビー・スフラワルディー
第11回 仏教 輪廻と解脱、ブッダ、縁起の法と慈悲。
第12回 仏教 大乗仏教・空

第15回 静的な宗教から動的な宗教へ ベルクソン『道徳と宗教の二源泉』の宗教論に対する批判的考察。　

授業時間外に必要な学修 事後学習として、講義内容について自らの考察を深める（目安として１時間程度）
提出課題など 毎回の出席カードへの記述とレポート課題。　
成績評価方法・基準 講義への参加度と理解度（６０％）、レポート課題（４０％）
テキスト
指定図書
参考書 適宜指示する。

第2回 呪術　精霊信仰　トーテミズム 呪術、精霊信仰、トーテミズムについて。

第14回 静的な宗教から動的な宗教へ ベルクソン『道徳と宗教の二源泉』の宗教論。
第13回 仏教 大乗仏教・唯識

履修するにあたって

神話について。



授業科目名 宗教学 単位数

開講キャンパス代表教員 平光　哲朗

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜5限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義形式で、宗教についての基礎的な理解を築きます。授業の方法

≪主題≫　宗教の基礎的な理解を築く≪目的≫　私たちは現在、多様な諸文化が複雑に絡みあう世界を、また同
時に、異なる諸文化が相互に断絶した世界を生きています。これらの多様性、異質性が生じる根には宗教の違い
があります。　本講義の中心は、三つの一神教、ユダヤ教、キリスト教、イスラームの解説です。それを通して
受講者には、とりわけ一神教と多神教との違いについて、考察を促します。次いで仏教を取り上げます。そして
大乗仏教における空の思想と唯識について理解を深めます。　本講義は、緩やかな仕方でベルクソンの宗教論を
下敷きにしています。彼は呪術、精霊信仰、神話などから成る静的な宗教と動的な宗教を区別します。そして動
的な宗教のなかでも特にキリスト教神秘主義において、人類が開かれた社会へ至る可能性を見出します。私たち
は、講義全体を通して得た知見と考察から、最後にこの宗教論を批判的に検討します。　宗教は私たちが、私た
ちの生の全体の意味を、人間とは何かということを、根本的に問いなおされる審級です。本講義は、受講者がこ
の問いなおしに触れることで、私たちの生について思索を深めるよう誘います。　本講義は、人文学科DP１、
２、４、５、７、８、９に対応しています。

授業の目的

一神教と多神教の違いを理解し、説明できる。ユダヤ教、キリスト教、イスラームの基本的な理解を持つ。仏教
の基本的な理解を持つ。神秘主義の意義を理解し、説明できる。静的な宗教と動的な宗教の区別を理解し、説明
できる。

到達目標

授業のキーワード

　これは講義です。受講者は講義を受けて考えたことを毎回出席カードに記述します。その内容を、教員が次回
講義の冒頭で紹介します。それにより、受講者のみなさんが考えたことを、受講者全体で共有します。そうする
ことで、受講者がさらなる考察への刺激と啓発を互いに与え合うことができるようにします。こうした双方向的
で相互的な授業過程をとおして、受講者のみなさんが問題の理解を深め、自発的に考察を続けていくよう促しま
す。

授業の進め方

第1回 ガイダンス 宗教とは何か。

第3回 神々への信仰
第4回 多神教について 多神教の諸形態について。

第6回 ユダヤ教 ユダヤ教神秘主義、カバラー。
第5回 ユダヤ教 モーセ、十戒、トーラーとタルムード。

第9回 イスラーム ムハンマド、『クルアーン』。
第8回 キリスト教 キリスト教神秘主義・マイスター・エックハルト・ニコラウス・クザーヌス
第7回 キリスト教 イエス、隣人愛、キリスト教の成立。

第10回 イスラーム イスラーム神秘主義・イブン＝アラビー・スフラワルディー
第11回 仏教 輪廻と解脱、ブッダ、縁起の法と慈悲。
第12回 仏教 大乗仏教・空

第15回 静的な宗教から動的な宗教へ ベルクソン『道徳と宗教の二源泉』の宗教論に対する批判的考察。　

授業時間外に必要な学修 事後学習として、講義内容について自らの考察を深める（目安として１時間程度）
提出課題など 毎回の出席カードへの記述とレポート課題。　
成績評価方法・基準 講義への参加度と理解度（６０％）、レポート課題（４０％）
テキスト
指定図書
参考書 適宜指示する。

第2回 呪術　精霊信仰　トーテミズム 呪術、精霊信仰、トーテミズムについて。

第14回 静的な宗教から動的な宗教へ ベルクソン『道徳と宗教の二源泉』の宗教論。
第13回 仏教 大乗仏教・唯識

履修するにあたって

神話について。



授業科目名 哲学Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 平光　哲朗

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜5限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義形式で、問いを中心として西洋哲学の歴史を辿ります。授業の方法

≪主題≫　西洋哲学の歴史を辿る≪目的≫　本講義では、古代ギリシヤに端を発した西洋哲学の流れを、現代の
手前まで辿ります。それにより受講者は、理性を中心においたものの考え方の始まりからひとつの終わりまで
を、さまざまな哲学者たちとともに、自ら辿り直すことになります。受講者は、哲学者たちが生み出してきた、
それぞれに独創的な思考の体系のなかに身を置き、自分でも彼らと同じ問いを考え、議論の展開につき従いま
す。そうすることで、受講者が自分で問いを立て、問題の前提を考察し、議論を展開するときに必要になるもの
の考えかたの、最も徹底された諸形態を学びます。　講義では、各回のテーマについて、最も肝心な問いに焦点
を絞って論じます。参加者が、その問いを引き継いで思索を深め、自ら探究をはじめることを期待します。　本
講義は、人文学科DP１、２、４、５、７、８、９に対応しています。

授業の目的

哲学者たちの思考を体系的に理解し、説明できる。西洋哲学の基礎知識を獲得する。哲学者たちの問いと考察を
受けて、自らの問いを立てることができる。

到達目標

授業のキーワード

　これは講義です。受講者は講義を受けて考えたことを毎回出席カードに記述します。その内容を、教員が次回
講義の冒頭で紹介します。それにより、受講者のみなさんが考えたことを、受講者全体で共有します。そうする
ことで、受講者がさらなる考察への刺激と啓発を互いに与え合うことができるようにします。こうした双方向的
で相互的な授業過程をとおして、受講者のみなさんが問題の理解を深め、自発的に考察を続けていくよう促しま
す。

授業の進め方

第1回 哲学とは何か ギリシヤにおける哲学の始まり。ソクラテス以前の哲学者たちについて。

第3回 プラトン
第4回 アリストテレス 形相と質料、自然学、形而上学。

第6回 ルネサンス期の哲学 ルネサンス、宗教改革、科学革命。
第5回 中世哲学 神学、普遍論争、トマス・アクィナス。

第9回 ロック　バークリ　ヒューム ロックの認識論、バークリの観念論、ヒュームの批判。
第8回 スピノザ　ライプニッツ 実体、神即自然、モナド。
第7回 デカルト 理性、方法的懐疑、「我思う故に我在り」。

第10回 カント 理性批判、コペルニクス的転回、二律背反。
第11回 ヘーゲル 弁証法、歴史、絶対知。
第12回 キルケゴール 実存の三段階、単独者、信仰。

第15回 総括 講義全体のレビューと総括。

授業時間外に必要な学修 事後学習として、講義内容について自らの考察を深める（目安として１時間程度）
提出課題など 毎回の出席カードへの記述とレポート課題。　
成績評価方法・基準 講義への参加度と理解度（６０％）、レポート課題（４０％）
テキスト
指定図書
参考書 適宜指示する。

第2回 ソクラテス 無知の知、問答、ソクラテスの死。

第14回 ニーチェ 「神は死んだ」、力への意志、永遠回帰。
第13回 マルクス 物象化、史的唯物論、革命。

履修するにあたって

イデア、想起説、哲人王。



授業科目名 哲学Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 平光　哲朗

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜5限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義形式で、問いを中心として西洋哲学の歴史を辿ります。授業の方法

≪主題≫　西洋哲学の歴史を辿る≪目的≫　本講義では、古代ギリシヤに端を発した西洋哲学の流れを、現代の
手前まで辿ります。それにより受講者は、理性を中心においたものの考え方の始まりからひとつの終わりまで
を、さまざまな哲学者たちとともに、自ら辿り直すことになります。受講者は、哲学者たちが生み出してきた、
それぞれに独創的な思考の体系のなかに身を置き、自分でも彼らと同じ問いを考え、議論の展開につき従いま
す。そうすることで、受講者が自分で問いを立て、問題の前提を考察し、議論を展開するときに必要になるもの
の考えかたの、最も徹底された諸形態を学びます。　講義では、各回のテーマについて、最も肝心な問いに焦点
を絞って論じます。参加者が、その問いを引き継いで思索を深め、自ら探究をはじめることを期待します。　本
講義は、人文学科DP１、２、４、５、７、８、９に対応しています。

授業の目的

哲学者たちの思考を体系的に理解し、説明できる。西洋哲学の基礎知識を獲得する。哲学者たちの問いと考察を
受けて、自らの問いを立てることができる。

到達目標

授業のキーワード

　これは講義です。受講者は講義を受けて考えたことを毎回出席カードに記述します。その内容を、教員が次回
講義の冒頭で紹介します。それにより、受講者のみなさんが考えたことを、受講者全体で共有します。そうする
ことで、受講者がさらなる考察への刺激と啓発を互いに与え合うことができるようにします。こうした双方向的
で相互的な授業過程をとおして、受講者のみなさんが問題の理解を深め、自発的に考察を続けていくよう促しま
す。

授業の進め方

第1回 哲学とは何か ギリシヤにおける哲学の始まり。ソクラテス以前の哲学者たちについて。

第3回 プラトン
第4回 アリストテレス 形相と質料、自然学、形而上学。

第6回 ルネサンス期の哲学 ルネサンス、宗教改革、科学革命。
第5回 中世哲学 神学、普遍論争、トマス・アクィナス。

第9回 ロック　バークリ　ヒューム ロックの認識論、バークリの観念論、ヒュームの批判。
第8回 スピノザ　ライプニッツ 実体、神即自然、モナド。
第7回 デカルト 理性、方法的懐疑、「我思う故に我在り」。

第10回 カント 理性批判、コペルニクス的転回、二律背反。
第11回 ヘーゲル 弁証法、歴史、絶対知。
第12回 キルケゴール 実存の三段階、単独者、信仰。

第15回 総括 講義全体のレビューと総括。

授業時間外に必要な学修 事後学習として、講義内容について自らの考察を深める（目安として１時間程度）
提出課題など 毎回の出席カードへの記述とレポート課題。　
成績評価方法・基準 講義への参加度と理解度（６０％）、レポート課題（４０％）
テキスト
指定図書
参考書 適宜指示する。

第2回 ソクラテス 無知の知、問答、ソクラテスの死。

第14回 ニーチェ 「神は死んだ」、力への意志、永遠回帰。
第13回 マルクス 物象化、史的唯物論、革命。

履修するにあたって

イデア、想起説、哲人王。



授業科目名 日本漢文学 (資格) 単位数

開講キャンパス代表教員 藤井　宏

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

日本人が書いた漢文を読みながら、その意味と国語との関連を考える。授業の目的

日本語は漢語を導入してから、言葉の質が大きく変わり、表現力がアップした。しかし日本人は漢語をそのまま
取り入れるのではなく、自らの言葉の中で、その質を変化させながら使用し、言葉としての日本語の質を大きく
高めてきた。この時間は、日本語との関連を考えながら、日本人の書いたいくつかの漢文を読んで、その変遷を
たどることによって、日本語の中の漢文に慣れ、館文脈の入った国語の表現に慣れるということを目標にした
い。

到達目標

授業のキーワード

教材文を読みながら、問題点をこちらから説明するだけではなく、質問したりしながら進めていきます。授業の進め方

第１回 プリントの配布とガイダンス。 教材プリント（№１）の配布とこの授業ならびに最初の教材についての説明。

第３回 教材文の内容の検討。
第４回 教材プリント（№２）の配布と

教材文の内容の検討。
語彙的な点や文化的な点、文法的な点から教材を読み進めていきます。

第６回 「注の読み方」を中心とした教
材文の検討。

古典の「注の読み方」を中心に内容を検討して行きます。

第５回 「注の読み方」を中心とした教
材文の検討。

古典の「注の読み方」を中心に内容を検討して行きます。

第９回 教材文の内容の検討。 語彙的な点や文化的な点、文法的な点から教材を読み進めていきます。
第８回 教材文の内容の検討。 語彙的な点や文化的な点、文法的な点から教材を読み進めていきます。

第７回 教材プリント（№３）の配布と
「注の読み方」。

古典の「注の読み方」を中心に内容を検討して行きます。

第１０回 教材プリント（№４）の配布と
教材文の内容の検討。

語彙的な点や文化的な点、文法的な点から教材を読み進めていきます。

第１１回 教材文の内容の検討。 語彙的な点や文化的な点、文法的な点から教材を読み進めていきます。
第１２回 教材プリント（№５）の配布と

教材文の内容の検討。
語彙的な点や文化的な点、文法的な点から教材を読み進めていきます。

第１５回 前期のまとめ. この授業のまとめと質疑応答、

授業時間外に必要な学修 特に指定はしませんが、中国と日本の文化的かかわり（特に言葉や文学に関して）に関する本を読んでみ
てください。1時間程度の予習・復習をしてください。

提出課題など 授業中に指示する。
成績評価方法・基準 授業中の質問に対する回答の具合など　２０％、発表点（板書または口頭による発表）２０％、授業中

(１４回目または１５回目）に行なうテスト（６０％）などによる平常点評価。
テキスト プリント使用。
指定図書 特になし。
参考書 必要に応じて教室で指示。

第２回 教材文の内容の検討。 語彙的な点や文化的な点、文法的な点から教材を読み進めていきます。

第１４回 教材プリント（№７）の配布と
教材文の内容の検討。

語彙的な点や文化的な点、文法的な点から教材を読み進めていきます。

第１３回 教材プリント（№６）の配布と
教材文の内容の検討。

語彙的な点や文化的な点、文法的な点から教材を読み進めていきます。

履修するにあたって 国語とのつながりということをつねに考えながら参加してください。

語彙的な点や文化的な点、文法的な点から教材を読み進めていきます。



授業科目名 憲法ⅠＡ（人権総論） ④～⑥ 単位数

開講キャンパス代表教員 福嶋　敏明

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

この講義では、法学部のディプロ・マポリシー（DP）が掲げる「法の理念および現実の社会における法の運用を
踏まえて、法および政治について体系的に学修し、法化社会・国際化社会に対応した法的素養を身につけ」るこ
とを目的に、日本国憲法が保障する人権に関する憲法解釈論のうち、総論部分を学習します。重要論点に関する
代表的な学説や判例の検討を中心に講義を進めていきますが、必要に応じて最新の社会問題にも言及していきた
いと思います。

授業の目的

人権をめぐる重要論点について理解し、説明できるようになる。到達目標

憲法、人権の意義、人権の限界、人権の享有主体、人権の私人間効力、幸福追求権、法の下の平等授業のキーワード

レジュメを配布し、レジュメを中心に、適宜テキストも参照しながら、講義を行います。授業の進め方

第1回 人権の観念 人権の意義・特質・内容

第3回 人権の限界（２）
第4回 人権の享有主体（１） 外国人の人権

第6回 私人間における人権の保障
（１）

代表的な学説
第5回 人権の享有主体（２） 法人の人権

第9回 幸福追求権（２） プライバシーの権利、自己決定権
第8回 幸福追求権（１） 幸福追求権の意義

第7回 私人間における人権の保障
（２）

代表的な判例

第10回 法の下の平等（１） 法の下の平等の意義
第11回 法の下の平等（２） 代表的な判例（１）
第12回 法の下の平等（３） 代表的な判例（２）

第15回 総括 後期の授業内容の総括

授業時間外に必要な学修 毎回の講義内容について、事前にテキストを用いた予習（1時間程度）、事後にテキスト・レジュメ・
ノートを用いた復習（1時間程度）を行うことが求められます。

提出課題など
成績評価方法・基準 定期試験の成績により評価します。
テキスト 芦部信喜著（高橋和之補訂）『憲法　第七版』岩波書店 2019年 3、200円＋税
指定図書
参考書 講義中に指示します。

第2回 人権の限界（１） 公共の福祉

第14回 特別な法律関係における人権
（２）

刑事施設被収容者の人権

第13回 特別な法律関係における人権
（１）

公務員の人権

履修するにあたって 毎回必ずテキストと六法を持参してください。

違憲審査の基準



授業科目名 憲法ⅠＡ（人権総論） ④～⑥ 単位数

開講キャンパス代表教員 福嶋　敏明

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

この講義では、法学部のディプロ・マポリシー（DP）が掲げる「法の理念および現実の社会における法の運用を
踏まえて、法および政治について体系的に学修し、法化社会・国際化社会に対応した法的素養を身につけ」るこ
とを目的に、日本国憲法が保障する人権に関する憲法解釈論のうち、総論部分を学習します。重要論点に関する
代表的な学説や判例の検討を中心に講義を進めていきますが、必要に応じて最新の社会問題にも言及していきた
いと思います。

授業の目的

人権をめぐる重要論点について理解し、説明できるようになる。到達目標

憲法、人権の意義、人権の限界、人権の享有主体、人権の私人間効力、幸福追求権、法の下の平等授業のキーワード

レジュメを配布し、レジュメを中心に、適宜テキストも参照しながら、講義を行います。授業の進め方

第1回 人権の観念 人権の意義・特質・内容

第3回 人権の限界（２）
第4回 人権の享有主体（１） 外国人の人権

第6回 私人間における人権の保障
（１）

代表的な学説
第5回 人権の享有主体（２） 法人の人権

第9回 幸福追求権（２） プライバシーの権利、自己決定権
第8回 幸福追求権（１） 幸福追求権の意義

第7回 私人間における人権の保障
（２）

代表的な判例

第10回 法の下の平等（１） 法の下の平等の意義
第11回 法の下の平等（２） 代表的な判例（１）
第12回 法の下の平等（３） 代表的な判例（２）

第15回 総括 後期の授業内容の総括

授業時間外に必要な学修 毎回の講義内容について、事前にテキストを用いた予習（1時間程度）、事後にテキスト・レジュメ・
ノートを用いた復習（1時間程度）を行うことが求められます。

提出課題など
成績評価方法・基準 定期試験の成績により評価します。
テキスト 芦部信喜著（高橋和之補訂）『憲法　第七版』岩波書店 2019年 3、200円＋税
指定図書
参考書 講義中に指示します。

第2回 人権の限界（１） 公共の福祉

第14回 特別な法律関係における人権
（２）

刑事施設被収容者の人権

第13回 特別な法律関係における人権
（１）

公務員の人権

履修するにあたって 毎回必ずテキストと六法を持参してください。

違憲審査の基準



授業科目名 道徳教育の指導法 （資格）【人文学科以外】 単位数

開講キャンパス代表教員 藤野　幸彦

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 金曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

道徳教育を実践するにあたっての「道徳」をめぐる緒論を講義形式で取り扱い、併せて「学習指導要領」の内容
を通覧し、現在求められている道徳教育の在り方について理解を構築する。その後、道徳科で使用される資料に
ついてのレポート作成を行い、更に指導案作成と指導案を踏まえたディスカッションを通じて実践方法を体得す
る。

授業の方法

2015年3月の学校教育法施行規則の改正により、我が国では「特別の教科 道徳」として学校教育の教科の一つと
して道徳教育が実施されることが決定した。この制度変更と新たな道徳教育のスタートを受け、将来の教育者と
して受講者の一人一人が「道徳」なるものを考え、あるべき道徳教育の姿を追求する姿勢を養うことを通じ、道
徳教育を実践する能力を身に付けることを本講義は目的とする。　

授業の目的

・「道徳」とは何かを考え、個別の問題に対してありうる回答の多様性を理解する。・道徳教育のあるべき姿を
一人の教育者として探求し、教育の実践者たる姿勢・態度を養う。・自らの道徳観に自覚を持ち、その上で現代
の道徳教育が提示する価値を理解し、評価する。・個人として、また同時に教育者として、道徳教育を実践する
能力を体得する。　

到達目標

道徳、道徳教育授業のキーワード

講義を中心に、受講生によるグループディスカッションと授業案の作成、模擬授業、また小レポートの作成を取
り入れて授業を進める。各講義では毎回、受講者は出席カードに講義内容について考えたことを記述する。その
内容を教員が次回講義の冒頭に紹介することで、受講者全体で共有する。これにより本講義は多様な道徳的価値
のありかたを体験する助けとし、更なる受講者の考察を促す。

授業の進め方

第1回 「道徳」とは何か ・道徳教育のよりよい実践のために、「道徳」そのものについて考える。・特に
道徳的な価値を多角的に捉えることの必要性と、その多角性を踏まえた道徳教育
のありかたが現代の教育に求められる課題であることを知り、教育者としての自
覚を持つ。　

第3回 道徳教育の目的

第4回 道徳教育の主題（１） ・学習指導要領および解説に記載されている「特別の教科　道徳」の内容構成を
知り、指導のための知識を身に付ける。・「主として自分自身に関すること」、
「主として人との関わりに関すること」の細目を学び、学校教育において期待さ
れる道徳教育の内容を理解する。同時に自らの道徳観を見つめ直し、画一的・教
条的な指導とならぬよう留意することの必要性を自覚する。　

第6回 資料読解による演習（１） ・「主として自分自身に関すること」について資料を批判的に吟味し、道徳教育
を実践する力を養う。・『中学校道徳　読み物資料集』からテキストを選び、①
テキストが提示する道徳的な価値を読み解く。また②学習指導要領に提示された
内容との関わりを考察する。同時に③提示された道徳的価値と、その提示のされ
かたに問題点がないかを批判的に吟味し、授業内で小レポートを作成する。　

第5回 道徳教育の主題（２） ・学習指導要領および解説に記載されている「特別の教科　道徳」の内容構成を
学び、指導のための知識を身に付ける。・「主として集団や社会との関わりに関
すること」、「主として生命や自然、 崇高なものとの関わりに関すること」の
細目を学び、学校教育において期待される道徳教育の内容を理解する。同時に自
らの道徳観を見つめ直し、画一的・教条的な指導とならぬよう留意することの必
要性を自覚する。　

第9回 資料読解による演習（４） ・「主として生命や自然、 崇高なものとの関わりに関すること」について資料
を批判的に吟味し、道徳教育を実践する力を養う。・『中学校道徳　読み物資料
集』からテキストを選び、①テキストが提示する道徳的な価値を読み解く。また
②学習指導要領に提示された内容との関わりを考察する。同時に③提示された道
徳的価値と、その提示のされかたに問題点がないかを批判的に吟味し、授業内で
小レポートを作成する。　

第8回 資料読解による演習（３） ・「主として集団や社会との関わりに関すること」について資料を批判的に吟味
し、道徳教育を実践する力を養う。・『中学校道徳　読み物資料集』からテキス
トを選び、①テキストが提示する道徳的な価値を読み解く。また②学習指導要領
に提示された内容との関わりを考察する。同時に③提示された道徳的価値と、そ
の提示のされかたに問題点がないかを批判的に吟味し、授業内で小レポートを作
成する。

第7回 資料読解による演習（２） ・「主として人との関わりに関すること」について資料を批判的に吟味し、道徳
教育を実践する力を養う。・『中学校道徳　読み物資料集』からテキストを選
び、①テキストが提示する道徳的な価値を読み解く。また②学習指導要領に提示
された内容との関わりを考察する。同時に③提示された道徳的価値と、その提示
のされかたに問題点がないかを批判的に吟味し、授業内で小レポートを作成す

第10回 グループ・ディスカッション
（１）－道徳について

・第９回までの講義の内容を踏まえ、受講者によるグループ・ディスカッション
を実施する。・このディスカッションは道徳的価値の優劣を競うためではなく、
その多様性を実感すること、また多様な道徳的価値を互いに理解し、尊重しあう
態度を養うことを目的として行う。実際に様々な道徳的な視点を交換しあうこと
で、道徳教育の実践において望まれる多様性に対する感覚を体得する。

第11回 道徳教育の実践（１）－実施上
の留意点

・実際に道徳教育を実施する中で、教員が配慮すべき事柄を理解する。・特に、
学校の教育活動全体を通じて道徳教育が行われること、その要の役割を道徳の授
業が担うことを把握し、学校における道徳教育としての道徳科のありかたを自覚
する。加えて、この道徳教育が重視するものが特定の価値観の提示ではないこ
と、多様な道徳的価値の下にあるべき道徳を考えることが道徳教育の中心をなす
ことを把握し、実際に授業計画を作成し、道徳の授業を実施するための知識を身
に付ける。

第12回 道徳教育の方法（２）－授業計 ・道徳教育を実施するにあたり、授業計画を作成する手法を身に付ける。・実際

第2回 道徳教育における「評価」のあ
り方

・個人の道徳性、また教育においては生徒の道徳性を評価する際、留意されるべ
き点を理解する。・道徳そのものが個人性と社会性の二側面を持つことを取り上
げ、道徳教育において目指されるものが「道徳性の成長」にあることの意義を考
える。またこの「道徳性の成長」が何により測られるべきかを考え、一人の教育
者として道徳教育を捉える視点を養う。

履修するにあたって

・道徳教育を教科として実施するにあたり、その理念を学び理解を深める。・実
際に『中学校学習指導要領』、『中学校学習指導要領解説　特別の教科　道徳
編』の内容に触れ、学校教育に求められている役割を知る。同時に自らの道徳観
を見つめ直すことで道徳的価値の多様性を自覚し、あるべき道徳教育の姿を探求
する端緒とする。　



画の作成　 に作成された授業計画を資料として用い、具体的な道徳教育の実践にあたって計
画を作成する方法、計画作成にあたっての留意点を学ぶ。なお本講義後、課題と
して授業計画案の作成を受講者に課す。・授業計画案の作成にあたっては、第6
回～第9回講義の小レポートでそれぞれの受講者が取り上げたテキストから一つ
を教材として選び、レポートの成果を元に授業計画案を作成するものとする。

第15回 グループ・ディスカッション
（２）－道徳教育について　

・講義の内容、また模擬授業の体験を踏まえ、受講者によるグループ・ディス
カッションを実施する。・第10回講義のディスカッションが受講者個人の視点を
交換しあうことを目的としていたのに対し、このディスカッションは教育者とし
ての視点を交換しあうことを目的とする。将来の教育者の一人として、常にある
べき道徳教育のありかたを探求することの切っ掛けとして、道徳的価値のみでは
なく道徳教育そのものにもまた多様性が望まれることを自覚する。

授業時間外に必要な学修 「資料読解による演習（１）～（４）」で実施する小レポートについては、扱うテキストの選択を受講者
のそれぞれに任せる（授業内にて紹介するテキストから選択する形をとる）。レポートの作成にあたっ
て、テキストの選定、また最低限の読解作業を事前に済ませておくことが望ましい。

提出課題など ・「資料読解による演習（１）～（４）」の小レポート・授業計画案・グループディスカッション、模擬
授業の際には終了後に所感をコメントカードにて提出

成績評価方法・基準 ・「資料読解による演習（１）～（４）」における小レポート、また第12回講義における授業計画案を主
な評価対象とし、これらに受講姿勢等を含めて総合的に評価する。・本講義では受講者個人の道徳観に対
し評価を行うことはしない。いかに「道徳」と道徳教育、それぞれの望ましいあり方を考えることができ
るかという考察の深さと、期待される道徳教育の内容項目に関する知識的な理解に対して評価を実施する
ことをここに明記する。

テキスト ①文部科学省『中学校学習指導要領』、『中学校学習指導要領解説　特別の教科　道徳編』。ともに文部
科学省HP（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1384661.htm）にて公開されている平成29年度
改訂版を用いる。②同『中学校道徳　読み物資料集』、平成24年。こちらも同省HP
（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/doutoku/detail/1318785.htm）にて公開のものを用いる。

指定図書
参考書 授業の進行に伴い、適宜授業内で指示する。

第14回 模擬授業（２） ・第12回講義の課題として提出した授業計画をもとに模擬授業を行う。・課題に
ついて「主として集団や社会との関わりに関すること」、「主として生命や自
然、 崇高なものとの関わりに関すること」に属する主題を選んだ受講者が教師
の役割を担い、小グループを作り模擬授業を実施する。この経験をもとに、道徳
教育の望ましいありかたを再度考え、教育者として道徳教育を実践する能力を養
う。

第13回 模擬授業（１） ・第12回講義の課題として提出した授業計画をもとに模擬授業を行う。・課題に
ついて「主として自分自身に関すること」、「主として人との関わりに関するこ
と」に属する主題を選んだ受講者が教師の役割を担い、小グループを作り模擬授
業を実施する。この経験をもとに、道徳教育の望ましいありかたを再度考え、教
育者として道徳教育を実践する能力を養う。　



授業科目名 道徳教育の指導法 （資格）【人文学科以外】 単位数

開講キャンパス代表教員 藤野　幸彦

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 金曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

道徳教育を実践するにあたっての「道徳」をめぐる緒論を講義形式で取り扱い、併せて「学習指導要領」の内容
を通覧し、現在求められている道徳教育の在り方について理解を構築する。その後、道徳科で使用される資料に
ついてのレポート作成を行い、更に指導案作成と指導案を踏まえたディスカッションを通じて実践方法を体得す
る。

授業の方法

2015年3月の学校教育法施行規則の改正により、我が国では「特別の教科 道徳」として学校教育の教科の一つと
して道徳教育が実施されることが決定した。この制度変更と新たな道徳教育のスタートを受け、将来の教育者と
して受講者の一人一人が「道徳」なるものを考え、あるべき道徳教育の姿を追求する姿勢を養うことを通じ、道
徳教育を実践する能力を身に付けることを本講義は目的とする。　

授業の目的

・「道徳」とは何かを考え、個別の問題に対してありうる回答の多様性を理解する。・道徳教育のあるべき姿を
一人の教育者として探求し、教育の実践者たる姿勢・態度を養う。・自らの道徳観に自覚を持ち、その上で現代
の道徳教育が提示する価値を理解し、評価する。・個人として、また同時に教育者として、道徳教育を実践する
能力を体得する。　

到達目標

道徳、道徳教育授業のキーワード

講義を中心に、受講生によるグループディスカッションと授業案の作成、模擬授業、また小レポートの作成を取
り入れて授業を進める。各講義では毎回、受講者は出席カードに講義内容について考えたことを記述する。その
内容を教員が次回講義の冒頭に紹介することで、受講者全体で共有する。これにより本講義は多様な道徳的価値
のありかたを体験する助けとし、更なる受講者の考察を促す。

授業の進め方

第1回 「道徳」とは何か ・道徳教育のよりよい実践のために、「道徳」そのものについて考える。・特に
道徳的な価値を多角的に捉えることの必要性と、その多角性を踏まえた道徳教育
のありかたが現代の教育に求められる課題であることを知り、教育者としての自
覚を持つ。　

第3回 道徳教育の目的

第4回 道徳教育の主題（１） ・学習指導要領および解説に記載されている「特別の教科　道徳」の内容構成を
知り、指導のための知識を身に付ける。・「主として自分自身に関すること」、
「主として人との関わりに関すること」の細目を学び、学校教育において期待さ
れる道徳教育の内容を理解する。同時に自らの道徳観を見つめ直し、画一的・教
条的な指導とならぬよう留意することの必要性を自覚する。　

第6回 資料読解による演習（１） ・「主として自分自身に関すること」について資料を批判的に吟味し、道徳教育
を実践する力を養う。・『中学校道徳　読み物資料集』からテキストを選び、①
テキストが提示する道徳的な価値を読み解く。また②学習指導要領に提示された
内容との関わりを考察する。同時に③提示された道徳的価値と、その提示のされ
かたに問題点がないかを批判的に吟味し、授業内で小レポートを作成する。　

第5回 道徳教育の主題（２） ・学習指導要領および解説に記載されている「特別の教科　道徳」の内容構成を
学び、指導のための知識を身に付ける。・「主として集団や社会との関わりに関
すること」、「主として生命や自然、 崇高なものとの関わりに関すること」の
細目を学び、学校教育において期待される道徳教育の内容を理解する。同時に自
らの道徳観を見つめ直し、画一的・教条的な指導とならぬよう留意することの必
要性を自覚する。　

第9回 資料読解による演習（４） ・「主として生命や自然、 崇高なものとの関わりに関すること」について資料
を批判的に吟味し、道徳教育を実践する力を養う。・『中学校道徳　読み物資料
集』からテキストを選び、①テキストが提示する道徳的な価値を読み解く。また
②学習指導要領に提示された内容との関わりを考察する。同時に③提示された道
徳的価値と、その提示のされかたに問題点がないかを批判的に吟味し、授業内で
小レポートを作成する。　

第8回 資料読解による演習（３） ・「主として集団や社会との関わりに関すること」について資料を批判的に吟味
し、道徳教育を実践する力を養う。・『中学校道徳　読み物資料集』からテキス
トを選び、①テキストが提示する道徳的な価値を読み解く。また②学習指導要領
に提示された内容との関わりを考察する。同時に③提示された道徳的価値と、そ
の提示のされかたに問題点がないかを批判的に吟味し、授業内で小レポートを作
成する。

第7回 資料読解による演習（２） ・「主として人との関わりに関すること」について資料を批判的に吟味し、道徳
教育を実践する力を養う。・『中学校道徳　読み物資料集』からテキストを選
び、①テキストが提示する道徳的な価値を読み解く。また②学習指導要領に提示
された内容との関わりを考察する。同時に③提示された道徳的価値と、その提示
のされかたに問題点がないかを批判的に吟味し、授業内で小レポートを作成す

第10回 グループ・ディスカッション
（１）－道徳について

・第９回までの講義の内容を踏まえ、受講者によるグループ・ディスカッション
を実施する。・このディスカッションは道徳的価値の優劣を競うためではなく、
その多様性を実感すること、また多様な道徳的価値を互いに理解し、尊重しあう
態度を養うことを目的として行う。実際に様々な道徳的な視点を交換しあうこと
で、道徳教育の実践において望まれる多様性に対する感覚を体得する。

第11回 道徳教育の実践（１）－実施上
の留意点

・実際に道徳教育を実施する中で、教員が配慮すべき事柄を理解する。・特に、
学校の教育活動全体を通じて道徳教育が行われること、その要の役割を道徳の授
業が担うことを把握し、学校における道徳教育としての道徳科のありかたを自覚
する。加えて、この道徳教育が重視するものが特定の価値観の提示ではないこ
と、多様な道徳的価値の下にあるべき道徳を考えることが道徳教育の中心をなす
ことを把握し、実際に授業計画を作成し、道徳の授業を実施するための知識を身
に付ける。

第12回 道徳教育の方法（２）－授業計 ・道徳教育を実施するにあたり、授業計画を作成する手法を身に付ける。・実際

第2回 道徳教育における「評価」のあ
り方

・個人の道徳性、また教育においては生徒の道徳性を評価する際、留意されるべ
き点を理解する。・道徳そのものが個人性と社会性の二側面を持つことを取り上
げ、道徳教育において目指されるものが「道徳性の成長」にあることの意義を考
える。またこの「道徳性の成長」が何により測られるべきかを考え、一人の教育
者として道徳教育を捉える視点を養う。

履修するにあたって

・道徳教育を教科として実施するにあたり、その理念を学び理解を深める。・実
際に『中学校学習指導要領』、『中学校学習指導要領解説　特別の教科　道徳
編』の内容に触れ、学校教育に求められている役割を知る。同時に自らの道徳観
を見つめ直すことで道徳的価値の多様性を自覚し、あるべき道徳教育の姿を探求
する端緒とする。　



画の作成　 に作成された授業計画を資料として用い、具体的な道徳教育の実践にあたって計
画を作成する方法、計画作成にあたっての留意点を学ぶ。なお本講義後、課題と
して授業計画案の作成を受講者に課す。・授業計画案の作成にあたっては、第6
回～第9回講義の小レポートでそれぞれの受講者が取り上げたテキストから一つ
を教材として選び、レポートの成果を元に授業計画案を作成するものとする。

第15回 グループ・ディスカッション
（２）－道徳教育について　

・講義の内容、また模擬授業の体験を踏まえ、受講者によるグループ・ディス
カッションを実施する。・第10回講義のディスカッションが受講者個人の視点を
交換しあうことを目的としていたのに対し、このディスカッションは教育者とし
ての視点を交換しあうことを目的とする。将来の教育者の一人として、常にある
べき道徳教育のありかたを探求することの切っ掛けとして、道徳的価値のみでは
なく道徳教育そのものにもまた多様性が望まれることを自覚する。

授業時間外に必要な学修 「資料読解による演習（１）～（４）」で実施する小レポートについては、扱うテキストの選択を受講者
のそれぞれに任せる（授業内にて紹介するテキストから選択する形をとる）。レポートの作成にあたっ
て、テキストの選定、また最低限の読解作業を事前に済ませておくことが望ましい。

提出課題など ・「資料読解による演習（１）～（４）」の小レポート・授業計画案・グループディスカッション、模擬
授業の際には終了後に所感をコメントカードにて提出

成績評価方法・基準 ・「資料読解による演習（１）～（４）」における小レポート、また第12回講義における授業計画案を主
な評価対象とし、これらに受講姿勢等を含めて総合的に評価する。・本講義では受講者個人の道徳観に対
し評価を行うことはしない。いかに「道徳」と道徳教育、それぞれの望ましいあり方を考えることができ
るかという考察の深さと、期待される道徳教育の内容項目に関する知識的な理解に対して評価を実施する
ことをここに明記する。

テキスト ①文部科学省『中学校学習指導要領』、『中学校学習指導要領解説　特別の教科　道徳編』。ともに文部
科学省HP（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1384661.htm）にて公開されている平成29年度
改訂版を用いる。②同『中学校道徳　読み物資料集』、平成24年。こちらも同省HP
（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/doutoku/detail/1318785.htm）にて公開のものを用いる。

指定図書
参考書 授業の進行に伴い、適宜授業内で指示する。

第14回 模擬授業（２） ・第12回講義の課題として提出した授業計画をもとに模擬授業を行う。・課題に
ついて「主として集団や社会との関わりに関すること」、「主として生命や自
然、 崇高なものとの関わりに関すること」に属する主題を選んだ受講者が教師
の役割を担い、小グループを作り模擬授業を実施する。この経験をもとに、道徳
教育の望ましいありかたを再度考え、教育者として道徳教育を実践する能力を養
う。

第13回 模擬授業（１） ・第12回講義の課題として提出した授業計画をもとに模擬授業を行う。・課題に
ついて「主として自分自身に関すること」、「主として人との関わりに関するこ
と」に属する主題を選んだ受講者が教師の役割を担い、小グループを作り模擬授
業を実施する。この経験をもとに、道徳教育の望ましいありかたを再度考え、教
育者として道徳教育を実践する能力を養う。　



授業科目名 道徳教育の指導法 （資格）【人文学科以外】 単位数

開講キャンパス代表教員 藤野　幸彦

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 金曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

道徳教育を実践するにあたっての「道徳」をめぐる緒論を講義形式で取り扱い、併せて「学習指導要領」の内容
を通覧し、現在求められている道徳教育の在り方について理解を構築する。その後、道徳科で使用される資料に
ついてのレポート作成を行い、更に指導案作成と指導案を踏まえたディスカッションを通じて実践方法を体得す
る。

授業の方法

2015年3月の学校教育法施行規則の改正により、我が国では「特別の教科 道徳」として学校教育の教科の一つと
して道徳教育が実施されることが決定した。この制度変更と新たな道徳教育のスタートを受け、将来の教育者と
して受講者の一人一人が「道徳」なるものを考え、あるべき道徳教育の姿を追求する姿勢を養うことを通じ、道
徳教育を実践する能力を身に付けることを本講義は目的とする。　

授業の目的

・「道徳」とは何かを考え、個別の問題に対してありうる回答の多様性を理解する。・道徳教育のあるべき姿を
一人の教育者として探求し、教育の実践者たる姿勢・態度を養う。・自らの道徳観に自覚を持ち、その上で現代
の道徳教育が提示する価値を理解し、評価する。・個人として、また同時に教育者として、道徳教育を実践する
能力を体得する。　

到達目標

道徳、道徳教育授業のキーワード

講義を中心に、受講生によるグループディスカッションと授業案の作成、模擬授業、また小レポートの作成を取
り入れて授業を進める。各講義では毎回、受講者は出席カードに講義内容について考えたことを記述する。その
内容を教員が次回講義の冒頭に紹介することで、受講者全体で共有する。これにより本講義は多様な道徳的価値
のありかたを体験する助けとし、更なる受講者の考察を促す。

授業の進め方

第1回 「道徳」とは何か ・道徳教育のよりよい実践のために、「道徳」そのものについて考える。・特に
道徳的な価値を多角的に捉えることの必要性と、その多角性を踏まえた道徳教育
のありかたが現代の教育に求められる課題であることを知り、教育者としての自
覚を持つ。　

第3回 道徳教育の目的

第4回 道徳教育の主題（１） ・学習指導要領および解説に記載されている「特別の教科　道徳」の内容構成を
知り、指導のための知識を身に付ける。・「主として自分自身に関すること」、
「主として人との関わりに関すること」の細目を学び、学校教育において期待さ
れる道徳教育の内容を理解する。同時に自らの道徳観を見つめ直し、画一的・教
条的な指導とならぬよう留意することの必要性を自覚する。　

第6回 資料読解による演習（１） ・「主として自分自身に関すること」について資料を批判的に吟味し、道徳教育
を実践する力を養う。・『中学校道徳　読み物資料集』からテキストを選び、①
テキストが提示する道徳的な価値を読み解く。また②学習指導要領に提示された
内容との関わりを考察する。同時に③提示された道徳的価値と、その提示のされ
かたに問題点がないかを批判的に吟味し、授業内で小レポートを作成する。　

第5回 道徳教育の主題（２） ・学習指導要領および解説に記載されている「特別の教科　道徳」の内容構成を
学び、指導のための知識を身に付ける。・「主として集団や社会との関わりに関
すること」、「主として生命や自然、 崇高なものとの関わりに関すること」の
細目を学び、学校教育において期待される道徳教育の内容を理解する。同時に自
らの道徳観を見つめ直し、画一的・教条的な指導とならぬよう留意することの必
要性を自覚する。　

第9回 資料読解による演習（４） ・「主として生命や自然、 崇高なものとの関わりに関すること」について資料
を批判的に吟味し、道徳教育を実践する力を養う。・『中学校道徳　読み物資料
集』からテキストを選び、①テキストが提示する道徳的な価値を読み解く。また
②学習指導要領に提示された内容との関わりを考察する。同時に③提示された道
徳的価値と、その提示のされかたに問題点がないかを批判的に吟味し、授業内で
小レポートを作成する。　

第8回 資料読解による演習（３） ・「主として集団や社会との関わりに関すること」について資料を批判的に吟味
し、道徳教育を実践する力を養う。・『中学校道徳　読み物資料集』からテキス
トを選び、①テキストが提示する道徳的な価値を読み解く。また②学習指導要領
に提示された内容との関わりを考察する。同時に③提示された道徳的価値と、そ
の提示のされかたに問題点がないかを批判的に吟味し、授業内で小レポートを作
成する。

第7回 資料読解による演習（２） ・「主として人との関わりに関すること」について資料を批判的に吟味し、道徳
教育を実践する力を養う。・『中学校道徳　読み物資料集』からテキストを選
び、①テキストが提示する道徳的な価値を読み解く。また②学習指導要領に提示
された内容との関わりを考察する。同時に③提示された道徳的価値と、その提示
のされかたに問題点がないかを批判的に吟味し、授業内で小レポートを作成す

第10回 グループ・ディスカッション
（１）－道徳について

・第９回までの講義の内容を踏まえ、受講者によるグループ・ディスカッション
を実施する。・このディスカッションは道徳的価値の優劣を競うためではなく、
その多様性を実感すること、また多様な道徳的価値を互いに理解し、尊重しあう
態度を養うことを目的として行う。実際に様々な道徳的な視点を交換しあうこと
で、道徳教育の実践において望まれる多様性に対する感覚を体得する。

第11回 道徳教育の実践（１）－実施上
の留意点

・実際に道徳教育を実施する中で、教員が配慮すべき事柄を理解する。・特に、
学校の教育活動全体を通じて道徳教育が行われること、その要の役割を道徳の授
業が担うことを把握し、学校における道徳教育としての道徳科のありかたを自覚
する。加えて、この道徳教育が重視するものが特定の価値観の提示ではないこ
と、多様な道徳的価値の下にあるべき道徳を考えることが道徳教育の中心をなす
ことを把握し、実際に授業計画を作成し、道徳の授業を実施するための知識を身
に付ける。

第12回 道徳教育の方法（２）－授業計 ・道徳教育を実施するにあたり、授業計画を作成する手法を身に付ける。・実際

第2回 道徳教育における「評価」のあ
り方

・個人の道徳性、また教育においては生徒の道徳性を評価する際、留意されるべ
き点を理解する。・道徳そのものが個人性と社会性の二側面を持つことを取り上
げ、道徳教育において目指されるものが「道徳性の成長」にあることの意義を考
える。またこの「道徳性の成長」が何により測られるべきかを考え、一人の教育
者として道徳教育を捉える視点を養う。

履修するにあたって

・道徳教育を教科として実施するにあたり、その理念を学び理解を深める。・実
際に『中学校学習指導要領』、『中学校学習指導要領解説　特別の教科　道徳
編』の内容に触れ、学校教育に求められている役割を知る。同時に自らの道徳観
を見つめ直すことで道徳的価値の多様性を自覚し、あるべき道徳教育の姿を探求
する端緒とする。　



画の作成　 に作成された授業計画を資料として用い、具体的な道徳教育の実践にあたって計
画を作成する方法、計画作成にあたっての留意点を学ぶ。なお本講義後、課題と
して授業計画案の作成を受講者に課す。・授業計画案の作成にあたっては、第6
回～第9回講義の小レポートでそれぞれの受講者が取り上げたテキストから一つ
を教材として選び、レポートの成果を元に授業計画案を作成するものとする。

第15回 グループ・ディスカッション
（２）－道徳教育について　

・講義の内容、また模擬授業の体験を踏まえ、受講者によるグループ・ディス
カッションを実施する。・第10回講義のディスカッションが受講者個人の視点を
交換しあうことを目的としていたのに対し、このディスカッションは教育者とし
ての視点を交換しあうことを目的とする。将来の教育者の一人として、常にある
べき道徳教育のありかたを探求することの切っ掛けとして、道徳的価値のみでは
なく道徳教育そのものにもまた多様性が望まれることを自覚する。

授業時間外に必要な学修 「資料読解による演習（１）～（４）」で実施する小レポートについては、扱うテキストの選択を受講者
のそれぞれに任せる（授業内にて紹介するテキストから選択する形をとる）。レポートの作成にあたっ
て、テキストの選定、また最低限の読解作業を事前に済ませておくことが望ましい。

提出課題など ・「資料読解による演習（１）～（４）」の小レポート・授業計画案・グループディスカッション、模擬
授業の際には終了後に所感をコメントカードにて提出

成績評価方法・基準 ・「資料読解による演習（１）～（４）」における小レポート、また第12回講義における授業計画案を主
な評価対象とし、これらに受講姿勢等を含めて総合的に評価する。・本講義では受講者個人の道徳観に対
し評価を行うことはしない。いかに「道徳」と道徳教育、それぞれの望ましいあり方を考えることができ
るかという考察の深さと、期待される道徳教育の内容項目に関する知識的な理解に対して評価を実施する
ことをここに明記する。

テキスト ①文部科学省『中学校学習指導要領』、『中学校学習指導要領解説　特別の教科　道徳編』。ともに文部
科学省HP（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1384661.htm）にて公開されている平成29年度
改訂版を用いる。②同『中学校道徳　読み物資料集』、平成24年。こちらも同省HP
（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/doutoku/detail/1318785.htm）にて公開のものを用いる。

指定図書
参考書 授業の進行に伴い、適宜授業内で指示する。

第14回 模擬授業（２） ・第12回講義の課題として提出した授業計画をもとに模擬授業を行う。・課題に
ついて「主として集団や社会との関わりに関すること」、「主として生命や自
然、 崇高なものとの関わりに関すること」に属する主題を選んだ受講者が教師
の役割を担い、小グループを作り模擬授業を実施する。この経験をもとに、道徳
教育の望ましいありかたを再度考え、教育者として道徳教育を実践する能力を養
う。

第13回 模擬授業（１） ・第12回講義の課題として提出した授業計画をもとに模擬授業を行う。・課題に
ついて「主として自分自身に関すること」、「主として人との関わりに関するこ
と」に属する主題を選んだ受講者が教師の役割を担い、小グループを作り模擬授
業を実施する。この経験をもとに、道徳教育の望ましいありかたを再度考え、教
育者として道徳教育を実践する能力を養う。　



授業科目名 西洋法制史 単位数

開講キャンパス代表教員 藤川　直樹

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜2限 金曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

4

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

明治以降の日本「法」の形成と発展に決定的に寄与した「西洋法」の歴史的軌跡を追跡することは、単に各制度
の沿革を知っておくという以上に、様々なニュアンスと一定の地域的偏差とともにローマ法や地方固有法、それ
らの接触・衝突・協働を現実の問題解決のために不断に解釈運用してきたヨーロッパの法的思索の歴史的蓄積か
ら学ぶところにその一つの意義を有する。本講義では、本学部DPに所謂「法の理念および現実の社会における法
の運用を踏まえ」た「体系的」学修、「法化社会・国際化社会に対応した法的素養」と「法的思考力」の育成の
趣旨にも鑑み、概説的な知識の伝達は寧ろ必要最小限にとどめつつ、時代と地域を緩やかに限定した具体的な
「舞台」を設定し、そこでの政治社会の構造（「国制」）とその変動を舞台背景として見たときに、「法」がど
のような社会集団によって担われ、「法」に関するさまざまな理解が現実の諸問題とどのように対決したのかと
いう切り口から、西洋法の歴史的実相に迫りたいと考えている。具体的にはドイツ地域を中心に講義を行い、近
代法の歴史的基礎の多層性と複線性を考えていきたい。

