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専門基礎科目
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配当年次

1 年次 前期
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伊藤 泰郎

社会学基礎Ⅰ

授業形態

Invitation to Sociology Ⅰ

単独

必選別

必修

単位数

【授業の目的】
社会学の基本的な視点や発想については学ぶとともに、基礎的な用語や概念、理論について学ぶ。
【授業の到達目標】
2年生以降に開講される社会学の授業で学ぶために必要な基礎を身につける。
【授業の概要】
授業の各回で学んだ用語や概念、理論について着実に理解することを目標とする。
【授業計画と準備学修】
第 １回 ガイダンス
〇事前学修 シラバスに目を通す
〇事後学修 授業の進め方や内容について疑問があれば質問できるようにする
第 ２回 社会科学の方法
〇事前学修 事前に配布した資料を読んでおく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ３回 社会学とは何か
〇事前学修 事前に配布した資料を読んでおく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ４回 社会学の基礎概念
〇事前学修 事前に配布した資料を読んでおく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ５回 集団と組織（1）：機能と分類
〇事前学修 事前に配布した資料を読んでおく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ６回 集団と組織（2）：官僚制
〇事前学修 事前に配布した資料を読んでおく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ７回 パーソナリティと自我
〇事前学修 事前に配布した資料を読んでおく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ８回 アイデンティティ
〇事前学修 事前に配布した資料を読んでおく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ９回 中間まとめ
〇事前学修 事前に配布した資料を読んでおく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １０回 家族（1）：家族分析の基礎
〇事前学修 事前に配布した資料を読んでおく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １１回 家族（2）：ライフサイクルとライフコース
〇事前学修 事前に配布した資料を読んでおく
3
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〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １２回 貧困
〇事前学修 事前に配布した資料を読んでおく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １３回 階級・階層（1）：社会的不平等と階級・階層
〇事前学修 事前に配布した資料を読んでおく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １４回 階級・階層（2）：社会移動
〇事前学修 事前に配布した資料を読んでおく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １５回 階級・階層（3）：地位達成と階級・階層意識
〇事前学修 事前に配布した資料を読んでおく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
期末試験
【テキスト】
授業中に資料を配布する
【参考書・参考資料等】
自習用として以下を勧めたい。
松田健『テキスト現代社会学［第3版］』ミネルヴァ書房（2016）
長谷川公一・浜日出夫・藤村正之・町村敬志『社会学』有斐閣（2007）
【成績評価の方法等】
中間試験（50％）と期末試験（50％）で成績を評価する。
【履修要件等】
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単位数

2 単位

【授業の目的】
現代の日本及び世界の状況を正しく理解するために必要な、日本及び世界の近現代史に関する基礎知識を得ること
を基本的な目的とする。
【授業の到達目標】
1．日本及び世界の近現代史に関する基礎知識を身につけることができる。 2．日本及び世界の近現代史をより深
く理解することで、現在の日本及び世界の問題を、歴史の深みから考えることができる。
【授業の概要】
本講義では、近現代の起点と考えられるイギリス産業革命と西欧資本主義体制の確立に関する考察からスタートし
、その影響のもとで進行した日本を含むアジア諸地域の激動の時代を具体的に検討する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 近現代史の視角①（本授業の概要）
〇事前学修 高校の世界史・日本史の教科書を通読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ２回 近現代史の視角②（歴史観の検討）
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ３回 イギリス産業革命への道①（三圃式と農業革命）
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ４回 イギリス産業革命への道②（機械制大工業と資本主義体制の確立）
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ５回 イギリス産業革命への道③（社会問題の発生）
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ６回 アメリカ独立革命とフランス革命①（北アメリカ植民地の形成とアメリカ合衆国の独立）
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ７回 アメリカ独立革命とフランス革命②（フランス革命）
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ８回 アジアの激動①（東南アジアの植民地化）
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ９回 アジアの激動②（清朝の動揺とヨーロッパ勢力の進出）
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 １０回 日本の開国と明治維新①（ペリー来航と倒幕運動）
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
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第 １１回 日本の開国と明治維新②（富国強兵と産業革命）
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 １２回 地主制度の形成と日本資本主義①（地主制度）
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 １３回 地主制度の形成と日本資本主義②（日本資本主義の特徴）
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 １４回 まとめ①（テーマに基づくディスカッション①）
〇事前学修 課題に即し、レポートを作成すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 １５回 まとめ②（テーマに基づくディスカッション②）
〇事前学修 課題に即し、レポートを作成すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。

【テキスト】
第１回目の授業の際に指定する。
【参考書・参考資料等】
授業中、適宜紹介する。
【成績評価の方法等】
期末試験（30%）、小テスト（40%）、積極的な授業への取り組み（30%）で総合的に評価す
る。
【履修要件等】
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BS19-001030-B
区

分

専門基礎科目
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2 単位

【授業の目的】
今日、社会にあふれる情報の実態、機能、特徴について多面的に学修し、情報の活用についての専門的学修を進め
て行くための見識を深め、基盤を育成する。
【授業の到達目標】
社会と情報との係わりについての実情、機能、特徴について学び、応用可能な知識を習得する。
【授業の概要】
社会と情報との係わりについて認識を深め、情報化社会に期待される専門家の役割について見識を深める。その過
程においては、視聴覚教材を多用して関連分野のトピックスを多く提示する。トピックスの重要度によって授業計画
の一部を変更することがある。その間、いくつかの課題について研究し、結果をレポートにまとめる。
【授業計画と準備学修】
第 １回 講義の進め方と学習目標の提示
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 授業内容を振り返っておくこと。
第 ２回 メディアと男女像
〇事前学修 テレビ、新聞・雑誌、マンガやアニメ等での男性／女性の表現に注目しておくこと。
〇事後学修 メディア表現と男女像について振り返り、整理しておくこと。
第 ３回 課題研究：インターネットの男女像
〇事前学修 第２回の授業内容を振り返っておくこと。
〇事後学修 インターネット上の男女像の特徴について振り返り、整理しておくこと。
第 ４回 メディアと「物語」の世界
〇事前学修 「物語」概念について文献や情報の検索をしておくこと。
〇事後学修 授業内容を振り返り、「物語」概念について理解を深めること。
第 ５回 課題研究：時代とメディア
〇事前学修 プロパガンダ(propaganda)概念について文献や情報を検索しておく。
〇事後学修 メディア表現と時代性の関係について振り返り、整理しておくこと。
第 ６回 メディアが伝える「真実」（1）メディアの発展とメディアが伝える真実
〇事前学修 同じ１日で、２種類以上の新聞を読み比べ、記事や報道の違いに注目すること。
〇事後学修 メディアが伝える真実について振り返り、整理しておくこと。
第 ７回 メディアが伝える「真実」（2）虚報、誤報、客観報道論
〇事前学修 虚偽報道について文献や情報の検索をしておくこと。
〇事後学修 報道と真実の関係について振り返り、整理しておくこと。
第 ８回 課題研究：メディアの光と陰
〇事前学修 インターネットで同じ事件を扱うニュース報道を複数読み比べておくこと。
〇事後学修 新聞、テレビ、インターネットのニュース報道の違いを整理しておくこと。
第 ９回 情報源としてのインターネット
〇事前学修 自分が良くアクセスするニュースサイトの特徴を見つけておくこと。
〇事後学修 インターネットによる情報検索の長所と短所を振り返り、整理しておくこと。
第 １０回 課題研究：情報検索
〇事前学修 大学図書館で、情報端末を使わずに書籍を探してみること。
〇事後学修 インターネットによる情報検索について振り返り、理解を深めること。
7