授業の目的

西洋法制史の基本的な事柄や概念を理解し、それらを説明できる。歴史的な学説テクストを、その成立背景と意
義を正確に確定しながら読み解ける。現代法を歴史的に相対化し、批判的に吟味できる。

到達目標

近代法（学）の形成と展開授業のキーワード

ドイツ語の法源・学説テクストの訳釈なども交えながら、講義形式で進める。授業の進め方

第1回 序 西洋法制史の方法と意義

第5回～第6回 第二節　学識法曹の形成とロー
マ法の「継受」

第7回～第9回 第三節　近世ドイツ帝国国制と
領邦統治体制

1495年の「帝国改革」から宗派対立を経て1648年のヴェストファーレン条約の成
立に至るまでのドイツ帝国国制の発展及び変容、並びに領邦統治の形成・展開

第12回～第13回 第五節　啓蒙君主制と法典編纂 プロイセン王国フリードリヒ二世（大王）期の裁判制度改革、プロイセン一般ラ
ント法の成立及びその構造

第10回～第11回 第四節　近世法学の変容――自
然法論と「パンデクテンの現代
的慣用」

ルネサンス以降における法学の学問的変容（人文主義法学及び自然法論）とドイ
ツにおけるローマ法学の特質（「パンデクテンの現代的慣用」）

第17回～第20回 第二節　サヴィニーの体系とパ
ンデクテン法学

法典論争と「歴史法学」の形成、C・F・サヴィニー（Carl Friedrich von 
Savigny）及び「パンデクテン法学」の構造とその性格

第15回～第16回 第二章　近代法の成立と展開第
一節　神聖ローマ帝国崩壊後の
政治秩序と立憲君主制　

1806年の神聖ローマ帝国の崩壊からライン同盟を経て1815年に成立するドイツ同
盟体制の構造と19世紀ドイツ立憲君主制の構造

第14回 第六節　「市民社会」の変容―
―カントとヘーゲル

I・カント（Immanuel Kant）およびG・W・F・ヘーゲル（Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel）のテクストに見える「旧ヨーロッパ」世界の解体と「市民社
会」の成立

第21回～第22回 第三節　「ゲルマン法」の諸問
題

非ローマ法源に基づく法制度（「ドイツ法」ないし「ゲルマン法」）に関する法
学的議論と諸問題（「普通ドイツ私法」、家産裁判権、家族世襲財産）

第27回

第23回～第24回 第四節　ドイツ民法典の成立 第二帝制期におけるドイツ民法典の編纂過程とその意義

第28回

第30回
第29回

第25回～第27回 第五節　ドイツ国法学の方法的
転換と君主制の諸問題

政治的憲政論から「実証主義」的国法学への方法的転換及び立憲君主制期国法学
における法解釈論（Dogmatik）の諸問題

第15回

第17回
第16回

第20回
第19回
第18回

第21回

第23回
第22回

第24回

第26回
第25回

授業時間外に必要な学修 事前配布資料がある場合には目を通しておくこと。講義中に言及した文献にも自ら接することが望ましい
（目安180分）。

第2回～第4回 第一章　「旧ヨーロッパ」世界
と「市民社会」の成立第一節　
中世ドイツ国制の形成と「政治
社会」の構造

中世初期～盛期の国制と紛争解決

第30回 結　現代への展望 講義の総括

第28回～第29回 第六節　「法治国家」と行政法
学

「行政法」の学問的体系化の歴史的条件と方法

履修するにあたって ・本講義は受講者諸君が高校世界史B・日本史B程度の知識は習得していることを当然の前提として展開される。
基礎教養に不安のある者は『詳説世界史研究』などの定評ある書籍で各自理解確認されたい。・ドイツ法制史を
中心に議論するので、ドイツ語単語が不可避的に頻出する。もちろん一定の説明を行うが、この点については予
め御諒承頂きたい。もとより大陸ヨーロッパ言語（独仏羅）に対する感覚は法学部での学修のうえでも不可欠で
ある。・講義に出席することは当然の前提であるので、出席確認は行わない。また「これを読んでいれば講義に
出なくてよい」という種類の教科書は存在しないので、毎回の講義に出席し、説明をノートにメモする、疑問点
はその場で質問するといった真剣な態度で受講しなければ十分な理解に到達することはできないので留意された
い。

12世紀以降の南アルプス地域におけるローマ＝カノン法学の生成・発展及びロー
マ＝カノン訴訟法、並びに所謂「法生活の学問化」とドイツ地域の伝統的法観念
との緊張関係



提出課題など なし
成績評価方法・基準 期末試験による（100％）。
テキスト 講義内容を全面的に網羅するという意味での邦語教科書は存在しない（ドイツ語の定番の文献は「指定図

書」に示す）。但し、受講の便に供すべき図書を以下摘示するので、関心の向きは手に取られたい（必ず
しも購入を求めるものではない）。①副読本碧海純一・伊藤正巳・村上淳一編『法学史』（東京大学出版
会、1976年）村上淳一『近代法の形成』（岩波書店、1979年）村上淳一『「権利のための闘争」を読む』
（岩波書店、1983年）②入門書クヌート・W・ネル［著］村上淳一［訳］『ヨーロッパ法史入門：権利保
護の歴史』（東京大学出版会、1999年）ピーター・スタイン［著］屋敷二郎［監訳］『ローマ法とヨー
ロッパ』（ミネルヴァ書房、2003年）③概説書勝田有恒・森征一・山内進編『概説西洋法制史』（ミネル
ヴァ書房、2004年）

指定図書 村上淳一「ドイツ法学」碧海純一・伊藤正己・村上淳一［編］『法学史』（東京大学出版会、1976年）村
上淳一『近代法の形成』（岩波書店、1979年）村上淳一『「権利のための闘争」を読む』（岩波書店、
1983年）石部雅亮『啓蒙的絶対主義の法構造』（有斐閣、1969年）原島重義編『近代私法学の形成と現代
法理論』（九州大学出版会、1988年）栗城壽夫『一九世紀ドイツ憲法理論の研究』（信山社、1997年）上
山安敏『法社会史』（みすず書房、1966年）上山安敏『憲法社会史』（日本評論社、1977年）上山安敏
［編］『近代ヨーロッパ法社会史』（ミネルヴァ書房、1987年）W・エーベル（西川洋一訳）『ドイツ立
法史』（東京大学出版会、1985年）K・クレッシェル（石川武監訳）『ゲルマン法の虚像と実像』（創文
社、1979年）Stephan Meder、 Rechtsgeschichte、 6. Aufl.、 K?ln/Weimar/Wien 2017.Dietmar 
Willoweit、 Reich und Staat. Eine kleine deutsche Verfassungsgeschichte、 M?nchen 
2013.Michael Stolleis、 ?ffentliches Recht in Deutschland. Eine Einf?hrung in seine 
Geschichte 16.-21. Jahrhundert、 M?nchen 2014.Arno Buschmann、 Mit Brief und Siegel. Kleine 
Kulturgeschichte des Privatrechts、 M?nchen 2014.Dietmar Willoweit/Steffen Schlinker、 
Deutsche Verfassungsgeschichte、 8. Aufl.、 M?nchen 2019.Michael Stolleis、 Geschichte 
des ?ffentlichen Rechts in Deutschland、 4 Bde.、 M?nchen 1988-2012; 2. Aufl.、 2012-.Hinrich 
R?ping/G?nter Jerouschek、 Grundri? der Strafrechtsgeschichte、 6. Aufl.、 2011.Gerd 
Kleinheyer/Jan Schr?der (Hg.)、 Deutsche und Europ?ische Juristen aus neun Jahrhunderten、 5. 
Aufl.、 Heidelberg 2008.Michael Stolleis(Hg.)、 Juristen. Ein biographisches Lexikon von der 
Antike bis zum 20. Jahrhundert、 2. Aufl.、 M?nchen 2001.

参考書 適宜紹介する



授業科目名 社会福祉論Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 藤田　裕一

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

この科目は、学部DP3に掲げる臨床現場、地域社会において、生活上の困難を抱えた人に対応することを目指して
いる。本講義では、社会福祉論Ⅰに続き、現代における社会福祉の体系的かつ全体的理解を深める。まず社会福
祉基礎構造改革以降の制度について学習する。次に福祉政策のニーズと資源について学習する。さらに社会福祉
の各実践分野とそこでの社会福祉士の役割について学習する。そして福祉政策の構成要素について学習する。さ
らにまた福祉政策の課題について学習する。最後に相談援助活動と福祉政策の関係について学習する。それによ
り措置から契約への社会福祉システムの変換、福祉政策のニーズ変化と資源の拡大、社会福祉の各実践分野にお
ける社会福祉士の活動内容、福祉政策の構成要素や福祉政策の課題、さらに相談援助活動と福祉政策の関係につ
いて理解できることを目的とする。なお、この科目の担当者は福祉の豊富な実務経験のある教員であり、障害者
当事者でもある。適宜、現場の話や当事者性に関する話も盛り込みながら進めていきたい。　

授業の目的

1.社会福祉の措置から契約へのシステム変換後の状況について理解し、説明することができる。２．社会福祉の
各実践現場における社会福祉士の役割について具体的にイメージでき、試行することができる。３．社会福祉の
現代的課題について、マスコミ報道に関心を持ち、自分の見解を持つことができる。

到達目標

社会福祉の理念、制度、政策、実践、援助授業のキーワード

テキストの内容に基づき、毎回配布するプリントを活用しながら講義を行う。授業の進め方

第1回 社会福祉基礎構造改革以降の制
度①

措置から契約への福祉システムの転換、契約システムとしての介護保険制度の概
要について学ぶ。

第3回 社会福祉の援助対象と福祉ニー
ズ

第4回 社会福祉の実践分野① 低所得者、児童福祉分野とそこでの社会福祉士の役割について学ぶ。

第6回 社会福祉の実践分野③ 障害者福祉分野とそこでの社会福祉士の役割について学ぶ。
第5回 社会福祉の実践分野② 高齢者福祉分野とそこでの社会福祉士の役割について学ぶ。

第9回 福祉政策の構成要素② 福祉政策における政府・市場・国民の役割について学ぶ。
第8回 福祉政策の構成要素① 福祉政策の論点について学ぶ。
第7回 社会福祉の実践分野④ 地域福祉分野とそこでの社会福祉士の役割について学ぶ。

第10回 福祉政策の構成要素③ 福祉政策の決定過程、福祉供給、福祉利用過程について学ぶ。
第11回 福祉政策の関連政策 福祉政策の関連政策である教育政策、住宅政策、労働政策について学ぶ。
第12回 福祉政策の課題① 福祉政策の現代的課題について学ぶ。

第15回 相談援助活動と福祉政策の関係
②

相談援助活動と福祉政策、そこでの社会福祉士の役割について学ぶ。

授業時間外に必要な学修 テキストの該当箇所を読んで講義を受ける。また、レポート作成など、講義の他に、事前学習としておお
むね1時間、事後学習としておおむね1時間の学習が必要。

提出課題など 授業中にレポート課題を指示する。また毎回授業後、出席カードへ授業内容への感想や質問の記載を求め
る。

成績評価方法・基準 レポート提出15％、出席カードへの記載内容15％、定期試験70％による総合評価。
テキスト 高間・相澤・津田編『社会福祉論 第4版』電気書院
指定図書 『福祉小六法2020』中央法規
参考書 必要に応じて適宜紹介する。

第2回 社会福祉基礎構造改革以降の制
度②

措置から契約への福祉システムの転換、契約システムとしての障害者総合支援法
の概要について学ぶ。

第14回 相談援助活動と福祉政策の関係
①

相談援助活動と福祉政策、そこでの社会福祉士の役割について学ぶ。
第13回 福祉政策の課題② 国際比較からみた福祉政策について学ぶ。

履修するにあたって 講義に先立ち、事前にテキストを予習しておく。

社会福祉の援助対象、福祉政策におけるニーズと資源について学ぶ。



授業科目名 ソーシャルワーク論Ⅴ 単位数

開講キャンパス代表教員 藤田　裕一

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

相談援助活動について、ケアマネジメント、カンファレンス、グループワーク、記録技法などの基本となる考え
方や方法について知識を身に着け、説明できるようになる。本科目は講義中心の科目であり、社会福祉士受験資
格を取得するための必須科目である。この科目は、学部ＤＰ２を達成することを目的とする。なお、この科目の
担当者はソーシャルワーカーとしての豊富な実務経験のある教員であり、障害者当事者でもある。適宜、現場の
話や当事者性に関する話も盛り込みながら進めていきたい。　

授業の目的

①ケアマネジメントの基本的な考え方を知り、ケアプランの内容を理解し、内容を他者に伝えることができる。
②カンファレンスの役割や運営の仕方について知り、その内容を説明できる。③グループワークの基本的な考え
方を知り、その役割を説明できる。④基本的な記録の取り方と記録の役割について学び、基礎的な記録が作成で
きるようになる。⑤個人情報の取り扱いについて留意点を知り、実践に活かせる力を身につける。

到達目標

ケアマネジメント　カンファレンス　グループワーク　実践記録　個人情報授業のキーワード

テキストの内容に基づき、毎回配布するプリントを活用しながら講義を行う。授業の進め方

第1回 相談援助の概念 ソーシャルワークの定義、価値について学ぶ。

第3回 カンファレンスの運営方法
第4回 記録技法 基本的な記録の取り方と記録の役割について学ぶ。

第6回 ケアマネジメントにおけるアセ
スメント

アセスメントの目的や方法について知る。ケアプランの意義とプロセスについて
も学ぶ。

第5回 ケアマネジメント ケアマネジメントの基本的な考え方を理解し、意義、目的、方法、留意点につい
て学ぶ。

第9回 グループワークとは グループワークの理論と基本的考え方を理解する。
第8回 サービス担当者会議 サービス担当者会議について学ぶ。
第7回 ケアプランの立案 ケアプランの立案方法について学ぶ。

第10回 グループワークの実際 グループワークの実際における効用と課題について知る。
第11回 相談援助のための契約技術と交

渉の技術
相談援助のための契約技術と交渉の技術について学ぶ。

第12回 個人情報保護 プライバシーとの違いを理解し、個人情報保護の考え方について学ぶ。

第15回 ソーシャルワークの総合性 まとめ。ソーシャルワークを実践する上での留意点を知る。

授業時間外に必要な学修 テキストの該当箇所を読んで講義を受ける。また、レポート作成など、講義の他に、事前学習としておお
むね1時間、事後学習としておおむね1時間の学習が必要。

提出課題など 授業中にレポート課題を指示する。また毎回授業後、出席カードへ授業内容への感想や質問の記載を求め
る。

成績評価方法・基準 レポート提出15％、出席カードへの記載内容15％、定期試験70％による総合評価。
テキスト 「相談援助の理論と方法Ⅰ・Ⅱ　第２版」社会福祉士養成講座編集委員会編集　中央法規
指定図書 必要に応じて適宜紹介する。
参考書 必要に応じて適宜紹介する。

第2回 カンファレンスの役割と意義 カンファレンスの役割と意義について理解する。

第14回 相談援助における情報の活用と
保護

相談援助においての情報活用の目的と保護について考え方を知る。情報弱者の存
在を知り、有効に情報を活用していく上での課題を知る。

第13回 通信技術の活用 ＩＣＴ（情報通信技術）活用の実際を通してその意義を知る。

履修するにあたって 講義に先立ち、事前にテキストを予習しておく。

カンファレンスの運営方法について学ぶ。



授業科目名 障害に関する理解 単位数

開講キャンパス代表教員 藤田　裕一

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

1

有瀬

講義、演習授業の方法

本科目は、学部DP3と学部DP4を目指している。障害の理解の前提となる障害の概念を学ぶとともに、各障害の種
類、内容、支援のあり方を学習することが目的である。本科目は、教員の免許状取得のための必修科目であり、
教科に関する科目の一つであるため、発表プレゼンテーション方法の学習も目的である。関連する専門科目は、
障害者福祉論である。障害者福祉論では、障害者福祉の制度、法律、サービス、理念、歴史等を学習するが、本
科目は身体障害等の内容と具体的支援を学習することが目的となる。なお、この科目の担当者は障害者支援の豊
富な実務経験のある教員であり、障害者当事者でもある。適宜、現場の話や当事者性に関する話も盛り込みなが
ら進めていきたい。　

授業の目的

１、障害の理解の前提となる障害の概念が説明できる。（知識）２、身体障害等の各障害の内容が説明できる。
（知識）３、各障害の具体的支援を説明できる。（知識）４、各障害の実際的な支援の方法を活用して支援でき
る。（技能）

到達目標

障害の概念、各障害の内容と支援、障害の事例検討授業のキーワード

テキストの内容に基づき、毎回配布するプリントを活用しながら進める。授業の進め方

第1回 障害の概念とその変遷 IHIDH、ICFの概念とその内容を歴史的な変遷をふまえて理解する。

第3回 知的障害の内容と理解（支援）

第4回 精神障害の内容と理解（支援） 精神障害の具体的内容と理解をふまえて、支援の具体的方法を学び、実際に学習
する。

第6回 高次機能障害の内容と理解（支
援）

高次機能障害の具体的内容と理解をふまえて、支援の具体的方法を学び、実際に
理解する。

第5回 発達障害の内容と理解（支援） 発達障害の具体的内容と理解をふまえて、支援の具体的方法を学び、実際に理解
する。

第8回 障害の理解のための事例検討 これまで学んだことをふまえて、各障害の具体的な事例検討を実施し、具体的な
支援の実際を学習する。

第7回 難病の内容と理解（支援） 難病の具体的内容と理解をふまえて、支援の具体的方法を学び、実際に理解す
る。

授業時間外に必要な学修 テキストの該当箇所を読んで臨むこと。また、レポート作成など、授業内容の他に、事前学習としておお
むね1時間、事後学習としておおむね1時間の学習が必要。

提出課題など 授業中に発表課題、レポート課題等を指示する。また毎回授業後、出席カードへ授業内容への感想や質問
の記載を求める。

成績評価方法・基準 発表レポート30％、発表プレゼンテーション30％、最終レポート30％、ディスカッションへの参加度10％
による総合評価。

テキスト 介護福祉士養成講座編集委員会編『最新・介護福祉士養成講座〈14〉 障害の理解』　中央法規　2019年
指定図書 相澤譲治ほか編『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』　みらい　2015年
参考書 必要に応じて適宜紹介する。

第2回 身体障害の内容と理解（支援） 身体障害の具体的内容と理解をふまえて、支援の具体的方法を学び、実際に学
ぶ。

履修するにあたって 高等学校（福祉）の免許状取得希望の専門科目である。講義に先立ち、事前にテキストを予習しておく。

知的障害の具体的内容と理解をふまえて、支援の具体的方法を学び、実際に理解
する。



授業科目名 書道Ⅱ (資格) 単位数

開講キャンパス代表教員 古溝　茂

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 金曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義・演習授業の方法

書道Ⅰを踏まえ、古典教材の広がりと深化を図る。さらに日常使用する書についての様式などを理解するととも
に表現できるようにする。また、書作品の制作や鑑賞を通じて身近な書に関心を持ち、生涯にわたり愛好する心
情を養うことを目標とする。

授業の目的

様々な書についての理解と表現を可能にする。また、日常生活にある手書き文字に関心を持ち、必要に応じて表
現する知識や技能を習得する。

到達目標

手書き文字を活用する知識や技能を習得する。また、篆刻実習も行い、姓名印を作品に押印する。授業のキーワード

古典教材を活用して様々な表現ができるように知識や技能を習得する。毎時作品を提出する。授業の進め方

第1回 文房四宝(筆・墨・硯・紙)につ
いて

書道で使用する諸道具についての基本的な知識と使用法について理解する。

第3回 行書を学ぶ
第4回 行書を学ぶ 古典教材を使用し、細字行書を臨書する。

第6回 実用の書 のし紙・金封の書式について学ぶ。
第5回 実用の書 封書やはがきの表書き、手紙文などの書き方を学ぶ。

第9回 篆刻 姓名印を刻す。
第8回 篆刻 姓名印を刻す。
第7回 篆刻 姓名印を刻す。

第10回 作品制作① 漢字作品を制作する。
第11回 作品制作② 漢字作品を制作する。
第12回 作品制作③ 仮名作品を制作する。

第15回 まとめ 制作した作品を鑑賞する。

授業時間外に必要な学修 日常から手書き文字について観察する習慣を身につける。また、機会があれば積極的に手書き文字を活用
した取り組みをする。授業時間外学習として15時間の学習時間を必要とする。

提出課題など 授業ごとに課題とレポートなどを提出する。
成績評価方法・基準 レポート・作品提出(70%)・授業に対する興味・関心・態度(30%)
テキスト 高等学校教科書　書Ⅰ　教育図書
指定図書
参考書

第2回 楷書を学ぶ 古典教材を使用し、細字楷書を臨書する。

第14回 作品制作⑤ 漢字仮名交じりの書作品を制作する。
第13回 作品制作④ 仮名作品を制作する。

履修するにあたって 書表現を習熟するためには、事前･事後の時間を取ることが大切である。身のまわりにある手書き文字、古法帖や
各種展覧会の鑑賞をすること。

古典教材を使用し、細字行書を臨書する。



授業科目名 経営学総論Ⅱ （A） 単位数

開講キャンパス代表教員 福井　直人

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

本講義は、経営学部に入学して間もない学生を対象する、カリキュラムの出発点にあたる科目です。経営学で明
らかにしようとしている基本的な課題について解説するので、DPでいえば1番目の「現代の企業経営に関する基本
的知識を学修し、ビジネス全般にわたって活用するために有用な知識を総合的に学修する」に対応する科目とい
えます。企業はヒト・モノ・カネ・情報から成り立っており、経営者はこれらの経営要素を組み合わせて企業の
目標を達成することが求められていますが、これらの活動を一般的に経営といいます。経営学の基礎的な概念や
理論についての知識を修得し、企業経営全体がどのようなメカニズムで動いているのかを自分なりに説明できる
ようになることが本講義の目的です。この点で本講義はDPの5番目「経営の問題を総合的に分析・解析できる知
識・技能を修得する」も視野に入れています。15回の講義の中では、組織行動論、人的資源管理論、マーケティ
ング論、国際経営論の領域を扱います。

授業の目的

１．経営学の基礎的概念について説明できる。２．関心のある企業の情報を独力で収集できる。３．日本企業に
おける今後の経営のあり方を展望できるだけの興味・関心をもつ。

到達目標

組織構造、組織行動、人的資源管理、国際経営授業のキーワード

講義を中心に進めます。パワーポイントまたはレジュメまたは板書によって講義を進めます。比重は諸君の反応
を見ながら変えていきたいです。

授業の進め方

第1回 経営学総論Ⅰの復習 本講義のイントロダクションを説明した後、経営学総論Ⅰの復習を行ないます。

第3回 新しい組織の設計

第4回 モチベーション理論 人の行動を引き起こすモチベーションについて、マズローやハーズバーグを代表
とする内容理論、ブルームやローラーを代表とする過程理論それぞれについて学
習します。（教科書第9章）

第6回 雇用管理 組織で働いてもらう従業員をどのように雇うか、雇用管理の問題を取り上げま
す。採用・異動・退職という一連のフローについて確認します。（教科書第10

第5回 リーダーシップ理論 組織における対人影響のひとつとしてのリーダーシップについて、資質理論、行
動理論などを中心に学びます。各自のリーダーシップ経験についてもまとめても
らいます。（教科書第9章）

第9回 賃金管理の新動向 日本企業における賃金管理の史的変遷をたどり、昨今の賃金管理の動向、とくに
成果主義賃金について事例を交えながら説明します。（教科書第11章）

第8回 賃金管理 労働の対価として支払われる報酬の中心である、賃金の支払いルールについて検
討します。賃金の意義について説明した後、賃金体系や賃金形態という概念を押
さえます。（教科書第11章）

第7回 雇用管理の新動向 昨今の雇用管理の新動向について概説します。とくに雇用形態の多様化、正社員
を対象とする採用・退職管理の最近の事例について検討します。（教科書第10
章）

第10回 人材育成 日本企業において従業員の能力向上がどのように図られているか、OJTやOff-JT
の内実を確認しつつ、事例も検討します。（教科書第12章）

第11回 マーケティング（１） 組織と市場をつなぐ活動であるマーケティングについて基本的な内容を学びま
す。まずは内外環境分析やSWOT分析に始まり、STP戦略がどういったものかを講
述します。（教科書第13章）

第12回 マーケティング（２） 前講義の内容を前提としつつさらに議論を進め、4つのP（製品、価格、流通、プ
ロモーション）やブランド管理について検討します。（教科書第13章）

第15回 社会科学における経営学の位置
づけ

教科書の補論部分を扱います。広範な領域にわたる科学における経営学の位置づ
けを確認したあと、経営現象を科学的に分析することの意義について学びます。
（教科書補章）

授業時間外に必要な学修 事前に教科書の指定された箇所を読み、分からない語は辞典で調べる。（目安として1時間）事後に配布
資料およびノートを見直す。必要に応じて教科書に立ち返る。（目安として1時間）

提出課題など とくにありません。
成績評価方法・基準 期末試験100%期末試験では、経営学の初歩的な概念についての用語問題を出題します。現実の企業におけ

る実態と学術的な理論の往復ができるかという観点から、論述問題を出題します。
テキスト 上林憲雄・奥林康司他(2018)『経験から学ぶ経営学入門（第2版）』有斐閣。（2、640円）
指定図書 とくにありません。
参考書 伊丹敬之・加護野忠男(2003)『ゼミナール経営学入門（第3版）』日本経済新聞社。（3、300円）坂下昭

宣(2014)『経営学への招待（新装版）』白桃書房。（2、860円）吉田和夫・大橋昭一編(2015)『最新基本
経営学用語辞典（改訂版）』同文舘出版。（3、080円）

第2回 組織構造と職務設計 分業と調整のあり方を規定する組織構造について学びます。（教科書第8章）

第14回 会計学基礎論 会計学の各領域について説明した後、貸借対照表と損益計算書の読み方について
概説します。（教科書第15章）

第13回 国際経営 グローバル企業が国境を越えてどのような活動をしているかについて議論しま
す。さらに、経営制度の国際比較研究についても言及します。（教科書第14章）

履修するにあたって 初学者向けの講義なので前提知識は問いませんが、経営学総論Ⅰについて夏期休業期間に復習しておくとよいで
しょう。心構えとしてコメントしますと、少なくともこの科目が十分に理解できなければ先に進むことはできな
いと自覚しておいてください。

前講義の内容を前提としつつ、新しい作業組織の設計について、生産方式との関
連で概説します。（教科書第8章）



授業科目名 経営学総論Ⅱ （A） 単位数

開講キャンパス代表教員 福井　直人

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

本講義は、経営学部に入学して間もない学生を対象する、カリキュラムの出発点にあたる科目です。経営学で明
らかにしようとしている基本的な課題について解説するので、DPでいえば1番目の「現代の企業経営に関する基本
的知識を学修し、ビジネス全般にわたって活用するために有用な知識を総合的に学修する」に対応する科目とい
えます。企業はヒト・モノ・カネ・情報から成り立っており、経営者はこれらの経営要素を組み合わせて企業の
目標を達成することが求められていますが、これらの活動を一般的に経営といいます。経営学の基礎的な概念や
理論についての知識を修得し、企業経営全体がどのようなメカニズムで動いているのかを自分なりに説明できる
ようになることが本講義の目的です。この点で本講義はDPの5番目「経営の問題を総合的に分析・解析できる知
識・技能を修得する」も視野に入れています。15回の講義の中では、組織行動論、人的資源管理論、マーケティ
ング論、国際経営論の領域を扱います。

授業の目的

１．経営学の基礎的概念について説明できる。２．関心のある企業の情報を独力で収集できる。３．日本企業に
おける今後の経営のあり方を展望できるだけの興味・関心をもつ。

到達目標

組織構造、組織行動、人的資源管理、国際経営授業のキーワード

講義を中心に進めます。パワーポイントまたはレジュメまたは板書によって講義を進めます。比重は諸君の反応
を見ながら変えていきたいです。

授業の進め方

第1回 経営学総論Ⅰの復習 本講義のイントロダクションを説明した後、経営学総論Ⅰの復習を行ないます。

第3回 新しい組織の設計

第4回 モチベーション理論 人の行動を引き起こすモチベーションについて、マズローやハーズバーグを代表
とする内容理論、ブルームやローラーを代表とする過程理論それぞれについて学
習します。（教科書第9章）

第6回 雇用管理 組織で働いてもらう従業員をどのように雇うか、雇用管理の問題を取り上げま
す。採用・異動・退職という一連のフローについて確認します。（教科書第10

第5回 リーダーシップ理論 組織における対人影響のひとつとしてのリーダーシップについて、資質理論、行
動理論などを中心に学びます。各自のリーダーシップ経験についてもまとめても
らいます。（教科書第9章）

第9回 賃金管理の新動向 日本企業における賃金管理の史的変遷をたどり、昨今の賃金管理の動向、とくに
成果主義賃金について事例を交えながら説明します。（教科書第11章）

第8回 賃金管理 労働の対価として支払われる報酬の中心である、賃金の支払いルールについて検
討します。賃金の意義について説明した後、賃金体系や賃金形態という概念を押
さえます。（教科書第11章）

第7回 雇用管理の新動向 昨今の雇用管理の新動向について概説します。とくに雇用形態の多様化、正社員
を対象とする採用・退職管理の最近の事例について検討します。（教科書第10
章）

第10回 人材育成 日本企業において従業員の能力向上がどのように図られているか、OJTやOff-JT
の内実を確認しつつ、事例も検討します。（教科書第12章）

第11回 マーケティング（１） 組織と市場をつなぐ活動であるマーケティングについて基本的な内容を学びま
す。まずは内外環境分析やSWOT分析に始まり、STP戦略がどういったものかを講
述します。（教科書第13章）

第12回 マーケティング（２） 前講義の内容を前提としつつさらに議論を進め、4つのP（製品、価格、流通、プ
ロモーション）やブランド管理について検討します。（教科書第13章）

第15回 社会科学における経営学の位置
づけ

教科書の補論部分を扱います。広範な領域にわたる科学における経営学の位置づ
けを確認したあと、経営現象を科学的に分析することの意義について学びます。
（教科書補章）

授業時間外に必要な学修 事前に教科書の指定された箇所を読み、分からない語は辞典で調べる。（目安として1時間）事後に配布
資料およびノートを見直す。必要に応じて教科書に立ち返る。（目安として1時間）

提出課題など とくにありません。
成績評価方法・基準 期末試験100%期末試験では、経営学の初歩的な概念についての用語問題を出題します。現実の企業におけ

る実態と学術的な理論の往復ができるかという観点から、論述問題を出題します。
テキスト 上林憲雄・奥林康司他(2018)『経験から学ぶ経営学入門（第2版）』有斐閣。（2、640円）
指定図書 とくにありません。
参考書 伊丹敬之・加護野忠男(2003)『ゼミナール経営学入門（第3版）』日本経済新聞社。（3、300円）坂下昭

宣(2014)『経営学への招待（新装版）』白桃書房。（2、860円）吉田和夫・大橋昭一編(2015)『最新基本
経営学用語辞典（改訂版）』同文舘出版。（3、080円）

第2回 組織構造と職務設計 分業と調整のあり方を規定する組織構造について学びます。（教科書第8章）

第14回 会計学基礎論 会計学の各領域について説明した後、貸借対照表と損益計算書の読み方について
概説します。（教科書第15章）

第13回 国際経営 グローバル企業が国境を越えてどのような活動をしているかについて議論しま
す。さらに、経営制度の国際比較研究についても言及します。（教科書第14章）

履修するにあたって 初学者向けの講義なので前提知識は問いませんが、経営学総論Ⅰについて夏期休業期間に復習しておくとよいで
しょう。心構えとしてコメントしますと、少なくともこの科目が十分に理解できなければ先に進むことはできな
いと自覚しておいてください。

前講義の内容を前提としつつ、新しい作業組織の設計について、生産方式との関
連で概説します。（教科書第8章）



授業科目名 グローバリズムと言語 単位数

開講キャンパス代表教員 深田　將揮、大濱　慶子、栗原　由加

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

グローバリズムが抱える諸問題を、言語を通して考察できるようにすることを目的とします。この科目は、グ
ローバル・コミュニケーション学部のディプロマポリシーのうち、「3. 言語の基礎にある多様な社会、文化、歴
史、政治、経済などについて幅広い知識や教養を身に付けることができる」に深く関わっており、グローバル化
ならびにグローバリズムに関わる言語以外のさまざまな現象も学ぶことができます。そして、それらの知識をも
とに、グローバル化およびグローバリズムと言語の問題を深く掘り下げて考えることができるようにします。　

授業の目的

グローバル化が進む中で、さまざまなものが国の境界を越えて行き来し、そのためある面では世界は急速に均質
化しつつあるといえます。言語も、英語といういわゆるグローバルスタンダードさえマスターすれば万能である
かのように議論されることがありますが、本当にそうでしょうか。この授業では、グローバリズムが抱える諸問
題を、主に言語を通して考察できるようにします。具体的には、以下のことを到達目標とします。１）英語が世
界共通語のように使われるようになった歴史的背景を学ぶことができるようにする。２）ヨーロッパのかつての
共通語であるラテン語のポジションと今日のEUの複言語主義について学ぶことができるようにする。３）global
とtransnationalの違い、ICTとグローバル化、グローバル化と地域のアイデンティティ、グローバル化する社会
での共通語としての英語と私たちの生活などについて十分な理解ができるようにする。４）もう１つのグローバ
ル言語である中国語について、その地域がもつ文化とともに詳しく学ぶことができるようにする。５）言語や文
化の越境、融合と摩擦、中国のナショナリティ、エスニシティ、地域性、ジェンダー、ルーツ探しについて学
び、同時にグローバル時代を生きるリテラシーを身に付ける。６）「グローバリズム」あるいは「グローバリ
ゼーション」という事柄を理解するための方策として、グローバル言語とは言えない日本語を通して考えられる
ようにする。７）日本語でものを考えることがグローバリズム、グローバリゼーションにかかわる諸相の理解に
どのような影響を及ぼすのか、について考え、日本語で考える自己を相対化する視点を身に付ける。

到達目標

授業のキーワード

受講者との対話を行いつつ、オムニバスの講義形式で授業を進めます。なお、授業中には理解度チェックのため
頻繁にレポートやミニレポートを課します。　

授業の進め方

第1回 英語が世界共通語のように使わ
れるようになった歴史的背景
（深田）　

かつてイギリスとアメリカの強大な力により、アジア地域をはじめ、多くの国々
においてこれら２国による植民地支配が行なわれました。当然ながらこれら植民
地で用いられたのが英語でした。しかし、英語が世界共通語と言われるように
なってきたのにはさらに別の背景もあります。世界共通語と言われるようになっ
てきた理由は一体何なのかを、詳しく考察してみたいと思います。　　

第3回 globalとtransnationalの違
い、ICTとグローバル化（深
田）

第4回 グローバル化と地域のアイデン
ティティ（深田）　

グローバル化の背景としては、ICTの急速な発達も考えなければなりません。イ
ンターネット、とりわけWebの世界では英語での情報発信が格段に多いため、よ
り一層世界中で「英語化」が進むのではないかと思われましたが、逆にインター
ネットのおかげでナショナリズムに火がつくという現象も頻発しています。グ
ローバル化とナショナリズム、地域中心主義の関係はどのようになっているのか
を考察します。　　

第6回 グローバル言語と中国語　（大
濱）　

中国の人口は約13億7千万人、中国語の母語話者数は世界一多く、中国語を公用
語としている国・地域の人口も英語に次いで世界二位です。華僑華人コミュニ
ティが世界中に存在し、中国語は英語とは違った意味でのグローバル言語であ
り、近年のめざましい経済発展や「走出去」（海外進出）戦略はそれに拍車をか
けています。世界言語と中国語の関係について考えたいと思います。

第5回 グローバル化する社会での共通
語としての英語と私たちの生活
（深田）

グローバルな時代、未来予想が困難な時代にあって、共通語という意味では英語
が一人勝ちの状況にあります。今後この状況は変わらないのでしょうか。私たち
の日常生活、そして今後のキャリアを考える上で、いわゆる共通語としての英語
とどのように付き合うべきかを再考してみます。　　

第9回 日中の民間国際交流と言語（大
濱）　

日本観光ブームを通して中国の対日イメージが好転し、若者の間でも民間交流が
活発化しています。日中平和友好条約締結40周年の節目を迎え、両国のクリエイ
ターによる合作アニメ映画も制作され、同時上映されて話題を呼びました。これ
らの新しい動向を探り、日中の文化や言語、知の交流について掘り下げて考えま
す。　　

第8回 中国のグローバリゼーション、
ローカライゼーション、翻訳と
世界とのつながり（大濱）

社会主義市場経済政策の深化とグローバル化が同時進行し変容を遂げる中国。異
文化の融合や摩擦の中で自らの民族性や地域性、ルーツと向き合い、自己を再生
させる新たなムーブメントが起こっています。あふれる新語造語の洪水からこの
問題を読み解きたいと思います。英語、日本語の影響を受けながら新語がどのよ
うにして生成しているのか、英中日の翻訳の再創造にも触れながら、、グローバ
リゼーションとローカライゼーションの問題についても考えます。　

第7回 中国のナショナリティ、エスシ
ニティとグローバリゼーション
（大濱）　　

多民族国家中国には漢民族のほかに55の少数民族が公認されており、実に130種
類の言語が存在するといわれています。普通話（標準語）の普及、民族統治とし
ての漢語・民族語二言語併用教育政策のほか、「君子は和して同ぜず、小人は同
じて和せず」（論語）という中国人の伝統的メンタリティーを掘り下げながら、
言語とナショナリティ、エスニシティの関係、中国の内なる多元的世界観、多言
語教育の課題などについて探究します。　

第10回 自己の再発見と、グローバル化
を生きるリテラシー（大濱）

外国語の習得と活用は自己を不断に複合化、成長させ、無限の可能性の扉を開い
てくれます。中国語を習得することによってどのような世界にアクセスでき、ど

第2回 ヨーロッパのかつての共通語で
あるラテン語のポジションと今
日のEUの複言語主義　（深田）
　

ヨーロッパでは、かつてラテン語という今では死語となった言語が共通語として
使用されていました。ラテン語が共通語としての地位を獲得するに至った経緯、
そして共通語としての地位から転落してしまった理由は何でしょうか。そしてそ
の後しばらくヨーロッパでは共通語と呼ばれる言語が現れなかったのはなぜで
しょうか。さらに現在のEUではできれば第二外国語までしっかり学習すべきとい
う複言語主義が提唱されています。共通の経済的・政治的基盤を築くべく統合を
目指したEUにおいて、なぜ共通言語の模索をせず、複言語主義政策がとられたの
かについて考えてみます。　　

履修するにあたって

国境を越えた経済活動が盛んになり、international、つまり国際的ということ
ばが頻繁に使われた時代がありました。さらにその後、国境すら意識しなくなる
ということで、ドラッカーはtransnationalということばを好んで使用しまし
た。しかし今日ではさらにこれを越えて、globalということばがバズワードとし
て好んで使われるようになってきています。経済活動の推移を考えICTの影響も
考慮に入れることにより、これら３つのことばの意味するところを考えてみま
す。　



のような可能性が開かれるのでしょう？それは英語の習得時とどのように異なる
のでしょうか？21世紀のフロンティアを生きるリテラシーについて幅広く考えた
いと思います。

第11回 多文化共生における言語①（栗
原）

身の回りにある異文化と、使用されている言語について考えます。（栗原）

第12回 多文化共生における言語②（栗
原）

地域社会の現状、多文化共生の意義について考えます。（栗原）

第15回 多文化共生における言語⑤（栗
原）

「やさしい日本語」の手法とその効果について考えます。（栗原）

授業時間外に必要な学修 予習・復習とも1時間程度を行ってください。　
提出課題など 授業中に作成するミニレポート、課題を含め、頻繁にレポートなどの提出を求めます。課題のフィード

バックはそれぞれの研究室にて行います。
成績評価方法・基準 深田：複数回課したレポートに基づいて評価します。100点満点中34点分。大濱：授業後のコメントシー

ト及びレポートで評価します。100点満点33点分。栗原：授業への取組状況及び毎回の課題提出によって
評価します。100点満点中の33点分。以上の評価データを合計し、100点満点の評価点をもとに最終の成績
評価を行います。　

テキスト 授業中に適宜指示します。　
指定図書
参考書

第14回 多文化共生における言語④（栗
原）

多文化共生を実現する方法として、「やさしい日本語」の可能性について示しま
す。（栗原）

第13回 多文化共生における言語③（栗
原）

多文化共生において発生する問題と、その解決方法について考えます。（栗原）



授業科目名 教職実践演習（中・高教諭） （資格）【GC】 単位数

開講キャンパス代表教員 深田　將揮

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

演習授業の方法

・この科目は教職課程におけるグローバル・コミュニケーション学部英語コース教職に関する科目(英語）に属
し、学部のDPに示す「教育現場で有効な、英語に関する体系的で専門的な知識と指導法を習得することができ
る」ことを目的とする。・本演習は教職課程における「学びの軌跡の集大成」として位置づけられ、 本学の教員
養成の理念や到達目標に照らして、受講生の資質・能力を最終的に確認するために開設されたものである。　
〔教員の実務経験〕様々な英語教育現場を経験した教員がそれぞれの経験を活かし、日本の英語教育現場の知識
を示し、英語の授業を行うにあたって必要とされる実践方法を学生に教示している。

授業の目的

自らの教育実践力を客観的かつ具体的に評価し、改善するためのセルフマネジメント力を身に付ける。その上
で、学習指導力、生徒理解と学級経営力、社会性や対人関係能力、教員としての使命感や責任感などの資質や能
力について、不足するものを補完するとともに、教育実践力の統合と深化をはかる。

到達目標

授業のキーワード

大学４年間の各授業科目で学んだ理論と、教育実習等で得られた実践的指導力について、履修カルテを活用して
振り返り、その理解度を把握する。その上で、各自の課題を克服するための活動に取り組む。また、多様な教育
現場を経験した教職経験者により授業を実施するとともに、現職教員による講義を取り入れることで、教育現場
における今日的課題に気付き、その解決のための方法について討議する。さらに、ロールプレイングやグループ
ワークなどを行い、学習した内容について、学習知から実践知への移行を図る。また、実践的な学習指導力の向
上に向けて、模擬授業の企画や実施後の討議を通して、より具体的な授業実践の方法について学ぶ。

授業の進め方

第1回 振り返り 履修カルテによる振り返りと、自己課題の発見。（グループワーク）

第3回 生徒指導（2）
第4回 生徒指導（3） 生徒指導に関する事例研究とロールプレイング

第6回 課題の検討（1） ワークショップによる今日的教育課題の認識
第5回 現場との交流（1） 学校現場の現状と取り組みを学ぶ（学校教員を交えた意見交流）

第9回 学級経営 自分が目指す学級経営（意見発表）
第8回 現場との交流（2） 生徒や保護者に信頼される教師像（教育委員会指導主事による講義）
第7回 課題の検討（2） 集団討議による今日的教育課題の解決法の模索

第10回 具体的実践 生徒の学びをつくる発問と板書の具体的実践（学校教員による実践発表及び演
習）

第11回 授業設計と模擬授業（1） 授業研究テーマの設定
第12回 授業設計と模擬授業（2） 授業構想についての研究討議

第15回 プレゼンテーション 大学４年間の成長や変容と10年後の在りたい自分

授業時間外に必要な学修 自分の考えや意見を現職教員や他の学生と交流することで4年間の学びを実践的に発展させるためには、
授業までに自分自身の考え方の整理や必要な情報の収集が必要です。授業に主体的に臨めるよう、しっか
りとした準備をしておくようにしなさい。

提出課題など
成績評価方法・基準 授業時の発表内容や、作成した授業案の内容70％。授業中の質疑・発表30％。
テキスト 特になし
指定図書 特になし
参考書 授業中に示す

第2回 生徒指導（1） 集団に対する場面での生徒指導における教員としての対応

第14回 授業設計と模擬授業（4） 模擬授業
第13回 授業設計と模擬授業（3） 授業展開の発表

履修するにあたって

個別に対応する場面での生徒指導における教員としての対応



授業科目名 社会貢献哲学 単位数

開講キャンパス代表教員 前林　清和

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

この科目は社会防災学科ディプロマポリシー1(知識・技能)に関連する。　社会貢献を哲学的に学ぶ。人間が利己
的にではなく他己的に生きるということはどういうことか、また何故そのような思想が生まれ、実践するのかと
いうことを追求していく。具体的には、人間はなぜ社会貢献をするのか、競争原理と分かち合い原理、貪欲と豊
かさ、殺人と救命、世のため人のため、善と偽善、正義、宗教と社会貢献、シティズンシップと社会貢献、企業
と社会貢献、SDGｓと社会貢献、災害と社会貢献をテーマに現在の私たちが社会貢献をどのように捉え、何をして
いけばよいのかということを問答形式で考察していく。　社会貢献の哲学的知識をみにつけるとともに、自分自
身の社会貢献哲学を確立するための態度と能力を身につけることを目指す。　

授業の目的

１、社会貢献の哲学的視点について理解することができる。（知識）２、社会貢献を哲学的に深く考えること
で、自分自身の存在価値や他者の存在について改めて捉えなおすことができる。（態度・習慣）３、一つの課題
について、みなで討論する能力が身に付く。（技能、態度・習慣）

到達目標

授業のキーワード

講義と討論、映像、ワークショップ授業の進め方

第1回 ガイダンス 授業の内容と方法、評価、自己紹介、社会貢献とボランティア

第3回 競争原理と分かち合い原理

第4回 貪欲と豊かさ 人間は、お金持ちになりたい。しかし、どれくらいお金があれば満足するのだろ
う。いくらあっても満足できない。これを貪欲という。そして、いくらお金が
あっても豊かな心になることはない。どうすれば、豊かに生きることができるの
だろう。豊かとはなにか。考えてみたい。

第6回 世のため人のため 人間は、自分のために生きている。しかし、社会のため、他者のために尽力す
る。これを使命感という。また、時に自分を犠牲にしてまでその行為は及ぶ。な
ぜだろう。

第5回 殺人と救命　 人間だけが殺すという行為を行う。一方、人間は多くの他者を助けることもす
る。その理由と意味について考える。

第9回 宗教と社会貢献 　宗教は、人の心を救うことがその目的であると共に、他者を救うことを教え
る。ここでは、仏教、キリスト教、儒教における教えを学ぶ。

第8回 正義と公正　 正義とは何か。正義が社会をどのように作ってきたか、変えてきたのか。正義を
どう捉えるべきか考えてみよう。また、公正な社会とは何か、どうすれば実現で
きるのかを考える。

第7回 善と偽善 私たちは、良いことと悪いことという道徳観を持っている。そして、良いことを
すべきだと思っているが、人が良いことをすると、あれは偽善だといったりもす
る。本当に良いことと偽善とはどう違うのか、考えてみよう。

第10回 シティズンシップと社会貢献 公共とは何か。私は、私的な存在でもあり、公的な存在でもあるのだ。このあた
りのことについて考えてみよう。シティズンシップの醸成によって、社会を豊か
で温かみのあるものにして行かなければならない。そのあたりのところを考えて
みよう。　

第11回 企業と社会貢献 企業は、利益をえることが目的であるが、その本質は社会貢献につながる。企業
の社会的責任としての社会貢献の論理を考えてみよう。

第12回 SDGｓと社会貢献Ⅰ SDGｓとは何かを学び、その中の貧困や教育に関連して、その実状とそれを実現
させるための社会貢献活動の思想を考える。

第15回 個別レビューと理解度確認　 授業の内容をどの程度理解したかを確認し、そのうえで個人として授業の内容を
振り返り自分にとっての意義を考える。

第16回

授業時間外に必要な学修 授業で学んだ内容に関連した分野を図書館やインターネットを活用して思考を深めること（２時間程度）
事前および事後学習にそれぞれ1時間程度

提出課題など レポート提出とともに レポート内容について授業の中でフィードバックする。
成績評価方法・基準 授業への積極的な参加態度４０％、レポート２０％、テスト４０％
テキスト
指定図書
参考書

第2回 人間はなぜ社会貢献をするのか 人間は、なぜ、どのように社会を形成してきたのか。そのことが人間にとってど
うであったのか、について考える。

第14回 災害と社会貢献 わが国は災害大国と言われる。災害を自然と人間の関係から捉えつつ、私たちが
何をすべきか考えてみよう。

第13回 SDGｓと社会貢献Ⅱ SDGｓにおける中核をなす環境問題について、その現状とそれを実現させるため
の社会貢献活動の思想について考える。

履修するにあたって

人間がここまで発達してきたのは、競争原理が機能してきたからである。しか
し、ここまで人間社会が続いてきたのは分かち合い原理が機能しているからだ。
このことについて考えてみよう。　



授業科目名 社会貢献哲学 単位数

開講キャンパス代表教員 前林　清和

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

この科目は社会防災学科ディプロマポリシー1(知識・技能)に関連する。　社会貢献を哲学的に学ぶ。人間が利己
的にではなく他己的に生きるということはどういうことか、また何故そのような思想が生まれ、実践するのかと
いうことを追求していく。具体的には、人間はなぜ社会貢献をするのか、競争原理と分かち合い原理、貪欲と豊
かさ、殺人と救命、世のため人のため、善と偽善、正義、宗教と社会貢献、シティズンシップと社会貢献、企業
と社会貢献、SDGｓと社会貢献、災害と社会貢献をテーマに現在の私たちが社会貢献をどのように捉え、何をして
いけばよいのかということを問答形式で考察していく。　社会貢献の哲学的知識をみにつけるとともに、自分自
身の社会貢献哲学を確立するための態度と能力を身につけることを目指す。　

授業の目的

１、社会貢献の哲学的視点について理解することができる。（知識）２、社会貢献を哲学的に深く考えること
で、自分自身の存在価値や他者の存在について改めて捉えなおすことができる。（態度・習慣）３、一つの課題
について、みなで討論する能力が身に付く。（技能、態度・習慣）

到達目標

授業のキーワード

講義と討論、映像、ワークショップ授業の進め方

第1回 ガイダンス 授業の内容と方法、評価、自己紹介、社会貢献とボランティア

第3回 競争原理と分かち合い原理

第4回 貪欲と豊かさ 人間は、お金持ちになりたい。しかし、どれくらいお金があれば満足するのだろ
う。いくらあっても満足できない。これを貪欲という。そして、いくらお金が
あっても豊かな心になることはない。どうすれば、豊かに生きることができるの
だろう。豊かとはなにか。考えてみたい。

第6回 世のため人のため 人間は、自分のために生きている。しかし、社会のため、他者のために尽力す
る。これを使命感という。また、時に自分を犠牲にしてまでその行為は及ぶ。な
ぜだろう。

第5回 殺人と救命　 人間だけが殺すという行為を行う。一方、人間は多くの他者を助けることもす
る。その理由と意味について考える。

第9回 宗教と社会貢献 　宗教は、人の心を救うことがその目的であると共に、他者を救うことを教え
る。ここでは、仏教、キリスト教、儒教における教えを学ぶ。

第8回 正義と公正　 正義とは何か。正義が社会をどのように作ってきたか、変えてきたのか。正義を
どう捉えるべきか考えてみよう。また、公正な社会とは何か、どうすれば実現で
きるのかを考える。

第7回 善と偽善 私たちは、良いことと悪いことという道徳観を持っている。そして、良いことを
すべきだと思っているが、人が良いことをすると、あれは偽善だといったりもす
る。本当に良いことと偽善とはどう違うのか、考えてみよう。

第10回 シティズンシップと社会貢献 公共とは何か。私は、私的な存在でもあり、公的な存在でもあるのだ。このあた
りのことについて考えてみよう。シティズンシップの醸成によって、社会を豊か
で温かみのあるものにして行かなければならない。そのあたりのところを考えて
みよう。　

第11回 企業と社会貢献 企業は、利益をえることが目的であるが、その本質は社会貢献につながる。企業
の社会的責任としての社会貢献の論理を考えてみよう。

第12回 SDGｓと社会貢献Ⅰ SDGｓとは何かを学び、その中の貧困や教育に関連して、その実状とそれを実現
させるための社会貢献活動の思想を考える。

第15回 個別レビューと理解度確認　 授業の内容をどの程度理解したかを確認し、そのうえで個人として授業の内容を
振り返り自分にとっての意義を考える。

第16回

授業時間外に必要な学修 授業で学んだ内容に関連した分野を図書館やインターネットを活用して思考を深めること（２時間程度）
事前および事後学習にそれぞれ1時間程度

提出課題など レポート提出とともに レポート内容について授業の中でフィードバックする。
成績評価方法・基準 授業への積極的な参加態度４０％、レポート２０％、テスト４０％
テキスト
指定図書
参考書

第2回 人間はなぜ社会貢献をするのか 人間は、なぜ、どのように社会を形成してきたのか。そのことが人間にとってど
うであったのか、について考える。

第14回 災害と社会貢献 わが国は災害大国と言われる。災害を自然と人間の関係から捉えつつ、私たちが
何をすべきか考えてみよう。

第13回 SDGｓと社会貢献Ⅱ SDGｓにおける中核をなす環境問題について、その現状とそれを実現させるため
の社会貢献活動の思想について考える。

履修するにあたって

人間がここまで発達してきたのは、競争原理が機能してきたからである。しか
し、ここまで人間社会が続いてきたのは分かち合い原理が機能しているからだ。
このことについて考えてみよう。　



授業科目名 民法Ⅴ（親族・相続） 単位数

開講キャンパス代表教員 増成　牧

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜2限 金曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

4

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

　この科目は、法学部ディプロマポリシーの第一、第二、第三に対応しており、法の理念および現実の運用を体
系的に学修し、地域社会のみならず国際社会におけるさまざまな問題を把握し、法的思考に基づいた解決指針を
示し、公平性と客観性のある判断と行動ができる力を培うことを目指しています。  この科目の扱う対象は、民
法の第４編、第５編であり、条文でいえば７２５条から１０５０条までで、いわゆる親族・相続という領域で
す。　近年、社会が変わり、価値観が多様化し、婚姻とはなにか、親子とはなにかについて根本から考え直す必
要がでてきています。相続法についても2018年に大きな改正があり、どのような社会の必要性があって相続法が
どのように改正されたかを正確に学ぶことが求められます。　本科目では、今日において最も躍動的な法分野で
ある親族・相続法の領域に関係するさまざまな問題を基礎から学び考察することを目的とします。　

授業の目的

①わが国の民法の定める親族・相続法の基本事項について的確に説明することができる②親族・相続法に関する
わが国の基本的判決について説明することができる③婚姻、親子、相続に関する現実の問題について的確に説明
することができる

到達目標

授業のキーワード

基本的にはいわゆる講義形式で授業を行う。受講者数によっては質疑応答形式を用いることも予定している。授業の進め方

第1回 家族法とは 家族法とはどのような法律か、授業の進め方、成績評価の方法・基準などオリエ
ンテーション

第3回 婚姻（その１）
第4回 婚姻（その２） 婚姻障害

第6回 婚姻（その４） 婚姻の効果・財産関係
第5回 婚姻（その３） 婚姻の効果

第9回 婚姻の解消（その２） 離婚
第8回 婚姻の解消（その１） 婚姻はどのようにして解消されるか、死亡、離婚
第7回 婚姻（その５） 婚姻の無効・取消し、内縁、自由結合、性転換、同性婚

第10回 婚姻の解消（その３） 離婚の効果

第27回 遺言（その２） 遺贈

第11回 親子（その１） 生物学的親子と法的親子、実子と養子

第28回 遺言（その３） 遺言の執行

第30回 遺留分（その２） 遺留分侵害額請求権
第29回 遺留分（その１） 遺留分とは、範囲は、どのように算定するか

第12回 親子（その２） 嫡出子と非嫡出子

第15回 親子（その５） 生殖補助医療により生まれた子

第17回 家族構成員の保護（その２） 未成年後見、後見、保佐、補助、扶養
第16回 家族構成員の保護（その１） 親権

第20回 相続（その３） 相続の対象となる財産は
第19回 相続（その２） だれが相続人になるか
第18回 相続（その１） 相続とは　法定相続　相続の開始

第21回 相続（その４） 相続分

第23回 相続（その６） 遺産共有と遺産分割
第22回 相続（その５） 寄与分、配偶者の居住の権利

第24回 相続（その７） 承認、限定承認、放棄

第26回 遺言（その１） 遺言とは、どのようにするか
第25回 相続（その８） 財産分離、相続人の不存在、相続回復請求権

授業時間外に必要な学修 予習として、指定教科書の指定ヵ所に目を通すことに１時間、復習として、授業で扱ったことを振り返
り、意味を理解し、教科書を再読することに２時間

提出課題など 必要に応じて授業中に指示します。
成績評価方法・基準 上記到達目標を達成できたかどうかを、学期末に行われる記述式試験の成績をもとに評価します（定期試

験１００％）。　
テキスト 松川正毅『民法　親族・相続（第６版）』（有斐閣、2019）
指定図書 必要に応じて授業中に指示します。
参考書 必要があれば授業中に指示します。

第2回 親族とは　家事事件の解決 家族とはなにか、親族とはどの範囲か、家事事件はどのように解決されるか

第14回 親子（その４） 特別養子
第13回 親子（その３） 普通養子

履修するにあたって

婚約とは、婚姻とは、婚姻はどのようにして成立するか



授業科目名 民法Ⅴ（親族・相続） 単位数

開講キャンパス代表教員 増成　牧

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜2限 金曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

4

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

　この科目は、法学部ディプロマポリシーの第一、第二、第三に対応しており、法の理念および現実の運用を体
系的に学修し、地域社会のみならず国際社会におけるさまざまな問題を把握し、法的思考に基づいた解決指針を
示し、公平性と客観性のある判断と行動ができる力を培うことを目指しています。  この科目の扱う対象は、民
法の第４編、第５編であり、条文でいえば７２５条から１０５０条までで、いわゆる親族・相続という領域で
す。　近年、社会が変わり、価値観が多様化し、婚姻とはなにか、親子とはなにかについて根本から考え直す必
要がでてきています。相続法についても2018年に大きな改正があり、どのような社会の必要性があって相続法が
どのように改正されたかを正確に学ぶことが求められます。　本科目では、今日において最も躍動的な法分野で
ある親族・相続法の領域に関係するさまざまな問題を基礎から学び考察することを目的とします。　

授業の目的

①わが国の民法の定める親族・相続法の基本事項について的確に説明することができる②親族・相続法に関する
わが国の基本的判決について説明することができる③婚姻、親子、相続に関する現実の問題について的確に説明
することができる

到達目標

授業のキーワード

基本的にはいわゆる講義形式で授業を行う。受講者数によっては質疑応答形式を用いることも予定している。授業の進め方

第1回 家族法とは 家族法とはどのような法律か、授業の進め方、成績評価の方法・基準などオリエ
ンテーション

第3回 婚姻（その１）
第4回 婚姻（その２） 婚姻障害

第6回 婚姻（その４） 婚姻の効果・財産関係
第5回 婚姻（その３） 婚姻の効果

第9回 婚姻の解消（その２） 離婚
第8回 婚姻の解消（その１） 婚姻はどのようにして解消されるか、死亡、離婚
第7回 婚姻（その５） 婚姻の無効・取消し、内縁、自由結合、性転換、同性婚

第10回 婚姻の解消（その３） 離婚の効果

第27回 遺言（その２） 遺贈

第11回 親子（その１） 生物学的親子と法的親子、実子と養子

第28回 遺言（その３） 遺言の執行

第30回 遺留分（その２） 遺留分侵害額請求権
第29回 遺留分（その１） 遺留分とは、範囲は、どのように算定するか

第12回 親子（その２） 嫡出子と非嫡出子

第15回 親子（その５） 生殖補助医療により生まれた子

第17回 家族構成員の保護（その２） 未成年後見、後見、保佐、補助、扶養
第16回 家族構成員の保護（その１） 親権

第20回 相続（その３） 相続の対象となる財産は
第19回 相続（その２） だれが相続人になるか
第18回 相続（その１） 相続とは　法定相続　相続の開始

第21回 相続（その４） 相続分

第23回 相続（その６） 遺産共有と遺産分割
第22回 相続（その５） 寄与分、配偶者の居住の権利

第24回 相続（その７） 承認、限定承認、放棄

第26回 遺言（その１） 遺言とは、どのようにするか
第25回 相続（その８） 財産分離、相続人の不存在、相続回復請求権

授業時間外に必要な学修 予習として、指定教科書の指定ヵ所に目を通すことに１時間、復習として、授業で扱ったことを振り返
り、意味を理解し、教科書を再読することに２時間

提出課題など 必要に応じて授業中に指示します。
成績評価方法・基準 上記到達目標を達成できたかどうかを、学期末に行われる記述式試験の成績をもとに評価します（定期試

験１００％）。　
テキスト 松川正毅『民法　親族・相続（第６版）』（有斐閣、2019）
指定図書 必要に応じて授業中に指示します。
参考書 必要があれば授業中に指示します。

第2回 親族とは　家事事件の解決 家族とはなにか、親族とはどの範囲か、家事事件はどのように解決されるか

第14回 親子（その４） 特別養子
第13回 親子（その３） 普通養子

履修するにあたって

婚約とは、婚姻とは、婚姻はどのようにして成立するか



授業科目名 ケア社会論 単位数

開講キャンパス代表教員 前田　拓也

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

この科目では、現代社会学部のディプロマ・ポリシー（卒業認定に関する基本方針）に従い、現代社会における
人びとの暮らし、仕事と産業、および文化の形成に係る諸事象を多面的、総合的な理解を目指す。病者、高齢者
や障害者を十全に配慮し、社会に包摂することは、現代社会にとって喫緊の課題である。「ケアすること」（介
護、介助、看護 etc.）はしばしば、そうした世界に縁のない者からすれば、どこか遠い「あちら側」のことがら
だと考えがちである。その一方で、わたしたちは、「きっとあれは大変な仕事なのだろう」ということを、すで
になんとなくは「知っている」。この「落差」について、わたしたちのあたりまえの日常のなかから、まずは考
えてみたい。わたしたちは、多かれ少なかれ、日々の暮らしのなかで経験するさまざまな感情を、社会的・文化
的ルールに従ってコントロールし、演技しながら生きていると言える。そして当然ながら、「ケアの現場」もま
た、そんなわたしたちの日常から地続きの延長線上にあるのだということに、現場で起こるできごとは気付かせ
てくれる。この講義では、「障害者の自立生活」と呼ばれる実践をおもに取り上げ、その社会的な意義と、具体
的な介助現場の事例を踏まえながら、ケアのなかでどうしても避けることのできない「ネガティブな感情」をど
のように処理するかという問題について、おもに感情社会学、および障害学の視点から考える。なお、この講義
の担当者は、障害当事者団体での障害者介助の業務を8年間経験した、実務経験のある教員である。経験的データ
および実際的な観点から、ケア労働者の実態を明らかにすることを目指す。

授業の目的

・病者、高齢者や障害者を「ケアする」営みの内実について、社会学の視点からとらえ、説明することができ
る。 特に、障害者への配慮と支援の技法を検討することを通して、持続可能な社会の形成を構想するための能力
を獲得することができる。・他者同士のあいだに取り交わされる相互行為/コミュニケーションのありかたを、社
会学理論を応用して説明、検討することができる。　・関連するさまざまな差別事象、差別現象、人権にかかわ
る問題について、応用して問題設定できる。

到達目標

ケア / 介助（介護） / 障害者 / 感情労働 / 身体授業のキーワード

・講義形式でおこなう。・映像資料などを適宜視聴する。・コメントカードへの記入をもって、受講生の意見等
を求めることがある。

授業の進め方

第1回 ガイダンス 講義全体の進めかたを説明し、目標を確認する。

第3回 「自立生活」という暮らしかた
 1

第4回 「自立生活」という暮らしかた
 2

障害者の自立生活の意義を、「脱家族」という主張を通して理解する。

第6回 当事者の語りから 障害当事者をゲストとして招き、かれらの暮らしの実際とライフ・ストーリーを
聴き、理解する。

第5回 「自立生活」という暮らしかた
 3

障害者の自立生活の意義を、障害当事者の「自己決定」との関係から検討する。

第9回 感情の社会学 3 「感情操作/感情管理」から日常世界を捉え直し、検討する。
第8回 感情の社会学 2 身体をめぐるルール、とくに「身体距離」から日常世界を捉え直し、検討する。
第7回 感情の社会学 1 「感情の社会性」を日常生活の具体例のなかから検討する。

第10回 感情の社会学 4 感情労働という概念から、現代社会における労働と感情の関係を検討する。
第11回 障害者介助の技法 感情労働の概念を用いて、「障害者を介助すること」の詳細を検討する。
第12回 ケアの感情社会学 「ケア」ないし「障害者の介助」における「ネガティブな感情」をどう扱うこと

ができるかを考える。

第15回 授業全体のまとめ 講義全体をふりかえり、要点を再確認する。

授業時間外に必要な学修 事前学習: 講義の対象となるテーマについて、インターネットを利用し、新聞・ニュース記事を読んでお
くことで一定のイメージをつかんでおくこと （目安: 1時間程度）。事後学習: 講義ノートを再確認し、
講義内で紹介した各種統計資料や文献を積極的に読むこと （目安: 1時間程度）。

提出課題など 講義中に2回、小レポートを課し、それぞれ次回の授業でフィードバックする。
成績評価方法・基準 授業中レポート 40%（20% x 2回）、期末レポート 60%
テキスト
指定図書 前田拓也『介助現場の社会学──身体障害者の自立生活と介助者のリアリティ』生活書院、 2009年.→ 

{詳細、http://maedat.com/works/kaijogenba.html}
参考書 安積純子・尾中文哉・岡原正幸・立岩真也『生の技法 ──家と施設を出て暮らす障害者の社会学 第３

版』生活書院、 2012年.三井さよ『はじめてのケア論 ──新たなケアと支援のしくみをつくるために』
有斐閣、 2018年.寺本晃久・岡部耕典・末永弘・岩橋誠治『良い支援？ ──知的障害/自閉の人たちの自
立生活と支援』生活書院、 2008年.渡辺一史『なぜ人と人は支え合うのか ──「障害」から考える』ち
くまプリマー新書、 2018年.岡原正幸・安川一・山田昌弘・石川准『感情の社会学 ──エモーション・
コンシャスな時代』世界思想社、 1997年.

第2回 「自立」とはなにか 講義の中心テーマである「障害者の自立」の定義から、現代社会における障害者
の位置付けを検討する。

第14回 ケアは「大変」か 2 「他者をケアする」というおこないが持ちうる独特の「大変さ」はどこにあるか
を検討する。

第13回 ケアは「大変」か 1 ケア現場においてセクシュアリティをどのように扱うことができるかを検討す
る。

履修するにあたって ・ゲストスピーカーを招く予定だが、先方の都合により、授業計画が前後する可能性がある。・2年次後期の「福
祉社会学 II」もあわせて受講していることが望ましい。　

障害者の自立生活の意義を、「脱施設」という主張を通して理解する。



授業科目名 ケア社会論 単位数

開講キャンパス代表教員 前田　拓也

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

この科目では、現代社会学部のディプロマ・ポリシー（卒業認定に関する基本方針）に従い、現代社会における
人びとの暮らし、仕事と産業、および文化の形成に係る諸事象を多面的、総合的な理解を目指す。病者、高齢者
や障害者を十全に配慮し、社会に包摂することは、現代社会にとって喫緊の課題である。「ケアすること」（介
護、介助、看護 etc.）はしばしば、そうした世界に縁のない者からすれば、どこか遠い「あちら側」のことがら
だと考えがちである。その一方で、わたしたちは、「きっとあれは大変な仕事なのだろう」ということを、すで
になんとなくは「知っている」。この「落差」について、わたしたちのあたりまえの日常のなかから、まずは考
えてみたい。わたしたちは、多かれ少なかれ、日々の暮らしのなかで経験するさまざまな感情を、社会的・文化
的ルールに従ってコントロールし、演技しながら生きていると言える。そして当然ながら、「ケアの現場」もま
た、そんなわたしたちの日常から地続きの延長線上にあるのだということに、現場で起こるできごとは気付かせ
てくれる。この講義では、「障害者の自立生活」と呼ばれる実践をおもに取り上げ、その社会的な意義と、具体
的な介助現場の事例を踏まえながら、ケアのなかでどうしても避けることのできない「ネガティブな感情」をど
のように処理するかという問題について、おもに感情社会学、および障害学の視点から考える。なお、この講義
の担当者は、障害当事者団体での障害者介助の業務を8年間経験した、実務経験のある教員である。経験的データ
および実際的な観点から、ケア労働者の実態を明らかにすることを目指す。

授業の目的

・病者、高齢者や障害者を「ケアする」営みの内実について、社会学の視点からとらえ、説明することができ
る。 特に、障害者への配慮と支援の技法を検討することを通して、持続可能な社会の形成を構想するための能力
を獲得することができる。・他者同士のあいだに取り交わされる相互行為/コミュニケーションのありかたを、社
会学理論を応用して説明、検討することができる。　・関連するさまざまな差別事象、差別現象、人権にかかわ
る問題について、応用して問題設定できる。

到達目標

ケア / 介助（介護） / 障害者 / 感情労働 / 身体授業のキーワード

・講義形式でおこなう。・映像資料などを適宜視聴する。・コメントカードへの記入をもって、受講生の意見等
を求めることがある。

授業の進め方

第1回 ガイダンス 講義全体の進めかたを説明し、目標を確認する。

第3回 「自立生活」という暮らしかた
 1

第4回 「自立生活」という暮らしかた
 2

障害者の自立生活の意義を、「脱家族」という主張を通して理解する。

第6回 当事者の語りから 障害当事者をゲストとして招き、かれらの暮らしの実際とライフ・ストーリーを
聴き、理解する。

第5回 「自立生活」という暮らしかた
 3

障害者の自立生活の意義を、障害当事者の「自己決定」との関係から検討する。

第9回 感情の社会学 3 「感情操作/感情管理」から日常世界を捉え直し、検討する。
第8回 感情の社会学 2 身体をめぐるルール、とくに「身体距離」から日常世界を捉え直し、検討する。
第7回 感情の社会学 1 「感情の社会性」を日常生活の具体例のなかから検討する。

第10回 感情の社会学 4 感情労働という概念から、現代社会における労働と感情の関係を検討する。
第11回 障害者介助の技法 感情労働の概念を用いて、「障害者を介助すること」の詳細を検討する。
第12回 ケアの感情社会学 「ケア」ないし「障害者の介助」における「ネガティブな感情」をどう扱うこと

ができるかを考える。

第15回 授業全体のまとめ 講義全体をふりかえり、要点を再確認する。

授業時間外に必要な学修 事前学習: 講義の対象となるテーマについて、インターネットを利用し、新聞・ニュース記事を読んでお
くことで一定のイメージをつかんでおくこと （目安: 1時間程度）。事後学習: 講義ノートを再確認し、
講義内で紹介した各種統計資料や文献を積極的に読むこと （目安: 1時間程度）。

提出課題など 講義中に2回、小レポートを課し、それぞれ次回の授業でフィードバックする。
成績評価方法・基準 授業中レポート 40%（20% x 2回）、期末レポート 60%
テキスト
指定図書 前田拓也『介助現場の社会学──身体障害者の自立生活と介助者のリアリティ』生活書院、 2009年.→ 

{詳細、http://maedat.com/works/kaijogenba.html}
参考書 安積純子・尾中文哉・岡原正幸・立岩真也『生の技法 ──家と施設を出て暮らす障害者の社会学 第３

版』生活書院、 2012年.三井さよ『はじめてのケア論 ──新たなケアと支援のしくみをつくるために』
有斐閣、 2018年.寺本晃久・岡部耕典・末永弘・岩橋誠治『良い支援？ ──知的障害/自閉の人たちの自
立生活と支援』生活書院、 2008年.渡辺一史『なぜ人と人は支え合うのか ──「障害」から考える』ち
くまプリマー新書、 2018年.岡原正幸・安川一・山田昌弘・石川准『感情の社会学 ──エモーション・
コンシャスな時代』世界思想社、 1997年.

第2回 「自立」とはなにか 講義の中心テーマである「障害者の自立」の定義から、現代社会における障害者
の位置付けを検討する。

第14回 ケアは「大変」か 2 「他者をケアする」というおこないが持ちうる独特の「大変さ」はどこにあるか
を検討する。

第13回 ケアは「大変」か 1 ケア現場においてセクシュアリティをどのように扱うことができるかを検討す
る。

履修するにあたって ・ゲストスピーカーを招く予定だが、先方の都合により、授業計画が前後する可能性がある。・2年次後期の「福
祉社会学 II」もあわせて受講していることが望ましい。　

障害者の自立生活の意義を、「脱施設」という主張を通して理解する。



授業科目名 経営管理総論Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 松田　裕之

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 金曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

基礎経営学Ⅰ・Ⅱ、経営学総論Ⅰ・Ⅱ 、経営史Ⅰ・Ⅱで学んだ企業の経営管理に関する知識を基礎として、その
実践がどのように行われているのかを我が国著名企業を事例として、具体的に検証していきます。これら企業が
積み重ねた様々な経験に関する知見を増やすことで、社会に出て企業で働くとき、理論と現実がきちんとかみあ
い、仕事の場面でスキルとして活用できる土台を作ります。

授業の目的

(1)著名企業がなぜ「著名」になったのか、その成功の要因を理解できる⇒知識(2)これまで学修した企業経営の
理論がどのように実践されているのかを理解できる⇒知識(3)企業経営に影響を及ぼす経済社会の変化を理解でき
る⇒知識(4)企業の経営管理に携わった人びとの経験にふれることができる⇒知識・態度・技能(5)意思決定や行
動に必要なメンタリティを養うことができる⇒態度・習慣 (6)現代の企業経営に関する基本的知識を学修できる
⇒知識(7)経営の問題を総合的に分析・解析できる知識と技能をできる⇒知識・技能

到達目標

ケーススタディ、ビジネス・ヒストリー、創業者、イノベーション、リーダーシップ授業のキーワード

大教室での講義中心の授業となりますが、双方向型の授業方式になるよう、各回の最後にコメントカードを配布
し、次回の初めにその内容を『受講カードより』というプリントに編集して配布し共有します。

授業の進め方

第1回 オリエンテーション 経営管理の理論を実践に活かすための学習の意義を考える

第3回 ケーススタディについて
第4回 CASE 1 三菱合資～「マネジメント」の模索と進化～

第6回 CASE 3 阪急電鉄～無から有への「需要創造」～
第5回 CASE 2 三井物産～総合商社の人と情報網～

第9回 CASE 6 トヨタ自動車～「生産性と品質」の同時追求～
第8回 CASE 5 松下電器～「流通系列化」への道～
第7回 CASE 4 ヤマト運輸～論理を積み重ねた市場シェアの拡大～

第10回 CASE 7 ブリヂストン～地方企業から世界ブランドへ～
第11回 CASE 8 森永製菓～エンゼルの自立と企業体質の強化～
第12回 CASE 9 ダイエー～「価格破壊」から自己崩壊へ～

第15回 総括と展望 これまで学習してきたケースの振り返りおよび今後の実践にむけての展望

授業時間外に必要な学修 冊子型オリジナルテキストを第2回授業で配布しますので、講義中は当該箇所に大切と思われる事項をメ
モするようにし、授業終了後それをノートにまとめ直すなど、自分なりの整理をしてください。また、
『受講カードより』の内容も読み直してください。毎回復習と予習に1時間程度を充てるようにしてくだ
さい。

提出課題など 毎回、コメントカードに感想・質問・特定のテーマに対する解答などを書いて提出してもらいます。
成績評価方法・基準 毎回提出するコメントカードの記載内容（40％）、期末試験（60％）で評価します。詳細は初回に講義に

おいて説明します。
テキスト 冊子型オリジナルテキストを第２回授業で配布しますので、失くさないようにしてください。試験の際に

必要となります。
指定図書 とくになし
参考書 経済・経営・社会についての基本的な知識や用語を知るには、高校の「政治・経済」の参考書（図解が豊

富のものがGOOD）がお薦めです。これは就職試験の常識問題の勉強にも役立ちます。

第2回 経営管理論の枠組みについて 経営管理論に必要な概念と基本的枠組みを理解する

第14回 経営管理の実践例からのフィー
ドバック

10件のケースから経営管理の実践のエッセンスを検証する
第13回 CASE 10 そごう～置き去りにされた企業の使命～

履修するにあたって 私語が目に余る受講生には、まず注意を与え、それでも改まらぬ場合は、その時点で「不合格」と致します。

ケーススタディの意義と効用を理解する



授業科目名 経営管理総論Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 松田　裕之

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 金曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

基礎経営学Ⅰ・Ⅱ、経営学総論Ⅰ・Ⅱ 、経営史Ⅰ・Ⅱで学んだ企業の経営管理に関する知識を基礎として、その
実践がどのように行われているのかを我が国著名企業を事例として、具体的に検証していきます。これら企業が
積み重ねた様々な経験に関する知見を増やすことで、社会に出て企業で働くとき、理論と現実がきちんとかみあ
い、仕事の場面でスキルとして活用できる土台を作ります。

授業の目的

(1)著名企業がなぜ「著名」になったのか、その成功の要因を理解できる⇒知識(2)これまで学修した企業経営の
理論がどのように実践されているのかを理解できる⇒知識(3)企業経営に影響を及ぼす経済社会の変化を理解でき
る⇒知識(4)企業の経営管理に携わった人びとの経験にふれることができる⇒知識・態度・技能(5)意思決定や行
動に必要なメンタリティを養うことができる⇒態度・習慣 (6)現代の企業経営に関する基本的知識を学修できる
⇒知識(7)経営の問題を総合的に分析・解析できる知識と技能をできる⇒知識・技能

到達目標

ケーススタディ、ビジネス・ヒストリー、創業者、イノベーション、リーダーシップ授業のキーワード

大教室での講義中心の授業となりますが、双方向型の授業方式になるよう、各回の最後にコメントカードを配布
し、次回の初めにその内容を『受講カードより』というプリントに編集して配布し共有します。

授業の進め方

第1回 オリエンテーション 経営管理の理論を実践に活かすための学習の意義を考える

第3回 ケーススタディについて
第4回 CASE 1 三菱合資～「マネジメント」の模索と進化～

第6回 CASE 3 阪急電鉄～無から有への「需要創造」～
第5回 CASE 2 三井物産～総合商社の人と情報網～

第9回 CASE 6 トヨタ自動車～「生産性と品質」の同時追求～
第8回 CASE 5 松下電器～「流通系列化」への道～
第7回 CASE 4 ヤマト運輸～論理を積み重ねた市場シェアの拡大～

第10回 CASE 7 ブリヂストン～地方企業から世界ブランドへ～
第11回 CASE 8 森永製菓～エンゼルの自立と企業体質の強化～
第12回 CASE 9 ダイエー～「価格破壊」から自己崩壊へ～

第15回 総括と展望 これまで学習してきたケースの振り返りおよび今後の実践にむけての展望

授業時間外に必要な学修 冊子型オリジナルテキストを第2回授業で配布しますので、講義中は当該箇所に大切と思われる事項をメ
モするようにし、授業終了後それをノートにまとめ直すなど、自分なりの整理をしてください。また、
『受講カードより』の内容も読み直してください。毎回復習と予習に1時間程度を充てるようにしてくだ
さい。

提出課題など 毎回、コメントカードに感想・質問・特定のテーマに対する解答などを書いて提出してもらいます。
成績評価方法・基準 毎回提出するコメントカードの記載内容（40％）、期末試験（60％）で評価します。詳細は初回に講義に

おいて説明します。
テキスト 冊子型オリジナルテキストを第２回授業で配布しますので、失くさないようにしてください。試験の際に

必要となります。
指定図書 とくになし
参考書 経済・経営・社会についての基本的な知識や用語を知るには、高校の「政治・経済」の参考書（図解が豊

富のものがGOOD）がお薦めです。これは就職試験の常識問題の勉強にも役立ちます。

第2回 経営管理論の枠組みについて 経営管理論に必要な概念と基本的枠組みを理解する

第14回 経営管理の実践例からのフィー
ドバック

10件のケースから経営管理の実践のエッセンスを検証する
第13回 CASE 10 そごう～置き去りにされた企業の使命～

履修するにあたって 私語が目に余る受講生には、まず注意を与え、それでも改まらぬ場合は、その時点で「不合格」と致します。

ケーススタディの意義と効用を理解する



授業科目名 アジア社会研究 単位数

開講キャンパス代表教員 松田　ヒロ子

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

台湾は1895年から１９４５年まで日本が統治し、現在も日本と台湾の経済的、文化的交流は非常に盛んです。近
年は特にタピオカミルクティーなど台湾の食文化も日本で人気ですが、台湾の歴史を理解している人は非常に少
ないです。この授業では台湾の近現代史と日台関係を学びます。現代社会学部のDPに示す、現代社会の多面的、
総合的な理解と、グローバルな視野と豊かな教養を身につけることを目指します。

授業の目的

（１）東アジアの歴史、地理、文化に対する関心を高め、広い視野に立って、台湾の政治、社会、経済、文化の
歴史的発展を説明できるようになる。（２）東アジアの諸国、地域が相互に関連しあっていることを説明できる
ようになる。（３）台湾と日本の政治、経済、文化、社会的な関係を歴史的経緯を踏まえて説明できる。

到達目標

授業のキーワード

講義形式で進めますが、台湾に行ったことのない学生も興味が持てるように、視聴覚教材（写真や映像）を多く
取り入れる予定です。

授業の進め方

第1回 ガイダンス 授業の進め方や成績評価について説明します。

第3回 東アジアの先住民と移民

第4回 日本の台湾植民地統治の始まり 日本が台湾を植民地支配することになった経緯と、台湾の住民の日本統治に対す
る反応を学びます。

第6回 戦争と東アジア 台湾人がアジア・太平洋戦争にどのように関与し、台湾はどのような戦争被害を
受けたのか学びます。

第5回 植民地統治と近代化 植民地統治下の台湾の近代化の諸相を学びます。

第9回 独裁体制と人々の暮らし 冷戦下の台湾の政治体制と人々の生活状況を学びます。
第8回 東アジアの冷戦 冷戦体制下の被害sジア諸国の関係と米国の影響力について学びます。
第7回 終戦と脱植民地化 第二次世界大戦後の中国の状況と台湾の脱植民地化について学びます。

第10回 国際的孤立 中華民国が国際連合から追放され、国際的に孤立していった経緯を学びます。
第11回 民主化運動の高揚 1980年代の民主化運動とその帰結について学びます。
第12回 民主化以降の台湾 1990年代以降の台湾の政治、経済、社会、文化の諸相を学びます。

第15回 自主研究の発表 台湾や日台関係について各自が調べたことを発表します。

授業時間外に必要な学修 予習、復習、それぞれの研究で毎週合計２時間程度
提出課題など
成績評価方法・基準 授業中に実施する小テスト（４０％）、宿題（２０％）、各自の研究発表（４０％）
テキスト
指定図書
参考書

第2回 台湾の現在 今日の台湾の現状を、政治、経済、社会、文化的側面から学びます。

第14回 日台関係（２） 近年の日台関係について学びます。
第13回 日台関係（１） 近年の日本と台湾の関係について学びます。

履修するにあたって

マレー・ポリネシア系の先住民と中国大陸から台湾に流入した漢族系の移民との
関係について学びます。



授業科目名 地域とくらしⅠ 単位数

開講キャンパス代表教員 松田　ヒロ子

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

この授業の目的は、大学が所在する神戸に着目しながら、近現代日本の地域コミュニティと人々の暮らしの変容
について理解を深めることです。神戸という地域を事例に、近現代日本を社会史的に学びます。現代社会学部の
DPが示す、現代社会の多面的、総合的な理解と、現代社会における諸課題の発見、把握及びその解決策の探求と
実践能力を養うことを目指します。

授業の目的

（１）地域社会の変貌と住民生活、産業構造の変化など、現代社会の諸課題について、社会、文化、政治、経
済、国際社会など多様な角度から理解し、説明できる。（２）知識基盤社会化とグローバル化が進行する現代社
会において、異なる文化や文明が共存しながら持続可能な社会を形成する方策のあり方についてみずからの意見
を表明できる。（３）地域と自己との関係性に着目して、現代社会に生きる人間としての在り方についてみずか
らの考えを表明できる。

到達目標

授業のキーワード

教員による講義とグループワーク、学生によるプレゼンなど。授業の進め方

第1回 ガイダンス 授業の進め方や評価の方法について説明します。

第3回 都市化の進展

第4回 工業化の進展 阪神地域における工業地帯の形成とそれを支えた労働者のコミュニティについて
学びます。

第6回 占領と戦後復興 アジア太平洋戦争後の連合軍の占領とその下での人びとの生活の諸相を学びま
す。

第5回 戦争と地域社会 戦時体制下の地域社会と人々の暮らしについて学びます。

第9回 震災とコミュニティ（１） 阪神淡路大震災が地域社会の有様どのように変えたのか考えます。

第8回 地域と観光 ポートピア博の開催など大規模な観光イベントの開催は周辺の地域社会にも大き
な影響をもたらしました。観光業の発展と地域社会の変貌について考えます。

第7回 高度経済成長とコミュニティ 高度経済成長期の地域社会と人々の暮らしの変容について学びます。

第10回 震災とコミュニティ（２） 阪神淡路大震災をきっかけに、神戸にはコミュニティ組織や市民団体が生まれま
した。震災後のコミュニティ組織や市民活動の発展について学びます。

第11回 復興と再開発 阪神淡路大震災から20年以上が経過し、神戸は「見かけ上は」復興したといわれ
ています。震災からの復興の過程をふりかえり、今後の課題について考えます。

第12回 「居場所」としてのコミュニ
ティ

近年、神戸で地域の「居場所」作りの必要性が論じられています。「居場所」と
はどのような場所なのか、なぜそれが必要とされているのか考えます。

第15回 総括 今学期学んだ内容を振り返ります。

授業時間外に必要な学修 指定された記事や論文などを読んで授業の予習としたり、調べ物をする課題が出されることがあります
（平均1時間程度）。授業中での配布物等を読んで授業の復習をすることが期待されます（平均1時間程
度）。

提出課題など 授業中に課題をやって頂くことがあります。提出いただいたものについては次週の授業中に講評します。
成績評価方法・基準 授業中に行う課題（4０％）、期末試験（６0％）
テキスト
指定図書
参考書

第2回 開港と近代 神戸港の開港に伴って周辺の地域社会や人々の暮らしがどのように変化したのか
学びます。

第14回 コミュニティの現在（２） 神戸周辺のコミュニティ活動の今後の課題について考えます。
第13回 コミュニティの現在（１） 今日の神戸周辺のコミュニティ活動の現状を学びます。

履修するにあたって

神戸が都市としてどのように発展し、地域社会や人々の暮らしがどのように変化
したのか学びます。



授業科目名 地域とくらしⅠ 単位数

開講キャンパス代表教員 松田　ヒロ子

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

この授業の目的は、大学が所在する神戸に着目しながら、近現代日本の地域コミュニティと人々の暮らしの変容
について理解を深めることです。神戸という地域を事例に、近現代日本を社会史的に学びます。現代社会学部の
DPが示す、現代社会の多面的、総合的な理解と、現代社会における諸課題の発見、把握及びその解決策の探求と
実践能力を養うことを目指します。

授業の目的

（１）地域社会の変貌と住民生活、産業構造の変化など、現代社会の諸課題について、社会、文化、政治、経
済、国際社会など多様な角度から理解し、説明できる。（２）知識基盤社会化とグローバル化が進行する現代社
会において、異なる文化や文明が共存しながら持続可能な社会を形成する方策のあり方についてみずからの意見
を表明できる。（３）地域と自己との関係性に着目して、現代社会に生きる人間としての在り方についてみずか
らの考えを表明できる。

到達目標

授業のキーワード

教員による講義とグループワーク、学生によるプレゼンなど。授業の進め方

第1回 ガイダンス 授業の進め方や評価の方法について説明します。

第3回 都市化の進展

第4回 工業化の進展 阪神地域における工業地帯の形成とそれを支えた労働者のコミュニティについて
学びます。

第6回 占領と戦後復興 アジア太平洋戦争後の連合軍の占領とその下での人びとの生活の諸相を学びま
す。

第5回 戦争と地域社会 戦時体制下の地域社会と人々の暮らしについて学びます。

第9回 震災とコミュニティ（１） 阪神淡路大震災が地域社会の有様どのように変えたのか考えます。

第8回 地域と観光 ポートピア博の開催など大規模な観光イベントの開催は周辺の地域社会にも大き
な影響をもたらしました。観光業の発展と地域社会の変貌について考えます。

第7回 高度経済成長とコミュニティ 高度経済成長期の地域社会と人々の暮らしの変容について学びます。

第10回 震災とコミュニティ（２） 阪神淡路大震災をきっかけに、神戸にはコミュニティ組織や市民団体が生まれま
した。震災後のコミュニティ組織や市民活動の発展について学びます。

第11回 復興と再開発 阪神淡路大震災から20年以上が経過し、神戸は「見かけ上は」復興したといわれ
ています。震災からの復興の過程をふりかえり、今後の課題について考えます。

第12回 「居場所」としてのコミュニ
ティ

近年、神戸で地域の「居場所」作りの必要性が論じられています。「居場所」と
はどのような場所なのか、なぜそれが必要とされているのか考えます。

第15回 総括 今学期学んだ内容を振り返ります。

授業時間外に必要な学修 指定された記事や論文などを読んで授業の予習としたり、調べ物をする課題が出されることがあります
（平均1時間程度）。授業中での配布物等を読んで授業の復習をすることが期待されます（平均1時間程
度）。

提出課題など 授業中に課題をやって頂くことがあります。提出いただいたものについては次週の授業中に講評します。
成績評価方法・基準 授業中に行う課題（4０％）、期末試験（６0％）
テキスト
指定図書
参考書

第2回 開港と近代 神戸港の開港に伴って周辺の地域社会や人々の暮らしがどのように変化したのか
学びます。

第14回 コミュニティの現在（２） 神戸周辺のコミュニティ活動の今後の課題について考えます。
第13回 コミュニティの現在（１） 今日の神戸周辺のコミュニティ活動の現状を学びます。

履修するにあたって

神戸が都市としてどのように発展し、地域社会や人々の暮らしがどのように変化
したのか学びます。



授業科目名 労働法 単位数

開講キャンパス代表教員 松村　歌子

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜3限 火曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

4

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

この科目は、法学部のDPに示された、法的素養を身に着けること、社会における各種の問題について、その要点
を把握し、必要な情報を収集・分析して、法的思考に基づいた説得力ある解決指針を示すことができるようにな
ることを目指す。この科目は、一般教養教育科目の中のコース選択科目（B群）に属し、社会保障法と合わせて社
会法の一領域を成している。労働法の領域は、主に個別的労働関係と集団的労働関係という2つに分類される。い
ずれの分野も重要であるが、私たちの多くが、労働者として就労して賃金を得て生活していることから、本講義
では、個別的労働関係を重点的に取り扱うこととする。特に、私たちの日々の生活において非常に身近な法律で
ある労働基準法、労働契約法を中心に、身近な問題や関心の持てるテーマを題材に、雇用の現場で必要となる最
低限知っておくべき法律知識や制度、考え方を修得し、労働法をめぐる事件や裁判、法律知識について説明でき
るようになることを目指す。

授業の目的

1．雇用の現場で必要となる最低限知っておくべき法律知識や考え方を学び、幅広い教養を身に着ける。（知識）
2．労働法に関する基本的な概念や制度を理解し、労働関係の法律や判例等を自分で調べ、必要な情報を入手する
ことができる。（知識、態度・習慣）3．自分が日頃意識せずに行っている行為と法律との関連を考え、世の中の
動きや政治に関するニュース・新聞に目を向けて、自分の学んだことと関連づけて考えることができるようにな
る。（態度・習慣、技能）

到達目標

労働基準法、労働契約法、就業規則、賃金、労働時間、解雇授業のキーワード

基本的には講義形式で、配布した資料やテキストをもとに進める。適宜、六法を活用する。講義のテーマや提出
課題について、学生に発表してもらうことがある。

授業の進め方

第1回 労働法の意義と学び方 法律の体系、法の一般原則、労働法の特徴

第3回 労働法の最近の傾向
第4回 労働法の基本内容 労働法の領域、労働者の範囲

第6回 労働契約の成立 労働契約の成立と付随する義務、安全配慮義務
第5回 労基法上の労働者 労働者の概念

第9回 労働条件の変更 就業規則とその変更、就業規則の不利益変更
第8回 労働条件を決定するツール 就業規則、労働協約
第7回 労働条件 労働条件の明示、契約の期間

第10回 労働契約の総論 賠償予定額の禁止、強制貯蓄の禁止

第27回 労働組合と争議行為 労働組合の結成、争議行為と賃金カット

第11回 募集・採用・試用① 採用内定と内定取消、本採用

第28回 組合活動 就業時間中の組合活動、職務専念義務

第30回 労働契約の終了② 整理解雇、有期労働契約の更新拒否（雇止め）
第29回 労働契約の終了① 解雇権乱用法理

第12回 募集・採用・試用② 試用期間、本採用の拒否

第15回 労働時間① 色々な労働時間、労働時間についての規制、裁量労働制、管理監督者

第17回 差別の禁止 思想・信条による差別、男女差別
第16回 労働時間② 休憩・休日、年次有給休暇、時季指定権

第20回 快適な職場環境の形成① セクシュアル・ハラスメント
第19回 職場における平等② 非正規雇用の問題、賃金格差、同一価値労働同一賃金の原則
第18回 職場における平等① 男女同一賃金、男女雇用機会均等法

第21回 快適な職場環境の形成② パワー・ハラスメント

第23回 労働災害② 業務上・外の認定、過労死・過労自殺の認定、労災保険給付
第22回 労働災害① 労災補償制度、労災の認定、業務災害と通勤災害

第24回 私傷病時の休業と保障 病気等による休業・休職、休業時の所得保障

第26回 労働者の違法行為 懲戒事由と懲戒処分
第25回 職場の秩序と労働者の自由 職場の規則と秩序、労働者の私生活

授業時間外に必要な学修 授業後、その日の授業や小テストを復習する（30分程度）。次の回の該当箇所を読んで、自らの考えを整
理し、まとめておく（30分程度）。授業に関連するニュースや新聞記事を閲覧し、自らの考えをまとめる
（30分程度）。

提出課題など 小テストやレポートを課すことがある。小テストの振返りはその翌週の回で行う。
成績評価方法・基準 定期試験（70％）、小テスト・レポート（30％）
テキスト 浜村彰・唐津博・青野覚・奥田香子『ベーシック労働法（第7版）』（有斐閣、2019年、2、090円）
指定図書
参考書 小畑史子・緒方桂子・竹野寿『労働法（第3版）』（有斐閣、2019年、2、090円）天野晋介・石田信平・

金井幸子『ウォッチング労働法（第4版）』（有斐閣、2019年、3、960円）『有斐閣判例六法 令和2年
版』 （有斐閣、2019年、3、080円）、『デイリー六法 令和2年版』（三省堂、2019年、2、090円）、
『ポケット六法 令和2年版』（三省堂、2019年、2、090円）など、できるだけ新しい年度の六法を持参し
て欲しい。その他の参考書は、適宜指示する。

第2回 労働法と憲法・民法 私人間効力、契約自由の原則、生存権と労働基本権

第14回 賃金② 就労不能と賃金、最低賃金
第13回 賃金① 賃金支払方法の原則、労働時間法制、時間外労働・割増賃金

履修するにあたって この授業は2コマ連続で開講される。毎週、六法を持参するようにしてほしい。

働き方改革関連法



授業科目名 労働法 単位数

開講キャンパス代表教員 松村　歌子

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜3限 火曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

4

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

この科目は、法学部のDPに示された、法的素養を身に着けること、社会における各種の問題について、その要点
を把握し、必要な情報を収集・分析して、法的思考に基づいた説得力ある解決指針を示すことができるようにな
ることを目指す。この科目は、一般教養教育科目の中のコース選択科目（B群）に属し、社会保障法と合わせて社
会法の一領域を成している。労働法の領域は、主に個別的労働関係と集団的労働関係という2つに分類される。い
ずれの分野も重要であるが、私たちの多くが、労働者として就労して賃金を得て生活していることから、本講義
では、個別的労働関係を重点的に取り扱うこととする。特に、私たちの日々の生活において非常に身近な法律で
ある労働基準法、労働契約法を中心に、身近な問題や関心の持てるテーマを題材に、雇用の現場で必要となる最
低限知っておくべき法律知識や制度、考え方を修得し、労働法をめぐる事件や裁判、法律知識について説明でき
るようになることを目指す。

授業の目的

1．雇用の現場で必要となる最低限知っておくべき法律知識や考え方を学び、幅広い教養を身に着ける。（知識）
2．労働法に関する基本的な概念や制度を理解し、労働関係の法律や判例等を自分で調べ、必要な情報を入手する
ことができる。（知識、態度・習慣）3．自分が日頃意識せずに行っている行為と法律との関連を考え、世の中の
動きや政治に関するニュース・新聞に目を向けて、自分の学んだことと関連づけて考えることができるようにな
る。（態度・習慣、技能）

到達目標

労働基準法、労働契約法、就業規則、賃金、労働時間、解雇授業のキーワード

基本的には講義形式で、配布した資料やテキストをもとに進める。適宜、六法を活用する。講義のテーマや提出
課題について、学生に発表してもらうことがある。

授業の進め方

第1回 労働法の意義と学び方 法律の体系、法の一般原則、労働法の特徴

第3回 労働法の最近の傾向
第4回 労働法の基本内容 労働法の領域、労働者の範囲

第6回 労働契約の成立 労働契約の成立と付随する義務、安全配慮義務
第5回 労基法上の労働者 労働者の概念

第9回 労働条件の変更 就業規則とその変更、就業規則の不利益変更
第8回 労働条件を決定するツール 就業規則、労働協約
第7回 労働条件 労働条件の明示、契約の期間

第10回 労働契約の総論 賠償予定額の禁止、強制貯蓄の禁止

第27回 労働組合と争議行為 労働組合の結成、争議行為と賃金カット

第11回 募集・採用・試用① 採用内定と内定取消、本採用

第28回 組合活動 就業時間中の組合活動、職務専念義務

第30回 労働契約の終了② 整理解雇、有期労働契約の更新拒否（雇止め）
第29回 労働契約の終了① 解雇権乱用法理

第12回 募集・採用・試用② 試用期間、本採用の拒否

第15回 労働時間① 色々な労働時間、労働時間についての規制、裁量労働制、管理監督者

第17回 差別の禁止 思想・信条による差別、男女差別
第16回 労働時間② 休憩・休日、年次有給休暇、時季指定権

第20回 快適な職場環境の形成① セクシュアル・ハラスメント
第19回 職場における平等② 非正規雇用の問題、賃金格差、同一価値労働同一賃金の原則
第18回 職場における平等① 男女同一賃金、男女雇用機会均等法

第21回 快適な職場環境の形成② パワー・ハラスメント

第23回 労働災害② 業務上・外の認定、過労死・過労自殺の認定、労災保険給付
第22回 労働災害① 労災補償制度、労災の認定、業務災害と通勤災害

第24回 私傷病時の休業と保障 病気等による休業・休職、休業時の所得保障

第26回 労働者の違法行為 懲戒事由と懲戒処分
第25回 職場の秩序と労働者の自由 職場の規則と秩序、労働者の私生活

授業時間外に必要な学修 授業後、その日の授業や小テストを復習する（30分程度）。次の回の該当箇所を読んで、自らの考えを整
理し、まとめておく（30分程度）。授業に関連するニュースや新聞記事を閲覧し、自らの考えをまとめる
（30分程度）。

提出課題など 小テストやレポートを課すことがある。小テストの振返りはその翌週の回で行う。
成績評価方法・基準 定期試験（70％）、小テスト・レポート（30％）
テキスト 浜村彰・唐津博・青野覚・奥田香子『ベーシック労働法（第7版）』（有斐閣、2019年、2、090円）
指定図書
参考書 小畑史子・緒方桂子・竹野寿『労働法（第3版）』（有斐閣、2019年、2、090円）天野晋介・石田信平・