第 １１回 情報ベンチャー
〇事前学修 なぜ 2000 年代初頭にＩＴ企業がたくさん誕生したのか、考えておくこと。
〇事後学修 情報ベンチャー企業の特徴について振り返り、理解を深める。
第 １２回 課題研究：ベンチャービジネス
〇事前学修 もし自分が情報ベンチャービジネスを起業するなら、何をしたいか考えておくこと。
〇事後学修 ベンチャー･ビジネスについて振り返り、整理しておくこと。
第 １３回 情報化と現代社会
〇事前学修 情報（化）社会という概念について文献や情報の検索をしておくこと。
〇事後学修 情報（化）社会について振り返り、整理しておくこと。
第 １４回 課題研究：情報化社会の未来と自分の未来
〇事前学修 自分の生活の中で情報機器の活用状況について振り返っておくこと。
〇事後学修 情報化によって現代の生活がどのような影響を受けたかを整理しておくこと。
第 １５回 まとめ：社会と情報の関係を考える
〇事前学修 これまでの授業内容について振り返っておくこと。
〇事後学修 社会と情報の関係について振り返り、整理しておくこと。

【テキスト】
特に定めない。担当者が配布資料を作成し、適宜配付する。
【参考書・参考資料等】
ソーシャルメディア論：つながりを再設計する（藤代裕之、青弓社、2015年）
メディアと情報が変える現代社会―メディアと情報化の過去、現在、未来（白石義郎編、九州大学出版会、
2002年）
【成績評価の方法等】
中間レポート（25％）、期末レポート（75％）から判断する。
【履修要件等】
本科目は情報デザイン学科の必修科目である。
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BS19-001040-A
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分

専門基礎科目
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訳
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伊藤 泰郎

社会学基礎Ⅱ

授業形態

Invitation to Sociology Ⅱ

単独

必選別

必修

【授業の目的】
社会学の基礎について学び、自らの生きる社会について考える。
【授業の到達目標】
社会学とはどのような学問かについて理解する。社会学的なモノの見方を学ぶ。
【授業の概要】
テキストの該当箇所を事前・事後に読み、毎回の講義への理解を深めること。
【授業計画と準備学修】
第 １回 ガイダンス
〇事前学修 シラバスに目を通す
〇事後学修 授業の進め方や内容について疑問があれば質問できるようにする
第 ２回 学歴社会（1）：階層移動と学歴
〇事前学修 事前に配布した資料を読んでおく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ３回 学歴社会（2）：学歴社会を生み出す要因
〇事前学修 事前に配布した資料を読んでおく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ４回 逸脱行動
〇事前学修 事前に配布した資料を読んでおく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ５回 社会問題の構築主義
〇事前学修 事前に配布した資料を読んでおく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ６回 社会運動（1）：社会運動へのアプローチ
〇事前学修 事前に配布した資料を読んでおく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ７回 社会運動（2）：資源動員論と新しい社会運動
〇事前学修 事前に配布した資料を読んでおく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ８回 中間まとめ
〇事前学修 事前に配布した資料を読んでおく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ９回 フェミニズムとジェンダー（1）：現代フェミニズム運動の展開
〇事前学修 事前に配布した資料を読んでおく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １０回 フェミニズムとジェンダー（2）：近代家族と家父長制
〇事前学修 事前に配布した資料を読んでおく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １１回 フェミニズムとジェンダー（3）：学校教育・就労とジェンダー
〇事前学修 事前に配布した資料を読んでおく
9

単位数

2 単位

〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １２回 エスニシティ
〇事前学修 事前に配布した資料を読んでおく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １３回 都市と地域の社会学（1）：シカゴ学派と新都市社会学
〇事前学修 事前に配布した資料を読んでおく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １４回 都市と地域の社会学（2）：グローバル化と都市
〇事前学修 事前に配布した資料を読んでおく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １５回 風俗・流行
〇事前学修 事前に配布した資料を読んでおく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
期末試験
【テキスト】
授業中に資料を配布する
【参考書・参考資料等】
自習用として以下を勧めたい。
松田健『テキスト現代社会学［第3版］』ミネルヴァ書房（2016）
長谷川公一・浜日出夫・藤村正之・町村敬志『社会学』有斐閣（2007）
【成績評価の方法等】
中間試験（50％）と期末試験（50％）で成績を評価する。
【履修要件等】
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評価が「合」