金井幸子『ウォッチング労働法（第4版）』（有斐閣、2019年、3、960円）『有斐閣判例六法 令和2年
版』 （有斐閣、2019年、3、080円）、『デイリー六法 令和2年版』（三省堂、2019年、2、090円）、
『ポケット六法 令和2年版』（三省堂、2019年、2、090円）など、できるだけ新しい年度の六法を持参し
て欲しい。その他の参考書は、適宜指示する。

第2回 労働法と憲法・民法 私人間効力、契約自由の原則、生存権と労働基本権

第14回 賃金② 就労不能と賃金、最低賃金
第13回 賃金① 賃金支払方法の原則、労働時間法制、時間外労働・割増賃金

履修するにあたって この授業は2コマ連続で開講される。毎週、六法を持参するようにしてほしい。

働き方改革関連法



授業科目名 入門マクロ経済学 ④ 単位数

開講キャンパス代表教員 玉山　初美

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

この科目は１年次生全員が学習することが求められている基幹科目であり、２年次配当科目である「マクロ経済
学」の導入科目として位置付けられている。この科目は経済学部のディプロマ・ポリシーに掲げる経済理論の基
礎の修得を目指すための科目である。

授業の目的

マクロ経済学の基礎であるＧＤＰ・金融・財政の関係について理解する。到達目標

GDPの三面等価、45度線分析、金融財政政策、日本経済授業のキーワード

必要に応じてレジュメを配布する。授業の進め方

第1回 マクロ経済学とは マクロ経済学がどのような学問であるのかについて学習する。

第3回 国内総生産2
第4回 国内総生産3 GDPの三面等価について学習する。

第6回 失業 失業の概念や測定方法について学習する。
第5回 物価 物価の概念や測定方法について学習する。

第9回 金融政策1 金融システムや金融政策の手法について学習する。
第8回 国民所得の決定2 45度線分析（数式）を用いたGDPの決定について学習する。
第7回 国民所得の決定1 45度線分析（グラフ）を用いたGDPの決定について学習する。

第10回 金融政策2 金融政策の目的や波及メカニズムについて学習する。
第11回 財政政策1 財政の仕組みや財政政策の手法について学習する。
第12回 財政政策2 財政の波及メカニズムや乗数効果について学習する。

第15回 総括 これまで学習した内容を総括する。

授業時間外に必要な学修 毎週の講義前にテキストの指定個所を読んだうえで授業に臨むこと。講義終了後にはノートを見直し、テ
キストの章末にある練習問題を解いて復習すること。なお授業時間外に必要な学修時間に関しては「履修
の手引」を参照のこと。

提出課題など
成績評価方法・基準 小テストと定期試験と授業最後に出す問題への解答で評価する。小テストは前期の中間に行う。出席日数

が２／３に満たない者については成績評価は行わない。評価を受けようとするものは、定期試験を受けな
ければならない。定期試験を受けられなかった場合は、所定の手続に従って必ず追試験を受験しなければ
ならない。　

テキスト 中村保・大内田康徳編著『経済学入門』ミネルヴァ書房、2017年
指定図書
参考書

第2回 国内総生産1 GDPの概念について学習する。

第14回 日本経済の現状 日本経済の現状について学習する。
第13回 日本経済の歴史 日本経済の歴史について学習する。

履修するにあたって

名目GDPと実質GDPとの違いについて学習する。



授業科目名 入門マクロ経済学 ④ 単位数

開講キャンパス代表教員 玉山　初美

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

この科目は１年次生全員が学習することが求められている基幹科目であり、２年次配当科目である「マクロ経済
学」の導入科目として位置付けられている。この科目は経済学部のディプロマ・ポリシーに掲げる経済理論の基
礎の修得を目指すための科目である。

授業の目的

マクロ経済学の基礎であるＧＤＰ・金融・財政の関係について理解する。到達目標

GDPの三面等価、45度線分析、金融財政政策、日本経済授業のキーワード

必要に応じてレジュメを配布する。授業の進め方

第1回 マクロ経済学とは マクロ経済学がどのような学問であるのかについて学習する。

第3回 国内総生産2
第4回 国内総生産3 GDPの三面等価について学習する。

第6回 失業 失業の概念や測定方法について学習する。
第5回 物価 物価の概念や測定方法について学習する。

第9回 金融政策1 金融システムや金融政策の手法について学習する。
第8回 国民所得の決定2 45度線分析（数式）を用いたGDPの決定について学習する。
第7回 国民所得の決定1 45度線分析（グラフ）を用いたGDPの決定について学習する。

第10回 金融政策2 金融政策の目的や波及メカニズムについて学習する。
第11回 財政政策1 財政の仕組みや財政政策の手法について学習する。
第12回 財政政策2 財政の波及メカニズムや乗数効果について学習する。

第15回 総括 これまで学習した内容を総括する。

授業時間外に必要な学修 毎週の講義前にテキストの指定個所を読んだうえで授業に臨むこと。講義終了後にはノートを見直し、テ
キストの章末にある練習問題を解いて復習すること。なお授業時間外に必要な学修時間に関しては「履修
の手引」を参照のこと。

提出課題など
成績評価方法・基準 小テストと定期試験と授業最後に出す問題への解答で評価する。小テストは前期の中間に行う。出席日数

が２／３に満たない者については成績評価は行わない。評価を受けようとするものは、定期試験を受けな
ければならない。定期試験を受けられなかった場合は、所定の手続に従って必ず追試験を受験しなければ
ならない。　

テキスト 中村保・大内田康徳編著『経済学入門』ミネルヴァ書房、2017年
指定図書
参考書

第2回 国内総生産1 GDPの概念について学習する。

第14回 日本経済の現状 日本経済の現状について学習する。
第13回 日本経済の歴史 日本経済の歴史について学習する。

履修するにあたって

名目GDPと実質GDPとの違いについて学習する。



授業科目名 教育課程論 単位数

開講キャンパス代表教員 水谷　勇

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

オンライン授業（講義）授業の方法

　教育の本質を理解し、教育を生活の中に活かしていく知恵と手法を習得させることを目的としている。より具
体的には、教育課程に関する諸概念を理解し、教育課程作成の意義、学習指導要領との関係を正しく理解させ
る。また、教育課程編成及び評価の手法を理解し習得させる。教育課程への理解を深めることで、一市民として
学校教育に対する理解を深め、学校教育の良き支援者へと育てるとともに、学生自身が自己の人生や生活の良く
設計者･運営者になる一助となることを目的とする。こうして学部DP全般に関わってその達成の一助となる授業で
ある。　学校教育の質を決定的に左右するのは、どれだけ生徒の発達や関心、地域の実態に即した教育課程を編
成できたのか、それを最適に実施に移すことができたのか、適切な評価が行われているのかである。つまり、教
育目標についての適切かつ明確な理解と、生徒の発達段階の正確な理解が必要であるし、子どもたちはどのよう
な事柄に関心を持っているのか、どのようにすれば、子どもたちの興味関心を探り当て、それを引き出すことが
できるのかについて教師は常に心がけておかなければならない。また、子どもたちの日常生活空間は学校だけで
なく、地域社会にもある。学校の所在する、あるいは子どもたちの居住する地域は様々であり、それらの地域の
多様な特色を生かした教育が行われてこそ、子どもたちの日常生活に引き付けた、興味関心に即した教育実践が
可能となる。たとえ立派な教育課程ができたとしても、その理念を実行する教師の力量が問われざるを得ない
し、教師の授業実践の有効性も検証されなければならない。授業と教育課程の相互作用についての評価の重要性
が常に求められる根拠はここにある。また、教育課程は日本的な学校教育の特性を多分に反映しているが、国際
的に見れば、特異性も理解できよう。教育課程の比較研究も必須である。さらには、学習指導要領の変遷をたど
るとともにこの授業では、学校教育活動の中核的な位置にある教育課程について、その概要と今日的課題につい
て明らかにすることを目的とする。また、新学習指導要領で必須となったカリキュラム・マネジメントについて
正しく理解し、実践する力を培う。　この授業は、積極的に参画することで、人文学部DP(ディプロマ・ポリ
シー）すべてに関わってその基礎を形成するものである。

授業の目的

１．教育課程に関する諸概念を理解し、教育課程作成の意義、学習指導要領との関係を正しく理解する。また、
　教育課程編成及び評価の手法を理解し習得する。２．上記成果を期末試験において答案として書き上げること
ができる。３．上記成果を、実際の教育課程を作成し、レポートとして提出することができる。４．これらの作
業を通して教育への深い理解を形成するとともに、文献を読み込み理解する力、自らの経験を省察し、それを文
章にまとめて他人に伝える力、自分が書いた文章を読み返して、論理構成や記述を見直し、レポートや答案とし
てまとめる力をつける。

到達目標

教育課程に関する諸概念学習指導要領の歴史と現行の特徴中学、高校の教育課程教育課程編成及び評価の手法諸
外国の教育課程

授業のキーワード

オンラインでの授業を基本とします。授業は遠隔で行うので、dotCampusにレジュメをpdfでアップした上で、そ
の講義内容の原稿もWord文書でアップします。それを読んで、指示された形でコメントやレポートを、dotCampus
を通して提出します。資料・レジメを熟読し、学習成果（質問・疑問を含む）を毎回小レポートで提出する。受
講生の質問や疑問に答え、学習成果を踏まえて、補足を加えながら次の課題を提示する形で授業を進めます。

授業の進め方

第1回 本講義のガイダンス 授業は遠隔で行うので、dotCampusにレジュメをpdfでアップした上で、その講義
内容の原稿もWord文書でアップします。それを読んで、指示された形でコメント
やレポートを、dotCampusを通して提出します。本講義の概要を述べるととも
に、教育課程、カリキュラムといった基本用語の解説を行う。

第3回 カリキュラムの編成原理

第4回 教育目的・目標と学力問題 教育目的・目標の意義と学力問題について、学習指導要領、カリキュラムと教育
方法、それぞれの関連について述べる。

第6回 カリキュラムの変遷と改革動向 前時の補足をしつつ、カリキュラムの歴史と改革動向について簡潔に説明し、受
講生の基本的な理解と探求のための枠組み作りをめざす。

第5回 学習指導要領とカリキュラム 今日の我が国における教育課程行政とその仕組みについて述べる。学習指導要領
とカリキュラムとの関係について概説し、現行学習指導要領の特質を明らかに
し、その下での教育課程編成、カリキュラム作りの工夫などを紹介する。

第9回 テスト返し テスト返却・解説を通してこれまでの再学習を行い、弱点を克服し、理解の精度
は上げる。このための補足的な講義・解説を行う。

第8回 中間テスト これまでの授業の理解度を確認する。
第7回 カリキュラムの開発と評価 カリキュラム開発と評価の原理と様々な手法について解説する。

第10回 中学・高校教育と教育課程 中学、高等学校教育の特質とその教育課程のそれぞれの特質について述べる。
第11回 道徳・特別活動とカリキュラム 教科外教育とカリキュラムについて、とりわけ、道徳、特別活動に焦点を当てて

述べる。
第12回 総合的な学習、設置趣旨 総合的な学習についてその設置趣旨等を踏まえ、また、先進的事例などを紹介し

ながら、その基本的理解を図る。

第15回 21世紀のカリキュラム（カリ
キュラム研究の課題）

上記講義のまとめを行うとともに、カリキュラム研究の課題を列挙し、今後のさ
らなる学習に向けた課題と方法論を提示したい。

授業時間外に必要な学修 配布された授業資料の熟読･理解や関連図書の読み込みとして、最低でも毎回1～3時間の予復習をして臨
んでください。

提出課題など 毎授業ごとに聴講の証となる学びの記録(出席カードに記入)の提出を求めるほか、授業終了時までにレ
ポートの提出(実際に教育課程を作成してレポートする）を求める。提出された課題に対しては、原則、
次回の授業で、採点・コメントして返却するなど、適宜フィードバックして、双方向コミュニケーション
を図ります。

成績評価方法・基準 ミニレポート（60％）、大レポート(40%)　。毎回の小レポートの提出が3分の2にあたる合計10未満の場
合、評価なしになります。レポートは、講義を踏まえて、各自でどれだけ学習して深めたかを評価の尺度
とします。しっかり、講義資料を読み込むとともに、図書館利用や文献読破による事前・事後の深め学習
に精励してください。教職履修者に対しては大レポートは総合学習の指導案の作成提出（20時間以上分）

第2回 カリキュラムの思想・理論 カリキュラムの基本問題について解説するとともに、その思想・理論の諸系譜を
整理・解説する。

第14回 諸外国のカリキュラム 諸外国のカリキュラムについて、先進国とアジアの近隣の国々などを紹介し、我
が国の特質とあり方を探る。

第13回 総合的な学習、先進事例、など 前時の続きとして、先進事例を列挙・検討し、総合的な学習の時間の運用につい
て理論的・実践的な理解を深めることをめざす。併せて、レポート課題について
詳しく解説し、レポート作成上の注意・解説を行う。

履修するにあたって

カリキュラムの編成原理について説明し、各自がカリキュラムを作成するための
実践的なスキームの形成をめざす。レポートとして実際にカリキュラムを作成す
るという課題(本講義終了時が締め切り)と関連している。



になります。
テキスト 現行及び2017年度に公表された新学習指導要領(総則及び、自分の取得教科の部分)メイン：柴田義松編

『教育課程論』学文社.サブ：山崎準二編『教育課程論』学文社
指定図書 新学習指導要領とその解説文書詳細については授業中に指示します。
参考書 授業中に指示します



授業科目名 教育課程論 （資格） 単位数

開講キャンパス代表教員 水谷　勇

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

オンライン授業（講義）授業の方法

　教育の本質を理解し、教育を生活の中に活かしていく知恵と手法を習得させることを目的としている。より具
体的には、教育課程に関する諸概念を理解し、教育課程作成の意義、学習指導要領との関係を正しく理解させ
る。また、教育課程編成及び評価の手法を理解し習得させる。教育課程への理解を深めることで、一市民として
学校教育に対する理解を深め、学校教育の良き支援者へと育てるとともに、学生自身が自己の人生や生活の良く
設計者･運営者になる一助となることを目的とする。こうして学部DP全般に関わってその達成の一助となる授業で
ある。　学校教育の質を決定的に左右するのは、どれだけ生徒の発達や関心、地域の実態に即した教育課程を編
成できたのか、それを最適に実施に移すことができたのか、適切な評価が行われているのかである。つまり、教
育目標についての適切かつ明確な理解と、生徒の発達段階の正確な理解が必要であるし、子どもたちはどのよう
な事柄に関心を持っているのか、どのようにすれば、子どもたちの興味関心を探り当て、それを引き出すことが
できるのかについて教師は常に心がけておかなければならない。また、子どもたちの日常生活空間は学校だけで
なく、地域社会にもある。学校の所在する、あるいは子どもたちの居住する地域は様々であり、それらの地域の
多様な特色を生かした教育が行われてこそ、子どもたちの日常生活に引き付けた、興味関心に即した教育実践が
可能となる。たとえ立派な教育課程ができたとしても、その理念を実行する教師の力量が問われざるを得ない
し、教師の授業実践の有効性も検証されなければならない。授業と教育課程の相互作用についての評価の重要性
が常に求められる根拠はここにある。また、教育課程は日本的な学校教育の特性を多分に反映しているが、国際
的に見れば、特異性も理解できよう。教育課程の比較研究も必須である。さらには、学習指導要領の変遷をたど
るとともにこの授業では、学校教育活動の中核的な位置にある教育課程について、その概要と今日的課題につい
て明らかにすることを目的とする。また、新学習指導要領で必須となったカリキュラム・マネジメントについて
正しく理解し、実践する力を培う。　この授業は、積極的に参画することで、人文学部DP(ディプロマ・ポリ
シー）すべてに関わってその基礎を形成するものである。

授業の目的

１．教育課程に関する諸概念を理解し、教育課程作成の意義、学習指導要領との関係を正しく理解する。また、
　教育課程編成及び評価の手法を理解し習得する。２．上記成果を期末試験において答案として書き上げること
ができる。３．上記成果を、実際の教育課程を作成し、レポートとして提出することができる。４．これらの作
業を通して教育への深い理解を形成するとともに、文献を読み込み理解する力、自らの経験を省察し、それを文
章にまとめて他人に伝える力、自分が書いた文章を読み返して、論理構成や記述を見直し、レポートや答案とし
てまとめる力をつける。

到達目標

教育課程に関する諸概念学習指導要領の歴史と現行の特徴中学、高校の教育課程教育課程編成及び評価の手法諸
外国の教育課程

授業のキーワード

オンラインでの授業を基本とします。授業は遠隔で行うので、dotCampusにレジュメをpdfでアップした上で、そ
の講義内容の原稿もWord文書でアップします。それを読んで、指示された形でコメントやレポートを、dotCampus
を通して提出します。資料・レジメを熟読し、学習成果（質問・疑問を含む）を毎回小レポートで提出する。受
講生の質問や疑問に答え、学習成果を踏まえて、補足を加えながら次の課題を提示する形で授業を進めます。

授業の進め方

第1回 本講義のガイダンス 授業は遠隔で行うので、dotCampusにレジュメをpdfでアップした上で、その講義
内容の原稿もWord文書でアップします。それを読んで、指示された形でコメント
やレポートを、dotCampusを通して提出します。本講義の概要を述べるととも
に、教育課程、カリキュラムといった基本用語の解説を行う。

第3回 カリキュラムの編成原理

第4回 教育目的・目標と学力問題 教育目的・目標の意義と学力問題について、学習指導要領、カリキュラムと教育
方法、それぞれの関連について述べる。

第6回 カリキュラムの変遷と改革動向 前時の補足をしつつ、カリキュラムの歴史と改革動向について簡潔に説明し、受
講生の基本的な理解と探求のための枠組み作りをめざす。

第5回 学習指導要領とカリキュラム 今日の我が国における教育課程行政とその仕組みについて述べる。学習指導要領
とカリキュラムとの関係について概説し、現行学習指導要領の特質を明らかに
し、その下での教育課程編成、カリキュラム作りの工夫などを紹介する。

第9回 テスト返し テスト返却・解説を通してこれまでの再学習を行い、弱点を克服し、理解の精度
は上げる。このための補足的な講義・解説を行う。

第8回 中間テスト これまでの授業の理解度を確認する。
第7回 カリキュラムの開発と評価 カリキュラム開発と評価の原理と様々な手法について解説する。

第10回 中学・高校教育と教育課程 中学、高等学校教育の特質とその教育課程のそれぞれの特質について述べる。
第11回 道徳・特別活動とカリキュラム 教科外教育とカリキュラムについて、とりわけ、道徳、特別活動に焦点を当てて

述べる。
第12回 総合的な学習、設置趣旨 総合的な学習についてその設置趣旨等を踏まえ、また、先進的事例などを紹介し

ながら、その基本的理解を図る。

第15回 21世紀のカリキュラム（カリ
キュラム研究の課題）

上記講義のまとめを行うとともに、カリキュラム研究の課題を列挙し、今後のさ
らなる学習に向けた課題と方法論を提示したい。

授業時間外に必要な学修 配布された授業資料の熟読･理解や関連図書の読み込みとして、最低でも毎回1～3時間の予復習をして臨
んでください。

提出課題など 毎授業ごとに聴講の証となる学びの記録(出席カードに記入)の提出を求めるほか、授業終了時までにレ
ポートの提出(実際に教育課程を作成してレポートする）を求める。提出された課題に対しては、原則、
次回の授業で、採点・コメントして返却するなど、適宜フィードバックして、双方向コミュニケーション
を図ります。

成績評価方法・基準 ミニレポート（60％）、大レポート(40%)　。毎回の小レポートの提出が3分の2にあたる合計10未満の場
合、評価なしになります。レポートは、講義を踏まえて、各自でどれだけ学習して深めたかを評価の尺度
とします。しっかり、講義資料を読み込むとともに、図書館利用や文献読破による事前・事後の深め学習
に精励してください。教職履修者に対しては大レポートは総合学習の指導案の作成提出（20時間以上分）

第2回 カリキュラムの思想・理論 カリキュラムの基本問題について解説するとともに、その思想・理論の諸系譜を
整理・解説する。

第14回 諸外国のカリキュラム 諸外国のカリキュラムについて、先進国とアジアの近隣の国々などを紹介し、我
が国の特質とあり方を探る。

第13回 総合的な学習、先進事例、など 前時の続きとして、先進事例を列挙・検討し、総合的な学習の時間の運用につい
て理論的・実践的な理解を深めることをめざす。併せて、レポート課題について
詳しく解説し、レポート作成上の注意・解説を行う。

履修するにあたって

カリキュラムの編成原理について説明し、各自がカリキュラムを作成するための
実践的なスキームの形成をめざす。レポートとして実際にカリキュラムを作成す
るという課題(本講義終了時が締め切り)と関連している。



になります。
テキスト 現行及び2017年度に公表された新学習指導要領(総則及び、自分の取得教科の部分)メイン：柴田義松編

『教育課程論』学文社.サブ：山崎準二編『教育課程論』学文社
指定図書 新学習指導要領とその解説文書詳細については授業中に指示します。
参考書 授業中に指示します



授業科目名 教育原論 (資格) 単位数

開講キャンパス代表教員 水谷　勇

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

オンライン授業（講義）授業の方法

　教員養成課程の資格科目の中核をなす科目の一つとして、日本国の学校教育に関する政策と関連法規を正しく
理解するとともに、教育の本質を理解し、教育についての高い見識と技能の形成を目的としている。　教育及び
子育て・人間形成に関する人類の叡智を整理し、教育とは何か、最新の教育学の成果に依拠しながら、教職に必
要な基礎的知識を概説する。　教職コアカリキュラムで指定された、教育の基本概念の修得と教育を成り立たせ
る諸要因とそれらの相互の関係理解を目的とする。また、教育に関する諸思想、それらと多様な教育の理念や実
際の教育及び学校との関わりを理解することを目的としている。　マスコミで取り上げられない日はないほど
に、教育問題は人々の関心を集め、また事実深刻である。また、教育については専門的な学者の意見に耳を傾け
るよりは、市井の企業家、親、他分野の学者、スポーツ等の達人・名人、それぞれの分野で成功を収めた人士た
ちが、自らの教育経験を元に、教育に関する重要な発言を繰り返し、教育の実践や政策に大きな影響を与えてい
る。こうした事実をふまえ、各界・各分野で活躍している人々の成功談や発言に注目しつつ、同時に、教育学(心
理学・生理学を含む)という専門科学を学ぶことの必要性をも示す形で、教育の本質・特質を明らかにしていく。
さらに、発達と教育の関係、教育学諸概念の整理、学校教育の特質と課題、教育目的・教育評価の意義、いじ
め・体罰の根絶、生涯学習・社会教育、家庭・地域社会における教育について講義し、基本的な知識と教育学的
思考の形成をはかる。講義に当たっては、その都度、できる限り関連する現実問題を取り上げ、考察を深めると
ともに、受講学生が自らの問題としてとらえ、主体的に解決する姿勢と態度、思考様式を身につけることを目的
とする。　この授業は、積極的に参画することで、全学DP(ディプロマ・ポリシー）すべてに関わってその基礎を
形成するものである。

授業の目的

１．教育の本質及び目標を理解するとともに、教育学の諸概念に精通する。２．子ども・教員・家庭・学校な
ど、教育を成り立たせる要素とそれらの相互関係を理解している。３．家庭や子どもに関わる教育の思想を理解
している。４．学校や学修に関わる今日言う思想を理解している。５．上記の学修成果を踏まえ、教育への深い
理解を形成するとともに、文献を読み込み理解する力、自ら　　の経験を省察し、それを文章にまとめて他人に
伝える力、自分が書いた文章を読み返して、論理構成や　　記述を見直し、レポートとしてまとめる力をつけ
る。　

到達目標

教育及び子育て・人間形成に関する人類の叡智最新の教育学の成果学校教育の現状と課題自己や他者の経験の省
察

授業のキーワード

オンラインでの授業を基本とします。授業は遠隔で行うので、dotCampusにレジュメをpdfでアップした上で、そ
の講義内容の原稿もWord文書でアップします。それを読んで、指示された形でコメントやレポートを、dotCampus
を通して提出します。資料・レジメを熟読し、学習成果（質問・疑問を含む）を毎回小レポートで提出する。受
講生の質問や疑問に答え、学習成果を踏まえて、補足を加えながら次の課題を提示する形で授業を進める。

授業の進め方

第1回 オリエンテーション（教育の語
義）　

本講義のオリエンテーションとして、講義の概要・評価について述べるととも
に、導入として、教育についての学生諸君の既成観念を洗い出し、教育の語義な
どから、その修正を図る。

第3回 人間にとって教育とは(2)教育
の本質についての考察(1)

第4回 教育の本質についての考察(2)
発達の定義　

前時に続いて、教育、形成、学習、教化、指導など類似概念について深めて、教
育への理解を深めるとともに、発達の定義を押さえる。　

第6回 教育学の諸概念の整理（学力、
人格、個性、など）　

学力、人格、個性、能力などの諸概念を吟味し、深める。

第5回 発達とは何か、発達と教育との
関係　

人間の発達の特徴を理解し、達と保障するための諸手立てを考察する。ことにつ
いて学ぶ。また、発達と教育との望ましい関係について理解を深める。　

第9回 学校教育の特質と課題（その
２：学校の機能と役割、問題
点）　

学校とは何か、機能と役割、問題点について深める.。
第8回 中間テスト 中間テストによってこれまでの学習を振り返り、理解を整理・点検する。

第7回 学校教育の特質と課題（その
１：定義及び歴史）　

学校とは何か定義および歴史について深める。

第10回 教育目的の意義　 学校教育の問題点の補足をした上で、学校教育における教育目的・目標の意義に
ついて考察する。

第11回 教育評価の意義と機能 教育評価と評定の違いなど、教育評価に着いての基本的知識の習得、教育評価の
意義と機能、望ましいあり方などを探る。

第12回 教育評価(2)、いじめ・体罰の
根絶に向けて(1)　

前時の復習に加え、ポートフォリオ評価など最新の評価方法も含め、望ましいあ
り方を探る。また、後半では、iいじめや体罰がどうして起こるのか、その背景
について考察しつつ、いじめや体罰の根絶に向けて取られている対策について解
説する。

第15回 全体まとめ 全体を通してのまとめと補足、総括を行う。このことにより、学習の深化・定着
を図る。

授業時間外に必要な学修 配布された資料・レジメの熟読と関連する調べ学習として、概ね1時間以上の予・復習を求める。
提出課題など 毎回、出席カードに授業内容での気づき・学びの報告(意見・質問を含む)を求め、毎授業終了時に提出し

てもらう。提出された課題に対しては、次回の授業で、適宜フィードバックして、双方向コミュニケー
ションを図ります。また、期間中に課題について調査、研究しレポートにまとめる課題を4題出すので、
そのレポートの提出を求める(4題とも)。　

成績評価方法・基準 学びの記録（小レポートの記載内容：60%)、最終レポート（40％）による。学びの記録と最終レポートで
は、講義内容の理解度(正確に理解し、自分の言葉で語れているか)を評価し、最終レポートにおいては、
講義を踏まえつつも、独自に学習･調査してどれだけ教育の本質について自己の見解を広げ、深めたか(学
習の質と量)、さらには、文章構成や論理展開力をも評価します。しっかり学修してください。　

第2回 人間にとっての教育とは　 資料を基に、人間にとって教育とは必要かつ不可欠なものであること、また、人
間が教育が可能な唯一ともいえる存在であることを示す。　

第14回 家庭教育・地域社会における教
育　

前時を踏まえて生涯学習論とその理論的背景について考究する。また、家庭教
育・地域社会における教育の現状と問題点、再生方策を考察する。

第13回 いじめ・体罰の根絶に向けて
(2)、生涯学習・社会教育　

いじめや体罰を根絶するにはどうすれば良いか、前時の復習をしつつ原稿の対策
の意義と問題点を整理し、教育の根本原理に照らしながら考察する。あわせて、
いじめや体罰が部活で多発していることから、部活と学校教育(教師)との関係を
考える。また、生涯学習論誕生の背景と生涯学習論の系譜について解説する。

履修するにあたって 教師になる気があり、どんな難しいことにも意欲を持って取り組み、積極的に授業に臨むことを期待する。

教育、形成、学習、教化、指導など類似概念等の異同や、語義の検討をして教育
についての認識を深める。



テキスト 特に指定はしない(講義の都度、詳細なレジュメ・資料を配付し、それをもとに授業していく)
指定図書 『解説教育六法2019』三省堂　『中学校学習指導要領　総則編』2017年『高等学校学習指導要領　総則

編』2018年広田照幸・伊藤茂樹『教育問題はなぜまちがって語られるのか?』日本図書センター『2008年
学習指導要領を読む視点』白澤社

参考書 広田照幸『ヒゥーマニティーズ　教育学』岩波書店、木村元ほか『教育学をつかむ』有斐閣教育科学研究
会『現代教育のキーワード』大月書店相馬伸一『教育的思考のトレーニング』東信堂ほか、その講義中に
適宜追加提示する。　



授業科目名 教育原論 (資格) 単位数

開講キャンパス代表教員 水谷　勇

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

オンライン授業（講義）授業の方法

　教員養成課程の資格科目の中核をなす科目の一つとして、日本国の学校教育に関する政策と関連法規を正しく
理解するとともに、教育の本質を理解し、教育についての高い見識と技能の形成を目的としている。　教育及び
子育て・人間形成に関する人類の叡智を整理し、教育とは何か、最新の教育学の成果に依拠しながら、教職に必
要な基礎的知識を概説する。　教職コアカリキュラムで指定された、教育の基本概念の修得と教育を成り立たせ
る諸要因とそれらの相互の関係理解を目的とする。また、教育に関する諸思想、それらと多様な教育の理念や実
際の教育及び学校との関わりを理解することを目的としている。　マスコミで取り上げられない日はないほど
に、教育問題は人々の関心を集め、また事実深刻である。また、教育については専門的な学者の意見に耳を傾け
るよりは、市井の企業家、親、他分野の学者、スポーツ等の達人・名人、それぞれの分野で成功を収めた人士た
ちが、自らの教育経験を元に、教育に関する重要な発言を繰り返し、教育の実践や政策に大きな影響を与えてい
る。こうした事実をふまえ、各界・各分野で活躍している人々の成功談や発言に注目しつつ、同時に、教育学(心
理学・生理学を含む)という専門科学を学ぶことの必要性をも示す形で、教育の本質・特質を明らかにしていく。
さらに、発達と教育の関係、教育学諸概念の整理、学校教育の特質と課題、教育目的・教育評価の意義、いじ
め・体罰の根絶、生涯学習・社会教育、家庭・地域社会における教育について講義し、基本的な知識と教育学的
思考の形成をはかる。講義に当たっては、その都度、できる限り関連する現実問題を取り上げ、考察を深めると
ともに、受講学生が自らの問題としてとらえ、主体的に解決する姿勢と態度、思考様式を身につけることを目的
とする。　この授業は、積極的に参画することで、全学DP(ディプロマ・ポリシー）すべてに関わってその基礎を
形成するものである。

授業の目的

１．教育の本質及び目標を理解するとともに、教育学の諸概念に精通する。２．子ども・教員・家庭・学校な
ど、教育を成り立たせる要素とそれらの相互関係を理解している。３．家庭や子どもに関わる教育の思想を理解
している。４．学校や学修に関わる今日言う思想を理解している。５．上記の学修成果を踏まえ、教育への深い
理解を形成するとともに、文献を読み込み理解する力、自ら　　の経験を省察し、それを文章にまとめて他人に
伝える力、自分が書いた文章を読み返して、論理構成や　　記述を見直し、レポートとしてまとめる力をつけ
る。　

到達目標

教育及び子育て・人間形成に関する人類の叡智最新の教育学の成果学校教育の現状と課題自己や他者の経験の省
察

授業のキーワード

オンラインでの授業を基本とします。授業は遠隔で行うので、dotCampusにレジュメをpdfでアップした上で、そ
の講義内容の原稿もWord文書でアップします。それを読んで、指示された形でコメントやレポートを、dotCampus
を通して提出します。資料・レジメを熟読し、学習成果（質問・疑問を含む）を毎回小レポートで提出する。受
講生の質問や疑問に答え、学習成果を踏まえて、補足を加えながら次の課題を提示する形で授業を進める。

授業の進め方

第1回 オリエンテーション（教育の語
義）　

本講義のオリエンテーションとして、講義の概要・評価について述べるととも
に、導入として、教育についての学生諸君の既成観念を洗い出し、教育の語義な
どから、その修正を図る。

第3回 人間にとって教育とは(2)教育
の本質についての考察(1)

第4回 教育の本質についての考察(2)
発達の定義　

前時に続いて、教育、形成、学習、教化、指導など類似概念について深めて、教
育への理解を深めるとともに、発達の定義を押さえる。　

第6回 教育学の諸概念の整理（学力、
人格、個性、など）　

学力、人格、個性、能力などの諸概念を吟味し、深める。

第5回 発達とは何か、発達と教育との
関係　

人間の発達の特徴を理解し、達と保障するための諸手立てを考察する。ことにつ
いて学ぶ。また、発達と教育との望ましい関係について理解を深める。　

第9回 学校教育の特質と課題（その
２：学校の機能と役割、問題
点）　

学校とは何か、機能と役割、問題点について深める.。
第8回 中間テスト 中間テストによってこれまでの学習を振り返り、理解を整理・点検する。

第7回 学校教育の特質と課題（その
１：定義及び歴史）　

学校とは何か定義および歴史について深める。

第10回 教育目的の意義　 学校教育の問題点の補足をした上で、学校教育における教育目的・目標の意義に
ついて考察する。

第11回 教育評価の意義と機能 教育評価と評定の違いなど、教育評価に着いての基本的知識の習得、教育評価の
意義と機能、望ましいあり方などを探る。

第12回 教育評価(2)、いじめ・体罰の
根絶に向けて(1)　

前時の復習に加え、ポートフォリオ評価など最新の評価方法も含め、望ましいあ
り方を探る。また、後半では、iいじめや体罰がどうして起こるのか、その背景
について考察しつつ、いじめや体罰の根絶に向けて取られている対策について解
説する。

第15回 全体まとめ 全体を通してのまとめと補足、総括を行う。このことにより、学習の深化・定着
を図る。

授業時間外に必要な学修 配布された資料・レジメの熟読と関連する調べ学習として、概ね1時間以上の予・復習を求める。
提出課題など 毎回、出席カードに授業内容での気づき・学びの報告(意見・質問を含む)を求め、毎授業終了時に提出し

てもらう。提出された課題に対しては、次回の授業で、適宜フィードバックして、双方向コミュニケー
ションを図ります。また、期間中に課題について調査、研究しレポートにまとめる課題を4題出すので、
そのレポートの提出を求める(4題とも)。　

成績評価方法・基準 学びの記録（小レポートの記載内容：60%)、最終レポート（40％）による。学びの記録と最終レポートで
は、講義内容の理解度(正確に理解し、自分の言葉で語れているか)を評価し、最終レポートにおいては、
講義を踏まえつつも、独自に学習･調査してどれだけ教育の本質について自己の見解を広げ、深めたか(学
習の質と量)、さらには、文章構成や論理展開力をも評価します。しっかり学修してください。　

第2回 人間にとっての教育とは　 資料を基に、人間にとって教育とは必要かつ不可欠なものであること、また、人
間が教育が可能な唯一ともいえる存在であることを示す。　

第14回 家庭教育・地域社会における教
育　

前時を踏まえて生涯学習論とその理論的背景について考究する。また、家庭教
育・地域社会における教育の現状と問題点、再生方策を考察する。

第13回 いじめ・体罰の根絶に向けて
(2)、生涯学習・社会教育　

いじめや体罰を根絶するにはどうすれば良いか、前時の復習をしつつ原稿の対策
の意義と問題点を整理し、教育の根本原理に照らしながら考察する。あわせて、
いじめや体罰が部活で多発していることから、部活と学校教育(教師)との関係を
考える。また、生涯学習論誕生の背景と生涯学習論の系譜について解説する。

履修するにあたって 教師になる気があり、どんな難しいことにも意欲を持って取り組み、積極的に授業に臨むことを期待する。

教育、形成、学習、教化、指導など類似概念等の異同や、語義の検討をして教育
についての認識を深める。



テキスト 特に指定はしない(講義の都度、詳細なレジュメ・資料を配付し、それをもとに授業していく)
指定図書 『解説教育六法2019』三省堂　『中学校学習指導要領　総則編』2017年『高等学校学習指導要領　総則

編』2018年広田照幸・伊藤茂樹『教育問題はなぜまちがって語られるのか?』日本図書センター『2008年
学習指導要領を読む視点』白澤社

参考書 広田照幸『ヒゥーマニティーズ　教育学』岩波書店、木村元ほか『教育学をつかむ』有斐閣教育科学研究
会『現代教育のキーワード』大月書店相馬伸一『教育的思考のトレーニング』東信堂ほか、その講義中に
適宜追加提示する。　



授業科目名 ソーシャルワーク論Ⅳ 単位数

開講キャンパス代表教員 宮崎　清恵

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

本講義科目は、社会福祉士指定科目である「相談援助の理論と方法」に相当する科目であり、学部DP2に掲げる社
会福祉士・精神保健福祉士の国家資格を取得できる知識・技術を身につけることを目指している。相談援助にお
ける対象を理解し、現実に生じてくる多様な問題をどのように捉えていくことがソーシャルワークの専門性につ
ながるのかについて、多様な実践モデルを通して理解する。現実に生起している生活問題の種類や性質によっ
て、多様で柔軟なアプローチが存在することを理解でき、実践モデル及びアプローチを臨機応変に想定できるよ
うになることを目的とする。なお、この授業の担当者は、医療機関で相談援助業務を23年間経験している、実務
経験のある教員であるので、実践への応用という観点から、ソーシャルワークの様々な理論について解説するも
のとする。また、ソーシャルワーク演習Ⅱに関連付けながら講義していくものとする。

授業の目的

１．ソーシャルワークにおける対象をどうとらえるかについて説明できる。２．実践モデル、実践アプローチな
どの意味について説明できる。３．実践モデルと実践アプローチの発展の歴史について説明できる。４．代表的
な実践アプローチについて、①起源と基礎理論、②キーワード、③適用対象・適用課題、④支援焦点、⑤支援展
開等について説明できる。５．実際の事例に実践アプローチを用いることをイメージできる。

到達目標

ソーシャルワークの対象、実践モデル、実践アプローチ授業のキーワード

・テキストに沿っての講義を中心に進める。・授業の最後に「学んだことや授業への感想」について出席カード
に記入してもらい提出を求め、次の授業の初めに共有する必要があることについては教員から伝える。

授業の進め方

第1回 ソーシャルワークの対象 システム理論による全体的、包括的な対象の捉え方について理解する。（テキス
ト第１章）

第3回 実践モデルとジェネラリスト・
ソーシャルワーク

第4回 心理社会的アプローチ 心理社会的アプローチの起源・基盤理論・適用対象や課題、支援展開などについ
て理解する。（テキスト第７章第１節、指定図書「ソーシャルワークの実践モデ
ル」第１章）

第6回 問題解決アプローチ 問題解決アプローチの起源・基盤理論・適用対象や課題、支援展開などについて
理解する。（テキスト第７章第３節、指定図書『ソーシャルワークの実践モデ
ル』第３章、参考書『ソーシャルワーカーの力量を高める理論・アプローチ』第
６章）

第5回 機能的アプローチ 機能的アプローチの起源・基盤理論・適用対象や課題、支援展開などについて理
解する。（テキスト第７章第２節、指定図書『ソーシャルワークの実践モデル』
第２章）

第9回 危機介入アプローチ 危機介入アプローチの起源・基盤理論・適用対象や課題、支援展開などについて
理解する。（テキスト第７章第５節、参考書『ソーシャルワーク・トリートメン
ト上』第８章、指定図書『ソーシャルワーカーの力量を高める理論・アプロー
チ』第５章））

第8回 行動変容アプローチ 行動変容アプローチの起源・基盤理論・適用対象や課題、支援展開などについて
理解する。（テキスト第７章第６節、指定図書『ソーシャルワークの実践モデ
ル』第５章、参考書『ソーシャルワーカーの力量を高める理論・アプローチ』第
３章）

第7回 課題中心アプローチ 課題中心アプローチの起源・基盤理論・適用対象や課題、支援展開などについて
理解する。（テキスト第７章第４節、指定図書『ソーシャルワークの実践モデ
ル』第６章、参考書『ソーシャルワーカーの力量を高める理論・アプローチ』第
７章）

第10回 人と環境の交互作用の視点とシ
ステム理論

「人」と」「環境」を分割せずに、相互に影響を与え合う「全体としてとらえる
見方」で対象を把握し援助を行うソーシャルワークの特徴を理解する。その理論
的な視点としてシステム理論の考え方を理解する。（ソーシャルワーク論Ⅲテキ
スト第3章、指定図書「ソーシャルワーカーの力を高めるアプローチ第9章」）

第11回 エコロジカルアプローチ エコロジカルアプローチの意義、特徴、支援展開、今後の方向性と課題について
理解する。(指定図書『ソーシャルワークの実践モデル』第７章、指定図書
『ソーシャルワーカーの力量を高める理論・アプローチ』第２章）

第12回 エンパワメントアプローチ エンパワメントアプローチの起源・基盤理論・適用対象や課題、支援展開などに
ついて理解する。（テキスト第８章第1節、指定図書『ソーシャルワーカーの力
量を高める理論・アプローチ』第８章）

第15回 実存主義アプローチ、フェニミ
ニストアプローチ、解決志向ア
プローチ

実存主義アプローチ、フェニミニストアプローチ、解決志向アプローチの起源・
基盤理論・適用対象や課題、支援展開などについて理解する。（テキスト第８章
第４節）

授業時間外に必要な学修 授業計画の各回で指示されたテキストと参考書（前もってプリントを配布）の該当箇所を読んでから授業
に臨むこと。(目安として1時間半）授業が終わったら理解が不十分だと思われる箇所に関係するテキスト
と参考書（該当箇所を配布）を丹念に繰り返し読むこと。（目安として1時間半）

提出課題など 毎回の授業時に、出席カードのコメント欄に記載し提出を求める。カードに記載されたことに対して、次
の授業時に、総評などを行う。適時レポート課題を課す。レポートに関しては総評を行う。定期試験を実
施する。講評を提示する。

第2回 実践モデルの意味と歴史 実践モデルの意味と発展過程について理解する。（テキスト第６章第１節、参考
書「ソーシャルワークの実践モデル　序」）

第14回 認知アプローチ 認知アプローチの起源・基盤理論・適用対象や課題、支援展開などについて理解
する。（テキスト第８章第３節、指定図書『ソーシャルワーカーの力量を高める
理論・アプローチ』第４章、参考書『ソーシャルワーク・トリートメント上』第
５章）

第13回 ナラティヴアプローチ ナラティヴアプローチの起源・基盤理論・適用対象や課題、支援展開などについ
て理解する。（テキスト第８章第２節、指定図書『ソーシャルワーカーの力量を
高める理論・アプローチ』第１０章）

履修するにあたって ・テキストは必ず必要なので購入し1回目の授業から持参すること。・参考書や指定図書はテキストの補足ｊとし
て使用するが、資料として必要な部分を配布する。さらに詳しい　内容を学習したい場合は購読すること。・毎
回出席カードを提出してもらい出席カードに毎回の学習内容へのコメントの記載を求める。・授業中の私語、無
断の出入りは禁じる。・原則遅刻は認めない。・授業中に携帯電話の操作を禁じる。操作した場合はその機器を
教員が授業の終了まで預かる。・1冊のテキストだけでは網羅できないので適時資料を配布するがきちんと保管す
ること。

治療モデル、生活モデル、ストレングスモデルの概要をジェネラリスト・ソー
シャルワークとの関係づけて理解する。（テキスト第6章第2節、第３節）



成績評価方法・基準 授業内容についてのコメント10％、定期試験90％の割合で総合的に評価する。・定期試験では、この授業
を通して学修してきた知識の理解を問う。

テキスト 社会福祉士養成講座編集委員会編『相談援助の理論と方法Ⅱ』中央法規2600￥＋税
指定図書 川村隆彦著「ソーシャルワーカーの力量を高める理論・アプローチ」中央法規　2800円＋税久保紘章・副

田あけみ『ソーシャルワークの実践モデル』川島書店2667円＋税
参考書 フランシス・j・ターナー『ソーシャルワーク・トリートメント上・下』中央法規　各10000円＋税



授業科目名 アジア地域学研究 単位数

開講キャンパス代表教員 水本　有香

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

本科目は、現代社会学部のDP1（知識を習得する）に関連する科目であり、グローバルな視野と豊かな教養による
社会への貢献を行うことができることを目指す。日本とアジア諸国は、歴史的、地理的、文化的に密接な関係を
持っている。今日、アジア諸国は、貧困から抜け出し、発展しつづける国と未だ貧困から抜け出せずにいる途上
国が混交している。途上国には解決しなければならない問題がたくさんあるが、発展しつづける国にも環境問題
や高齢化社会などの人間の安全保障を脅かす新たな問題が発生しつつある。この状況下、諸外国の抱える問題に
ついてわたしたちが何らかの社会貢献を日本の国内外で行なおうとするとき、その国の、その地域の人々の現
状、ニーズなどを知ることが大切であると同時に、その国がこれまでどのような制度や法制度をとってきたの
か、特に社会的弱者に対する法制度がどのようになっているかを知り、どのようにすべきなのかを考えること
が、問題に対して課題を見つけ、解決へのアプローチを探る一つの手段になると考える。本講義は法学部以外の
学生にも分かりやすいようアジア諸国と日本の諸制度とを比較しながら、受講生の興味関心に合わせて進める。
また、この科目の担当者は、阪神・淡路大震災のほか、国内外の自然災害関連資料を調査する施設に勤務した実
務経験のある教員です。

授業の目的

・日本とアジア諸国の法制度について比較、理解することが出来る。・アジア諸国の法制度について理解するこ
とが出来る。・アジア諸国の法制度について自ら調べ、グループで協力して発表することが出来る。

到達目標

アジア、法制度、ASEAN授業のキーワード

講義中心で授業を進めますが、少人数のグループワークも取り入れながら、受講生に自発的な発言を求めて、双
方向の授業を重視します。

授業の進め方

第１回 ガイダンス 授業の全体、自己紹介、授業の進め方、評価の仕方など。

第３回 権力分立
第４回 憲法 憲法の成り立ち、内容について知る。

第６回 司法制度 裁判の現状と制度について知る。
第５回 人権 国際人権法と国内法との関係について考える。

第９回 家族 婚姻、相続、養子について知る。
第８回 環境 環境破壊や砂漠化などを抑止するための制度について知る。
第７回 教育 義務教育や職業訓練などの制度について知る。

第10回 ワークショップ 100円ショップを通じて流通を知る。
第11回 社会保障 公的年金、医療保険、失業保険制度について知る。
第12回 自然災害 自然災害に対する法制度について知る。

第15回 学習内容の整理および確認 講義のふりかえりを行う。

授業時間外に必要な学修 事前に、講義の対象となる内容について図書や雑誌、メディアなどを通じて情報収集して授業に臨んでく
ださい。授業後は、授業の内容を整理して、理解が不十分であると感じた事項は、出席カードに記載する
か、あるいは教員に質問するなどしてください。なお、予習には1時間の学修を要する。

提出課題など 毎回、授業中に意見交換や発表、グループで作成した成果物及びレポートの提出などをしてもらい、学生
に対しては、コメントすることによってフィードバックする。

成績評価方法・基準 授業（グループワークを含む）への貢献度（45％）、レポート等（30％）、受講者の発表（25％）により
総合的に評価する。毎回の授業時に、出席カードを提出してもらいます。カードに記載されたことに対し
て、次の授業時に、総評などを行います。

テキスト
指定図書 （参考書続き）鮎京正訓編『アジア法ガイドブック』名古屋大学出版会、盛田則夫著『世界のとんでも法

律集』中央公論新社、のり・たまみ著『2階でブタは飼うな!〈日本と世界のおかしな法律〉』講談社
参考書 土屋英雄編著『中国の人権と法－歴史、現在そして展望』明石書店、木間正道、鈴木賢、高見澤磨、宇田

川幸則著『現代中国法入門』（第7版）有斐閣、西村幸次郎著『グローバル化のなかの現代中国法』（第2
版）成文堂

第２回 アジア法とは何か？ そもそも「アジア法」とは何かについて考える。

第14回 発表 現状と法制度を知りえた上での問題や課題について調べたことをグループで発表
する。

第13回 文化・芸術 世界遺産、文化、芸術に関する法制度について知る。

履修するにあたって

立法、行政、司法の三権について知る。



授業科目名 医療心理学（健康・医療心理学） 単位数

開講キャンパス代表教員 三和　千徳

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

この授業は、心理学部の学生を対象に開講される公認心理師科目であり、将来、医療分野で活動するために必要
な知識や技能について概括的に学ぶ。また、心理学部のDP1、3、4を獲得することを目的とする。1．ストレスと
心身の疾病との関係について、基本的な説明ができる（知識）。2．医療現場における心理社会的課題及び必要な
支援について、基本的な説明ができる（知識）。3．保健活動が行われている現場における心理社会的課題及び必
要な支援について、基本的な説明ができる（知識）。4．災害時等に必要な心理に関する支援について、基本的な
説明ができる（知識）。5．医療分野の公認心理師が関わる基本的な事項に関心を持ち、その課題と支援について
心理学的観点から考えることができる（態度・習慣）。精神障害について、基礎的な知識のみならず、診断法や
治療法、最近の研究の動向などについて理解を深める。また実際の臨床心理学的な援助に役立つような知識を獲
得することを目標とする。なお、この授業の担当者は、精神科医として医療機関での臨床業務を28年間経験して
いる実務経験のある教員であり、より実践的な観点から講義を行う。