BS19-001050-A
区

分

専門基礎科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 後期

担当教員

山本 昌弘

近現代史Ⅱ

授業形態

Modern History Ⅱ

単独

必選別

必修

単位数

2 単位

【授業の目的】
現代の日本及び世界の状況を正しく理解するために必要な、日本及び世界の近現代史に関する基礎知識を得ること
を基本的な目的とする。
【授業の到達目標】
1．日本及び世界の近現代史に関する基礎知識を身につけることができる。 2．日本及び世界の近現代史をより深
く理解することで、現在の日本及び世界の問題を、歴史の深みから考えることができる。
【授業の概要】
本講義では、２０世紀初頭の帝国主義の時代を起点に、世界大戦と社会主義国の誕生、冷戦体制、その崩壊等につ
いて概観し、現代の日本及び世界の理解に資する知見を提供する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 近現代史の視角（本授業の概要）
〇事前学修 近現代史Ⅰの授業内容を整理するか、高校の世界史等を通読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ２回 帝国主義と列強の展開
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ３回 第１次世界大戦とロシア革命
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ４回 ベルサイユ体制下の欧米諸国
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ５回 アジアの民族運動
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ６回 世界恐慌とファシズム
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ７回 第２次世界大戦と冷戦体制の始まり
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ８回 占領下の日本
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ９回 講和と安保条約
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 １０回 高度成長の時代
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
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第 １１回 冷戦終結
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 １２回 ５５年体制の崩壊
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 １３回 バブル経済と平成不況
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 １４回 まとめ①（テーマに基づくディスカッション①）
〇事前学修 課題に即し、レポートを作成すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 １５回 まとめ②（テーマに基づくディスカッション②）
〇事前学修 課題に即し、レポートを作成すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。

【テキスト】
第１回目の授業で指定する。
【参考書・参考資料等】
授業中、適宜紹介する。
【成績評価の方法等】
期末試験（30%）、小テスト（40%）、積極的な授業への取り組み（30%）で総合的に評価す
る。
【履修要件等】
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評価が「合」

BS19-001060-C
区

分

専門基礎科目

授業科目
英

訳

配当年次

2 年次 前期

担当教員

山田 陽子

社会学理論Ⅰ

授業形態

Theory of Sociology Ⅰ

単独

必選別

必修

【授業の目的】
社会学の諸理論について学び、自らの生きる社会について考える。
【授業の到達目標】
社会学の理論や学説について理解する。
【授業の概要】
社会学の理論や学説について講義する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 社会学への招待
〇事前学修 日頃から、社会についてアンテナを張っておく
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 ２回 自己と社会①
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 ３回 自己と社会②
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 ４回 自己と社会③
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 ５回 自己と社会④
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 ６回 自己と社会⑤
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 ７回 自己と社会⑥
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 ８回 自己と社会⑦
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 ９回 集団①
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 １０回 集団②
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 １１回 集団③
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
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単位数

2 単位

〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 １２回 集団④
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 １３回 集団⑤
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 １４回 集団⑥
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 １５回 総括
〇事前学修 講義全体の内容を振り返り、理解を深める
〇事後学修 期末試験に備える
期末試験
【テキスト】
友枝敏雄・浜日出夫・山田真茂留編『社会学の力』有斐閣, 2017年
【参考書・参考資料等】
適宜指示する
【成績評価の方法等】
講義中の課題の提出状況（30％）と、期末試験（70％）によって評価する
【履修要件等】
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評価が「合」