授業の目的

公認心理師として医療分野におけるさまざまな心理社会的な課題及び必要な支援について理解し、説明できるこ
とを目標とする。

到達目標

精神疾患、ストレスモデル、DSM-5、遺伝性疾患、難病、ＡＩＤＳ（後天性免疫不全症候群）、がん、発達障害、
うつ病、依存症、ひきこもり、トラウマ（心的外傷）

授業のキーワード

授業は講義形式で進める。適宜、各回の講義のポイントとなる内容の知識の確認を行う。文献資料および映像資
料を用いる。出席カードへのコメント・質問には次回以降の授業で回答・解説する。

授業の進め方

第1回 医学、心理学におけるストレス
モデル①

心身のストレス反応を、医学的および心理学的な観点から統合的に学ぶ。ストレ
ス反応と疾病の関係を理解し、心身を媒介する脳の働き、また心理的介入の役割
について知る。

第3回 精神疾患への支援①

第4回 精神疾患への支援② 現代精神医療の動向とチーム医療、多職種連携について学ぶ。現代の日本の精神
医療における課題と支援、そして、その中での公認心理師の役割について理解す
る。

第6回 遺伝性疾患、難病、ＡＩＤＳ
（後天性免疫不全症候群）への
支援

遺伝性疾患への支援、出生前検査と遺伝カウンセリング、さまざまな難病への支
援、ＨＩＶ陽性者へのカウンセリング、生殖医療に関わる課題と支援などについ
て学ぶ。

第5回 さまざまな保健活動 保健活動に関わる課題と支援について学ぶ。３次の疾病予防とリハビリテーショ
ン、再発予防、さまざまな領域の保健活動、職場のメンタルヘルスなどについて
理解する。

第9回 うつ病への支援 うつ病に関わる課題と支援について学ぶ。うつ病（気分障害）の精神医学的、臨
床心理学的理解、うつ病に対する薬物療法と心理的介入、認知行動療法、復職支
援、自殺対策などについて知る。

第8回 発達障害への支援 発達障害に関わる課題と支援について学ぶ。発達相談と児童虐待、発達障害に対
する精神医学的、心理学的理解と支援法、ライフサイクルと特別支援教育、大人
の発達障害などについて知る。

第7回 がん（悪性腫瘍）への支援 がんへの支援と緩和医療における課題と支援について学ぶ。その中で、チーム医
療とリエゾン精神医学、日本の告知の問題とＱＯＬ（生活の質）についても理解
する。

第10回 依存症への支援 依存症に関わる課題と支援について学ぶ。依存症の精神医学的、臨床心理学的理
解、薬物・アルコール・ギャンブルなどのさまざまな種類の依存、心理社会的な
支援について理解する。

第11回 ひきこもりへの支援 ひきこもりに関わる課題と支援について学ぶ。日本の不登校およびひきこもりの
問題に対する精神医学的、心理学的理解および教育的、社会的な対応・対策につ
いて理解する。

第12回 認知症・高齢者への支援 認知症と高齢者に関わる課題と支援について学ぶ。高齢者および認知症に対する
心理学的、精神医学的理解、また日本の社会的な対応について知る。高次脳機能
障害についても理解する。

第15回 本講義のふりかえり、まとめ 医療心理学において重要な事項を総復習し、必要な知識を確認する。

授業時間外に必要な学修 事前学習として、関連する医療心理学分野について参考図書を読んで予習する（目安として1時間）。事
後学習として、授業で解説した内容や小テストを復習して理解を深める（目安として1時間）。

提出課題など 適宜、各回の講義のポイントとなる内容の知識の確認のために小テストを行う。また定期試験を行う。学
生へのフィードバックとして、出席カードへのコメントや質問には次回以降の授業で回答・解説する。小
テストはその場で復習も兼ねて答え合わせを行う。定期試験は正答を後日開示する。

成績評価方法・基準 全演習の3分の2以上の出席をもって評価の対象とする。授業中に行う小テストが50%、定期試験が50%とし
て成績評価を行う。不正行為に対しては厳しく評価する。

テキスト 必要に応じて授業中に提示する。
指定図書 必要に応じて授業中に提示する。　 　 　
参考書 宮脇 稔、 大野 太郎ほか　「公認心理師カリキュラム準拠　健康・医療心理学」　医歯薬出版株式会社

　

第2回 医学、心理学におけるストレス
モデル②

心身のストレス反応を、医学的および心理学的な観点から統合的に学ぶ。前回の
内容を踏まえて、ストレス・コーピングや認知行動療法その他の心理的介入につ
いて理解する。

第14回 トラウマ（心的外傷）への支援 トラウマに関わる支援について学ぶ。精神医学的、臨床心理学的なトラウマの考
え方について知る。ＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）、児童虐待・逆境環
境、トラウマ対応について理解する。

第13回 災害時の心のケア 災害時の心のケアについて学ぶ。心理的応急措置（サイコロジカル・ファースト
エイド）、災害派遣医療チーム（DPAT）、また二次受傷と支援者のケアなどにつ
いて理解する。

履修するにあたって この授業は公認心理師資格に対応する科目であり、将来、心理専門職である公認心理師を目指す学生は必ず履修
すること。　

参加者が輪番で専門書や学術文献から担当範囲をまとめて報告し、参加者全員で
討論を行う



授業科目名 経済政策 単位数

開講キャンパス代表教員 三宅　敦史

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 日曜1限 日曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

4

有瀬

講義授業の方法

この科目は基幹科目に位置付けられており、経済政策の必要性や目的について学習し、現実経済においてどのよ
うな政策がどのような意図で行われているのかについて学習する。この科目は経済学部のディプロマ・ポリシー
に掲げる今日の経済情勢を理解して分析することを目的としている。

授業の目的

経済政策の基本的な考え方が理解できる。政府や政策の必要性について理解できる。日本経済の抱える諸問題に
ついて自分なりの処方箋を提示することができる。

到達目標

不完全競争、経済安定化政策、経済成長政策授業のキーワード

板書を用いた講義形式で進める。必要に応じてレジュメを配布する。授業の進め方

第1回～第2回 経済政策とは何か 経済政策の目的や必要性について学習する。

第5回～第6回 市場と政府
第7回～第8回 不完全競争市場 独占市場や寡占市場の性質を学習し、望ましい政策の在り方について学習する。

第11回～第12回 市場の失敗２（自然独占） 自然独占の性質と規制の在り方について学習する。
第9回～第10回 市場の失敗１（外部性） 外部性が存在する経済における政府のとるべき行動について学習する。

第17回～第18回 IS-LM分析 金融政策と財政政策の効果について学習するための基本モデルであるIS-LMモデ
ルについて学習する。

第15回～第16回 中間テストと解説 前半の理解度を確認するために中間テストを行う。
第13回～第14回 市場の失敗３（公共財） 公共財の性質とフリーライダー問題について学習する。

第19回～第20回 財政政策 財政政策の目的とその影響について学習する。
第21回～第22回 金融政策 金融政策の具体的な手法とその影響について学習する。
第23回～第24回 社会保障政策 日本における社会保障政策の現状とその問題点について学習する。

第29回～第30回 総括 これまで学習した内容を総括する。

授業時間外に必要な学修 毎週の講義前にテキストの指定個所を読んだうえで授業に臨むこと。講義終了後にはノートを見直し、テ
キストの章末にある練習問題を解いて復習すること。なお授業時間外に必要な学修時間に関しては「履修
の手引」を参照のこと。

提出課題など
成績評価方法・基準 毎週の小テスト、中間試験、期末試験を総合して判断する。なお、出席日数が２／３に満たない者及び中

間試験と期末試験の両方を受験しなかった者には成績評価を行わない。
テキスト 藤川清史編『経済政策入門』法律文化社、2020年
指定図書
参考書

第3回～第4回 完全競争市場 市場メカニズムによる資源配分の効率性ついて学習する。

第27回～第28回 経済成長政策 経済成長のために必要な政策について学習する。
第25回～第26回 雇用政策 失業問題と雇用対策について学習する。

履修するにあたって ミクロ経済学とマクロ経済学の基本的な知識があることを前提に講義を進めるので、ミクロ経済学とマクロ経済
学の両方を履修済みであることが望ましい。なお講義開始から20分以上遅刻した学生には出席カードの配布を行
わない。

政府による課税や補助金が経済に及ぼす影響について学習する。



授業科目名 経済政策 単位数

開講キャンパス代表教員 三宅　敦史

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 日曜1限 日曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

4

有瀬

講義授業の方法

この科目は基幹科目に位置付けられており、経済政策の必要性や目的について学習し、現実経済においてどのよ
うな政策がどのような意図で行われているのかについて学習する。この科目は経済学部のディプロマ・ポリシー
に掲げる今日の経済情勢を理解して分析することを目的としている。

授業の目的

経済政策の基本的な考え方が理解できる。政府や政策の必要性について理解できる。日本経済の抱える諸問題に
ついて自分なりの処方箋を提示することができる。

到達目標

不完全競争、経済安定化政策、経済成長政策授業のキーワード

板書を用いた講義形式で進める。必要に応じてレジュメを配布する。授業の進め方

第1回～第2回 経済政策とは何か 経済政策の目的や必要性について学習する。

第5回～第6回 市場と政府
第7回～第8回 不完全競争市場 独占市場や寡占市場の性質を学習し、望ましい政策の在り方について学習する。

第11回～第12回 市場の失敗２（自然独占） 自然独占の性質と規制の在り方について学習する。
第9回～第10回 市場の失敗１（外部性） 外部性が存在する経済における政府のとるべき行動について学習する。

第17回～第18回 IS-LM分析 金融政策と財政政策の効果について学習するための基本モデルであるIS-LMモデ
ルについて学習する。

第15回～第16回 中間テストと解説 前半の理解度を確認するために中間テストを行う。
第13回～第14回 市場の失敗３（公共財） 公共財の性質とフリーライダー問題について学習する。

第19回～第20回 財政政策 財政政策の目的とその影響について学習する。
第21回～第22回 金融政策 金融政策の具体的な手法とその影響について学習する。
第23回～第24回 社会保障政策 日本における社会保障政策の現状とその問題点について学習する。

第29回～第30回 総括 これまで学習した内容を総括する。

授業時間外に必要な学修 毎週の講義前にテキストの指定個所を読んだうえで授業に臨むこと。講義終了後にはノートを見直し、テ
キストの章末にある練習問題を解いて復習すること。なお授業時間外に必要な学修時間に関しては「履修
の手引」を参照のこと。

提出課題など
成績評価方法・基準 毎週の小テスト、中間試験、期末試験を総合して判断する。なお、出席日数が２／３に満たない者及び中

間試験と期末試験の両方を受験しなかった者には成績評価を行わない。
テキスト 藤川清史編『経済政策入門』法律文化社、2020年
指定図書
参考書

第3回～第4回 完全競争市場 市場メカニズムによる資源配分の効率性ついて学習する。

第27回～第28回 経済成長政策 経済成長のために必要な政策について学習する。
第25回～第26回 雇用政策 失業問題と雇用対策について学習する。

履修するにあたって ミクロ経済学とマクロ経済学の基本的な知識があることを前提に講義を進めるので、ミクロ経済学とマクロ経済
学の両方を履修済みであることが望ましい。なお講義開始から20分以上遅刻した学生には出席カードの配布を行
わない。

政府による課税や補助金が経済に及ぼす影響について学習する。



授業科目名 金融論 単位数

開講キャンパス代表教員 三宅　敦史

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜1限 木曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

4

有瀬

講義授業の方法

この科目は基幹科目に位置付けられており、そもそも貨幣とは何かという金融の基礎から始めて今日の金融シス
テムが抱える課題や金融の将来像にについて学習する。この科目は経済学部のディプロマ・ポリシーに掲げる経
済の歴史や制度にかかわる知識の修得を目的としている。　

授業の目的

金融の基本だけでなく、現在世界中で起こっている金融に関する様々な諸問題について理解することができる。到達目標

貨幣の機能　日本銀行　金融政策　授業のキーワード

板書を用いながら講義する。授業の進め方

第１・２回 金融論で何を学習するのか 金融とは何かについて学習する。

第５・６回 金利
第７・８回 債券と株式 債券や株式とは何かについて学習する。

第１１・１２回 金融仲介理論 経済における金融仲介機関の存在意義について学習する。
第９・１０回 金融市場 金融市場の種類やそれぞれの市場の役割について学習する。

第１７・１８回 マクロ経済と金融政策 実物経済と金融の関係について学習する。
第１５・１６回 中間試験 これまで学習した内容の理解度を確認するために中間試験を行う。
第１３・１４回 銀行と銀行以外の金融機関 銀行・証券会社・保険会社などの役割について学習する。

第１９・２０回 中央銀行と金融政策 日本の中央銀行である日本銀行の役割について学習する。
第２１・２２回 日本の金融政策 金融政策の具体的な手段について学習する。
第２３・２４回 金融システムの安定化のための

政策
日本の金融システムの問題点とその解決策について学習する。

第２９・３０回 まとめ これまでの学習の総括を行う。

授業時間外に必要な学修 毎週の講義前にテキストの指定個所を読んだうえで授業に臨むこと。講義終了後にはノートを見直し、テ
キストの章末にある練習問題を解いて復習すること。なお授業時間外に必要な学修時間に関しては「履修
の手引」を参照のこと。

提出課題など
成績評価方法・基準 小テスト・中間試験・期末試験を総合して評価する。但し出席日数が２／３に満たない者及び中間試験と

期末試験の両方を受験しなった者には、成績評価を行わない。
テキスト 家森信善著『ベーシック＋　金融論［第2版］』中央経済社、2019年
指定図書
参考書 藤原賢哉・家森信善編著「金融論入門」中央経済社

第３・４回 貨幣 貨幣の機能や定義について学習する。

第２７・２８回 金融の未来 現在の金融の問題点や今後の望ましい金融の在り方について学習する。

第２５・２６回 Fintech ビットコイン（bitcoin）やクラウドファンディングなど、最近の金融の世界で
起きていることについて学習する。　

履修するにあたって ミクロ経済学とマクロ経済学の基本的な知識があることを前提に講義を進めるので、ミクロ経済学とマクロ経済
学の両方を履修済みであることが望ましい。講義開始から20分以上遅刻した学生には出席カードの配布を行わな
い。

金利や割引現在価値の考え方について学習する。



授業科目名 金融論 単位数

開講キャンパス代表教員 三宅　敦史

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜1限 木曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

4

有瀬

講義授業の方法

この科目は基幹科目に位置付けられており、そもそも貨幣とは何かという金融の基礎から始めて今日の金融シス
テムが抱える課題や金融の将来像にについて学習する。この科目は経済学部のディプロマ・ポリシーに掲げる経
済の歴史や制度にかかわる知識の修得を目的としている。　

授業の目的

金融の基本だけでなく、現在世界中で起こっている金融に関する様々な諸問題について理解することができる。到達目標

貨幣の機能　日本銀行　金融政策　授業のキーワード

板書を用いながら講義する。授業の進め方

第１・２回 金融論で何を学習するのか 金融とは何かについて学習する。

第５・６回 金利
第７・８回 債券と株式 債券や株式とは何かについて学習する。

第１１・１２回 金融仲介理論 経済における金融仲介機関の存在意義について学習する。
第９・１０回 金融市場 金融市場の種類やそれぞれの市場の役割について学習する。

第１７・１８回 マクロ経済と金融政策 実物経済と金融の関係について学習する。
第１５・１６回 中間試験 これまで学習した内容の理解度を確認するために中間試験を行う。
第１３・１４回 銀行と銀行以外の金融機関 銀行・証券会社・保険会社などの役割について学習する。

第１９・２０回 中央銀行と金融政策 日本の中央銀行である日本銀行の役割について学習する。
第２１・２２回 日本の金融政策 金融政策の具体的な手段について学習する。
第２３・２４回 金融システムの安定化のための

政策
日本の金融システムの問題点とその解決策について学習する。

第２９・３０回 まとめ これまでの学習の総括を行う。

授業時間外に必要な学修 毎週の講義前にテキストの指定個所を読んだうえで授業に臨むこと。講義終了後にはノートを見直し、テ
キストの章末にある練習問題を解いて復習すること。なお授業時間外に必要な学修時間に関しては「履修
の手引」を参照のこと。

提出課題など
成績評価方法・基準 小テスト・中間試験・期末試験を総合して評価する。但し出席日数が２／３に満たない者及び中間試験と

期末試験の両方を受験しなった者には、成績評価を行わない。
テキスト 家森信善著『ベーシック＋　金融論［第2版］』中央経済社、2019年
指定図書
参考書 藤原賢哉・家森信善編著「金融論入門」中央経済社

第３・４回 貨幣 貨幣の機能や定義について学習する。

第２７・２８回 金融の未来 現在の金融の問題点や今後の望ましい金融の在り方について学習する。

第２５・２６回 Fintech ビットコイン（bitcoin）やクラウドファンディングなど、最近の金融の世界で
起きていることについて学習する。　

履修するにあたって ミクロ経済学とマクロ経済学の基本的な知識があることを前提に講義を進めるので、ミクロ経済学とマクロ経済
学の両方を履修済みであることが望ましい。講義開始から20分以上遅刻した学生には出席カードの配布を行わな
い。

金利や割引現在価値の考え方について学習する。



授業科目名 入門マクロ経済学 ① 単位数

開講キャンパス代表教員 三宅　敦史

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

この科目は１年次生全員が学習することが求められている基幹科目であり、２年次配当科目である「マクロ経済
学」の導入科目として位置付けられている。この科目は経済学部のディプロマ・ポリシーに掲げる経済理論の基
礎の修得を目指すための科目である。

授業の目的

マクロ経済学の基礎であるＧＤＰ・金融・財政の関係について理解する。到達目標

GDPの三面等価、45度線分析、金融財政政策、日本経済授業のキーワード

スライドを用いた講義形式で行う。必要に応じてレジュメを配布する。授業の進め方

第1回 マクロ経済学とは マクロ経済学がどのような学問であるのかについて学習する。

第3回 国内総生産2
第4回 国内総生産3 GDPの三面等価について学習する。

第6回 失業 失業の概念や測定方法について学習する。
第5回 物価 物価の概念や測定方法について学習する。

第9回 金融政策1 金融システムや金融政策の手法について学習する。
第8回 国民所得の決定2 45度線分析（数式）を用いたGDPの決定について学習する。
第7回 国民所得の決定1 45度線分析（グラフ）を用いたGDPの決定について学習する。

第10回 金融政策2 金融政策の目的や波及メカニズムについて学習する。
第11回 財政政策1 財政の仕組みや財政政策の手法について学習する。
第12回 財政政策2 財政の波及メカニズムや乗数効果について学習する。

第15回 総括 これまで学習した内容を総括する。

授業時間外に必要な学修 毎週の講義前にテキストの指定個所を読んだうえで授業に臨むこと。講義終了後にはノートを見直し、テ
キストの章末にある練習問題を解いて復習すること。なお授業時間外に必要な学修時間に関しては「履修
の手引」を参照のこと。

提出課題など
成績評価方法・基準 小テストと定期試験で評価する。小テストは毎週実施し、出席日数が２／３に満たない者については成績

評価は行わない。評価を受けようとするものは、定期試験を受けなければならない。定期試験を受けられ
なかった場合は、所定の手続に従って必ず追試験を受験しなければならない。

テキスト 中村保・大内田康徳編著『経済学入門』ミネルヴァ書房、2017年
指定図書
参考書

第2回 国内総生産1 GDPの概念について学習する。

第14回 日本経済の現状 日本経済の現状について学習する。
第13回 日本経済の歴史 日本経済の歴史について学習する。

履修するにあたって

名目GDPと実質GDPとの違いについて学習する。



授業科目名 入門マクロ経済学 ① 単位数

開講キャンパス代表教員 三宅　敦史

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

この科目は１年次生全員が学習することが求められている基幹科目であり、２年次配当科目である「マクロ経済
学」の導入科目として位置付けられている。この科目は経済学部のディプロマ・ポリシーに掲げる経済理論の基
礎の修得を目指すための科目である。

授業の目的

マクロ経済学の基礎であるＧＤＰ・金融・財政の関係について理解する。到達目標

GDPの三面等価、45度線分析、金融財政政策、日本経済授業のキーワード

スライドを用いた講義形式で行う。必要に応じてレジュメを配布する。授業の進め方

第1回 マクロ経済学とは マクロ経済学がどのような学問であるのかについて学習する。

第3回 国内総生産2
第4回 国内総生産3 GDPの三面等価について学習する。

第6回 失業 失業の概念や測定方法について学習する。
第5回 物価 物価の概念や測定方法について学習する。

第9回 金融政策1 金融システムや金融政策の手法について学習する。
第8回 国民所得の決定2 45度線分析（数式）を用いたGDPの決定について学習する。
第7回 国民所得の決定1 45度線分析（グラフ）を用いたGDPの決定について学習する。

第10回 金融政策2 金融政策の目的や波及メカニズムについて学習する。
第11回 財政政策1 財政の仕組みや財政政策の手法について学習する。
第12回 財政政策2 財政の波及メカニズムや乗数効果について学習する。

第15回 総括 これまで学習した内容を総括する。

授業時間外に必要な学修 毎週の講義前にテキストの指定個所を読んだうえで授業に臨むこと。講義終了後にはノートを見直し、テ
キストの章末にある練習問題を解いて復習すること。なお授業時間外に必要な学修時間に関しては「履修
の手引」を参照のこと。

提出課題など
成績評価方法・基準 小テストと定期試験で評価する。小テストは毎週実施し、出席日数が２／３に満たない者については成績

評価は行わない。評価を受けようとするものは、定期試験を受けなければならない。定期試験を受けられ
なかった場合は、所定の手続に従って必ず追試験を受験しなければならない。

テキスト 中村保・大内田康徳編著『経済学入門』ミネルヴァ書房、2017年
指定図書
参考書

第2回 国内総生産1 GDPの概念について学習する。

第14回 日本経済の現状 日本経済の現状について学習する。
第13回 日本経済の歴史 日本経済の歴史について学習する。

履修するにあたって

名目GDPと実質GDPとの違いについて学習する。



授業科目名 介護福祉論 単位数

開講キャンパス代表教員 水上　然

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義を中心とする。授業の方法

本科目は、社会リハビリテーション学科の専門科目に位置付けられている。社会福祉士国家試験受験資格取得を
取得するための必須科目でもある。本講義科目は、介護の概念、対象、理念を学んだ上で介護過程における介護
の技法、介護予防の基本的考え方について理解を深めることを目的とする。また、認知症ケア、終末期ケア基本
的考え方と実際、高齢者の権利擁護を理解することが課題である。本科目は学部DP2の習得を目指している。な
お、この講義の担当者は、介護老人保健施設や精神科診療所で相談支援業務を１０年以上経験している、実務経
験のある教員であるので、より実践的な観点から福祉の役割を解説できる。

授業の目的

①介護の概念と範囲を説明できる。②介護の理念と対象を説明できる。③介護過程と介護技法を説明できる。④
認知症ケアの基本的考え方と課題を説明できる。⑤高齢者の権利を擁護する方策を検討し述べることができる。
⑥終末期ケアの基本的考え方と課題をついて説明し、自らの考えを述べることができる。また、この講義の担当
者は、相談員として１０年以上の経験があり、現在も地域包括支援センターの職員等にスーパーバイズを行って
いる、実務経験のある教員である。時には、実際の介護現場の状況についても言及しながら、深い学びへと繋げ
ていく。

到達目標

介護、認知症ケア、ターミナルケア、権利擁護授業のキーワード

本科目は、講義科目であり教科書に沿った解説が中心となる。認知症ケアや、ターミナルケアなどについては、
最新の動向を補足資料を用い解説を行う。また、要介護高齢者の模擬事例を用い支援の実際を学ぶ。講義の最初
に前回の確認プリントを行う。

授業の進め方

第１回 介護の概念・理念・介護過程 介護、ケアワークの意味及び看護との相違点を学ぶ。ソーシャルワークとの比較
で介護過程を理解する。【テキスト第３章第１・２節】

第３回 介護の援助機能
第４回 生活維持のニーズ 基本的な生活維持のニーズを学ぶ。【テキスト第３章第１・２節】

第６回 介護予防の基本　 介護予防の基本的考え方を理解する。【テキスト第３章第１・２節】
第５回 介護技法の基本と実際　 介護技法の実際を学ぶ。【テキスト第３章第１・２節】

第９回 「様々な機関や組織・介護専門
職」と「専門職の連携」

介護に関連する専門職と連携する多機関・組織（社会福祉法人、社会福祉協議
会、協同組合、高齢者ボランティア、NPO）を学ぶ。【テキスト第３章第１・２
節】

第８回 記録と情報の共有化の技法　 介護実践において不可欠な記録と情報の技法を学ぶ。【テキスト第３章第１・２
節】

第７回 健康と生活の観察技法　 サービス利用者の健康と生活を観察する技法を学ぶ。【テキスト第３章第１・２
節】

第10回 認知症ケアの基本　 認知症ケアの基本的考え方を理解する。【テキスト第７章第３節】
第11回 認知症ケアの実際　 認知症ケアの実際を学ぶ。【テキスト第３章第３節】
第12回 終末期ケア　 終末期ケアの基本的考え方と現状を理解する。【テキスト第３章第３節】

第15回 高齢者に対する保健・医療・福
祉の現状と介護実践の課題　

高齢者に対する保健・医療・福祉の現状と、我が国における介護の実践的課題
を、介護保険の枠組みを超えて学ぶ。【テキスト第３章第１・２節】

授業時間外に必要な学修 各回の講義で実施される内容について、予習と復習行うこと（各60分程度）。講義前、教科書の該当部分
を読む。講義後、講義内容を整理する。ターミナルケアや認知症理解のためのDVDの視聴する。

提出課題など 課題レポートあり。出席カードに講義で学んだことを書いて提出する。学生へのフィードバックは講義の
中で講評を行う。　　

成績評価方法・基準 定期試験85％(85点満点で評価する)出席カードへの記載内容15％(1点×15回　十分に書いている1点　不
十分0点)学生への成績のフィードバックは評価点数で行う

テキスト 本テキストは、社会福祉士国家試験に対応している。黒田研二・清水弥生・佐瀬美恵子「高齢者福祉概
説」明石書店　

指定図書 講義中に指示する。
参考書 相澤譲治『介護福祉実践論』久美出版川本隆史編『ケアの社会倫理学』有斐閣川延宗之・高橋信幸・和気

純子「高齢者に対する支援と介護保険制度」中央法規

第２回 介護の目的と対象 介護実践での基本的な原則と目的を学ぶ。【テキスト第３章第１・２節】

第14回 ケアにおける福祉用具と居住環
境　

福祉用具、住宅改修、高齢者と住環境について学ぶ。

第13回 高齢者の権利擁護とケア　 身体拘束の廃止や不適切なケアへの取り組みの改善など、高齢者の権利擁護につ
いて学ぶ。【テキスト第8章】

履修するにあたって 講義中は、私語を慎み、大切な事柄はノートを取るようにしてください。予習・復習は、テキストの該当する
ページを読んでください。この科目は、講義中心であり、主にテキストの内容を扱う。社会福祉士国家試験に対
応している。

介護固有の援助機能と役割を理解する。【テキスト第３章第１・２節】



授業科目名 日本語学Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 三原　健一

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

日本語母語話者であっても日本語を客観的に見る能力を養うために、「外国語としての日本語」という観点から
話をします。詳細は「授業計画」の欄で述べますが、日本語が世界の言語の中でどのような位置にあるのかとい
う話から始め、音声、形態、統語、意味、そして、言葉と社会について順次話していきます。

授業の方法

本講義科目は、人文学科専門教育科目の言語・文化科目群に属し、「基礎日本語学」「日本語と文化」といった
科目の上級科目として位置付けられます。学科のDPに示されている、「人間の社会的・文化的活動に関する専門
知識を総合的・体系的に身に付ける」こと、獲得した知識を活用して「論理的な分析と考察ができる」こと、
「将来にわたって知的好奇心を失わず、自立的に深く学修できる」ことを目指します。

授業の目的

１．日本語を客観的に見る能力（技能）、２．言葉に対する感受性（態度）、３．日本語から外国語を見る能力
（技術）、４．日本語を正確に使える能力（技術）。

到達目標

授業のキーワード

講義を中心に進めますが、講義中に受講者の積極的な発言を求め、双方向性の授業を重視します。授業時間の間
に小テストを兼ねた出席カードに記入し、その一部の内容を次の授業時間中に共有します。

授業の進め方

第1回 世界の中の日本語 日本語が世界の言語の中でどのような位置にあるのかについて話します。

第3回 ものの言い方西東
第4回 人を指すことば 特に人称表現について、日本語の特徴を外国語と比較しながら話します。

第6回 音の作り方 日本語の音の作り方について、英語と比較しながら話します。
第5回 日本語の音声 日本語の音声について基礎的な話をします。

第9回 活用形と「ら」抜きことば 日本語の活用形について話した後、いわゆる「ら」抜きことばを取り上げます。
第8回 語形成 日本語の語形成について、英語と比較しながら話します。
第7回 アクセント 日本語のアクセントについて、英語と比較しながら話します。

第10回 意味の世界 意味論について基礎的な話をします。
第11回 日常生活の中の比喩 日常生活の中で見られる様々な比喩について話します。
第12回 心を表すことば 話し手の心的態度を表すことば、特にモダリティについて話します。

第15回 総括 確認テストの解説を行うと共に、授業の総括を行います。

授業時間外に必要な学修 授業で話した内容をさらに発展させた知識を身に付けたい受講生のために、毎回の授業で「文献案内」を
紹介します。全てを読む必要はありませんが、興味を持った内容については、可能な限りそれらの文献
（の一部）を読むことを勧めます。（１時間程度）

提出課題など 毎回、授業内容に関する課題を出し、出席カードに書いてもらいます。
成績評価方法・基準 授業への出席と出席カードの記入内容４０％、確認テスト６０％で評価します。出席回数が全授業の三分

の二に満たない場合は評価の対象としません。
テキスト テキストは使用しません。プリントを配布します。
指定図書
参考書 「文献案内」という形で毎回の授業中に紹介します。

第2回 ことばと社会 ことばと社会の関係について総論的に話します。

第14回 確認テスト 学んできた内容について確認のテストを行います。
第13回 文の基本構造 日本語の構造について、統語論の観点から話します。

履修するにあたって 小テストを兼ねた出席カードは内容に応じて点数を付けます。優秀な内容については、授業中に簡単な発表をし
てもらうこともあります。

日本の西と東でものの言い方がどのように違うのかについて話します。



授業科目名 地域社会分析Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 水田　憲志

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

データの客観性を裏づける確率論の基礎、データの状態を記述する基本統計量、統計的検定の基本的な考え方や
分析手法（t検定、カイ二乗検定、相関係数、編相関係数、単回帰分析など）を中心に学ぶ。各種分析手法につい
て、具体例を用いながら理解を深めていく。人文学科ディプロマ・ポリシーにある「人間の社会的・文化的活動
に関する専門知識の総合的・体系的な修得」、より厳密には、「情報に潜む危険性を認識したうえで、情報通信
技術等を用いて情報を適正につかむ」ためのスキルの習得を、社会調査のノウハウを得ることで達成することが
本講義では期待される。具体的にいうと、社会調査のノウハウを身につけることで、統計データを扱う実務作業
において、適切かつ効率的に作業をこなせる能力が得られるほか、リサーチ・リテラシーすなわちデータのいわ
んとすることを整合的に理解し、それが示すコノテーションを適切につかむ能力を用いて、世論動向を理解し、
積極的に情報発信することが可能となる。

授業の目的

社会調査によって得られた統計的データを集計・分析するために必要となる、基礎的な統計学的知識を理解す
る。

到達目標

授業のキーワード

社会調査で用いる統計学的な手法について学び、問題を演習して理解を深める。授業の進め方

第1回 社会調査の基本的な知識 社会調査と統計学に関する基礎知識を把握する

第3回 基本統計量
第4回 代表値 データ分析における代表値の概念とその具体的な取り出し方を学ぶ

第6回 確率 データ分析における確率の概念とその具体的な取り出し方を学ぶ
第5回 変動の記述 統計学的変動の概念と、その具体的な利用の仕方を学ぶ

第9回 正規分布 正規分布の概念と、その具体的な利用方法を学ぶ
第8回 検定の基本的な知識 検定の意味とその利用に関する基礎知識を把握する
第7回 確率分布 データ分析における確率分布の概念とその記述の方法を学ぶ

第10回 仮説の検定 仮説の検定という作業がもつ意味と、その具体的な利用の仕方を学ぶ
第11回 t検定 t検定の概念と、その具体的な利用の仕方を学ぶ
第12回 カイ二乗検定 カイ二乗検定の概念と、その具体的な利用の仕方を学ぶ

第15回 単回帰分析 単回帰分析の概念と、それを利用したデータ分析の仕方を学ぶ

授業時間外に必要な学修 社会調査に関わる統計処理のテクニックを毎回講義にて学んでいく。各回で学んだ内容の復習（40-60
分）を課す。

提出課題など 各回の内容に関する課題提出を課し、受講生各自の到達度を確認する（10回前後を予定）。
成績評価方法・基準 授業時の課題提出物（80%）と授業中の質疑・発表（20%）で評価する。
テキスト なし。適宜プリントを配布する。
指定図書 特になし
参考書 適宜紹介

第2回 母集団と標本 母集団の概念と標本抽出の方法について学ぶ

第14回 偏相関係数 偏相関係数の概念と、それを利用したデータ分析の仕方を学ぶ
第13回 相関係数 相関係数の概念と、それを利用したデータ分析の仕方を学ぶ

履修するにあたって 電卓を使った問題演習を行うので、ルートキーのついた電卓を用意すること。

基本統計量の概念と、各種用法に関する概要をつかむ



授業科目名 教育心理学 (資格) 単位数

開講キャンパス代表教員 村井　佳比子

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

この授業は、教職に関する科目であり、配当年次は2年次生、中高共通必修科目である。教育心理学は、教職を目
指す者にとって必須の学習内容である。なぜなら、教育心理学は、学校現場で行う教育活動を円滑に行うための
理論的な根拠となるものだからである。したがって、本科目の目的は、教職に就いた時に、適切かつ円滑に学習
指導や生徒指導を行うための一助となることである。この科目は、「発達段階とパーソナリティの理解」、「学
習のメカニズムと動機付け」、「教えることと評価」、「教師と子どもの関係」を柱に、学校現場で生かせる心
理学を学ぶ。なお、この科目の担当者は心理専門職として20年の経験があり、現在も実務に携わっている実務経
験のある教員である。理解を深めるために必要に応じて具体的な事例を提示するなど、臨床経験を生かした指導
を行う。

授業の目的

＜知識＞1.発達段階に関する適切な知識を習得し、学校現場に即した児童生徒理解につなげることができる。2.
学習のメカニズムに関する知識を習得し、動機付け、主体的な学びについて説明することができる。3.集団形成
に関する知識を習得し、教師と子どもの適切な関係性について説明することができる。4.いじめや不登校、非
行・暴力行為について、教育心理学的観点から理解し、考えることができる。＜態度＞教育心理学に関する社会
的な現象や報道に関心を持ち、教職と関連付けて考えることができる。

到達目標

学校教育・発達・学習・適応・評価・学級集団授業のキーワード

講義を中心として、各回の終わりに理解を問うミニテストを実施する。授業の進め方

第1回 オリエンテーション はじめに、授業の進め方、講義内容の概要紹介、成績評価などについて説明す
る。

第3回 発達を促す
第4回 やる気を高める 動機づけ、学習意欲、無気力について学ぶ。

第6回 授業の心理学 学習指導の理論、「協同的な学び」、「主体的な学び」、ATIと「教育の個性
化」について学ぶ。

第5回 学習のメカニズム 学習の基礎としての条件づけ、学習における記憶の役割、問題解決としての学習
について学ぶ。

第9回 知的能力を考える 知的能力の発達と測定、創造性、学業不振について学ぶ。
第8回 まとめと発展的学習 第2回から第7回までの内容のまとめと、発展的な学習を行う。

第7回 教育評価を指導に生かす 教育評価の意義と目的、教育評価の歴史的展開、教育評価の考え方と方法につい
て学ぶ。

第10回 パーソナリティを理解する パーソナリティの理論と測定、パーソナリティの発達に関するいくつかの理論に
ついて学ぶ。

第11回 社会性を育む 向社会行動、道徳性、親子関係の発達、仲間関係について学ぶ。
第12回 学級の心理学 学級の心理学、教師と子どもの関係、子ども同士の仲間関係について学ぶ。

第15回 まとめと振り返り 第9回から第14回までの内容のまとめと全体の振り返りを行う。

授業時間外に必要な学修 事前学習として、教科書の該当箇所に目を通す。（毎回30分程度）事後学習として、配布資料を読みし、
知識の定着を図る。（毎回30分程度）小テスト、および定期試験の前に該当範囲の復習を行い、知識の定
着を図ると同時に内容の理解を深めておく。（3、4時間）

提出課題など 毎回の授業終わりに、ミニテスト（毎回3～5点）を実施し、翌週の授業でフィードバックを行う。
成績評価方法・基準 授業回数の2/3の出席をもって評価の対象とする。ミニテスト50％、定期試験50％で評価する。公式の授

業欠席届を提出した場合でも、少なくとも過半数の出席（15回授業の場合は8回）を求める。
テキスト 『（改訂版）たのしく学べる最新教育心理学ー教職に関わるすべての人にー』図書文化社
指定図書 特になし
参考書 適宜紹介する

第2回 教育心理学とは 教育心理学とは何か、その歴史、教育心理学の研究方法について学ぶ。

第14回 障害児の心理と特別支援教育 国際生活機能分類の考え方、知的機能と行動の障害、身体の障害、特別支援教育
について概要を学ぶ。

第13回 不適応と心理臨床 子どものストレス、精神的な不調、生徒指導上の問題（不登校、いじめ、非
行）、心理臨床的援助技法について概論を学ぶ。

履修するにあたって

発達とは何か、発達を規定する要因、発達段階と発達課題について学ぶ。



授業科目名 政治学Ⅱ 【法①～⑫】【経営】 単位数

開講キャンパス代表教員 森　達也

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

この科目は、法学部のDPに示す、国内外の公共的事柄に関する知識を習得し、公平性と客観性を重視した判断が
できるようになることを目指す。

授業の目的

・政治における経験的なものと規範的なものの関係について理解する・政治理論の諸分野に関する基本的知識を
習得する・習得した知識に基づき、現代の政治的諸問題について理性的に考察・議論できる能力を養う

到達目標

政治理論、リベラリズム、民主主義、権力、フェミニズム、多文化主義、ナショナリズム、市民社会授業のキーワード

講義を中心とし、可能な範囲でコメントシート等を用いた授業内討論を実施する。授業の進め方

第1回 講義概要説明とイントロダク
ション

本講義の目的と概要について説明した上で、政治学における規範的な議論の役割
を考える。

第3回 リベラリズム

第4回 分配的正義論 現代の分配的正義論を比較検討し、公平な分配や正義にかなう社会のあり方につ
いて考察する。

第6回 民主主義の理論 民主的意思決定の多様な方法を比較検討しながら、民主主義に関する一面的な見
方を相対化する。

第5回 グローバル正義論 国境を超える正義の可能性、その基本的な考え方、その是非をめぐる論争を検討
する。

第9回 政治理論における個人 政治理論の方法論的前提のひとつである「個人」概念を批判的に考察する
第8回 グローバル民主主義 国境を超えるレベルにおけるデモクラシーの成立可能性を展望する

第7回 熟議民主主義とラディカル・デ
モクラシー

代表制民主主義の枠を超える、デモクラシーのさまざまなあり方を比較検討する

第10回 権力 さまざまな権力概念と、政治社会における多様な権力現象との対応関係をみる
第11回 フェミニズム フェミニズムによる公私二元論批判と、それを通じた「政治」イメージの変容に

ついて考える
第12回 ナショナリズムと多文化主義 国民国家の自明性を批判的に考察することで多文化主義への展望をひらくと同時

に、ナショナルなものの規範的な価値を再考する

第15回 総轄 義内容を振り返り、現代社会において規範的な思考が果たすべき役割について再
考する

授業時間外に必要な学修 予習：教科書の次回講義範囲を熟読する。復習：講義での不明な点や疑問点を調べ、次回質問すべきこと
をノート等に整理しておく。

提出課題など ・配布用紙に「本日の講義の要点」と「質問事項」を記入し、授業終了時に毎回提出する。・その他の課
題については授業中に適宜指示する。

成績評価方法・基準 学期末試験：60％　論述式試験を実施する（詳細については講義中に説明する）授業内課題：40％　コメ
ントシートの提出、および授業中に適宜指示する課題への取り組み

テキスト 田村哲樹・松元雅和・乙部延剛・山崎望著『ここから始める政治理論』有斐閣、2017年
指定図書
参考書 ・川崎修・杉田敦編『現代政治理論（新版）』有斐閣、2012年・デイヴィッド・ミラー著『はじめての政

治哲学』山岡龍一・森達也訳、岩波書店、2019年　その他、授業中に適宜紹介する。

第2回 政治とは何か 「政治」を構成する基本的諸要素（意思決定、正統性、権力など）について考察
する。

第14回 シティズンシップ シティズンシップの歴史とグローバル化の時代における諸理論を概観する

第13回 市民社会とコミュニティ 公共性概念を歴史的に展望したのち、現代社会における公共的なものの成立可能
性を考える

履修するにあたって ・高校の「政治経済」または「倫理政経」の関連箇所を必要に応じて復習しておくこと。・普段から新聞等で国
内外のニュースを読み、時事問題に通じておくことが望ましい。・内容に不明な点がある場合、コメントシート
を使って質問するか、講義終了後に直接質問すること。

リベラリズム（自由主義）の基本的な考え方とその多様な展開について考察す
る。



授業科目名 政治学Ⅱ 【法①～⑫】【経営】 単位数

開講キャンパス代表教員 森　達也

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

この科目は、法学部のDPに示す、国内外の公共的事柄に関する知識を習得し、公平性と客観性を重視した判断が
できるようになることを目指す。

授業の目的

・政治における経験的なものと規範的なものの関係について理解する・政治理論の諸分野に関する基本的知識を
習得する・習得した知識に基づき、現代の政治的諸問題について理性的に考察・議論できる能力を養う

到達目標

政治理論、リベラリズム、民主主義、権力、フェミニズム、多文化主義、ナショナリズム、市民社会授業のキーワード

講義を中心とし、可能な範囲でコメントシート等を用いた授業内討論を実施する。授業の進め方

第1回 講義概要説明とイントロダク
ション

本講義の目的と概要について説明した上で、政治学における規範的な議論の役割
を考える。

第3回 リベラリズム

第4回 分配的正義論 現代の分配的正義論を比較検討し、公平な分配や正義にかなう社会のあり方につ
いて考察する。

第6回 民主主義の理論 民主的意思決定の多様な方法を比較検討しながら、民主主義に関する一面的な見
方を相対化する。

第5回 グローバル正義論 国境を超える正義の可能性、その基本的な考え方、その是非をめぐる論争を検討
する。

第9回 政治理論における個人 政治理論の方法論的前提のひとつである「個人」概念を批判的に考察する
第8回 グローバル民主主義 国境を超えるレベルにおけるデモクラシーの成立可能性を展望する

第7回 熟議民主主義とラディカル・デ
モクラシー

代表制民主主義の枠を超える、デモクラシーのさまざまなあり方を比較検討する

第10回 権力 さまざまな権力概念と、政治社会における多様な権力現象との対応関係をみる
第11回 フェミニズム フェミニズムによる公私二元論批判と、それを通じた「政治」イメージの変容に

ついて考える
第12回 ナショナリズムと多文化主義 国民国家の自明性を批判的に考察することで多文化主義への展望をひらくと同時

に、ナショナルなものの規範的な価値を再考する

第15回 総轄 義内容を振り返り、現代社会において規範的な思考が果たすべき役割について再
考する

授業時間外に必要な学修 予習：教科書の次回講義範囲を熟読する。復習：講義での不明な点や疑問点を調べ、次回質問すべきこと
をノート等に整理しておく。

提出課題など ・配布用紙に「本日の講義の要点」と「質問事項」を記入し、授業終了時に毎回提出する。・その他の課
題については授業中に適宜指示する。

成績評価方法・基準 学期末試験：60％　論述式試験を実施する（詳細については講義中に説明する）授業内課題：40％　コメ
ントシートの提出、および授業中に適宜指示する課題への取り組み

テキスト 田村哲樹・松元雅和・乙部延剛・山崎望著『ここから始める政治理論』有斐閣、2017年
指定図書
参考書 ・川崎修・杉田敦編『現代政治理論（新版）』有斐閣、2012年・デイヴィッド・ミラー著『はじめての政

治哲学』山岡龍一・森達也訳、岩波書店、2019年　その他、授業中に適宜紹介する。

第2回 政治とは何か 「政治」を構成する基本的諸要素（意思決定、正統性、権力など）について考察
する。

第14回 シティズンシップ シティズンシップの歴史とグローバル化の時代における諸理論を概観する

第13回 市民社会とコミュニティ 公共性概念を歴史的に展望したのち、現代社会における公共的なものの成立可能
性を考える

履修するにあたって ・高校の「政治経済」または「倫理政経」の関連箇所を必要に応じて復習しておくこと。・普段から新聞等で国
内外のニュースを読み、時事問題に通じておくことが望ましい。・内容に不明な点がある場合、コメントシート
を使って質問するか、講義終了後に直接質問すること。

リベラリズム（自由主義）の基本的な考え方とその多様な展開について考察す
る。



授業科目名 教育制度論 (資格) 単位数

開講キャンパス代表教員 山下　恭

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

〇後期で対面授業ができるとの前提でシラバスを作成しています。後期でも状況によってはオンライン授業とな
る可能性があります。〇座学中心の授業です。〇江戸時代の教育から始まって明治、大正、昭和前期、戦後の教
育につてその制度がどのように変化してきたのかを資料を読みながら考察します。〇戦後の教育制度の改革を重
点的に学びます。〇適宜参考図書（資料）を紹介し、その感想文を課します。〇前回の授業の感想・質問につい
て答えます。

授業の方法

教育制度について、その変遷を深く学ぶ。教育がなぜ社会で必要とされるのかを考えることから始め、その教育
を実現するための教育制度についての基本的知識を習得する。さらに、教育基本法の意義を理解し、その目標実
現のためにはどのような制度が必要かを探求する。加えて、現代日本の教育の現状を分析しその課題を考える。

授業の目的

　教育制度についての認識を持ち、その意義を説明でき、積極的に考える態度を持った学生の形成を到達目標と
する。具体的には、教育制度の重要性、とりわけ教育基本法に則る公教育行政と制度の現状と課題について明確
な認識を持ち、考え、問題に対処できる学生を育成する。社会の変化に応じた急速な教育改革の進行の中、現代
の教育課題についての問題意識を持ちながら、実践的な教育問題の解決力を備えた学習者へと成長できることを
期待する。特に、教職課程の学修を目指す学生には、教員という立場から現代の教育制度の課題について建設的
な議論ができることを目標とする。

到達目標

教育制度、公教育思想、学校教育制度、教育基本法、教育行政、小学校、中学校、高等学校、大学、生涯学習授業のキーワード

講義を基本とする。各講義の内容については、基本的な知識の習得のために、レポートを課する。授業の進め方

第1回 オリエンテーション 自己紹介、講義の目的、講義の内容、方法、評価法についての説明と講義への動
機付けのための教材を提供する。

第3回 近世の教育
第4回 明治期の教育（１） 明治初期の学校制度について考える。学制発布。文部省の設置などの意義につい

て考える。

第6回 大正期の教育 大正デモクラシーと大正自由教育運動の展開
第5回 明治期の教育（２） 教育令・改正教育令・学校令の施行。教育勅語の制定と教育制度

第9回 戦後の教育改革（２） 教育基本法を学ぶ。内容の紹介と解説。
第8回 戦後の教育改革（１） GHQの改革とアメリカ教育視察団の提言
第7回 昭和前期の教育 戦前の軍国主義教育・学童疎開・学徒動員・学徒出陣について考える。

第10回 戦後の教育改革（３） 学校制度の再構築。小学校と新制中学校・高等学校について考える。
第11回 主権回復と教育制度 講和条約締結後日本の主権は回復します。それ以降日本の教育はどのように変

わったのだろうか。
第12回 高度経済成長と教育 高度経済成長期に日本の社会は豊かになり、高校や大学への進学率は急速に伸び

る。この当時の教育について考える。

第15回 現代教育の現状と課題 現代教育は社会の変化にどのように対応しようとしているのか。現状を分析して
今後の教育現場の在り方について考える。

授業時間外に必要な学修 講義の事前学習として、シラバスに表示されているテーマについての情報収集を行うこと。新聞や雑誌の
切り抜きや、気づいたことを記録するなど積極的に取り組むこと。

提出課題など 随時課題レポートを課します。課題テーマは授業で指示します。
成績評価方法・基準 講義中に実施する毎回の出席カードによる評価と、総括的なレポートによって評価する。また定期考査を

実施する。
テキスト 文部省「学制百年史」、「学制百二十年史」兵庫県「兵庫県百年史」など。必要なものは講師が用意しま

す。
指定図書 指定図書は、各講義で示す。
参考書 文部科学省のホームページ、国立教育政策研究所のホームページを随時参考とすること。

第2回 近代以前の学校 日本の近代以前(江戸時代）の教育制度について講義する。

第14回 学習指導要領の役割 学習指導要領の現代までの変遷を学び当時の社会との関連を考える

第13回 国際化社会と高度情報化社会の
到来と教育

国際化の進展と高度情報化社会の到来。教育現場はどのように対応していくのだ
ろう。

履修するにあたって ①出席が10回に満たない場合には評価の対象になりません。したがって必ず10回以上の出席が必要です。②授業
に臨むにあたっては、携帯電話・スマートフォンの電源は切ってください。また机上に飲食物など置かないでく
ださい。③20分を超えての遅刻は認めません。出席カードは配布しません。

兵庫県下の藩校・私塾などについて考える



授業科目名 教職実践演習（中・高教諭） (資格) 単位数

開講キャンパス代表教員 山下　恭

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

〇教育実習の成果を各自発表する。そのために教育実習報告会を実施する。〇神戸学院大学付属中学校・高等学
校へ授業見学会を実施する。見学報告を課する。〇教育実習期間に行った研究授業を再度行ってもらい、合評を
する。〇教育技術の向上のために自身で選択したテーマについての用語説明会を実施する。〇現代教育の抱える
多くの問題からテーマを選び、グループで討議し、その成果を発表する。

授業の方法

本講座は教職課程の総括をする講座としての性格が強い。教育実習を終えて教師の途を確固たるものにした受講
生を対象にするものである。その意味で教育実習を振り返り、各自の課題を明らかにし、さらにその克服のため
の専門性の向上を目的とするものである。具体的には教壇に立った時に要求される教師の表現能力（説明力・板
書力など）の向上を図るものである。担当講師は中学校に8年間、高等学校に33年間の勤務経験があり、かつ大学
の教職教育に10年間携わった実務経験のある教員です。

授業の目的

①教科内容の用語を基本的知識として理解し他者に口頭で説明できる　②文章を読み理解し、黒板を使って説明
できる。　③地図や関係図を描いて説明できる　④自分にしかできない授業スタイルを持つことが出来る ⑤現代
教育の抱える問題について解決法を考え提示できる。

到達目標

教育実習体験報告　　説明技術　模擬授業　合評会　 授業見学会　グループ討議授業のキーワード

教育実習を振り返り、自身の体験を報告する。用語の説明・板書技術の向上を図り、各自の授業スタイルを構築
する。教育実習で行った同じテーマで模擬授業を行い合評を実施する。

授業の進め方

第1回 ガイダンス 開講にあたって １．講座の概要　２．教育実習実践報告　３．用語説明演習　４．板書技術向上
演習　５．模擬授業の実践

第3回 教育実習報告（２）教育実習を
振り返って

第4回 教育実習報告（３）教育実習を
振り返って

１．教育実習の受講生の報告と質疑応答　　２．実習体験レポートの作成

第6回 用語説明演習（１）歴史分野用
語説明

各自が選択した歴史事象について説明する　　　(例）石高制　　遣唐使　国学
　ミラノ勅令　ウイーン会議　

第5回 教育実習報告（４）教育実習を
振り返って

１．教育実習の受講生の報告と質疑応答　　２．実習体験レポートの作成

第9回 授業見学 付属中学校・高等学校の訪問。実際の授業を見学する。

第8回 用語説明演習（３）地理分野用
語説明

各自が選択した地理分野の用語について説明する　（例）リアス式海岸　　地中
海式気候　　栽培漁業　

第7回 用語説明演習（２）公民分野用
語説明

各自が選択した公民分野の用語について説明する　　（例）憲法第9条　三審制
　GDP　国連憲章

第10回 現代の教育問題（１） 教育現場が抱える生徒指導上の問題について考えます。グループ討議を行いま
す。テーマは授業で提示します。

第11回 現代の教育問題（２） 教育現場が抱える教科指導の問題についてグループ討議する。討議のテーマは授
業の中で指示します。

第12回 模擬授業（１）教育実習先での
研究授業の再現

模擬授業　　合評　　模擬授業評価記入　　課題レポート

第15回 模擬授業（４）教育実習先での
研究授業の再現

模擬授業　　合評　　模擬授業評価記入　　課題レポート

授業時間外に必要な学修 教育実習で見つかった自身の課題を振り返り克服する方法を考える。実習先で行った研究授業を基礎にさ
らに授業技術の向上を図るために用語説明力をつける。そのために訓練をおこなうことが必要である。実
習先で行った研究授業を再度行うための準備が3時間必要となる。課題レポートの作成には数時間必要と
なる。

提出課題など 教育実習体験レポート　模擬授業体験レポート　学習指導案  授業見学会レポート
成績評価方法・基準 定期考査は実施しない　教育実習体験レポート（20％）　模擬授業実践（40％）　学習指導案・模擬授業

体験レポート（20％） 授業見学会報告レポート（10％）　用語説明演習発表（10％）
テキスト 講師がプリントなどの資料を用意します。
指定図書 授業中に随時紹介します。
参考書 授業中に随時紹介します。

第2回 教育実習報告（１）教育実習を
振り返って

１．教育実習の受講生の報告と質疑応答　　２．実習体験レポートの作成

第14回 模擬授業（３）教育実習先での
研究授業の再現

模擬授業　　合評　　模擬授業評価記入　　課題レポート

第13回 模擬授業（２）教育実習先での
研究授業の再現

模擬授業　　合評　　模擬授業評価記入　　課題レポート

履修するにあたって ①教育実習時の自分を振り返る。実習中の資料は保管しておく。反省点問題点を整理しておく　②講義中の入退
室は認めません　③20分以上の遅刻者には出席カードは配りません。④授業に臨むに当たり携帯・スマホの電源
はOFFにしてください。　⑤10回以上の出席がなければ評価の対象になりません。

１．教育実習の受講生の報告と質疑応答　　２．実習体験レポートの作成



授業科目名 地誌学 単位数

開講キャンパス代表教員 矢嶋　巌

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

本授業では、現代社会を理解するための一研究手法として、地誌学を講じます。地誌学は、ある地域について、
自然、人文、社会の点から総合的に説明し、その地域性について考察する分野です。地域を総合的に捉える視点
を持つことは、地域を取り上げるさまざまな研究において有用ですし、実社会において地域と関わる業務に携わ
る際においても役立つことでしょう。世界と日本の地域性についての視野を得るために、授業の前半では、近代
以降に農村から観光都市として発展した兵庫県宝塚市を取り上げ、自然環境、歴史、人々の暮らしの変化につい
て取り上げます。また、後半では、多民族社会であるアメリカ合衆国の成り立ちについて考えます。国あるいは
地方というスケール（縮尺）が異なる地域を対象に、地域を特徴づけるテーマに向かいつつ地域のさまざまな要
素を述べることにより、スケールが異なっても、地域を総合的に捉える視点を持つことが有する意味について理
解することを狙います。結果的に、人文学科ディプロマポリシーにある、複数の分野の基礎知識を教養として身
につけるため、また、自然と人間、社会的・文化的活動に関するさまざまな知識の相互関連についての理解や、
知識を活用しての問題を解決する考察力を修得することを狙います。なお、本授業では、受講学生自身が、地誌
理解を深めるために自ら地域を研究し、各自が現地を訪れることを課題に含む地誌研究レポートを授業期間中に
課します。

授業の目的

取り上げた地域の特徴をなす自然、人文、社会の諸要素の展開について理解するとともに、要素間の関係性につ
いて認識する。人文分野における地域的研究の際に求められる地域理解のための基礎力を養う。地図や統計資料
を活用するための基礎力を修得する。

到達目標

授業のキーワード

講義形式で実施する。必要に応じて、ビデオなどの映像資料も活用する。授業の進め方

第1回 ガイダンスと地誌学の意義、世
界の地域区分

この授業の進め方について説明したのち、地誌学の目的と方法について説明しま
す。

第3回 宝塚の自然環境
第4回 近世の宝塚 近世の宝塚について説明します。

第6回 宝塚の観光地域化 近代における電気鉄道の敷設と電鉄会社による観光開発について紹介します。
第5回 近代の宝塚 近代の宝塚の変容について説明します。　

第9回 アメリカ合衆国の自然環境 アメリカ合衆国の地形と気候について説明します。
第8回 北アメリカ大陸への人類の到達 北アメリカ大陸の氷河期と人類の到達について説明します。

第7回 現代の宝塚の構造 第二次世界大戦後の宝塚市の成立、人口増加、産業の変容、都市再開発について
紹介します。

第10回 アメリカ合衆国における農業の
発達

アメリカ合衆国の農業発達史について説明します。

第11回 アメリカ合衆国の農産物輸出 アメリカ合衆国の穀物輸出と国際情勢について説明します。
第12回 アメリカ合衆国における工業の

発達その1
アメリカ合衆国の工業発達について、世界恐慌までを取り上げ解説します。

第15回 地誌理解の意義 これまでの講義を振り返り、地誌を理解することが持つ意義について考えます。

授業時間外に必要な学修 シラバスを参考にして、講義前に関係する事項について1時間程度の予習を、また、講義後には授業内容
について1時間程度の復習をすることを心がけて下さい。また、日頃から地誌的視点でさまざまな地域の
景観を観察したり、テレビ番組を見ることを心がけて下さい。

提出課題など 一つの市町村区を取り上げて地誌研究を行うレポートを、授業期間中（11月出題、1月初旬提出期限の予
定）に必修で課します。このレポートでは、各自が取り上げた地域を自らが実際に訪れて、関係する写真
を撮影して掲載することを求めます。また、講義中に、講義内容に関する小レポートを随時実施します。
フィードバックとして、受講者の理解を深めるために、前回の小レポートをいくつかを選んで、匿名にて
論評することがあります。

成績評価方法・基準 定期試験40%、地誌研究レポート30％、小レポート30％で評価します。出席状況は重視します。
テキスト 使用しません。
指定図書
参考書 菊地俊夫編（2011）『世界地誌シリーズ1日本』朝倉書店定藤繁樹編著（2017）『たからづか学―まちの

姿と歴史文化が語る宝塚―』関西学院大学出版会田辺眞人監修、宝塚市文化財団編（2015）『宝塚まちか
ど学【新版】』神戸新聞総合出版センター田中義岳（2019）『地域のガバナンスと自治―平等参加・伝統
主義をめぐる宝塚市民活動の葛藤―』東信堂デイヴィッド・マイケリス著、古屋美登里訳（2019）『ス
ヌーピーの父チャールズ・シュルツ伝』亜紀書房富田虎男・鵜月裕典・佐藤円（2015）『アメリカの歴史
を知るための63章第3版』明石書店矢ケ崎典隆編（2011） 『世界地誌シリーズ4アメリカ』朝倉書店矢野
恒太記念会編集発行（2019）『日本国勢図会2019/20』矢野恒太記念会編集発行（2019）『世界国勢図会
2019/20』

第2回 日本の地域区分と日本地誌概観 日本の地域区分について考えます。　

第14回 アメリカ合衆国の人口・民族 アメリカ合衆国の人口・民族について、マンガPeanutsを題材に読み解きます。

第13回 アメリカ合衆国における工業の
発達その2

アメリカ合衆国の工業発達史について、世界恐慌後から現代までを取り上げ解説
します。

履修するにあたって 関係科目である地域フィールドワーク論Ⅰ、都市・村落研究、地域社会分析Ⅰ、人文地理学、地域形成論、自然
地理学も履修することが望ましい。

宝塚の自然環境について説明します。



授業科目名 地誌学 単位数

開講キャンパス代表教員 矢嶋　巌

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

本授業では、現代社会を理解するための一研究手法として、地誌学を講じます。地誌学は、ある地域について、
自然、人文、社会の点から総合的に説明し、その地域性について考察する分野です。地域を総合的に捉える視点
を持つことは、地域を取り上げるさまざまな研究において有用ですし、実社会において地域と関わる業務に携わ
る際においても役立つことでしょう。世界と日本の地域性についての視野を得るために、授業の前半では、近代
以降に農村から観光都市として発展した兵庫県宝塚市を取り上げ、自然環境、歴史、人々の暮らしの変化につい
て取り上げます。また、後半では、多民族社会であるアメリカ合衆国の成り立ちについて考えます。国あるいは
地方というスケール（縮尺）が異なる地域を対象に、地域を特徴づけるテーマに向かいつつ地域のさまざまな要
素を述べることにより、スケールが異なっても、地域を総合的に捉える視点を持つことが有する意味について理
解することを狙います。結果的に、人文学科ディプロマポリシーにある、複数の分野の基礎知識を教養として身
につけるため、また、自然と人間、社会的・文化的活動に関するさまざまな知識の相互関連についての理解や、
知識を活用しての問題を解決する考察力を修得することを狙います。なお、本授業では、受講学生自身が、地誌
理解を深めるために自ら地域を研究し、各自が現地を訪れることを課題に含む地誌研究レポートを授業期間中に
課します。

授業の目的

取り上げた地域の特徴をなす自然、人文、社会の諸要素の展開について理解するとともに、要素間の関係性につ
いて認識する。人文分野における地域的研究の際に求められる地域理解のための基礎力を養う。地図や統計資料
を活用するための基礎力を修得する。

到達目標

授業のキーワード

講義形式で実施する。必要に応じて、ビデオなどの映像資料も活用する。授業の進め方

第1回 ガイダンスと地誌学の意義、世
界の地域区分

この授業の進め方について説明したのち、地誌学の目的と方法について説明しま
す。

第3回 宝塚の自然環境
第4回 近世の宝塚 近世の宝塚について説明します。

第6回 宝塚の観光地域化 近代における電気鉄道の敷設と電鉄会社による観光開発について紹介します。
第5回 近代の宝塚 近代の宝塚の変容について説明します。　

第9回 アメリカ合衆国の自然環境 アメリカ合衆国の地形と気候について説明します。
第8回 北アメリカ大陸への人類の到達 北アメリカ大陸の氷河期と人類の到達について説明します。

第7回 現代の宝塚の構造 第二次世界大戦後の宝塚市の成立、人口増加、産業の変容、都市再開発について
紹介します。

第10回 アメリカ合衆国における農業の
発達

アメリカ合衆国の農業発達史について説明します。

第11回 アメリカ合衆国の農産物輸出 アメリカ合衆国の穀物輸出と国際情勢について説明します。
第12回 アメリカ合衆国における工業の

発達その1
アメリカ合衆国の工業発達について、世界恐慌までを取り上げ解説します。

第15回 地誌理解の意義 これまでの講義を振り返り、地誌を理解することが持つ意義について考えます。

授業時間外に必要な学修 シラバスを参考にして、講義前に関係する事項について1時間程度の予習を、また、講義後には授業内容
について1時間程度の復習をすることを心がけて下さい。また、日頃から地誌的視点でさまざまな地域の
景観を観察したり、テレビ番組を見ることを心がけて下さい。

提出課題など 一つの市町村区を取り上げて地誌研究を行うレポートを、授業期間中（11月出題、1月初旬提出期限の予
定）に必修で課します。このレポートでは、各自が取り上げた地域を自らが実際に訪れて、関係する写真
を撮影して掲載することを求めます。また、講義中に、講義内容に関する小レポートを随時実施します。
フィードバックとして、受講者の理解を深めるために、前回の小レポートをいくつかを選んで、匿名にて
論評することがあります。

成績評価方法・基準 定期試験40%、地誌研究レポート30％、小レポート30％で評価します。出席状況は重視します。
テキスト 使用しません。
指定図書
参考書 菊地俊夫編（2011）『世界地誌シリーズ1日本』朝倉書店定藤繁樹編著（2017）『たからづか学―まちの

姿と歴史文化が語る宝塚―』関西学院大学出版会田辺眞人監修、宝塚市文化財団編（2015）『宝塚まちか
ど学【新版】』神戸新聞総合出版センター田中義岳（2019）『地域のガバナンスと自治―平等参加・伝統
主義をめぐる宝塚市民活動の葛藤―』東信堂デイヴィッド・マイケリス著、古屋美登里訳（2019）『ス
ヌーピーの父チャールズ・シュルツ伝』亜紀書房富田虎男・鵜月裕典・佐藤円（2015）『アメリカの歴史
を知るための63章第3版』明石書店矢ケ崎典隆編（2011） 『世界地誌シリーズ4アメリカ』朝倉書店矢野
恒太記念会編集発行（2019）『日本国勢図会2019/20』矢野恒太記念会編集発行（2019）『世界国勢図会
2019/20』

第2回 日本の地域区分と日本地誌概観 日本の地域区分について考えます。　

第14回 アメリカ合衆国の人口・民族 アメリカ合衆国の人口・民族について、マンガPeanutsを題材に読み解きます。

第13回 アメリカ合衆国における工業の
発達その2

アメリカ合衆国の工業発達史について、世界恐慌後から現代までを取り上げ解説
します。

履修するにあたって 関係科目である地域フィールドワーク論Ⅰ、都市・村落研究、地域社会分析Ⅰ、人文地理学、地域形成論、自然
地理学も履修することが望ましい。

宝塚の自然環境について説明します。



授業科目名 地域形成論 単位数

開講キャンパス代表教員 矢嶋　巌

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

人文科学における卒業論文研究においては、さまざまな地域を扱う研究が少なくありません。地域は、自然、人
文、社会の要素がさまざまに関係し合って成り立っています。特定の地域そのものを研究対象とした研究はもち
ろんのこと、文学や歴史、芸術、環境など、地域的背景が重要な要素となる人文分野の研究を行なう場合、その
地域をいかに理解できるかが、研究を成功させる鍵の一つとなることでしょう。また、地域理解のために、さま
ざまなメディアコンテンツを資料として活用することにより、より好奇心を持って地域を理解することができる
でしょう。この授業では、異なる特徴を有する地域を取り上げ、地域の成り立ちについて考えます。環境がどの
ように利用され改変されて人々の生活の舞台とされ、特徴的な地域が形成されてきたのかについて、具体的な事
例を取り上げて論じ、地域の成り立ちに影響を及ぼした要因について考えます。その際、演芸、絵画、新聞報
道、映画、文芸など、さまざまなメディアコンテンツによる作品・資料を活用し、理解に役立てます。これによ
り、人文学科ディプロマポリシーにある、自然と人間、社会的・文化的活動に関するさまざまな知識の相互関連
についての理解や、知識を活用しての問題を解決する考察力を修得することを目指します。

授業の目的

・地域の特徴をなす自然、人文、社会の各要素間の関係性について理解し、地域を総合的に考察する力を養
う。・人文分野における地域的研究の際に求められる地域理解のための応用力を養う。・高等学校地歴科・中学
校社会科分野や地域に関係する業務を遂行する際に有用な基礎力を得る。・地域で賢く生きていくための総合力
を得る。

到達目標

授業のキーワード

講義形式で実施する。必要に応じて、ビデオなどの映像資料も活用する。授業の進め方

第1回 ガイダンス 本授業の目的と方法、授業の進め方について説明します。

第3回 日本の河川と地域(2)　

第4回 日本の災害と地域(1) 日本の災害と人々の関わりについて大阪平野の水害から考えます。新聞記事を資
料に用いて、淀川を中心に発生してきた大阪平野の水害の歴史と対策について概
観します。

第6回 日本の交通と地域(1) 日本の交通発達と人々の関わりについて、阪神電鉄による甲子園開発の歴史から
考えます。近代の関西における私鉄ビジネスを取り上げたビデオ映像も活用し、
阪神電鉄の創業と沿線開発について説明します。

第5回 日本の災害と地域(2)　 日本の災害と人々の関わりについて大阪平野の水害から考えます。第二次世界大
戦後に大阪平野の各地で発生した都市水害について説明します。また、東京の水
害についても考えます。

第9回 日本の都市化と地域(1) 日本の都市化と人々の関わりについて、団地から考えます。多摩ニュータウンの
団地に暮らす少女を主人公とした映画『耳をすませば』も活用し、団地という存
在について考えます。

第8回 日本の交通と地域(3) 日本の交通発達と人々の関わりについて、阪神電鉄による甲子園開発の歴史から
考えます。阪神電鉄による甲子園開発の歴史を踏まえ、近代における京阪神地方
の都市化と鉄道との関わりについて考えます。

第7回 日本の交通と地域(2)　 日本の交通発達と人々の関わりについて、阪神電鉄による甲子園開発の歴史から
考えます。阪神電鉄による甲子園開発の背景、事業の概要、もたらした影響につ
いて説明します。

第10回 日本の都市化と地域(2) 日本の都市化と人々の関わりについて、団地から考えます。ニュータウンへと変
貌した丘陵に住んでいた狸たちを主人公とする映画『平成狸合戦ぽんぽこ』も活
用し、大規模住宅団地開発としてのニュータウン開発について説明します。神戸
におけるニュータウン開発についても紹介します。

第11回 日本の都市化と地域(3)　 日本の都市化と人々の関わりについて、団地から考えます。団地・ニュータウン
開発を引き起こした第二次世界大戦後の住宅難、その背景としてのイギリスにお
ける田園都市構想について説明します。

第12回 日本の観光と地域(1)　 日本の観光と人々の関わりについて、関西の観光地から考えます。まず日本の観
光の歴史について説明します。

第15回 まとめ 地域を総合的に把握する意味は何なのか、将来地域はどうあるべきなのか、さま
ざまなメディアコンテンツによって描かれる地域をどう考えたらよいのか、考察
します。

授業時間外に必要な学修 シラバスを参考にして、講義前に関係する事項について1時間程度の予習を、また、講義後には授業内容
について1時間程度の復習をすることを心がけて下さい。また、日頃から意識して景観を観察したり、地
域の産業について取り上げたテレビ番組や新聞記事などを見ることを心がけて下さい。

提出課題など 講義中に、講義内容に関する小レポートを時々実施します。なお、受講者の理解を深めるために、いくつ
かを選んで、次回の授業で匿名にて論評します。

成績評価方法・基準 定期試験70％、時々とる小レポート30％の割合で評価します。
テキスト 山口 覚・水田憲志・金子直樹・吉田雄介・中窪啓介・矢嶋 巌（2019）『図説 京阪神の地理―地図から

学ぶ―』ミネルヴァ書房
指定図書
参考書 赤井正二（2016）『旅行のモダニズム―大正昭和前期の社会文化変動』ナカニシヤ出版石田光規編著

（2018）『郊外社会の分断と再編―つくられたまち・多摩ニュータウンのその後―』晃洋書房老川 慶喜
（2017）『鉄道と観光の近現代史』河出書房新社玉井信之編（2014）『大学土木河川工学改訂2版』オー

第2回 日本の河川と地域(1) 日本の河川と人々の関わりについて交通から考えます。近世に発達し近代に衰退
した淀川舟運の背景としての、近畿地方中央部の自然環境について説明します。

第14回 日本の観光と地域(3)　 日本の観光と人々の関わりについて、関西の観光地から考えます。神戸市北区の
有馬温泉を取り上げ、近世における温泉地の形成と、近代以降の鉄道敷設による
発展、高度経済成長期以降のマスツーリズムの影響について説明します。

第13回 日本の観光と地域(2)　 日本の観光と人々の関わりについて、関西の観光地から考えます。大阪天保山を
事例に、近世後期の大坂において有数の観光地となった経緯、1990年代以降
ウォーターフロント開発の潮流を受けて再び脚光を浴び観光地として発展した状
況について説明します。

履修するにあたって 関係科目である地域フィールドワーク論Ⅰ、地誌学、人文地理学、地域社会分析Ⅰ、自然地理学、都市・村落研
究も履修することが望ましい。

日本の河川と人々の関わりについて交通から考えます。近世に発達し近代に衰退
した淀川舟運について、浪曲や浮世絵も参考資料にして説明します。



ム社平岡昭利編（2019）『読みたくなる「地図」国土編―日本の国土はどう変わったか』海青社平山昇
（2012）『鉄道が変えた社寺参詣―初詣は鉄道とともに生まれ育った ―』交通新聞社平山昇（2015）
『初詣の社会史―鉄道が生んだ娯楽とナショナリズム―』東京大学出版会日本民俗建築学会（2010）『日
本の生活環境文化大事典―受け継がれる暮らしと景観』柏書房三木理史（2010）『都市交通の成立』日本
経済評論社水内俊雄・加藤政洋・大城直樹（2008）『モダン都市の系譜―地図から読み解く社会と空間
―』ナカニシヤ出版矢野恒太記念会編集発行（2019）『日本国勢図会2019/20』



授業科目名 地域形成論 単位数

開講キャンパス代表教員 矢嶋　巌

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

人文科学における卒業論文研究においては、さまざまな地域を扱う研究が少なくありません。地域は、自然、人
文、社会の要素がさまざまに関係し合って成り立っています。特定の地域そのものを研究対象とした研究はもち
ろんのこと、文学や歴史、芸術、環境など、地域的背景が重要な要素となる人文分野の研究を行なう場合、その
地域をいかに理解できるかが、研究を成功させる鍵の一つとなることでしょう。また、地域理解のために、さま
ざまなメディアコンテンツを資料として活用することにより、より好奇心を持って地域を理解することができる
でしょう。この授業では、異なる特徴を有する地域を取り上げ、地域の成り立ちについて考えます。環境がどの
ように利用され改変されて人々の生活の舞台とされ、特徴的な地域が形成されてきたのかについて、具体的な事
例を取り上げて論じ、地域の成り立ちに影響を及ぼした要因について考えます。その際、演芸、絵画、新聞報
道、映画、文芸など、さまざまなメディアコンテンツによる作品・資料を活用し、理解に役立てます。これによ
り、人文学科ディプロマポリシーにある、自然と人間、社会的・文化的活動に関するさまざまな知識の相互関連
についての理解や、知識を活用しての問題を解決する考察力を修得することを目指します。

授業の目的

・地域の特徴をなす自然、人文、社会の各要素間の関係性について理解し、地域を総合的に考察する力を養
う。・人文分野における地域的研究の際に求められる地域理解のための応用力を養う。・高等学校地歴科・中学
校社会科分野や地域に関係する業務を遂行する際に有用な基礎力を得る。・地域で賢く生きていくための総合力
を得る。

到達目標

授業のキーワード

講義形式で実施する。必要に応じて、ビデオなどの映像資料も活用する。授業の進め方

第1回 ガイダンス 本授業の目的と方法、授業の進め方について説明します。

第3回 日本の河川と地域(2)　

第4回 日本の災害と地域(1) 日本の災害と人々の関わりについて大阪平野の水害から考えます。新聞記事を資
料に用いて、淀川を中心に発生してきた大阪平野の水害の歴史と対策について概
観します。

第6回 日本の交通と地域(1) 日本の交通発達と人々の関わりについて、阪神電鉄による甲子園開発の歴史から
考えます。近代の関西における私鉄ビジネスを取り上げたビデオ映像も活用し、
阪神電鉄の創業と沿線開発について説明します。

第5回 日本の災害と地域(2)　 日本の災害と人々の関わりについて大阪平野の水害から考えます。第二次世界大
戦後に大阪平野の各地で発生した都市水害について説明します。また、東京の水
害についても考えます。

第9回 日本の都市化と地域(1) 日本の都市化と人々の関わりについて、団地から考えます。多摩ニュータウンの
団地に暮らす少女を主人公とした映画『耳をすませば』も活用し、団地という存
在について考えます。

第8回 日本の交通と地域(3) 日本の交通発達と人々の関わりについて、阪神電鉄による甲子園開発の歴史から
考えます。阪神電鉄による甲子園開発の歴史を踏まえ、近代における京阪神地方
の都市化と鉄道との関わりについて考えます。

第7回 日本の交通と地域(2)　 日本の交通発達と人々の関わりについて、阪神電鉄による甲子園開発の歴史から
考えます。阪神電鉄による甲子園開発の背景、事業の概要、もたらした影響につ
いて説明します。

第10回 日本の都市化と地域(2) 日本の都市化と人々の関わりについて、団地から考えます。ニュータウンへと変
貌した丘陵に住んでいた狸たちを主人公とする映画『平成狸合戦ぽんぽこ』も活
用し、大規模住宅団地開発としてのニュータウン開発について説明します。神戸
におけるニュータウン開発についても紹介します。

第11回 日本の都市化と地域(3)　 日本の都市化と人々の関わりについて、団地から考えます。団地・ニュータウン
開発を引き起こした第二次世界大戦後の住宅難、その背景としてのイギリスにお
ける田園都市構想について説明します。

第12回 日本の観光と地域(1)　 日本の観光と人々の関わりについて、関西の観光地から考えます。まず日本の観
光の歴史について説明します。

第15回 まとめ 地域を総合的に把握する意味は何なのか、将来地域はどうあるべきなのか、さま
ざまなメディアコンテンツによって描かれる地域をどう考えたらよいのか、考察
します。

授業時間外に必要な学修 シラバスを参考にして、講義前に関係する事項について1時間程度の予習を、また、講義後には授業内容
について1時間程度の復習をすることを心がけて下さい。また、日頃から意識して景観を観察したり、地
域の産業について取り上げたテレビ番組や新聞記事などを見ることを心がけて下さい。

提出課題など 講義中に、講義内容に関する小レポートを時々実施します。なお、受講者の理解を深めるために、いくつ
かを選んで、次回の授業で匿名にて論評します。

成績評価方法・基準 定期試験70％、時々とる小レポート30％の割合で評価します。
テキスト 山口 覚・水田憲志・金子直樹・吉田雄介・中窪啓介・矢嶋 巌（2019）『図説 京阪神の地理―地図から

学ぶ―』ミネルヴァ書房
指定図書
参考書 赤井正二（2016）『旅行のモダニズム―大正昭和前期の社会文化変動』ナカニシヤ出版石田光規編著

（2018）『郊外社会の分断と再編―つくられたまち・多摩ニュータウンのその後―』晃洋書房老川 慶喜
（2017）『鉄道と観光の近現代史』河出書房新社玉井信之編（2014）『大学土木河川工学改訂2版』オー

第2回 日本の河川と地域(1) 日本の河川と人々の関わりについて交通から考えます。近世に発達し近代に衰退
した淀川舟運の背景としての、近畿地方中央部の自然環境について説明します。

第14回 日本の観光と地域(3)　 日本の観光と人々の関わりについて、関西の観光地から考えます。神戸市北区の
有馬温泉を取り上げ、近世における温泉地の形成と、近代以降の鉄道敷設による
発展、高度経済成長期以降のマスツーリズムの影響について説明します。

第13回 日本の観光と地域(2)　 日本の観光と人々の関わりについて、関西の観光地から考えます。大阪天保山を
事例に、近世後期の大坂において有数の観光地となった経緯、1990年代以降
ウォーターフロント開発の潮流を受けて再び脚光を浴び観光地として発展した状
況について説明します。

履修するにあたって 関係科目である地域フィールドワーク論Ⅰ、地誌学、人文地理学、地域社会分析Ⅰ、自然地理学、都市・村落研
究も履修することが望ましい。

日本の河川と人々の関わりについて交通から考えます。近世に発達し近代に衰退
した淀川舟運について、浪曲や浮世絵も参考資料にして説明します。



ム社平岡昭利編（2019）『読みたくなる「地図」国土編―日本の国土はどう変わったか』海青社平山昇
（2012）『鉄道が変えた社寺参詣―初詣は鉄道とともに生まれ育った ―』交通新聞社平山昇（2015）
『初詣の社会史―鉄道が生んだ娯楽とナショナリズム―』東京大学出版会日本民俗建築学会（2010）『日
本の生活環境文化大事典―受け継がれる暮らしと景観』柏書房三木理史（2010）『都市交通の成立』日本
経済評論社水内俊雄・加藤政洋・大城直樹（2008）『モダン都市の系譜―地図から読み解く社会と空間
―』ナカニシヤ出版矢野恒太記念会編集発行（2019）『日本国勢図会2019/20』



授業科目名 財政学 【総合】 単位数

開講キャンパス代表教員 安岡　匡也

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜1限 火曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

4

有瀬

講義授業の方法

財政とは、広く政府の経済活動のことを指す。それは我々の生活の中で身近な存在である。そして、財政学とは
政府の経済活動が人々の行動にどのような影響を与えるのかを明らかにし、財政の望ましい姿を検討する学問で
あると言える。本講義を通じて、財政の仕組みや政府の経済活動が、我々の生活にどのような影響を及ぼすの
か、さらに現実の財政事情がどんな状態であるのかを説明する。そして、１人でも多くの人が日本の財政問題に
対して関心を持つことをねらいとしたい。このような授業目的は全学及び経済学部のDP（ディプロマポリシー）
とも整合的である。

授業の目的

税と社会保障の改革はどうあるべきかについて、自ら意見を積極的に述べられるようになることが最終目標であ
る。

到達目標

租税、予算の仕組み、社会保障制度授業のキーワード

テキストに従って講義を進める。テキストだけでは不十分と思われる論点についてはレジュメを適宜用意する。授業の進め方

第１回 財政とは何か？（前半のイント
ロダクション）

財政の３つの機能と財政学の変遷、財政学が取り組むべき問題について説明す
る。

第３回 租税①
第４回 租税② 日本の法人税、消費税制度について説明する。

第６回 租税④ 望ましい租税制度の在り方について課税原則の観点から説明する。
第５回 租税③ 望ましい租税制度の在り方について応益説と応能説の観点から説明する。

第９回 日本の財政制度② 地方財政制度について説明する。

第８回 公債 日本の公債発行のしくみ及び公債発行の将来世代への負担の転嫁について説明す
る。

第７回 租税⑤ 望ましい租税制度の在り方について最適課税問題の観点から説明する。

第10回 公共財 望ましい公共財の供給のあり方について説明する。また、政治経済学の観点から
実際の公共財の供給の決定についても説明する。

第27回 社会保障の経済分析② 医療制度における混合診療の是非、年金制度における積立方式と賦課方式につい
て説明する。

第11回 マクロ財政政策 租税負担や政府支出が国内総生産にどのような影響を与えるのかを説明する。

第28回 税と社会保障の改革について 今後、持続可能な社会保障制度の維持のために日本の税制と社会保障制度はどう
あるべきかをこれまでの講義内容を元に説明を行う。

第30回 まとめ これまでの内容のまとめを行う。

第29回 社会保障制度と私たちの生活 社会保障制度は私たちの生活にどのような影響を与えているのか。社会保障制度
がないことによってどのような問題が起きるのか、DVDを用いて説明を行う。

第12回 外部性 外部性とは何かを明らかにした上で、望ましい政策のあり方について説明する。

第15回 財政の役割と私たちの生活 財政は私たちの生活でどのような役割を果たしているのか。財政がないことに
よってどのような問題が起きるのか、DVDを用いて説明を行う。

第17回 社会保障制度とは何か？（後半
のイントロダクション）

日本の社会保障制度の概要について説明する。
第16回 前半のまとめ 前半のまとめとして中間試験を行う。

第20回 医療保険制度① 日本の公的医療保険制度について説明する。

第19回 年金制度② 諸外国の公的年金制度を紹介し、それを元に日本の公的年金制度の問題点をどの
ように解決すれば良いのかを説明する。

第18回 年金制度① 日本の公的年金制度について説明する。

第21回 医療保険制度② 日本の公的医療保険制度の問題点と諸外国の医療保険制度について説明する。

第23回 生活保護制度 日本の生活保護制度及び諸外国の公的扶助制度について説明する。
第22回 介護保険制度 日本の公的介護保険制度について説明する。

第24回 雇用保険制度 日本の雇用保険制度について説明する。

第26回 社会保障の経済分析① モラルハザード、逆選択について説明を行った上で、望ましい生活保護制度や公
的医療保険制度について説明する。

第25回 育児支援制度 日本の育児支援制度の仕組み、問題点と諸外国の育児支援制度について説明す
る。

授業時間外に必要な学修 財政学を学ぶことによって、日本経済新聞で説明されている財政学に関するニュースは十分理解できるは
ずである。ただ学ぶだけでなく、学んだことが社会とどのように関連しているかを実感できるためにも新
聞等のニュースをチェックしてほしい。具体的に新聞に記載されている財政のトピックを一週間ごとにま
とめてチェックするだけでも１～２時間くらいはかかるだろう。

提出課題など 必要に応じて、DVDなどを用いた学習を行う予定である。それに関する感想レポートなどの提出を予定し
ている。提出されたレポートについては、どのような観点からレポートを作成してほしかったかなどの論
点とすべき内容を説明することを通じて学生への指導を行いたいと考えている。

成績評価方法・基準 期末試験60%　中間試験40%上記に加えてレポートなどを加点対象とする。
テキスト 安岡　匡也「経済学で考える社会保障制度」中央経済社
指定図書 安岡　匡也「経済学で考える社会保障制度」中央経済社神野真敏・安岡匡也 編著「歴史と理論で考える

　日本の経済政策」中央経済社
参考書 駒村康平・丸山桂・齋藤香里・永井政治「社会保障の基本と仕組みがよーく分かる本（第2版）」　秀和

システム安岡匡也「少子高齢社会における社会政策のあり方を考える」　関西学院大学出版会図説日本の

第２回 日本の財政制度① 国の財政制度における一般会計、特別会計、政府関係機関、財政投融資制度につ
いて説明する。

第14回 財政事情の国際比較 財政事情について先進諸国と比較を行いながら日本の財政事情について説明を行
う。

第13回 所得再分配 ジニ係数や相対的貧困率などの所得格差を測る指標を元に日本の所得格差の現状
について説明する。

履修するにあたって 財政学では制度、事情だけでなく経済理論に基づいた分析も行う。その際、高校程度の数学を必要とするので、
数学について自信がない場合は適宜復習しておくこと（四則演算に加え、二次関数の計算と図形の計算ができれ
ば良い）。

日本の所得税制度について説明する



財政（各年度版）　東洋経済新報社図説日本の税制（各年度版）　財経詳報社



授業科目名 財政学 【総合】 単位数

開講キャンパス代表教員 安岡　匡也

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜1限 火曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

4

有瀬

講義授業の方法

財政とは、広く政府の経済活動のことを指す。それは我々の生活の中で身近な存在である。そして、財政学とは
政府の経済活動が人々の行動にどのような影響を与えるのかを明らかにし、財政の望ましい姿を検討する学問で
あると言える。本講義を通じて、財政の仕組みや政府の経済活動が、我々の生活にどのような影響を及ぼすの
か、さらに現実の財政事情がどんな状態であるのかを説明する。そして、１人でも多くの人が日本の財政問題に
対して関心を持つことをねらいとしたい。このような授業目的は全学及び経済学部のDP（ディプロマポリシー）
とも整合的である。

授業の目的

税と社会保障の改革はどうあるべきかについて、自ら意見を積極的に述べられるようになることが最終目標であ
る。

到達目標

租税、予算の仕組み、社会保障制度授業のキーワード

テキストに従って講義を進める。テキストだけでは不十分と思われる論点についてはレジュメを適宜用意する。授業の進め方

第１回 財政とは何か？（前半のイント
ロダクション）

財政の３つの機能と財政学の変遷、財政学が取り組むべき問題について説明す
る。

第３回 租税①
第４回 租税② 日本の法人税、消費税制度について説明する。

第６回 租税④ 望ましい租税制度の在り方について課税原則の観点から説明する。
第５回 租税③ 望ましい租税制度の在り方について応益説と応能説の観点から説明する。

第９回 日本の財政制度② 地方財政制度について説明する。

第８回 公債 日本の公債発行のしくみ及び公債発行の将来世代への負担の転嫁について説明す
る。

第７回 租税⑤ 望ましい租税制度の在り方について最適課税問題の観点から説明する。

第10回 公共財 望ましい公共財の供給のあり方について説明する。また、政治経済学の観点から
実際の公共財の供給の決定についても説明する。

第27回 社会保障の経済分析② 医療制度における混合診療の是非、年金制度における積立方式と賦課方式につい
て説明する。

第11回 マクロ財政政策 租税負担や政府支出が国内総生産にどのような影響を与えるのかを説明する。

第28回 税と社会保障の改革について 今後、持続可能な社会保障制度の維持のために日本の税制と社会保障制度はどう
あるべきかをこれまでの講義内容を元に説明を行う。

第30回 まとめ これまでの内容のまとめを行う。

第29回 社会保障制度と私たちの生活 社会保障制度は私たちの生活にどのような影響を与えているのか。社会保障制度
がないことによってどのような問題が起きるのか、DVDを用いて説明を行う。

第12回 外部性 外部性とは何かを明らかにした上で、望ましい政策のあり方について説明する。

第15回 財政の役割と私たちの生活 財政は私たちの生活でどのような役割を果たしているのか。財政がないことに
よってどのような問題が起きるのか、DVDを用いて説明を行う。

第17回 社会保障制度とは何か？（後半
のイントロダクション）

日本の社会保障制度の概要について説明する。
第16回 前半のまとめ 前半のまとめとして中間試験を行う。

第20回 医療保険制度① 日本の公的医療保険制度について説明する。

第19回 年金制度② 諸外国の公的年金制度を紹介し、それを元に日本の公的年金制度の問題点をどの
ように解決すれば良いのかを説明する。

第18回 年金制度① 日本の公的年金制度について説明する。

第21回 医療保険制度② 日本の公的医療保険制度の問題点と諸外国の医療保険制度について説明する。

第23回 生活保護制度 日本の生活保護制度及び諸外国の公的扶助制度について説明する。
第22回 介護保険制度 日本の公的介護保険制度について説明する。

第24回 雇用保険制度 日本の雇用保険制度について説明する。

第26回 社会保障の経済分析① モラルハザード、逆選択について説明を行った上で、望ましい生活保護制度や公
的医療保険制度について説明する。

第25回 育児支援制度 日本の育児支援制度の仕組み、問題点と諸外国の育児支援制度について説明す
る。

授業時間外に必要な学修 財政学を学ぶことによって、日本経済新聞で説明されている財政学に関するニュースは十分理解できるは
ずである。ただ学ぶだけでなく、学んだことが社会とどのように関連しているかを実感できるためにも新
聞等のニュースをチェックしてほしい。具体的に新聞に記載されている財政のトピックを一週間ごとにま
とめてチェックするだけでも１～２時間くらいはかかるだろう。

提出課題など 必要に応じて、DVDなどを用いた学習を行う予定である。それに関する感想レポートなどの提出を予定し
ている。提出されたレポートについては、どのような観点からレポートを作成してほしかったかなどの論
点とすべき内容を説明することを通じて学生への指導を行いたいと考えている。

成績評価方法・基準 期末試験60%　中間試験40%上記に加えてレポートなどを加点対象とする。
テキスト 安岡　匡也「経済学で考える社会保障制度」中央経済社
指定図書 安岡　匡也「経済学で考える社会保障制度」中央経済社神野真敏・安岡匡也 編著「歴史と理論で考える

　日本の経済政策」中央経済社
参考書 駒村康平・丸山桂・齋藤香里・永井政治「社会保障の基本と仕組みがよーく分かる本（第2版）」　秀和

システム安岡匡也「少子高齢社会における社会政策のあり方を考える」　関西学院大学出版会図説日本の

第２回 日本の財政制度① 国の財政制度における一般会計、特別会計、政府関係機関、財政投融資制度につ
いて説明する。

第14回 財政事情の国際比較 財政事情について先進諸国と比較を行いながら日本の財政事情について説明を行
う。

第13回 所得再分配 ジニ係数や相対的貧困率などの所得格差を測る指標を元に日本の所得格差の現状
について説明する。

履修するにあたって 財政学では制度、事情だけでなく経済理論に基づいた分析も行う。その際、高校程度の数学を必要とするので、
数学について自信がない場合は適宜復習しておくこと（四則演算に加え、二次関数の計算と図形の計算ができれ
ば良い）。

日本の所得税制度について説明する



財政（各年度版）　東洋経済新報社図説日本の税制（各年度版）　財経詳報社



授業科目名 現代の社会 単位数

開講キャンパス代表教員 山口　真紀

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜5限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

・講義と演習（ディスカッション・発表）のかたちですすめる・継続的および主体的な授業参加を重視する授業の方法

この科目はこれから社会に出て、どのような人生を歩むべきか考えていく必要のある大学生に、現代社会の諸事
情を知り、関心を持ち、どのような大学生活を送るべきかという問いに対して答えを出せるようになることを目
的としている。特に本科目では、全ての人の生にかかわりながら、私的領域に位置付けられているために語られ
ることの少ない性的な出来事あるいはセクシュアリティについて中心的にとりあげ、正しい知識と、それらをめ
ぐる偏見や差別について理解することを通して、自身と他者のセクシュアリティが侵害されることのない社会構
想を得ることを目的とする。この科目は神戸学院大学のDPである「幅広い知識を活用して問題を発見し、解決す
る方策を導くことができる」ことを目指し、「学びを深め、協働して社会に役立てる」ようになることを促す科
目である。

授業の目的

・セクシュアリティの概念、歴史について正確な知識に基づいて説明することができる・セクシュアリティをめ
ぐる現代の諸問題について理解し、自分の言葉で論じることができる

到達目標

セクシュアリティ、セクシュアル・マイノリティ、同性愛、性暴力、性教育授業のキーワード

・講義と演習（ディスカッション）を中心に進める・時勢および受講生の関心を優先するため、必ずしもシラバ
ス通りに進むものではない

授業の進め方

第１回 ガイダンス／セクシュアリティ
の概念

授業の進め方、成績評価について説明する。セクシュアリティについての概念に
ついて確認する。　

第３回 同性愛①
第４回 同性愛② レズビアニズムについての歴史を学び、映像を視聴したのち、ディスカッション

を行う。

第６回 同性愛④ 同性愛と社会運動の歴史について学ぶ。
第５回 同性愛③ 子をもつことや家族についての映像を視聴し、ディスカッションを行う。

第９回 性暴力② 前回の映像の感想をシェアしながら、性暴力が発生するメカニズムや文化的背景
について学ぶ。

第８回 性暴力① 戦時下における性暴力の実態について、映像をもとに学ぶ。
第７回 同性愛⑤ 同性愛と社会運動についての映像を視聴し、ディスカッションを行う。

第１０回 性暴力③ 「痴漢」を題材に、性暴力をめぐる司法システムと社会のあり方について学び、
ディスカッションを行う。

第１１回 性教育① 海外の性教育の実際について、グループに分かれて調べ、検討する。
第１２回 性教育② 前回の検討結果についてグループごとに発表し、日本の課題をディスカッション

する。

第１５回 まとめ これまでの議論をまとめ、最終課題についてのレポートを作成して提出する。

授業時間外に必要な学修 ・講義の予習・復習として指定した課題（文献講読や映像視聴など）については必ず取り組んでくださ
い・セクシュアリティと社会のかかわりについて、日頃から知ろうとしてください・自身の身の周りの出
来事とセクシュアリティとのかかわりについて考え、ニュースや新聞、誰かの書き物に対して批評を試み
てください（事前・事後学習各1時間程度）　

提出課題など
成績評価方法・基準 ミニレポート・ディスカッション等における主体的参加：70％最終課題（レポート）：30％　*ミニレ

ポートやディスカッションについては授業内でフィードバックを行います　
テキスト ・風間孝・河口和也・守如子・赤枝香奈子 『教養のためのセクシュアリティ・スタディーズ』法律文化

社　2018年　2、570円・橋本紀子・池谷壽夫・田代美江子『教科書にみる世界の性教育』かもがわ出版 
２０１８年 2、200円・牧野雅子『痴漢とはなにか 被害と冤罪をめぐる社会学』エトセトラブックス 
2019年　2、640円

指定図書
参考書

第２回 セクシュアリティをめぐる諸問
題

セクシュアリティの概念を学び、身近な問題についてのディスカッションを行
う。

第１４回 映像視聴 最終課題のための映像を視聴する。
第１３回 性教育③ 「生理のある身体」を日本社会がどのように捉えてきたのかについて学ぶ。

履修するにあたって ・共通科目等「ジェンダー論」を修了した者であることが望ましい・身近な性にまつわる問題について扱うが、
茶化すことなく真摯に取り組む意欲のあるひとの受講を歓迎します・授業内で取り扱うテーマやディスカッショ
ンの方向性が自身に侵入的であると思われた場合は、どのようなタイミングであっても退席を認めます・ディス
カッションと発表への参加を求めます

同性婚をめぐる映像を視聴し、ディスカッションを行う。



授業科目名 社会学概論Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 山本　努

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

テキストを使って講義をおこないます。授業の進行次第で受講生の皆さんとの質疑応答なども含めたく思いま
す。

授業の方法

DP（ディプロマ・ポリシー）の「（1）現代社会の多面的、総合的な理解、（2）諸課題の発見・把握及びその解
決策の探求と実践」に関連する授業です。社会学の方法による、現代社会の解読を示しながら、社会学の基礎的
概念や考え方を紹介します。具体的には、人間・文化・社会、集団・組織、家族、地域（都市・農村）、福祉、
社会問題・社会病理、社会調査などの主題から、受講生の様子もみながら、授業を進めていきます。

授業の目的

１．社会学の基本的考え方を理解できるようになる。２、それによって、社会学の専門的な書籍を読みこなすこ
とができるようになる。３、そこから、現代社会、あるいは、社会というものが、興味深い探求の課題（つま
り、「問題」）であることを理解できるようになる。

到達目標

社会、文化、集団、制度、社会構造、行為、家族、地域、社会問題、社会調査授業のキーワード

テキストを使って授業をおこないます。テキストを必ず持参して授業に出席して下さい。授業の進め方

第1回 社会学とはどのような学問か？ ガイダンス

第3回 社会とは
第4回 社会学による社会の見方、考え

方入門（３）
制度と社会構造

第6回 集団と組織（２） 一次集団、二次集団、官僚制
第5回 集団と組織（１） 集団とは、内集団・外集団、準拠集団など

第9回 地域社会（１） 都市とはどのようなところなのか？
第8回 家族（２） 家族の定義、「いえ」と現代家族
第7回 家族（１） 家族の重要性・普遍性・多様性

第10回 地域社会（２） 過疎農山村は限界なのか？
第11回 福祉 福祉とは何か、高齢者の生きがいを支えるもの
第12回 社会問題 逸脱行動はなぜ起こるのか？

第15回 まとめ 質疑応答、今後の勉強のための文献案内

授業時間外に必要な学修 事前事後学習各２時間程度。授業で紹介した文献を少なくとも１冊は通読し、かつ、授業や教科書の正確
な理解が必要です。

提出課題など 授業で指示します。
成績評価方法・基準 定期試験、出席などを総合的に判断して評価します。授業をよく聞いて、テキストで勉強しているかどう

かを試験でみます。
テキスト 山本努編『新版　現代の社会学的解読』学文社
指定図書 富永健一『社会学講義』中公新書
参考書 加藤秀俊『社会学』中公新書

第2回 社会学による社会の見方、考え
方入門（２）

文化とは

第14回 社会調査（２） 現地調査の成果、文献調査の成果
第13回 社会調査（１） 社会調査とはどのようなことか、社会調査の方法、個性記述と法則定立

履修するにあたって 新聞などをよく読んで、現代の動きに関心を持つようにしてください。私語など受講生に迷惑となる行為には厳
しく対処します。

社会とは



授業科目名 社会学概論Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 山本　努

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

テキストを使って講義をおこないます。授業の進行次第で受講生の皆さんとの質疑応答なども含めたく思いま
す。

授業の方法

DP（ディプロマ・ポリシー）の「（1）現代社会の多面的、総合的な理解、（2）諸課題の発見・把握及びその解
決策の探求と実践」に関連する授業です。社会学の方法による、現代社会の解読を示しながら、社会学の基礎的
概念や考え方を紹介します。具体的には、人間・文化・社会、集団・組織、家族、地域（都市・農村）、福祉、
社会問題・社会病理、社会調査などの主題から、受講生の様子もみながら、授業を進めていきます。

授業の目的

１．社会学の基本的考え方を理解できるようになる。２、それによって、社会学の専門的な書籍を読みこなすこ
とができるようになる。３、そこから、現代社会、あるいは、社会というものが、興味深い探求の課題（つま
り、「問題」）であることを理解できるようになる。

到達目標

社会、文化、集団、制度、社会構造、行為、家族、地域、社会問題、社会調査授業のキーワード

テキストを使って授業をおこないます。テキストを必ず持参して授業に出席して下さい。授業の進め方

第1回 社会学とはどのような学問か？ ガイダンス

第3回 社会とは
第4回 社会学による社会の見方、考え

方入門（３）
制度と社会構造

第6回 集団と組織（２） 一次集団、二次集団、官僚制
第5回 集団と組織（１） 集団とは、内集団・外集団、準拠集団など

第9回 地域社会（１） 都市とはどのようなところなのか？
第8回 家族（２） 家族の定義、「いえ」と現代家族
第7回 家族（１） 家族の重要性・普遍性・多様性

第10回 地域社会（２） 過疎農山村は限界なのか？
第11回 福祉 福祉とは何か、高齢者の生きがいを支えるもの
第12回 社会問題 逸脱行動はなぜ起こるのか？

第15回 まとめ 質疑応答、今後の勉強のための文献案内

授業時間外に必要な学修 事前事後学習各２時間程度。授業で紹介した文献を少なくとも１冊は通読し、かつ、授業や教科書の正確
な理解が必要です。

提出課題など 授業で指示します。
成績評価方法・基準 定期試験、出席などを総合的に判断して評価します。授業をよく聞いて、テキストで勉強しているかどう

かを試験でみます。
テキスト 山本努編『新版　現代の社会学的解読』学文社
指定図書 富永健一『社会学講義』中公新書
参考書 加藤秀俊『社会学』中公新書

第2回 社会学による社会の見方、考え
方入門（２）

文化とは

第14回 社会調査（２） 現地調査の成果、文献調査の成果
第13回 社会調査（１） 社会調査とはどのようなことか、社会調査の方法、個性記述と法則定立

履修するにあたって 新聞などをよく読んで、現代の動きに関心を持つようにしてください。私語など受講生に迷惑となる行為には厳
しく対処します。

社会とは



授業科目名 地域社会論Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 山本　努

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

テキストを使って講義をおこないます。授業の進行次第で受講生の皆さんとの質疑応答なども含めたく思いま
す。

授業の方法

DP（ディプロマ・ポリシー）の「（1）現代社会の多面的、総合的な理解、（2）諸課題の発見・把握及びその解
決策の探求と実践」に関連する授業です。社会学の方法による、現代地域社会の解読を示しながら、地域社会学
の基礎的概念や考え方を紹介します。具体的には、家族、地域（都市・農村）、地域福祉、過疎問題、社会調査
などの主題から、受講生の様子もみながら、授業を進めていきます。地域社会論Ⅱでは、農山村に力点をおいて
授業を行います。

授業の目的

１．地域社会学の基本的考え方を理解できるようになる。２、それによって、地域社会学の専門的な書籍を読み
こなすことができるようになる。３、そこから、現代の地域社会（都市・農村）が、興味深い探求の課題（つま
り、「問題」）であることを理解できるようになる。４、その結果、現代社会一般への興味や関心が高まるよう
になる（ことをめざします）。

到達目標

家族、地域、都市、農村、社会問題、社会調査、過疎、限界集落授業のキーワード

テキストを使って授業をおこないます。テキストを必ず持参して授業に出席して下さい。授業の進め方

第1回 地域社会学とはどのような学問
か？

ガイダンス

第3回 都市・農村の相異の縮小（ラー
バニゼーション）その１

第4回 都市・農村の相異の縮小（ラー
バニゼーション）その２

その歴史的趨勢

第6回 過疎問題の出現 社会学ははじめ、過疎問題を等閑視した
第5回 高度経済成長と暮らしの変化 産業化、都市化、学校化、豊かな社会化など現代社会の登場

第9回 限界集落論の現状分析への違和
感

日本の農山村は本当に限界なのか？いくつかの調査研究

第8回 過疎問題の出現、変容（その
２）

過疎問題の変容の時期に現れた限界集落論の主張

第7回 過疎問題の出現、変容（その
１）

過疎問題の出現の時期に現れた農山村社会学の成果

第10回 限界集落論の生活把握への違和
感

限界集落論は生活を見ているのか？

第11回 農村の多面的機能論の登場 農村の衰退ととも、農村への期待が高まってきた（のか？）
第12回 農村の多面的機能論への違和感 力点をおいて考えるべきは、農業・農村の機能か、農業・農村での生活か？

第15回 まとめ 質疑応答、今後の勉強のための文献案内

授業時間外に必要な学修 事前事後学習各２時間程度。授業で紹介した文献を少なくとも１冊は通読し、かつ、授業や教科書の正確
な理解が必要です。

提出課題など 授業で指示します。
成績評価方法・基準 定期試験、出席などを総合的に判断して評価します。授業をよく聞いて、テキストで勉強しているかどう

かを試験でみます。
テキスト 山本努編『地域社会学入門』学文社
指定図書 徳野貞雄監修『暮らしの視点からの地方再生』九州大学出版会、日本村落研究学会監修『むらの社会を研

究する』農文協、山本努『増補版　人口還流（Uターン）と過疎農山村の社会学』学文社
参考書 徳野貞雄『都市の幸福、農村の幸福』NHK出版、

第2回 高度に都市化した社会における
農山村の位置

どんなに都市化しても農村なしに社会は成り立たないというソローキンの学説

第14回 農村生活選択論と定住経歴の分
析

土着と流動、運命的とも機能的ともちがう生活選択がありえるのか？
第13回 農村生活拒否論、選択論の課題 経済学、社会学の説明の違い

履修するにあたって 新聞などをよく読んで、現代の動きに関心を持つようにしてください。私語など受講生に迷惑となる行為には厳
しく対処します。

その現状分析



授業科目名 地域社会論Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 山本　努

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

テキストを使って講義をおこないます。授業の進行次第で受講生の皆さんとの質疑応答なども含めたく思いま
す。

授業の方法

DP（ディプロマ・ポリシー）の「（1）現代社会の多面的、総合的な理解、（2）諸課題の発見・把握及びその解
決策の探求と実践」に関連する授業です。社会学の方法による、現代地域社会の解読を示しながら、地域社会学
の基礎的概念や考え方を紹介します。具体的には、家族、地域（都市・農村）、地域福祉、過疎問題、社会調査
などの主題から、受講生の様子もみながら、授業を進めていきます。地域社会論Ⅱでは、農山村に力点をおいて
授業を行います。

授業の目的

１．地域社会学の基本的考え方を理解できるようになる。２、それによって、地域社会学の専門的な書籍を読み
こなすことができるようになる。３、そこから、現代の地域社会（都市・農村）が、興味深い探求の課題（つま
り、「問題」）であることを理解できるようになる。４、その結果、現代社会一般への興味や関心が高まるよう
になる（ことをめざします）。

到達目標

家族、地域、都市、農村、社会問題、社会調査、過疎、限界集落授業のキーワード

テキストを使って授業をおこないます。テキストを必ず持参して授業に出席して下さい。授業の進め方

第1回 地域社会学とはどのような学問
か？

ガイダンス

第3回 都市・農村の相異の縮小（ラー
バニゼーション）その１

第4回 都市・農村の相異の縮小（ラー
バニゼーション）その２

その歴史的趨勢

第6回 過疎問題の出現 社会学ははじめ、過疎問題を等閑視した
第5回 高度経済成長と暮らしの変化 産業化、都市化、学校化、豊かな社会化など現代社会の登場

第9回 限界集落論の現状分析への違和
感

日本の農山村は本当に限界なのか？いくつかの調査研究

第8回 過疎問題の出現、変容（その
２）

過疎問題の変容の時期に現れた限界集落論の主張

第7回 過疎問題の出現、変容（その
１）

過疎問題の出現の時期に現れた農山村社会学の成果

第10回 限界集落論の生活把握への違和
感

限界集落論は生活を見ているのか？

第11回 農村の多面的機能論の登場 農村の衰退ととも、農村への期待が高まってきた（のか？）
第12回 農村の多面的機能論への違和感 力点をおいて考えるべきは、農業・農村の機能か、農業・農村での生活か？

第15回 まとめ 質疑応答、今後の勉強のための文献案内

授業時間外に必要な学修 事前事後学習各２時間程度。授業で紹介した文献を少なくとも１冊は通読し、かつ、授業や教科書の正確
な理解が必要です。

提出課題など 授業で指示します。
成績評価方法・基準 定期試験、出席などを総合的に判断して評価します。授業をよく聞いて、テキストで勉強しているかどう

かを試験でみます。
テキスト 山本努編『地域社会学入門』学文社
指定図書 徳野貞雄監修『暮らしの視点からの地方再生』九州大学出版会、日本村落研究学会監修『むらの社会を研

究する』農文協、山本努『増補版　人口還流（Uターン）と過疎農山村の社会学』学文社
参考書 徳野貞雄『都市の幸福、農村の幸福』NHK出版、

第2回 高度に都市化した社会における
農山村の位置

どんなに都市化しても農村なしに社会は成り立たないというソローキンの学説

第14回 農村生活選択論と定住経歴の分
析

土着と流動、運命的とも機能的ともちがう生活選択がありえるのか？
第13回 農村生活拒否論、選択論の課題 経済学、社会学の説明の違い

履修するにあたって 新聞などをよく読んで、現代の動きに関心を持つようにしてください。私語など受講生に迷惑となる行為には厳
しく対処します。

その現状分析



授業科目名 都市・村落研究 単位数

開講キャンパス代表教員 吉田　雄介

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 金曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

　近代になり都市化・工業化が進むと、都市問題・社会問題・農村問題などさまざまな地域をめぐる問題が生ま
れました。元々、地域や地域社会の質的分析および量的分析は、こうした諸問題の現状を分析し問題に取り組む
ための手段として生まれ、研究の蓄積の中でその手法は試行錯誤を繰り返し、次第に洗練されました。その結
果、今日までに都市や農村地域に関するあまたの研究や報告が蓄積されています。ところが現代社会においても
続々と新しい問題が生まれています。そうした状況は、今の都市の貧困問題ひとつ取っても問題の把握の難しさ
と解決の困難さが良くわかります。　そこで、本講義では、都市空間と農村空間に関する基本的な知識を学んで
ゆくことにします。具体的には、都市に関してはテキスト『図説京阪神の地理』を使用して、都市化の歴史や近
代都市、現代都市といったトピックスについて、身近な京阪神を事例に都市の多面的な側面を検討していきま
す。一方、村落に関しては、近畿地方を中心とした質的な先行研究（論文やモノグラフ）をひもときつつ先行研
究の聞き取り調査、ライフヒストリー、参与観察、ドキュメント分析など質的データの収集と分析に関するさま
ざまな手法を学び、学生諸君が実際に都市地域や農村地域というフィールドとがっぷり四つに組んで研究するた
めの基礎を身につけることを目的とします。結果として、人文学科のディプロマ・ポリシーにある、多様な他者
と共存して、異なった価値観を尊重し、連携・協働を進める社会的実践能力を習得することを目指します。

授業の目的

学生諸君が、都市と村落の基本的知識を身につける。都市と農村の社会空間の異同を理解することができる。そ
の上で、都市と農村の変容を理解し、説明することができるようになる。

到達目標

都市、農村、京阪神授業のキーワード

都市の部分についてはテキストを使用します。また、村落の部分についてはプリント類を適宜配布し、講義形式
で進めたいと思います。予習ないし復習の形で、資料類を読んでコメントを提出してもらう宿題も予定しており
ます（平常リポートとして）。

授業の進め方

第1回 ガイダンス まず半年間の授業の大まかな流れについて解説します。

第3回 京阪神の概要

第4回 京阪神の都市化の歴史（１）：
近代以前

京阪神の都市化の歴史について学びます。まずは、近代以前の状況をテキストの
第Ⅲ章の１節から７節に沿って説明します。

第6回 農村の村落生活（１） 農村の伝統的な村落生活について学びます。資料を配布するかないしは学生諸君
に図書館等で資料を検索してもらい、それに沿って説明します。

第5回 京阪神の都市化の歴史（２）：
近代化

近代における神戸、大阪、京都という都市の発展について学びます。テキストの
第Ⅲ章の８節から10節および第Ⅳ章に沿って説明します。　

第9回 近代都市（２）：郊外住宅地の
形成

京阪神の郊外住宅地の形成について学びます。テキストの第Ⅴ章の３節に沿って
説明します。

第8回 近代都市（１）：バージェスの
モデル

近代都市を理解するためにモデルとなるバージェスの同心円地帯モデルを検討し
ます。テキストの第Ⅴ章の１節と２節および第Ⅳ章に沿って説明します。　

第7回 農村の村落生活（２） 前回に引き続き、農村の伝統的な村落生活について学びます。資料を配布するか
ないしは学生諸君に図書館等で資料を検索してもらい、それに沿って説明しま
す。

第10回 近代都市（３）：戦後のニュー
タウン開発内容

戦後の京阪神のニュータウン開発について学びます。テキストの第Ⅴ章の５節か
ら７節に沿って説明します。

第11回 稲作の基本的知識 長らく村落の生活・経済の基盤であった稲作について学びます。資料を配布する
かないしは学生諸君に図書館等で資料を検索してもらい、それに沿って説明しま
す。

第12回 戦後の村落の変化 農村の村落社会・空間の変化について学びます。資料を配布するかないしは学生
諸君に図書館等で資料を検索してもらい、それに沿って説明します。

第15回 まとめ 授業を振り返りつつ、都市と村落について改めて検討します。　

授業時間外に必要な学修 【事前学習】毎回、事前にdotCampus経由で予習を指示したいと思います（1.5時間）【事後学習】毎回、
授業に関連する事例に関して文献等で調べてもらおうと思います（1.5時間）

提出課題など 上述したように予習・復習の課題を提出してもらいます。提出課題のフィードバックに関しては、まず宿
題等の提出課題に関しては、授業内で解説を行います。また、定期試験に関しても採点ポイントを試験後
に明示します。

成績評価方法・基準 定期試験70％、予習・復習の課題30％の割合で評価します。
テキスト 山口覚その他『京阪神の地理』、 ミネルヴァ書房、 2019 年、 ISBN 978-4-623-08484-5　
指定図書
参考書 適宜指示したいと思います。

第2回 都市空間と農村空間 本講義の対象となる都市と村落の社会空間に関して概略を検討しておきます。具
体的には都市と農村という地域の構成要素を対比することで、対象地域の概観を
把握します。

第14回 現代都市（２）：現代の都市の
問題内容

　現代の都市においては空き家の急増や買い物難民などさまざまな問題が噴出し
つつあります。この現在進行形の状況を学びます。テキストの第Ⅵ章の７節から
10節に沿って説明します。

第13回 現代都市（１）：現代の都市の
変化

現在、東京一極集中化の影響や産業構造の変化などから京阪神の都市は大きな変
化を遂げています。この現在進行形の状況を学びます。テキストの第Ⅵ章の１節
から５節および第Ⅳ章に沿って説明します。

履修するにあたって

対象地域となる京阪神地域について、テキストの第Ⅰ章に沿ってその概要を説明
します。



授業科目名 都市・村落研究 単位数

開講キャンパス代表教員 吉田　雄介

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 金曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

　近代になり都市化・工業化が進むと、都市問題・社会問題・農村問題などさまざまな地域をめぐる問題が生ま
れました。元々、地域や地域社会の質的分析および量的分析は、こうした諸問題の現状を分析し問題に取り組む
ための手段として生まれ、研究の蓄積の中でその手法は試行錯誤を繰り返し、次第に洗練されました。その結
果、今日までに都市や農村地域に関するあまたの研究や報告が蓄積されています。ところが現代社会においても
続々と新しい問題が生まれています。そうした状況は、今の都市の貧困問題ひとつ取っても問題の把握の難しさ
と解決の困難さが良くわかります。　そこで、本講義では、都市空間と農村空間に関する基本的な知識を学んで
ゆくことにします。具体的には、都市に関してはテキスト『図説京阪神の地理』を使用して、都市化の歴史や近
代都市、現代都市といったトピックスについて、身近な京阪神を事例に都市の多面的な側面を検討していきま
す。一方、村落に関しては、近畿地方を中心とした質的な先行研究（論文やモノグラフ）をひもときつつ先行研
究の聞き取り調査、ライフヒストリー、参与観察、ドキュメント分析など質的データの収集と分析に関するさま
ざまな手法を学び、学生諸君が実際に都市地域や農村地域というフィールドとがっぷり四つに組んで研究するた
めの基礎を身につけることを目的とします。結果として、人文学科のディプロマ・ポリシーにある、多様な他者
と共存して、異なった価値観を尊重し、連携・協働を進める社会的実践能力を習得することを目指します。

授業の目的

学生諸君が、都市と村落の基本的知識を身につける。都市と農村の社会空間の異同を理解することができる。そ
の上で、都市と農村の変容を理解し、説明することができるようになる。

到達目標

都市、農村、京阪神授業のキーワード

都市の部分についてはテキストを使用します。また、村落の部分についてはプリント類を適宜配布し、講義形式
で進めたいと思います。予習ないし復習の形で、資料類を読んでコメントを提出してもらう宿題も予定しており
ます（平常リポートとして）。

授業の進め方

第1回 ガイダンス まず半年間の授業の大まかな流れについて解説します。

第3回 京阪神の概要

第4回 京阪神の都市化の歴史（１）：
近代以前

京阪神の都市化の歴史について学びます。まずは、近代以前の状況をテキストの
第Ⅲ章の１節から７節に沿って説明します。

第6回 農村の村落生活（１） 農村の伝統的な村落生活について学びます。資料を配布するかないしは学生諸君
に図書館等で資料を検索してもらい、それに沿って説明します。

第5回 京阪神の都市化の歴史（２）：
近代化

近代における神戸、大阪、京都という都市の発展について学びます。テキストの
第Ⅲ章の８節から10節および第Ⅳ章に沿って説明します。　

第9回 近代都市（２）：郊外住宅地の
形成

京阪神の郊外住宅地の形成について学びます。テキストの第Ⅴ章の３節に沿って
説明します。

第8回 近代都市（１）：バージェスの
モデル

近代都市を理解するためにモデルとなるバージェスの同心円地帯モデルを検討し
ます。テキストの第Ⅴ章の１節と２節および第Ⅳ章に沿って説明します。　

第7回 農村の村落生活（２） 前回に引き続き、農村の伝統的な村落生活について学びます。資料を配布するか
ないしは学生諸君に図書館等で資料を検索してもらい、それに沿って説明しま
す。

第10回 近代都市（３）：戦後のニュー
タウン開発内容

戦後の京阪神のニュータウン開発について学びます。テキストの第Ⅴ章の５節か
ら７節に沿って説明します。

第11回 稲作の基本的知識 長らく村落の生活・経済の基盤であった稲作について学びます。資料を配布する
かないしは学生諸君に図書館等で資料を検索してもらい、それに沿って説明しま
す。

第12回 戦後の村落の変化 農村の村落社会・空間の変化について学びます。資料を配布するかないしは学生
諸君に図書館等で資料を検索してもらい、それに沿って説明します。

第15回 まとめ 授業を振り返りつつ、都市と村落について改めて検討します。　

授業時間外に必要な学修 【事前学習】毎回、事前にdotCampus経由で予習を指示したいと思います（1.5時間）【事後学習】毎回、
授業に関連する事例に関して文献等で調べてもらおうと思います（1.5時間）

提出課題など 上述したように予習・復習の課題を提出してもらいます。提出課題のフィードバックに関しては、まず宿
題等の提出課題に関しては、授業内で解説を行います。また、定期試験に関しても採点ポイントを試験後
に明示します。

成績評価方法・基準 定期試験70％、予習・復習の課題30％の割合で評価します。
テキスト 山口覚その他『京阪神の地理』、 ミネルヴァ書房、 2019 年、 ISBN 978-4-623-08484-5　
指定図書
参考書 適宜指示したいと思います。

第2回 都市空間と農村空間 本講義の対象となる都市と村落の社会空間に関して概略を検討しておきます。具
体的には都市と農村という地域の構成要素を対比することで、対象地域の概観を
把握します。

第14回 現代都市（２）：現代の都市の
問題内容

　現代の都市においては空き家の急増や買い物難民などさまざまな問題が噴出し
つつあります。この現在進行形の状況を学びます。テキストの第Ⅵ章の７節から
10節に沿って説明します。

第13回 現代都市（１）：現代の都市の
変化

現在、東京一極集中化の影響や産業構造の変化などから京阪神の都市は大きな変
化を遂げています。この現在進行形の状況を学びます。テキストの第Ⅵ章の１節
から５節および第Ⅳ章に沿って説明します。

履修するにあたって

対象地域となる京阪神地域について、テキストの第Ⅰ章に沿ってその概要を説明
します。



授業科目名 簿記論Ⅱ ①【19-】/基礎会計学Ⅱ【-18】 単位数

開講キャンパス代表教員 吉田　康久

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

授業は、口頭解説と板書を中心に行い、授業の後半は小テストで学習内容の確認をする。授業の方法

（主題）　簿記論Ⅱは、会計のなかでも重要な決算整理に関する手続きを修学するための布石として位置付けら
れる。会計手続きの社会的認知は、決算により作成される財務諸表の集約になる。制度会計を成立させているの
が、講義で扱う決算に他ならない。会計手続きは、会計理論によって裏付けられ、単なる事務的作業ではないこ
とを認識する必要がある。講義で解説する内容を、会計理論の観点から捉え、その意義や必要性を認識する。講
義形式は、解説と問題演習を中心とする。（目標）　決算手続きのなかでも基礎的なものを扱うため、修学にお
いて大きな理解上の困難を伴うものではなく、継続して講義を受ければ熟知は可能である。会計理論を体系的に
習得する。

授業の目的

　簿記論Ⅱでの到達目標は、決算手続きの仕組みや考え方を、会計理論に照らして認識し、自ら仕訳を実施し、
決算手続きまでを行えるようになることである。問題演習を実践することによって、実社会の会計制度の蓋然性
を把握する。

到達目標

決算整理・精算表・財務諸表授業のキーワード

　講義の前半および中盤は、解説を中心に進め、終盤は問題演習を実施する。解説は、指定の教科書を用いて行
う。問題演習は、既存あるいは作成したものを使用する。解説と問題演習の構成によって、理解の定着を図る。
　

授業の進め方

第１回 序論 財務諸表等の作成について概説する。

第３回 貸倒引当金の残高設定
第４回 有形固定資産の取得と減価償却 減価償却の考え方について説明する。

第６回 有価証券の取得・売却・評価替
え

有価証券の購入から売却そして評価替えの考え方を説明する。

第５回 減価償却費の記帳と有形固定資
産の売却・除却　

仕訳の違いによる考え方の相違を説明する。

第９回 現金過不足・引出金・消耗品・
貯蔵品

現金過不足・引出金・消耗品・貯蔵品の手続きについて説明する。
第８回 費用・収益の見越し 費用・収益の未払い・未収を見越す方法を説明する。
第７回 費用・収益の繰延べ 費用・収益の前払・前受を繰り延べる方法を説明する。　

第１０回 中間テスト 講義の第１回から第９回まので範囲から出題する。
第１１回 決算（試算表の作成） 試算表の作成方法を勘定を用いて説明する。
第１２回 決算（決算整理整理） 決算整理仕訳を行い精算表への記入の仕方を説明する。

第１５回 総括 各単元の内容整理を行う。

授業時間外に必要な学修 復習を必要とするので、現存する書籍を図書館などで活用すること。
提出課題など 必要がある場合には、課すことがある。
成績評価方法・基準 小テスト30％、中間テスト30％、定期試験40％
テキスト 吉田康久『簿記会計基礎論』中央経済社、2020年。
指定図書 指定しない。
参考書 現存する多くの書籍を活用すること。

第２回 貸倒引当金の設定 債権の貸倒れについて説明する。

第１４回 精算表の完成 総合的な精算表を完成させるための手続きを説明する。
第１３回 決算（精算表の作成） 複合的な決算整理仕訳を行い精算表へ記入する手順を説明する。

履修するにあたって 教科書とノートおよび電卓は必携。

貸倒引当金の残高を補充する方法を説明する。　



授業科目名 簿記論Ⅱ ①【19-】/基礎会計学Ⅱ【-18】 単位数

開講キャンパス代表教員 吉田　康久

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

授業は、口頭解説と板書を中心に行い、授業の後半は小テストで学習内容の確認をする。授業の方法

（主題）　簿記論Ⅱは、会計のなかでも重要な決算整理に関する手続きを修学するための布石として位置付けら
れる。会計手続きの社会的認知は、決算により作成される財務諸表の集約になる。制度会計を成立させているの
が、講義で扱う決算に他ならない。会計手続きは、会計理論によって裏付けられ、単なる事務的作業ではないこ
とを認識する必要がある。講義で解説する内容を、会計理論の観点から捉え、その意義や必要性を認識する。講
義形式は、解説と問題演習を中心とする。（目標）　決算手続きのなかでも基礎的なものを扱うため、修学にお
いて大きな理解上の困難を伴うものではなく、継続して講義を受ければ熟知は可能である。会計理論を体系的に
習得する。

授業の目的

　簿記論Ⅱでの到達目標は、決算手続きの仕組みや考え方を、会計理論に照らして認識し、自ら仕訳を実施し、
決算手続きまでを行えるようになることである。問題演習を実践することによって、実社会の会計制度の蓋然性
を把握する。

到達目標

決算整理・精算表・財務諸表授業のキーワード

　講義の前半および中盤は、解説を中心に進め、終盤は問題演習を実施する。解説は、指定の教科書を用いて行
う。問題演習は、既存あるいは作成したものを使用する。解説と問題演習の構成によって、理解の定着を図る。
　

授業の進め方

第１回 序論 財務諸表等の作成について概説する。

第３回 貸倒引当金の残高設定
第４回 有形固定資産の取得と減価償却 減価償却の考え方について説明する。

第６回 有価証券の取得・売却・評価替
え

有価証券の購入から売却そして評価替えの考え方を説明する。

第５回 減価償却費の記帳と有形固定資
産の売却・除却　

仕訳の違いによる考え方の相違を説明する。

第９回 現金過不足・引出金・消耗品・
貯蔵品

現金過不足・引出金・消耗品・貯蔵品の手続きについて説明する。
第８回 費用・収益の見越し 費用・収益の未払い・未収を見越す方法を説明する。
第７回 費用・収益の繰延べ 費用・収益の前払・前受を繰り延べる方法を説明する。　

第１０回 中間テスト 講義の第１回から第９回まので範囲から出題する。
第１１回 決算（試算表の作成） 試算表の作成方法を勘定を用いて説明する。
第１２回 決算（決算整理整理） 決算整理仕訳を行い精算表への記入の仕方を説明する。

第１５回 総括 各単元の内容整理を行う。

授業時間外に必要な学修 復習を必要とするので、現存する書籍を図書館などで活用すること。
提出課題など 必要がある場合には、課すことがある。
成績評価方法・基準 小テスト30％、中間テスト30％、定期試験40％
テキスト 吉田康久『簿記会計基礎論』中央経済社、2020年。
指定図書 指定しない。
参考書 現存する多くの書籍を活用すること。

第２回 貸倒引当金の設定 債権の貸倒れについて説明する。

第１４回 精算表の完成 総合的な精算表を完成させるための手続きを説明する。
第１３回 決算（精算表の作成） 複合的な決算整理仕訳を行い精算表へ記入する手順を説明する。

履修するにあたって 教科書とノートおよび電卓は必携。

貸倒引当金の残高を補充する方法を説明する。　



授業科目名 環境の科学Ⅰ 単位数

開講キャンパス代表教員 吉村　征浩、鈴木　大介

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

　この科目は、全学DPのもと、社会・自然に関する広く豊かな知識を備え、社会に自ら貢献しようとする行動力
の育成を目的とし、共通教育科目のリベラルアーツ領域、健康科学の導入科目として位置付けられる。とくに生
命と健康、そして食科学に関連するトピックを取り上げる。　生物はその大小にかかわらず、内環境を一定に保
ち、外環境から物質を取り入れ、あるいは不要になった老廃物を排出し、環境と相互作用しながら生きている。
本講義では、ヒトの内環境においてどのようなシステムが働き身体を維持しているのか、あるいは、外環境から
物質を取り入れ（食品を食べて）、どのように健康状態を維持しているのか理解し、さらに、ヒトという生物が
内包する環境、あるいは取り巻かれている環境について再認識し、自身の健康・栄養状態を客観的・科学的に判
断できる力を身に付けることを目指す。なお、本講義の担当者は、大学・研究機関で免疫学、幹細胞生物学、分
子病態医化学、生化学、食品機能学、基礎栄養学の分野における研究者としての実務経験のある教員であるの
で、本講義は、より実践的な観点から生物の内環境・外環境との相互作用について解説するものである。

授業の目的

　内部（中心物）から見る目、外部（環境側）から見る目の両視点から物事を観察できる。一般教養として、免
疫システム、再生医学、疾患の科学、基礎栄養学の概要を説明できる。

到達目標

免疫、幹細胞、医学・生命科学、基礎栄養学授業のキーワード

講義を中心に進める。授業の進め方

第1回 「生命現象とその環境」概説 我々を取り巻く環境をミクロ、マクロの視点から考える。

第3回 身体と環境2
第4回 ミクロの環境1 - 組織再生の観

点から
幹細胞の機能・役割について理解する。

第6回 環境シグナルとコミュニケー
ション1

神経系と外部シグナルの役割を理解する

第5回 ミクロの環境2 - 組織再生の観
点から

幹細胞異常と疾患の関わりを理解する。

第9回 食環境と健康1 食と健康との関係について理解する。

第8回 環境シグナルとコミュニケー
ション3

コミュニケーションの医療への活用方法を知る。

第7回 環境シグナルとコミュニケー
ション2

感覚刺激と外部シグナルの授受について理解する。

第10回 食品成分と代謝吸収　 食品と食品成分、代謝・吸収について理解する。　
第11回 腸内環境と健康 近年話題になっている腸内細菌叢（腸内フローラ）を理解する。　
第12回 食環境と健康2 「砂糖」の摂取が健康に及ぼす影響を理解する。

第15回 食環境と健康5 「ビタミン・ミネラル」の機能を理解し、サプリメントについて正しく理解す
る。

授業時間外に必要な学修 専門とは異なる分野の内容に一つでも興味をもち、さらに詳しい内容を自分で調べ、発展的な学習に取り
組むこと。毎回の授業について1時間程度の復習・自己学習が望ましい。

提出課題など 適宜指示する。
成績評価方法・基準 授業態度、課題・レポートの総合成績60%以上の得点で合格とする。
テキスト 特に指定しない。必要な際にプリントを配布する。
指定図書 講義中、適宜紹介する。
参考書

第2回 身体と環境1 「免疫とは何か」その本質を理解する。

第14回 食環境と健康4 「あぶら（脂質）」の機能を理解し、自身の食生活を考え、正しい栄養バランス
を理解する。

第13回 食環境と健康3 「たんぱく質」の消化吸収を理解し、市場に溢れる健康に関する情報を正しく判
断する。

履修するにあたって 　幅広い分野の受講者に開講するため、医学生物学の専門的知識の必要性は問わない。個々の興味に応じて理解
を深め、それぞれの専門に沿う形で内容を吸収することを望む。

自己と非自己の識別メカニズムを理解する。



授業科目名 環境の科学Ⅰ 単位数

開講キャンパス代表教員 吉村　征浩、鈴木　大介

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

　この科目は、全学DPのもと、社会・自然に関する広く豊かな知識を備え、社会に自ら貢献しようとする行動力
の育成を目的とし、共通教育科目のリベラルアーツ領域、健康科学の導入科目として位置付けられる。とくに生
命と健康、そして食科学に関連するトピックを取り上げる。　生物はその大小にかかわらず、内環境を一定に保
ち、外環境から物質を取り入れ、あるいは不要になった老廃物を排出し、環境と相互作用しながら生きている。
本講義では、ヒトの内環境においてどのようなシステムが働き身体を維持しているのか、あるいは、外環境から
物質を取り入れ（食品を食べて）、どのように健康状態を維持しているのか理解し、さらに、ヒトという生物が
内包する環境、あるいは取り巻かれている環境について再認識し、自身の健康・栄養状態を客観的・科学的に判
断できる力を身に付けることを目指す。なお、本講義の担当者は、大学・研究機関で免疫学、幹細胞生物学、分
子病態医化学、生化学、食品機能学、基礎栄養学の分野における研究者としての実務経験のある教員であるの
で、本講義は、より実践的な観点から生物の内環境・外環境との相互作用について解説するものである。

授業の目的

　内部（中心物）から見る目、外部（環境側）から見る目の両視点から物事を観察できる。一般教養として、免
疫システム、再生医学、疾患の科学、基礎栄養学の概要を説明できる。

到達目標

免疫、幹細胞、医学・生命科学、基礎栄養学授業のキーワード

講義を中心に進める。授業の進め方

第1回 「生命現象とその環境」概説 我々を取り巻く環境をミクロ、マクロの視点から考える。

第3回 身体と環境2
第4回 ミクロの環境1 - 組織再生の観

点から
幹細胞の機能・役割について理解する。

第6回 環境シグナルとコミュニケー
ション1

神経系と外部シグナルの役割を理解する

第5回 ミクロの環境2 - 組織再生の観
点から

幹細胞異常と疾患の関わりを理解する。

第9回 食環境と健康1 食と健康との関係について理解する。

第8回 環境シグナルとコミュニケー
ション3

コミュニケーションの医療への活用方法を知る。

第7回 環境シグナルとコミュニケー
ション2

感覚刺激と外部シグナルの授受について理解する。

第10回 食品成分と代謝吸収　 食品と食品成分、代謝・吸収について理解する。　
第11回 腸内環境と健康 近年話題になっている腸内細菌叢（腸内フローラ）を理解する。　
第12回 食環境と健康2 「砂糖」の摂取が健康に及ぼす影響を理解する。

第15回 食環境と健康5 「ビタミン・ミネラル」の機能を理解し、サプリメントについて正しく理解す
る。

授業時間外に必要な学修 専門とは異なる分野の内容に一つでも興味をもち、さらに詳しい内容を自分で調べ、発展的な学習に取り
組むこと。毎回の授業について1時間程度の復習・自己学習が望ましい。

提出課題など 適宜指示する。
成績評価方法・基準 授業態度、課題・レポートの総合成績60%以上の得点で合格とする。
テキスト 特に指定しない。必要な際にプリントを配布する。
指定図書 講義中、適宜紹介する。
参考書

第2回 身体と環境1 「免疫とは何か」その本質を理解する。

第14回 食環境と健康4 「あぶら（脂質）」の機能を理解し、自身の食生活を考え、正しい栄養バランス
を理解する。

第13回 食環境と健康3 「たんぱく質」の消化吸収を理解し、市場に溢れる健康に関する情報を正しく判
断する。

履修するにあたって 　幅広い分野の受講者に開講するため、医学生物学の専門的知識の必要性は問わない。個々の興味に応じて理解
を深め、それぞれの専門に沿う形で内容を吸収することを望む。

自己と非自己の識別メカニズムを理解する。



授業科目名 憲法ⅠＡ（人権総論） ⑦～⑨ 単位数

開講キャンパス代表教員 渡辺　洋

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

　シラバスで示した授業目的を踏まえつつ、本講では、　憲法における人権保障規定の解釈論の基礎を学ぶ。　
本講では、そのうち、（憲法の体系上・講学上いわゆる）人権総論の部分を中心に扱う。

授業の方法

　「国内外の公共的事柄に関心［…］を持ち」ながら　基本的な「法的素養を身につけ」、ひいては　「社会に
おける各種の問題について、［…］法的思考に基づいた説得力ある解決指針を示すことができる」ようになるこ
とが、法学部DPに則した目的となる。

授業の目的

①憲法における人権保障規定の解釈論に関する基本的な概念や用語を正しく把握する。②憲法における人権保障
規定の解釈論に関する基本的な判例や学説が展開する法理を跡づけ、結論の違いなどが生ずる理由を理解するこ
とができる。③基本的な概念や用語を正しく用いて、法的議論や論述ができる。④憲法における人権保障規定の
解釈論をめぐる具体的な問題に、ある程度解決の道筋をつけることができる。　

到達目標

授業のキーワード

　原則として講義形式をとる。授業の進め方

第1回 憲法が保障する権利 下記テキスト（以下略）の5.1など

第3回 人権保障の限界(2)－審査基準
論

第4回 人権の享有主体(1)－外国人の
人権

5.3.1など

第6回 人権保障規定の私人間効力 5.4.1など

第5回 人権の享有主体(2)－法人の人
権など

5.3.2～5.3.3など

第9回 幸福追求権(2)－プライヴァ
シィ権

6.2.1など

第8回 幸福追求権(1)－包括的人権保
障条項

6.1～6.2（149頁まで）など

第7回 特殊な法律関係における人権保
障

5.4.2など

第10回 幸福追求権(3)－名誉権など 6.2.2～6.2.4など
第11回 法の下の平等(1)－平等の観念

など
7.2.1など

第12回 法の下の平等(2)－選挙権 7.2.2(1)など

第15回 人権各論への展望 ※講義各回で参照指示した人権各論に関わるテキスト該当箇所を再精読しておく
こと。

授業時間外に必要な学修 　本講でも、毎回十分な予習・復習（各２時間以上）が当然に求められる。　授業計画には各回主題に係
るテキスト該当箇所も付記しておくので、各自予習・復習に役立てること。

提出課題など 　講義で必要が生じたら適宜指示する。
成績評価方法・基準 　定期試験の成績（100%）　但し、講義進行上の理由から何らかの課題を出した場合、各課題につき成績

評価全体の10%を上限として成績評価に組み入れる。
テキスト 長谷部恭男『憲法 第7版』（新世社、2018年）
指定図書 長谷部恭男・石川健治・宍戸常寿編『別冊ジュリスト　憲法判例百選Ⅰ、Ⅱ［第7版］』（有斐閣、2019

年）
参考書 　講義で適宜紹介する。

第2回 人権保障の限界(1)－「公共の
福祉」の意義

5.2.1～5.2.3など

第14回 法の下の平等(4)－家族生活な
ど

7.3など
第13回 法の下の平等(3)－非嫡出子 7.2.2(4)など

履修するにあたって 　本講は「憲法と社会」単位取得程度の理解を前提とする。　第１回講義では若干のガイダンスも行う。各自予
めこのシラバスをプリントアウトするなどして、講義中適宜参照できるようにしておくこと。

5.2.4、191頁、8.1.3(1)など



授業科目名 憲法ⅠＡ（人権総論） ⑦～⑨ 単位数

開講キャンパス代表教員 渡辺　洋

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

　シラバスで示した授業目的を踏まえつつ、本講では、　憲法における人権保障規定の解釈論の基礎を学ぶ。　
本講では、そのうち、（憲法の体系上・講学上いわゆる）人権総論の部分を中心に扱う。

授業の方法

　「国内外の公共的事柄に関心［…］を持ち」ながら　基本的な「法的素養を身につけ」、ひいては　「社会に
おける各種の問題について、［…］法的思考に基づいた説得力ある解決指針を示すことができる」ようになるこ
とが、法学部DPに則した目的となる。

授業の目的

①憲法における人権保障規定の解釈論に関する基本的な概念や用語を正しく把握する。②憲法における人権保障
規定の解釈論に関する基本的な判例や学説が展開する法理を跡づけ、結論の違いなどが生ずる理由を理解するこ
とができる。③基本的な概念や用語を正しく用いて、法的議論や論述ができる。④憲法における人権保障規定の
解釈論をめぐる具体的な問題に、ある程度解決の道筋をつけることができる。　

到達目標

授業のキーワード

　原則として講義形式をとる。授業の進め方

第1回 憲法が保障する権利 下記テキスト（以下略）の5.1など

第3回 人権保障の限界(2)－審査基準
論

第4回 人権の享有主体(1)－外国人の
人権

5.3.1など

第6回 人権保障規定の私人間効力 5.4.1など

第5回 人権の享有主体(2)－法人の人
権など

5.3.2～5.3.3など

第9回 幸福追求権(2)－プライヴァ
シィ権

6.2.1など

第8回 幸福追求権(1)－包括的人権保
障条項

6.1～6.2（149頁まで）など

第7回 特殊な法律関係における人権保
障

5.4.2など

第10回 幸福追求権(3)－名誉権など 6.2.2～6.2.4など
第11回 法の下の平等(1)－平等の観念

など
7.2.1など

第12回 法の下の平等(2)－選挙権 7.2.2(1)など

第15回 人権各論への展望 ※講義各回で参照指示した人権各論に関わるテキスト該当箇所を再精読しておく
こと。

授業時間外に必要な学修 　本講でも、毎回十分な予習・復習（各２時間以上）が当然に求められる。　授業計画には各回主題に係
るテキスト該当箇所も付記しておくので、各自予習・復習に役立てること。

提出課題など 　講義で必要が生じたら適宜指示する。
成績評価方法・基準 　定期試験の成績（100%）　但し、講義進行上の理由から何らかの課題を出した場合、各課題につき成績

評価全体の10%を上限として成績評価に組み入れる。
テキスト 長谷部恭男『憲法 第7版』（新世社、2018年）
指定図書 長谷部恭男・石川健治・宍戸常寿編『別冊ジュリスト　憲法判例百選Ⅰ、Ⅱ［第7版］』（有斐閣、2019

年）
参考書 　講義で適宜紹介する。

第2回 人権保障の限界(1)－「公共の
福祉」の意義

5.2.1～5.2.3など

第14回 法の下の平等(4)－家族生活な
ど

7.3など
第13回 法の下の平等(3)－非嫡出子 7.2.2(4)など

履修するにあたって 　本講は「憲法と社会」単位取得程度の理解を前提とする。　第１回講義では若干のガイダンスも行う。各自予
めこのシラバスをプリントアウトするなどして、講義中適宜参照できるようにしておくこと。

5.2.4、191頁、8.1.3(1)など



授業科目名 英会話Ⅲ Ｂ 単位数

開講キャンパス代表教員 Ａｒｔｈｕｒ　Ｍｏｒｒｉｓ

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

1

有瀬

(演習)：英語のコミュニケーション能力を伸ばすため、積極的に参加し出来るだけ多く発言すること。授業の方法

英会話は共通教育リテラシー科目群外国語分野に属し、基本的には英語を母語とするネイティブ・スピーカーに
よるクラスで、きわめて実践的な英語運用能力の養成科目として位置づけられる。英語を使ってゲームや歌、ビ
デオ、寸劇などを学ぶ機会を通じて、生きた英語を身につけ、相手の意見をしっかりと聞きながら理解し、自ら
の意見も発信できるスキルを身につけることを目的とする。この科目は、全学DPに示す「獲得した知識や技能を
活用し、国内外において、価値観や意見の異なるさまざまな人と議論し、学びを深め、協働して社会に役立てる
ことができる」を目指す。　

授業の目的

・ これまで培ってきた基本的な語彙や文法の知識を英会話に応用できる。（知識）・ 聞いたり読んだりした内
容について積極的に意見を述べることができる。（知識）・ 英語コミュニケーション能力向上のために積極的に
参加できる。（態度・習慣）・ クラスメートと積極的に意見の共有をし、自らの考えを英語で表現できる。（態
度・習慣）・ 必要に応じて効果的なジェスチャーを使うなど、意思伝達のための工夫ができる。（技能）・ 初
出の単語や表現について辞書などで調べ、会話の中で実践することができる。（技能）

到達目標

授業のキーワード

クラスのアクティビティに積極的に参加し、自ら積極的に質問に答えることが求められます。このクラスでは英
語で効果的にコミュニケーションを取ることを目指します。そのためにも、出来るだけ多く英語を話すように心
掛けて下さい。

授業の進め方

第1回 unit6 Essential English & Classroom English、 Class Guidelines. Unit 6 - 
Staying in Shape

第3回 unit6
第4回 unit9 Taking Transportation

第6回 unit7 On Vacation
第5回 unit9 Taking Transportation / Assessments: Quiz and Conversation Check

第9回 Assessments Assessments: Quiz and Conversation Check
第8回 unit7 On Vacation
第7回 unit7 On Vacation

第10回 unit8 Shopping for Clothes
第11回 unit8 Shopping for Clothes
第12回 unit10 Spending Money

第15回 Review Review of Units 6-10

授業時間外に必要な学修 Students should spend 20 minutes reviewing the material from the previous class.Students 
should spend 20 minutes previewing the material for the following class.Students should 
prepare for any course assessment with additional review of the target language 
studied.Further instruction and feedback will be given in class.

提出課題など
成績評価方法・基準      "Quizzes = 15%、 Conversation Checks = 30%、 Attendance = 20%、 Participation = 35%"
テキスト Top Notch 1BStudent Book B with workbook 2、035 yen.ISBN:9780133819281
指定図書
参考書

第2回 unit6 Staying in Shape

第14回 Assessments Assessments: Quiz and Conversation Check
第13回 unit10 Spending Money

履修するにあたって        "・３分の２以上の出席に達しないときは、特別の事情がない限り、単位認定されません。・シラバスに
       明記しているQuizとConversation Checkも成績評価に加味されますので、入念な準備が必要です。　"

Staying in Shape



授業科目名 英会話Ⅲ Ａ 単位数

開講キャンパス代表教員 Anand Sanchit

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

1

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

自習演習授業の方法

英会話及びチャレンジャー英会話は共通教育リテラシー科目群外国語分野に属し、基本的には英語を母語とする
ネイティブ・スピーカーによるクラスで、きわめて実践的な英語運用能力の養成科目として位置づけられる。英
語を使ってゲームや歌、ビデオ、寸劇などを学ぶ機会を通じて、生きた英語を身につけ、相手の意見をしっかり
と聞きながら理解し、自らの意見も発信できるスキルを身につけることを目的とする。この科目は、全学DPに示
す「獲得した知識や技能を活用し、国内外において、価値観や意見の異なるさまざまな人と議論し、学びを深
め、協働して社会に役立てることができる」を目指す。

授業の目的

・ これまで培ってきた基本的な語彙や文法の知識を英会話に応用できる。（知識）・ 聞いたり読んだりした内
容について積極的に意見を述べることができる。（知識）・ 英語コミュニケーション能力向上のために積極的に
参加できる。（態度・習慣）・ クラスメートと積極的に意見の共有をし、自らの考えを英語で表現できる。（態
度・習慣）・ 必要に応じて効果的なジェスチャーを使うなど、意思伝達のための工夫ができる。（技能）・ 初
出の単語や表現について辞書などで調べ、会話の中で実践することができる。（技能）　

到達目標

より豊かな会話へ　　　的確より流暢授業のキーワード

皆の積極的な参加が必須。グループ向けのゲームやアクティビティを使用し、理解語彙・文法を表現語彙・文法
へ替えよう

授業の進め方

第1回 Revision Revision of previous termDeciding presentation topics

第3回 Chapter 9 “Space 
Exploration”

第4回 Chapter 9 “Space 
Exploration”

Presentations

第6回 Chapter 12 “The Lay-Judge 
System in Japan”

Discussion

第5回 Chapter 12 “The Lay-Judge 
System in Japan”

Reading

第9回 Chapter 13 “Artificial 
Intelligence”

Discussion

第8回 Chapter 13 “Artificial 
Intelligence”

Reading

第7回 Chapter 12 “The Lay-Judge 
System in Japan”

Presentations

第10回 Chapter 13 “Artificial 
Intelligence”

Presentations

第11回 Chapter 15 “Trusting 
Statistics”

Reading

第12回 Chapter 15 “Trusting 
Statistics”

Discussion

第15回 Revision 2 Revision and Test

授業時間外に必要な学修 週２時間の自習プレゼンを作ること；テーマは最初の授業に決定
提出課題など プレゼン
成績評価方法・基準 ・小テスト・スピーチ: 60%・プレゼン: 20%・宿題: 10%、・図書館留学: 10%
テキスト 【著者】Mark Jewel【書名】Taking Sides: Opinions For and Against【出版社】 Asahi Press【価格】

\1、800
指定図書
参考書

第2回 Chapter 9 “Space 
Exploration”

Reading

第14回 Revision 1 Revision and Test

第13回 Chapter 15 “Trusting 
Statistics”

Presentations

履修するにあたって “恥ずかしい”とか“自信がない”とか“苦手”などの気持ちを乗り越えて、授業に積極的に参加し、なるべく
たくさん英語を発話する

Discussion



授業科目名 医学概論 単位数

開講キャンパス代表教員 趙　林

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 水曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

パワーポイントを用いて講義を行う。授業内容に合わせて、DVD鑑賞を併用することがある。授業の方法

この科目は、学部DP 3を達成することを目指します。＜主題＞　医学の発展とともに現代を生きる人々は今より
も尚いっそう長寿命であることを望んでいる。そして、様々な傷病や老化現象を克服するためには医学による手
助けが不可欠である。本講義では医学・医療はどの様に人々の健康を守り、または障がいを支えるのかについて
学習する。また、人体の構造と働きを概観するとともに、主な疾病の成り立ち、特徴症状および後遺症等につい
ても学び、その予防方法を身に付けることを目的としている。＜目標＞　受講者は本講義を通じて社会福祉士と
して必要な医学知識の習得に留まらず、医学と福祉全体を視野に、専門的な視点から多様な健康レベルの人々を
支えていく方法論を習得できる。

授業の目的

人体の基本的構造と仕組み、主な疾病発生の特徴とその予後、及び予防方法について理解すること。到達目標

人体の構造、体の仕組み、疾病、症状、診断基準、合併症、障がい、疾病予防、リハビリテーション、社会復帰授業のキーワード

シラバスで指定したテキストの内容を中心に、配布の補助プリントと合わせて授業を進める。授業の進め方

第１回 本講義の目的、医学の歴史・現
代医学の役割と課題

講義の進め方、レポート提出の目標、復習課題の活用方法について説明を受け
る。

第３回 老化と健康
第４回 身体の構造と心身の機能① 人体部位の名称・各器官の構造と機能について、特に血液・循環器について習得

し理解する。

第６回 身体の構造と心身の機能③ 各器官の構造と機能について、特に神経系・内分泌器官・運動器官について習得
し理解する。

第５回 身体の構造と心身の機能② 各器官の構造と機能について、特に腎臓・呼吸器・消化器について習得し理解す
る。

第９回 疾病の理解③ 糖尿病・内分泌疾患・膠原病発生の仕組みと予防について習得し理解する。
第８回 疾病の理解② 高血圧・脳血管疾患・心疾患発生の仕組みと予防について習得し理解する。
第７回 疾病の概要① 生活習慣病・悪性腫瘍発生の仕組みと予防について習得し理解する。

第１０回 疾病の理解④ 骨関節・神経疾患と難病発生の仕組みと予防について習得し理解する。
第１１回 疾病の理解⑤ 呼吸器疾患・消化器疾患・感染症発生の仕組みと予防について習得し理解する。
第１２回 障害の概要① 視覚障害・聴覚障害・平衡機能障害発生の仕組みと予防について習得し理解す

る。

第１５回 リハビリテーションの概要 リハビリテーションにおける障害評価やICFの考え方と概要について習得し理解
する。

授業時間外に必要な学修 各回の講義で実施される内容について、予習と復習を行うこと（各60分程度）。
提出課題など 不定期に授業終了時、当日に行った内容について小テストの演習を行うので、受講者はテストの答えを出

席カードに記入して提出すること。授業内容の理解を深めるために毎回授業の重点についての復習課題を
提示する。受講者は自己学習として次週の授業までに復習課題を完成しておくことが望ましい。また、質
問がある場合は授業開始前後に教室にて対応するので、直接担当者に聞いて下さい。講義期間中、不定期
にレポートの提出を求める。受講者は必ずレポートのテーマに沿って所定の期日に提出すること。

成績評価方法・基準 期末定期試験６０％、レポート３０％、授業への取り組み・出席カードへの記載内容１０％の割合で総合
的評価する。

テキスト 「新・社会福祉士養成講座１　人体の構造と機能及び疾病」　第３版　　￥2200円(税別)編集：社会福祉
士養成講座編集委員会発行所：中央法規出版株式会社　

指定図書 「からだの地図帳」（地図帳・ナース）：講談社編；監修・解説/高橋長雄　￥4、100円（税別）
参考書 １・「ＭＩＮＥＲＶＡ社会福祉士養成テキストブック２０　人体の構造と機能及び疾病」￥2730円(税

込)　　　監修：岩田正美・大橋謙策・白澤政和　　　編著：黒田研二・住居広士　　　発行：ミネル
ヴァ書房

第２回 人の成長・発達と老化/精神の
成長・発達

胎児期、乳幼児期、成中年の発育発達について習得し理解する。

第１４回 障害の概要③ 認知症・精神障害といった疾患発生の仕組みと予防について習得し理解する。

第１３回 障害の概要② 肢体不自由・内部障害・知的発達障害の概念や、日本の実態について習得し理解
する。

履修するにあたって 人体の構造と働き、および医学の基礎知識への関心をもつこと。

高齢期の生活・老化徴候について習得し理解する。



授業科目名 英会話Ⅰ Ａ 単位数

開講キャンパス代表教員 GRADIE DAVID

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 金曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

1

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

(演習)：英語のコミュニケーション能力を伸ばすため、積極的に参加し出来るだけ多く発言すること授業の方法

英会話は共通教育リテラシー領域言語分野に属し、基本的には英語を母語とするネイティブ・スピーカーによる
クラスで、きわめて実践的な英語運用能力の養成科目として位置づけられる。英語を使ってゲームや歌、ビデ
オ、寸劇などを学ぶ機会を通じて、生きた英語を身につけ、相手の意見をしっかりと聞きながら理解し、自らの
意見も発信できるスキルを身につけることを目的とする。この科目は、全学DPに示す「獲得した知識や技能を活
用し、国内外において、価値観や意見の異なるさまざまな人と議論し、学びを深め、協働して社会に役立てるこ
とができる」を目指す。　

授業の目的

・ これまで培ってきた基本的な語彙や文法の知識を英会話に応用できる。（知識）・ 聞いたり読んだりした内
容について積極的に意見を述べることができる。（知識）・ 英語コミュニケーション能力向上のために積極的に
参加できる。（態度・習慣）・ クラスメートと積極的に意見の共有をし、自らの考えを英語で表現できる。（態
度・習慣）・ 必要に応じて効果的なジェスチャーを使うなど、意思伝達のための工夫ができる。（技能）・ 初
出の単語や表現について辞書などで調べ、会話の中で実践することができる。（技能）　

到達目標

授業のキーワード

クラスのアクティビティに積極的に参加し、自ら積極的に質問に答えることが求められます。このクラスでは英
語で効果的にコミュニケーションを取ることを目指します。そのためにも、出来るだけ多く英語を話すように心
掛けて下さい。

授業の進め方

第1回 unit7 Essential English & Classroom English、 Class Guidelines、 Unit 7 - 
Which one is cheaper?

第3回 unit7
第4回 unit8 What’s she like?

第6回 unit9 What can you do there?
第5回 unit8 What’s she like?

第9回 unit10 Is there a bank near here?
第8回 unit10 Is there a bank near here?
第7回 unit9 What can you do there?

第10回 unit11 Did you have a good time?
第11回 unit11 Did you have a good time?
第12回 unit12 I'm going to go by car.

第15回 Review Review of Units 7-12

授業時間外に必要な学修 Students should spend 20 minutes reviewing the material from the previous class.Students 
should spend 20 minutes previewing the material for the following class.Students should 
prepare for any course assessment with additional review of the target language 
studied.Further instruction and feedback will be given in class.

提出課題など
成績評価方法・基準      "Quizzes = 15%、 Conversation Check = 30%、 Attendance = 20%、 Participation = 35%"
テキスト Smart Choice 1B 3rd Edition　出版社：Oxford　2695円(税込）　ISBN：9780194602693
指定図書
参考書

第2回 unit7 Which one is cheaper?

第14回 Assessments Assessments: Quiz and Conversation Check
第13回 unit12 I'm going to go by car.

履修するにあたって

Which one is cheaper?



授業科目名 英会話Ⅲ Ｃ 単位数

開講キャンパス代表教員 GRADIE DAVID

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

1

有瀬

(演習)：英語のコミュニケーション能力を伸ばすため、積極的に参加し出来るだけ多く発言すること。授業の方法

英会話は共通教育リテラシー科目群外国語分野に属し、基本的には英語を母語とするネイティブ・スピーカーに
よるクラスで、きわめて実践的な英語運用能力の養成科目として位置づけられる。英語を使ってゲームや歌、ビ
デオ、寸劇などを学ぶ機会を通じて、生きた英語を身につけ、相手の意見をしっかりと聞きながら理解し、自ら
の意見も発信できるスキルを身につけることを目的とする。この科目は、全学DPに示す「獲得した知識や技能を
活用し、国内外において、価値観や意見の異なるさまざまな人と議論し、学びを深め、協働して社会に役立てる
ことができる」を目指す。　

授業の目的

・ これまで培ってきた基本的な語彙や文法の知識を英会話に応用できる。（知識）・ 聞いたり読んだりした内
容について積極的に意見を述べることができる。（知識）・ 英語コミュニケーション能力向上のために積極的に
参加できる。（態度・習慣）・ クラスメートと積極的に意見の共有をし、自らの考えを英語で表現できる。（態
度・習慣）・ 必要に応じて効果的なジェスチャーを使うなど、意思伝達のための工夫ができる。（技能）・ 初
出の単語や表現について辞書などで調べ、会話の中で実践することができる。（技能）

到達目標

授業のキーワード

クラスのアクティビティに積極的に参加し、自ら積極的に質問に答えることが求められます。このクラスでは英
語で効果的にコミュニケーションを取ることを目指します。そのためにも、出来るだけ多く英語を話すように心
掛けて下さい。

授業の進め方

第1回 unit6 Essential English & Classroom English、 Class Guidelines. Unit 6 - 
Staying in Shape

第3回 unit6
第4回 unit9 Taking Transportation

第6回 unit7 On Vacation
第5回 unit9 Taking Transportation / Assessments: Quiz and Conversation Check

第9回 Assessments Assessments: Quiz and Conversation Check
第8回 unit7 On Vacation
第7回 unit7 On Vacation

第10回 unit8 Shopping for Clothes
第11回 unit8 Shopping for Clothes
第12回 unit10 Spending Money

第15回 Review Review of Units 6-10

授業時間外に必要な学修 Students should spend 20 minutes reviewing the material from the previous class.Students 
should spend 20 minutes previewing the material for the following class.Students should 
prepare for any course assessment with additional review of the target language 
studied.Further instruction and feedback will be given in class.

提出課題など
成績評価方法・基準      "Quizzes = 15%、 Conversation Checks = 30%、 Attendance = 20%、 Participation = 35%"
テキスト Top Notch 1BStudent Book B with workbook 2、035 yen.ISBN:9780133819281
指定図書
参考書

第2回 unit6 Staying in Shape

第14回 Assessments Assessments: Quiz and Conversation Check
第13回 unit10 Spending Money

履修するにあたって

Staying in Shape



授業科目名 子どもの文化 単位数

開講キャンパス代表教員 金　益見

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

現代社会においては少子化は諸課題のひとつです。本講義では、〈子ども〉を通して、現代の私たちが関わる社
会問題の望ましい解決のあり方について考察を深めていきます。〈子ども〉という考え方は、近代以前には存在
しませんでした。〈子ども〉は近代になって社会によって産み出された創造物といっても過言ではありません。
本講義では、まず「社会的存在としての子ども」について考えます。次に、〈子ども〉が誕生した後で、〈子ど
も〉のために作り出された文化に着目します。それらを通して、「子どもの文化」からみえてくる、社会の諸相
について考えていきます。また、講義を通して、人文学部ディプロマポリシーに掲げられた、「人間の心理、行
動および文化に関する専門知識と技能を総合的、体系的に身につけている」および「将来にわたって知的好奇心
を失わず、自立的に深く学習できる。」ことが可能になります。

授業の目的

〈子ども〉という概念が生まれた歴史的経緯とその後の社会変化を体系的に理解することができる。「子どもの
文化」の成立と発展の背景を学ぶことで、家族や福祉などにおける倫理的課題を明確にすることができる。現代
の諸課題を自己の課題とつなげて、これから社会を担っていく人間としてのあり方について自覚を深めることが
できる。

到達目標

フィリップ・アリエス、子ども観、学校、義務教育授業のキーワード

講義形式を中心にして進めます。毎回、授業に関する内容をミニレポートにまとめてもらいます。15回のうちの
14回目に、最終レポートを授業中に作成してもらいます。

授業の進め方

第1回 ガイダンス 授業の進め方や約束事、評価方法について説明します。

第3回 小さな大人から〈子ども〉へ

第4回 日本での〈子ども〉の誕生 日本で保護すべき対象としての〈子ども〉が広く受け入れられるようになった、
明治期の終わりから大正期にかけての変化を考察します。

第6回 近代日本の子ども観① 子ども向け雑誌から近代日本の子ども観を探っていきます。『少年倶楽部』から
みる「立身・英雄主義」や、『赤い鳥』の「童心主義」、少女という表象を生み
出した『少女の友』などを分析します。

第5回 〈子ども〉の誕生の要因 第2～4回までのまとめとして、〈子ども〉が誕生した理由を考えます。背景に
あった産業革命の影響や、ニール・ポストマンの活版印刷の発明節などを取り上
げます。

第9回 子どもと学校② 第8～10回にかけて、義務教育のはじまりとその背景を学び、そこから生まれた
子どもの文化について考察します。また、夜間中学という、戦後自主的に生まれ
た教育活動を紹介し、学ぶということはどういうことなのかを一緒に考えていき
ます。

第8回 子どもと学校① 第8～10回にかけて、義務教育のはじまりとその背景を学び、そこから生まれた
子どもの文化について考察します。また、夜間中学という、戦後自主的に生まれ
た教育活動を紹介し、学ぶということはどういうことなのかを一緒に考えていき
ます。

第7回 近代日本の子ども観② 小説における子どもの喧嘩、悪戯などから近代日本の子ども観をより明確にしま
す。取り上げる作品は『たけくらべ』『坊っちゃん』『銀の匙』です。

第10回 子どもと学校③ 第8～10回にかけて、義務教育のはじまりとその背景を学び、そこから生まれた
子どもの文化について考察します。また、夜間中学という、戦後自主的に生まれ
た教育活動を紹介し、学ぶということはどういうことなのかを一緒に考えていき
ます。

第11回 子どもとあそび① 第11～13回にかけて、遊びを取りまく子どもの文化の変化を探っていきます。取
り上げるテーマは「わらべ唄」「おやつ」「マンガ」「怪談」「子ども番組」
（受講生の興味等を参考にして、多少の変更を行う可能性があります）です。

第12回 子どもとあそび② 第11～13回にかけて、遊びを取りまく子どもの文化の変化を探っていきます。取
り上げるテーマは「わらべ唄」「おやつ」「マンガ」「怪談」「子ども番組」
（受講生の興味等を参考にして、多少の変更を行う可能性があります）です。

第15回 子どもの現在 授業全体のまとめとを行います。今までの子どもの文化の変遷を踏まえて、現代
社会における子どもという存在について考えます。

授業時間外に必要な学修 授業資料は授業後、dotキャンパスを使用してPDFで配布します。それを元にノート等を作り、毎回授業後
に1～2時間程度の復習を行ってください。

提出課題など 毎回授業内容に関するミニレポートの課題を出し、出席カードに書いてもらいます。記入された内容の一
部は、受講者の理解を深めるために、次の授業のはじめに共有します。

成績評価方法・基準 毎回のミニレポート点、合計で70点最終レポート30点合計100点満点で評価する。
テキスト なし
指定図書
参考書

第2回 創造物としての子ども 近代から現代までの子ども像の変化について考察します。〈子ども〉が近代以降
の産物であることを主張したフィリップ・アリエスの指摘を中心に『子供の〈誕
生〉』を読み解いていきます。

第14回 子どもの変化 受験勉強やゆとり教育、塾やフリースクールなど子どもの教育を取りまく変化
は、子どもにどういう影響を及ぼしたのか。公園からテーマパークへ、外遊びか
らや家遊びへ、子どもの遊びの移り変わりは地域や家族、社会にどういった変化
をもたらせたのか。「子どもと教育」「子どもとあそび」を通して見えてきた日
本の社会について、自らの生活に照らし合わせて考えていきます。

第13回 子どもとあそび③ 第11～13回にかけて、遊びを取りまく子どもの文化の変化を探っていきます。取
り上げるテーマは「わらべ唄」「おやつ」「マンガ」「怪談」「子ども番組」
（受講生の興味等を参考にして、多少の変更を行う可能性があります）です。

履修するにあたって 私語厳禁です。授業に関係のないもの（スマートフォンや雑誌など）を机の上に出すことも禁じます。これらを
含めた受講上の約束事は1回目の授業で説明します（受講上の約束事が守れない場合は即退出、場合によっては即
不合格とします）。履修登録の際には、このことを十分に理解してください。また小テストは、「授業内容を把
握しかつ試験準備が十分されていないと合格できない」レベルのものを課します。履修登録の際には、このこと
も十分に理解してください。

近代の思想家の子ども観を、ルソーの「エミール」や、ジョン・ロックの「タブ
ラ・ラサ」という概念を元に紹介します。



授業科目名 地域社会学Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 金　益見

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義、発表授業の方法

地域社会学Ⅱでは、社会学の成果を学び、それをもとに現代社会の地域社会の性格について考えていきます。最
初に、主な社会学理論を検討しながら、社会学とはどのような学問であるかを把握します。そしてその成果をふ
まえて、いくつかの社会的事象をとりあげて、それらがもつ意味を考えます。前半では、社会学の基礎知識の修
得を経て、主な学説を学ぶことから始めます。そこでの知見をもとに、地域から国際社会まで視野を広くもっ
て、社会事象を観察し、その意味や問題点を適正に把握するための力を養います。後半では、現代社会の特性や
その問題点を、「居場所」をキーワードにして考察を進めます。また、講義を通して、人文学部ディプロマポリ
シーに掲げられた、「人間の心理、行動および文化に関する専門知識と技能を総合的、体系的に身につけてい
る」および「将来にわたって知的好奇心を失わず、自立的に深く学習できる。」ことが可能になります。

授業の目的

①社会学の基礎知識の習得できる②基礎知識をもとに、現代社会の特性や問題について、その意味や背景を明ら
かにする力を養うことができる?テキストで扱われている社会学の理論や概念を、各自の研究に関連づけ、各自の
研究を発展させることができる

到達目標

授業のキーワード

授業は、前半は講義が中心です。後半は、テキストに関する履修学生の発表とディスカッションを中心に行いま
す。発表者は、テキストの要約、コメント、関連資料等を整理したレジュメを作成してください。テキストは、
地域社会学・都市社会学、コミュニティ論、社会理論等の領域に関わる文献・論文・報告書等から選びます。

授業の進め方

第１回 社会学の基礎的理解 19世紀において社会学が誕生した歴史的経緯を考察する。社会学における重要な
キーワードの概念を検討しながら、基礎知識を学ぶ。

第３回 方法論的個人主義

第４回 構造-機能アプローチ T・パーソンズの業績を検討しながら、彼が確立した「構造-機能アプローチ」の
中身を理解する。

第６回 近年の社会学理論 近年の社会学理論の主な業績を検討する。これまでにみてきた社会学の古典的業
績との比較から、現時点での社会学の成果と課題を明らかにする。

第５回 意味学派のアプローチ 20世紀後半に活躍したアメリカの社会学者の業績をいくつか検討して、個人の主
体的な意味付与という実践から、個人と社会の関係を捉えようとするアプローチ
を考察する。

第９回 発表準備 次回からの発表にむけての準備

第８回 現代社会の特性と諸問題 現代社会の特性と諸問題について、近代社会の成熟化という観点から、具体的な
事例を用いて検討をする。

第７回 社会学理論のまとめ 第1回から第6回までの授業で学んだことを振り返り、要点の整理をする。

第10回 地域社会の現代的課題① 少子化・子育てと地域社会についての発表
第11回 地域社会の現代的課題② 高齢化・介護と地域社会についての発表
第12回 地域社会の現代的課題? 防災・災害復興と地域社会についての発表

第15回 全体のまとめ これまでの授業で学んだことを振り返り、要点の整理をする。

授業時間外に必要な学修 授業各回で検討されたキーワードについて、該当する具体例や関連する事柄について検索し、調べるこ
と。どのように調べるかは授業にて案内します。　

提出課題など 毎回授業内容に関する課題を出し、出席カードに書いてもらいます。記入された内容の一部は、受講者の
理解を深めるために、次の授業のはじめに共有します。

成績評価方法・基準 毎回のミニレポート点、合計で70点、発表30点、合計100点満点で評価します。
テキスト なし
指定図書
参考書 地域社会学・都市社会学の概略に関しては下記の文献が参考になります。・町村敬志・西澤晃彦『都市の

社会学』有斐閣（2000年）・地域社会学会編集『キーワード社会学　新版』ハーベスト社（2011年）・岩
崎信彦・似田貝香門・古城利明・矢澤澄子監修『地域社会学講座』（全３巻）東信堂（2006年）

第２回 方法論的集合主義 E・デュルケムの業績を検討しながら、彼が確立した方法論的集合主義の中身を
理解する。

第14回 地域社会の現代的課題⑤ 地域の担い手／地域社会は誰のものなのか？についての発表
第13回 地域社会の現代的課題④ 画一化と差別化・商品化／消費される地域社会についての発表

履修するにあたって

M・ヴェーバーの業績を検討しながら、彼が確立した方法論的個人主義の中身を
理解する。



授業科目名 地域社会学Ⅱ 単位数

開講キャンパス代表教員 金　益見

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義、発表授業の方法

地域社会学Ⅱでは、社会学の成果を学び、それをもとに現代社会の地域社会の性格について考えていきます。最
初に、主な社会学理論を検討しながら、社会学とはどのような学問であるかを把握します。そしてその成果をふ
まえて、いくつかの社会的事象をとりあげて、それらがもつ意味を考えます。前半では、社会学の基礎知識の修
得を経て、主な学説を学ぶことから始めます。そこでの知見をもとに、地域から国際社会まで視野を広くもっ
て、社会事象を観察し、その意味や問題点を適正に把握するための力を養います。後半では、現代社会の特性や
その問題点を、「居場所」をキーワードにして考察を進めます。また、講義を通して、人文学部ディプロマポリ
シーに掲げられた、「人間の心理、行動および文化に関する専門知識と技能を総合的、体系的に身につけてい
る」および「将来にわたって知的好奇心を失わず、自立的に深く学習できる。」ことが可能になります。

授業の目的

①社会学の基礎知識の習得できる②基礎知識をもとに、現代社会の特性や問題について、その意味や背景を明ら
かにする力を養うことができる?テキストで扱われている社会学の理論や概念を、各自の研究に関連づけ、各自の
研究を発展させることができる

到達目標

授業のキーワード

授業は、前半は講義が中心です。後半は、テキストに関する履修学生の発表とディスカッションを中心に行いま
す。発表者は、テキストの要約、コメント、関連資料等を整理したレジュメを作成してください。テキストは、
地域社会学・都市社会学、コミュニティ論、社会理論等の領域に関わる文献・論文・報告書等から選びます。

授業の進め方

第１回 社会学の基礎的理解 19世紀において社会学が誕生した歴史的経緯を考察する。社会学における重要な
キーワードの概念を検討しながら、基礎知識を学ぶ。

第３回 方法論的個人主義

第４回 構造-機能アプローチ T・パーソンズの業績を検討しながら、彼が確立した「構造-機能アプローチ」の
中身を理解する。

第６回 近年の社会学理論 近年の社会学理論の主な業績を検討する。これまでにみてきた社会学の古典的業
績との比較から、現時点での社会学の成果と課題を明らかにする。

第５回 意味学派のアプローチ 20世紀後半に活躍したアメリカの社会学者の業績をいくつか検討して、個人の主
体的な意味付与という実践から、個人と社会の関係を捉えようとするアプローチ
を考察する。

第９回 発表準備 次回からの発表にむけての準備

第８回 現代社会の特性と諸問題 現代社会の特性と諸問題について、近代社会の成熟化という観点から、具体的な
事例を用いて検討をする。

第７回 社会学理論のまとめ 第1回から第6回までの授業で学んだことを振り返り、要点の整理をする。

第10回 地域社会の現代的課題① 少子化・子育てと地域社会についての発表
第11回 地域社会の現代的課題② 高齢化・介護と地域社会についての発表
第12回 地域社会の現代的課題? 防災・災害復興と地域社会についての発表

第15回 全体のまとめ これまでの授業で学んだことを振り返り、要点の整理をする。

授業時間外に必要な学修 授業各回で検討されたキーワードについて、該当する具体例や関連する事柄について検索し、調べるこ
と。どのように調べるかは授業にて案内します。　

提出課題など 毎回授業内容に関する課題を出し、出席カードに書いてもらいます。記入された内容の一部は、受講者の
理解を深めるために、次の授業のはじめに共有します。

成績評価方法・基準 毎回のミニレポート点、合計で70点、発表30点、合計100点満点で評価します。
テキスト なし
指定図書
参考書 地域社会学・都市社会学の概略に関しては下記の文献が参考になります。・町村敬志・西澤晃彦『都市の

社会学』有斐閣（2000年）・地域社会学会編集『キーワード社会学　新版』ハーベスト社（2011年）・岩
崎信彦・似田貝香門・古城利明・矢澤澄子監修『地域社会学講座』（全３巻）東信堂（2006年）

第２回 方法論的集合主義 E・デュルケムの業績を検討しながら、彼が確立した方法論的集合主義の中身を
理解する。

第14回 地域社会の現代的課題⑤ 地域の担い手／地域社会は誰のものなのか？についての発表
第13回 地域社会の現代的課題④ 画一化と差別化・商品化／消費される地域社会についての発表

履修するにあたって

M・ヴェーバーの業績を検討しながら、彼が確立した方法論的個人主義の中身を
理解する。



授業科目名 比較社会論 単位数

開講キャンパス代表教員 李　洪章

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

本授業は、現代社会学部のディプロマ・ポリシーに示す、現代社会の多面的・総合的理解を目指すものである。
比較社会学は、私たちが生きる社会における「常識」を、改めて問い直すうえで有効な考え方である。本授業で
は、比較の視点を取り入れた社会学の古典を紹介したうえで、各国(特に東アジア諸国)の教育制度や家族制度の
あり方を比較することで、日本の現状を客観的にみる視点を養う。また、各国における人種・民族問題の取扱い
方やマイノリティ概念の相違に触れた後、具体例として世界に散在するコリアンを取り上げ、マイノリティ自身
のアイデンティティ・文化・生活の特徴を多角的な視点から比較・検討することで、日本のエスニック・マイノ
リティの現状を明らかにする。　

授業の目的

比較社会学の基礎を学ぶことを通して、自らが生きる社会において自明とされていることを客観的にとらえる視
点を身につける。

到達目標

授業のキーワード

講義形式で授業を進める。受講人数によってはグループワークを行う場合もある。　授業の進め方

第1回 イントロダクション 授業の進め方と、本講義の基本的な考え方について概説する。　

第3回 比較社会学の古典：自殺論、プ
ロテスタンティズムの倫理と資
本主義の精神　

第4回 比較社会学の名著　：時間の比
較社会学

真木悠介『時間の比較社会学』を解説する　

第6回 日韓米における教育の比較 日韓米における教育制度のあり方や、人々の教育に対する考え方を比較すること
で、日本における教育の特徴や問題点を明らかにする。

第5回 幸福度調査 幸福度調査を概観することで、日本社会の現住所を把握する。

第9回 日韓芸能比較 kpopとjpopの比較を通じて、日韓の音楽文化・音楽ビジネスの違いについて考え
る。

第8回 ナショナリズム比較 各国におけるナショナリズムのあり方を比較・検討する。比較社会学という視点
の限界についても学ぶ。

第7回 日韓における家族制度の比較 日韓米における家族制度のあり方や、人々の家族観を比較することで、日本にお
ける教育の特徴や問題点を明らかにする。　

第10回 ことばと文化の日韓比較 日本と韓国の「ことば」の違いから、文化のあり方の共通点と相違点について考
える。

第11回 東アジアのITメディア環境の比
較

日中韓のネットカフェの利用状況の比較を通じて、各国における社会関係のあり
方の違いについて考える。

第12回 マイノリティ政策の比較 在日コリアンの現状について簡単に触れながら、各国のコリアン・ディアスポラ
の現状や、マイノリティ政策の比較を行うことで、日本のマイノリティを取り巻
く状況を浮き彫りにする。　

第15回 振り返り 韓国の政治・文化・経済・福祉・教育などの比較を通じて見えてきた日本社会の
特徴と課題について振り返る。

授業時間外に必要な学修 事前学習：予告した次回講義テーマに関して下調べを行い、疑問点を明確にしておくこと（目安として1
時間程度）。事後学習：講義ノートや配布資料を復習すること（目安として1時間程度）。　

提出課題など 特になし定期試験については、manaba上で全体講評をすることでフィードバックする。
成績評価方法・基準 期末におこなう小論文試験　100％
テキスト
指定図書
参考書 『コリアン・ディアスポラと東アジア社会』松田素二・鄭根植編著、京都大学学術出版会　

第2回 比較社会学とは何か　 比較社会学の学説史を紹介する　

第14回 在米コリアンの歴史と現状 在米コリアンの歴史と生活やコミュニティの現状について学ぶ。
第13回 中国朝鮮族の歴史と現状 中国朝鮮族の歴史と生活やコミュニティの現状について学ぶ。

履修するにあたって 授業の進度によってシラバスとは異なる内容の授業をする場合もある。　

デュルケム『自殺論』とヴェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の
精神』を解説する　



授業科目名 比較社会論 単位数

開講キャンパス代表教員 李　洪章

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

講義授業の方法

本授業は、現代社会学部のディプロマ・ポリシーに示す、現代社会の多面的・総合的理解を目指すものである。
比較社会学は、私たちが生きる社会における「常識」を、改めて問い直すうえで有効な考え方である。本授業で
は、比較の視点を取り入れた社会学の古典を紹介したうえで、各国(特に東アジア諸国)の教育制度や家族制度の
あり方を比較することで、日本の現状を客観的にみる視点を養う。また、各国における人種・民族問題の取扱い
方やマイノリティ概念の相違に触れた後、具体例として世界に散在するコリアンを取り上げ、マイノリティ自身
のアイデンティティ・文化・生活の特徴を多角的な視点から比較・検討することで、日本のエスニック・マイノ
リティの現状を明らかにする。　

授業の目的

比較社会学の基礎を学ぶことを通して、自らが生きる社会において自明とされていることを客観的にとらえる視
点を身につける。

到達目標

授業のキーワード

講義形式で授業を進める。受講人数によってはグループワークを行う場合もある。　授業の進め方

第1回 イントロダクション 授業の進め方と、本講義の基本的な考え方について概説する。　

第3回 比較社会学の古典：自殺論、プ
ロテスタンティズムの倫理と資
本主義の精神　

第4回 比較社会学の名著　：時間の比
較社会学

真木悠介『時間の比較社会学』を解説する　

第6回 日韓米における教育の比較 日韓米における教育制度のあり方や、人々の教育に対する考え方を比較すること
で、日本における教育の特徴や問題点を明らかにする。

第5回 幸福度調査 幸福度調査を概観することで、日本社会の現住所を把握する。

第9回 日韓芸能比較 kpopとjpopの比較を通じて、日韓の音楽文化・音楽ビジネスの違いについて考え
る。

第8回 ナショナリズム比較 各国におけるナショナリズムのあり方を比較・検討する。比較社会学という視点
の限界についても学ぶ。

第7回 日韓における家族制度の比較 日韓米における家族制度のあり方や、人々の家族観を比較することで、日本にお
ける教育の特徴や問題点を明らかにする。　

第10回 ことばと文化の日韓比較 日本と韓国の「ことば」の違いから、文化のあり方の共通点と相違点について考
える。

第11回 東アジアのITメディア環境の比
較

日中韓のネットカフェの利用状況の比較を通じて、各国における社会関係のあり
方の違いについて考える。

第12回 マイノリティ政策の比較 在日コリアンの現状について簡単に触れながら、各国のコリアン・ディアスポラ
の現状や、マイノリティ政策の比較を行うことで、日本のマイノリティを取り巻
く状況を浮き彫りにする。　

第15回 振り返り 韓国の政治・文化・経済・福祉・教育などの比較を通じて見えてきた日本社会の
特徴と課題について振り返る。

授業時間外に必要な学修 事前学習：予告した次回講義テーマに関して下調べを行い、疑問点を明確にしておくこと（目安として1
時間程度）。事後学習：講義ノートや配布資料を復習すること（目安として1時間程度）。　

提出課題など 特になし定期試験については、manaba上で全体講評をすることでフィードバックする。
成績評価方法・基準 期末におこなう小論文試験　100％
テキスト
指定図書
参考書 『コリアン・ディアスポラと東アジア社会』松田素二・鄭根植編著、京都大学学術出版会　

第2回 比較社会学とは何か　 比較社会学の学説史を紹介する　

第14回 在米コリアンの歴史と現状 在米コリアンの歴史と生活やコミュニティの現状について学ぶ。
第13回 中国朝鮮族の歴史と現状 中国朝鮮族の歴史と生活やコミュニティの現状について学ぶ。

履修するにあたって 授業の進度によってシラバスとは異なる内容の授業をする場合もある。　

デュルケム『自殺論』とヴェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の
精神』を解説する　



授業科目名 英語表現Ⅱ （Ａ） 単位数

開講キャンパス代表教員 Nicholas Musty、Petit Marc

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜2限 金曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

演習授業の方法

この授業ではディプロマポリシーの中でも (1) 実践的で高度な外国語の適用できる (2) 言語の基礎にある多様
な社会、文化、歴史、政治、経済などについて幅広い知識や教養を身に付けることができる (3) 教養現場で効果
な英語に関する体系的で専門的知識と指導法を習得することができる ことを目的としている。　In this 
course、 basic writing skills and understanding of grammar will be improved. Essays will give 
practice in writing on a variety of themes. Since the class will be conducted in English、 the  
ability to understand basic instructions and guidance given in English will be improved.

授業の目的

To be able to(1) produce a 250 word essay (2) create a coherent essay (3) write about various topics 
(4) use proper word order (5) use appropriate vocabulary(6) produce a logical essay

到達目標

essay、 grammar、 writing授業のキーワード

The class will meet twice each week. Lessons will be aimed at improving writing skills. In 
addition、 students are expected to write six essays. After receiving feedback on the first draft of 
each essay、 students are required to make improvements and submit a second draft.　

授業の進め方

第1回 Orientation Orientation

第3回 Technology (1)
第4回 Technology (2) Unit 7 Persuasive essay

第6回 Technology (4) Unit 7 Persuasive essay
第5回 Technology (3) Unit 7 Conjecturing alternatives

第9回 Entertainment (3) Unit 8 Drawing conclusions
第8回 Entertainment (2) Unit 8 Spoken vs. Written English
第7回 Entertainment (1) Unit 8 Drawing conclusions

第10回 Entertainment (4) Unit 8 Spoken vs. Written English

第27回 Diversity (4) Unit 12 When you don't paraphrase

第11回 International affairs (1) Unit 9 Stating results & Justifying procedures

第28回 Academic Express Academic Express

第30回 Reflection Reflection
第29回 Reflection Reflection

第12回 International affairs (2) Unit 9 Narrative essay

第15回 Personal finance (1) Unit 10 What is a good thesis statement?

第17回 Personal finance (3) Unit 10 What is a good thesis statement?
第16回 Personal finance (2) Unit 10 Presenting arguments

第20回 Health (2) Unit 11 Self-examination
第19回 Health (1) Unit 11 Self-reflective writing
第18回 Personal finance (4) Unit 10 Presenting arguments

第21回 Health (3) Unit 11 Self-reflective writing

第23回 Diversity (1) Unit 12 APA (3): In-text citations
第22回 Health (4) Unit 11 Self-examination

第24回 Diversity (2) Unit 12 Self-correction

第26回 TOEIC TOEIC
第25回 Diversity (3) Unit 12 When you paraphrase

授業時間外に必要な学修 Students will write one essay each unit. Two drafts should be submitted for each essay、 and 
students will be required to make improvements to their essays before re-submitting. Students 
will be responsible for all homework assignments in addition to work in class. Students 
should expect to spend approximately 60 minutes each week to complete this work.　

提出課題など Online assignments must be submitted by the due date. Any questions should be directed to the 
course instructor.

成績評価方法・基準 "40% for 6 essays; 40% for forum chats conducted in class; 20% for participation. Essays will 
be assessed according to the number of characters written. Forum chats will be assessed 
according to the number of posts made and characters written. Participation will be assessed 
according to the submission of ""Forum chat Set-up and Review"" (Tuesday)、 and ""Writing 
Assignment Planning""、 peer- and self-checks (Friday)."

テキスト
指定図書
参考書

第2回 Orientation Orientation

第14回 International affairs (4) Unit 9 Stating results & Justifying procedures
第13回 International affairs (3) Unit 9 Narrative essay

履修するにあたって Attendance and active participation in each class is mandatory. Students are expected to use only 
English in the classroom.

Unit 7 Conjecturing alternatives



授業科目名 英語表現Ⅱ （Ｂ） 単位数

開講キャンパス代表教員 Nicholas Musty、壱岐尾　純子

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜2限 金曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

演習授業の方法

この授業ではディプロマポリシーの中でも (1) 実践的で高度な外国語の適用できる (2) 言語の基礎にある多様
な社会、文化、歴史、政治、経済などについて幅広い知識や教養を身に付けることができる (3) 教養現場で効果
な英語に関する体系的で専門的知識と指導法を習得することができる ことを目的としている。　In this 
course、 basic writing skills and understanding of grammar will be improved. Essays will give 
practice in writing on a variety of themes. Since the class will be conducted in English、 the  
ability to understand basic instructions and guidance given in English will be improved.

授業の目的

To be able to(1) produce a 250 word essay (2) create a coherent essay (3) write about various topics 
(4) use proper word order (5) use appropriate vocabulary(6) produce a logical essay

到達目標

essay、 grammar、 writing授業のキーワード

The class will meet twice each week. Lessons will be aimed at improving writing skills. In 
addition、 students are expected to write six essays. After receiving feedback on the first draft of 
each essay、 students are required to make improvements and submit a second draft.　

授業の進め方

第1回 Orientation Orientation

第3回 Technology (1)
第4回 Technology (2) Unit 7 Persuasive essay

第6回 Technology (4) Unit 7 Persuasive essay
第5回 Technology (3) Unit 7 Conjecturing alternatives

第9回 Entertainment (3) Unit 8 Drawing conclusions
第8回 Entertainment (2) Unit 8 Spoken vs. Written English
第7回 Entertainment (1) Unit 8 Drawing conclusions

第10回 Entertainment (4) Unit 8 Spoken vs. Written English

第27回 Diversity (4) Unit 12 When you don't paraphrase

第11回 International affairs (1) Unit 9 Stating results & Justifying procedures

第28回 Academic Express Academic Express

第30回 Reflection Reflection
第29回 Reflection Reflection

第12回 International affairs (2) Unit 9 Narrative essay

第15回 Personal finance (1) Unit 10 What is a good thesis statement?

第17回 Personal finance (3) Unit 10 What is a good thesis statement?
第16回 Personal finance (2) Unit 10 Presenting arguments

第20回 Health (2) Unit 11 Self-examination
第19回 Health (1) Unit 11 Self-reflective writing
第18回 Personal finance (4) Unit 10 Presenting arguments

第21回 Health (3) Unit 11 Self-reflective writing

第23回 Diversity (1) Unit 12 APA (3): In-text citations
第22回 Health (4) Unit 11 Self-examination

第24回 Diversity (2) Unit 12 Self-correction

第26回 TOEIC TOEIC
第25回 Diversity (3) Unit 12 When you paraphrase

授業時間外に必要な学修 Students will write one essay each unit. Two drafts should be submitted for each essay、 and 
students will be required to make improvements to their essays before re-submitting. Students 
will be responsible for all homework assignments in addition to work in class. Students 
should expect to spend approximately 60 minutes each week to complete this work.　

提出課題など Online assignments must be submitted by the due date. Any questions should be directed to the 
course instructor.

成績評価方法・基準 "40% for 6 essays; 40% for forum chats conducted in class; 20% for participation. Essays will 
be assessed according to the number of characters written. Forum chats will be assessed 
according to the number of posts made and characters written. Participation will be assessed 
according to the submission of ""Forum chat Set-up and Review"" (Tuesday)、 and ""Writing 
Assignment Planning""、 peer- and self-checks (Friday)."

テキスト
指定図書
参考書

第2回 Orientation Orientation

第14回 International affairs (4) Unit 9 Stating results & Justifying procedures
第13回 International affairs (3) Unit 9 Narrative essay

履修するにあたって Attendance and active participation in each class is mandatory. Students are expected to use only 
English in the classroom.

Unit 7 Conjecturing alternatives



授業科目名 英語表現Ⅱ （Ｃ） 単位数

開講キャンパス代表教員 Nicholas Musty、Petit Marc

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜1限 金曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

演習授業の方法

この授業ではディプロマポリシーの中でも (1) 実践的で高度な外国語の適用できる (2) 言語の基礎にある多様
な社会、文化、歴史、政治、経済などについて幅広い知識や教養を身に付けることができる (3) 教養現場で効果
な英語に関する体系的で専門的知識と指導法を習得することができる ことを目的としている。　In this 
course、 basic writing skills and understanding of grammar will be improved. Essays will give 
practice in writing on a variety of themes. Since the class will be conducted in English、 the  
ability to understand basic instructions and guidance given in English will be improved.

授業の目的

To be able to(1) produce a 250 word essay (2) create a coherent essay (3) write about various topics 
(4) use proper word order (5) use appropriate vocabulary(6) produce a logical essay

到達目標

essay、 grammar、 writing授業のキーワード

The class will meet twice each week. Lessons will be aimed at improving writing skills. In 
addition、 students are expected to write six essays. After receiving feedback on the first draft of 
each essay、 students are required to make improvements and submit a second draft.　

授業の進め方

第1回 Orientation Orientation

第3回 Technology (1)
第4回 Technology (2) Unit 7 Persuasive essay

第6回 Technology (4) Unit 7 Persuasive essay
第5回 Technology (3) Unit 7 Conjecturing alternatives

第9回 Entertainment (3) Unit 8 Drawing conclusions
第8回 Entertainment (2) Unit 8 Spoken vs. Written English
第7回 Entertainment (1) Unit 8 Drawing conclusions

第10回 Entertainment (4) Unit 8 Spoken vs. Written English

第27回 Diversity (4) Unit 12 When you don't paraphrase

第11回 International affairs (1) Unit 9 Stating results & Justifying procedures

第28回 Academic Express Academic Express

第30回 Reflection Reflection
第29回 Reflection Reflection

第12回 International affairs (2) Unit 9 Narrative essay

第15回 Personal finance (1) Unit 10 What is a good thesis statement?

第17回 Personal finance (3) Unit 10 What is a good thesis statement?
第16回 Personal finance (2) Unit 10 Presenting arguments

第20回 Health (2) Unit 11 Self-examination
第19回 Health (1) Unit 11 Self-reflective writing
第18回 Personal finance (4) Unit 10 Presenting arguments

第21回 Health (3) Unit 11 Self-reflective writing

第23回 Diversity (1) Unit 12 APA (3): In-text citations
第22回 Health (4) Unit 11 Self-examination

第24回 Diversity (2) Unit 12 Self-correction

第26回 TOEIC TOEIC
第25回 Diversity (3) Unit 12 When you paraphrase

授業時間外に必要な学修 Students will write one essay each unit. Two drafts should be submitted for each essay、 and 
students will be required to make improvements to their essays before re-submitting. Students 
will be responsible for all homework assignments in addition to work in class. Students 
should expect to spend approximately 60 minutes each week to complete this work.　

提出課題など Online assignments must be submitted by the due date. Any questions should be directed to the 
course instructor.

成績評価方法・基準 "40% for 6 essays; 40% for forum chats conducted in class; 20% for participation. Essays will 
be assessed according to the number of characters written. Forum chats will be assessed 
according to the number of posts made and characters written. Participation will be assessed 
according to the submission of ""Forum chat Set-up and Review"" (Tuesday)、 and ""Writing 
Assignment Planning""、 peer- and self-checks (Friday)."

テキスト
指定図書
参考書

第2回 Orientation Orientation

第14回 International affairs (4) Unit 9 Stating results & Justifying procedures
第13回 International affairs (3) Unit 9 Narrative essay

履修するにあたって Attendance and active participation in each class is mandatory. Students are expected to use only 
English in the classroom.

Unit 7 Conjecturing alternatives



授業科目名 英語表現Ⅱ （Ｄ） 単位数

開講キャンパス代表教員 Nicholas Musty、杉野　雅彦

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜1限 金曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

演習授業の方法

この授業ではディプロマポリシーの中でも (1) 実践的で高度な外国語の適用できる (2) 言語の基礎にある多様
な社会、文化、歴史、政治、経済などについて幅広い知識や教養を身に付けることができる (3) 教養現場で効果
な英語に関する体系的で専門的知識と指導法を習得することができる ことを目的としている。　In this 
course、 basic writing skills and understanding of grammar will be improved. Essays will give 
practice in writing on a variety of themes. Since the class will be conducted in English、 the  
ability to understand basic instructions and guidance given in English will be improved.

授業の目的

To be able to(1) produce a 250 word essay (2) create a coherent essay (3) write about various topics 
(4) use proper word order (5) use appropriate vocabulary(6) produce a logical essay

到達目標

essay、 grammar、 writing授業のキーワード

The class will meet twice each week. Lessons will be aimed at improving writing skills. In 
addition、 students are expected to write six essays. After receiving feedback on the first draft of 
each essay、 students are required to make improvements and submit a second draft.　

授業の進め方

第1回 Orientation Orientation

第3回 Technology (1)
第4回 Technology (2) Unit 7 Persuasive essay

第6回 Technology (4) Unit 7 Persuasive essay
第5回 Technology (3) Unit 7 Conjecturing alternatives

第9回 Entertainment (3) Unit 8 Drawing conclusions
第8回 Entertainment (2) Unit 8 Spoken vs. Written English
第7回 Entertainment (1) Unit 8 Drawing conclusions

第10回 Entertainment (4) Unit 8 Spoken vs. Written English

第27回 Diversity (4) Unit 12 When you don't paraphrase

第11回 International affairs (1) Unit 9 Stating results & Justifying procedures

第28回 Academic Express Academic Express

第30回 Reflection Reflection
第29回 Reflection Reflection

第12回 International affairs (2) Unit 9 Narrative essay

第15回 Personal finance (1) Unit 10 What is a good thesis statement?

第17回 Personal finance (3) Unit 10 What is a good thesis statement?
第16回 Personal finance (2) Unit 10 Presenting arguments

第20回 Health (2) Unit 11 Self-examination
第19回 Health (1) Unit 11 Self-reflective writing
第18回 Personal finance (4) Unit 10 Presenting arguments

第21回 Health (3) Unit 11 Self-reflective writing

第23回 Diversity (1) Unit 12 APA (3): In-text citations
第22回 Health (4) Unit 11 Self-examination

第24回 Diversity (2) Unit 12 Self-correction

第26回 TOEIC TOEIC
第25回 Diversity (3) Unit 12 When you paraphrase

授業時間外に必要な学修 Students will write one essay each unit. Two drafts should be submitted for each essay、 and 
students will be required to make improvements to their essays before re-submitting. Students 
will be responsible for all homework assignments in addition to work in class. Students 
should expect to spend approximately 60 minutes each week to complete this work.　

提出課題など Online assignments must be submitted by the due date. Any questions should be directed to the 
course instructor.

成績評価方法・基準 "40% for 6 essays; 40% for forum chats conducted in class; 20% for participation. Essays will 
be assessed according to the number of characters written. Forum chats will be assessed 
according to the number of posts made and characters written. Participation will be assessed 
according to the submission of ""Forum chat Set-up and Review"" (Tuesday)、 and ""Writing 
Assignment Planning""、 peer- and self-checks (Friday)."

テキスト
指定図書
参考書

第2回 Orientation Orientation

第14回 International affairs (4) Unit 9 Stating results & Justifying procedures
第13回 International affairs (3) Unit 9 Narrative essay

履修するにあたって Attendance and active participation in each class is mandatory. Students are expected to use only 
English in the classroom.

Unit 7 Conjecturing alternatives



授業科目名 英会話Ⅰ Ｂ 単位数

開講キャンパス代表教員 Riley Christian

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

1

有瀬

(演習)：英語のコミュニケーション能力を伸ばすため、積極的に参加し出来るだけ多く発言すること授業の方法

英会話は共通教育リテラシー領域言語分野に属し、基本的には英語を母語とするネイティブ・スピーカーによる
クラスで、きわめて実践的な英語運用能力の養成科目として位置づけられる。英語を使ってゲームや歌、ビデ
オ、寸劇などを学ぶ機会を通じて、生きた英語を身につけ、相手の意見をしっかりと聞きながら理解し、自らの
意見も発信できるスキルを身につけることを目的とする。この科目は、全学DPに示す「獲得した知識や技能を活
用し、国内外において、価値観や意見の異なるさまざまな人と議論し、学びを深め、協働して社会に役立てるこ
とができる」を目指す。

授業の目的

・ これまで培ってきた基本的な語彙や文法の知識を英会話に応用できる。（知識）・ 聞いたり読んだりした内
容について積極的に意見を述べることができる。（知識）・ 英語コミュニケーション能力向上のために積極的に
参加できる。（態度・習慣）・ クラスメートと積極的に意見の共有をし、自らの考えを英語で表現できる。（態
度・習慣）・ 必要に応じて効果的なジェスチャーを使うなど、意思伝達のための工夫ができる。（技能）・ 初
出の単語や表現について辞書などで調べ、会話の中で実践することができる。（技能）　

到達目標

授業のキーワード

クラスのアクティビティに積極的に参加し、自ら積極的に質問に答えることが求められます。このクラスでは英
語で効果的にコミュニケーションを取ることを目指します。そのためにも、出来るだけ多く英語を話すように心
掛けて下さい。

授業の進め方

第1回 unit7 Essential English & Classroom English、 Class Guidelines、 Unit 7 - 
Which one is cheaper?

第3回 unit7
第4回 unit8 What’s she like?

第6回 unit9 What can you do there?
第5回 unit8 What’s she like?

第9回 unit10 Is there a bank near here?
第8回 unit10 Is there a bank near here?
第7回 unit9 What can you do there?

第10回 unit11 Did you have a good time?
第11回 unit11 Did you have a good time?
第12回 unit12 I'm going to go by car.

第15回 Review Review of Units 7-12

授業時間外に必要な学修 Students should spend 20 minutes reviewing the material from the previous class.Students 
should spend 20 minutes previewing the material for the following class.Students should 
prepare for any course assessment with additional review of the target language 
studied.Further instruction and feedback will be given in class.

提出課題など
成績評価方法・基準      "Quizzes = 15%、 Conversation Check = 30%、 Attendance = 20%、 Participation = 35%"
テキスト Smart Choice 1B 3rd Edition　出版社:Oxford　2695円(税込）　ISBN:9780194602693
指定図書
参考書

第2回 unit7 Which one is cheaper?

第14回 Assessments Assessments: Quiz and Conversation Check
第13回 unit12 I'm going to go by car.

履修するにあたって ・３分の２以上の出席に達しないときは、特別の事情がない限り、単位認定されません。・シラバスに明記して
いるQuizとConversation Checkも成績評価に加味されますので、入念な準備が必要です。　

Which one is cheaper?