BS19-001070-C
区

分

専門基礎科目

授業科目
英

訳

配当年次

担当教員

谷口 重徳

コミュニケーション文化論

授業形態

Invitation to Communication and Cultural Studies

単独

2 年次 後期

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
この授業では、私たちの対面的コミュニケーションに注目しながら、現代社会に生きる私たちの現実感覚や社会意
識の特徴を探求することを目的とする。
【授業の到達目標】
社会的コミュニケーション論、メディア論の基本的概念について学修し、基本的な知識を身につける。
【授業の概要】
本授業では、人びとの対面的なコミュニケーションの諸相を手がかりにしながら、人びとの社会関係や社会意識を
どのように編成しているのかを検討する。授業は講義形式で行う。
【授業計画と準備学修】
第 １回 オリエンテーションと導入
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 オリエンテーションでの内容について理解を深めておくこと。
第 ２回 コミュニケーションとメディア
〇事前学修 第１回で触れたメディア概念について振り返っておくこと。
〇事後学修 日常生活で接するメディアの特徴について振り返っておくこと。
第 ３回 コミュニケーションと「他者」
〇事前学修 他者とのコミュニケーションの場面について良くイメージしておくこと。
〇事後学修 授業内容を振り返り、他者性の概念について整理しておくこと。
第 ４回 コミュニケーションとアイデンティティ
〇事前学修 「自分らしさ」について考えておくこと。
〇事後学修 授業内容を振り返り、アイデンティティ概念について整理しておくこと。
第 ５回 アイデンティティと自己の物語
〇事前学修 第４回の授業でとりあげたアイデンティティ概念を振り返っておくこと。
〇事後学修 授業内容を振り返り、「物語」概念について整理しておくこと。
第 ６回 嗜癖と共依存
〇事前学修 依存症という概念について文献や情報検索によって調べておくこと
〇事後学修 授業内容を振り返り、趣味と嗜癖との相違点について整理しておくこと。
第 ７回 現代社会における親密性の変容
〇事前学修 人間関係の中で、「親しい関係」について整理しておくこと。
〇事後学修 授業内容を振り返り、現代社会における人間関係の特徴を整理すること。
第 ８回 行為と演技
〇事前学修 E.ゴッフマンという社会学者の概要を文献や情報検索によって調べておくこと。
〇事後学修 授業内容を振り返り、行為と演技の関係について整理しておくこと。
第 ９回 記憶という経験
〇事前学修 思い出、記憶、記憶違いなど、記憶に関する自分自身の経験を振り返っておくこと。
〇事後学修 授業内容を振り返り、記憶という経験について整理しておくこと。
第 １０回 感情と社会
〇事前学修 感情の表出経験について整理しておくこと。
〇事後学修 授業内容を振り返り、感情と社会の関係について整理しておくこと。
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第 １１回 コミュニケーションと現実感覚
〇事前学修 リアリティ reality とリアル real という概念について調べておくこと。
〇事後学修 授業内容を振り返り、現実感覚の構成という視点について理解を深めること。
第 １２回 社会的ネットワーク論の視点
〇事前学修 友人や知人の広がりについてイメージしておくこと。
〇事後学修 社会的ネットワーク概念をもとに、ＳＮＳなどに改めて注目しておくこと。
第 １３回 ＳＮＳ再考
〇事前学修 自分が活用するＳＮＳについて振り返っておくこと。
〇事後学修 授業内容を振り返り、ＳＮＳの意義と課題について整理しておくこと。
第 １４回 現代社会におけるコミュニケーションの特徴
〇事前学修 自分にとって、コミュニケーションの場面で感じる課題を整理しておくこと。
〇事後学修 授業内容を振り返り、現代のコミュニケーションの特徴について整理しておくこと。
第 １５回 文化研究の方法
〇事前学修 これまでの授業内容を振り返っておくこと。
〇事後学修 文化研究の方法論について整理しておくこと。
期末試験
【テキスト】
特に指定しない。
【参考書・参考資料等】
リーディングスネットワーク論 : 家族・コミュニティ・社会関係資本（野沢慎司 編・監訳、勁草書房、
2006年）
【成績評価の方法等】
期末試験をもとに、授業内容の理解度および応用力という観点から評価する。
【履修要件等】
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評価が「合」

BS19-001080-C
区

分

専門基礎科目

授業科目
英

訳

配当年次

2 年次 後期

担当教員

山田 陽子

社会学理論Ⅱ

授業形態

Theory of Sociology Ⅱ

単独

必選別

必修

【授業の目的】
社会学の諸理論について学び、自らの生きる社会について考える。
【授業の到達目標】
社会学の理論や学説について理解する。
【授業の概要】
社会学の理論や学説について講義する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 規範・制度
〇事前学修 あらかじめテキストに目を通しておく
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 ２回 構造・機能
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 ３回 階級・階層
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 ４回 大衆社会・消費社会
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 ５回 公共性・市民社会
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 ６回 社会統合と自殺①
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 ７回 社会統合と自殺②
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 ８回 逸脱行動・ラベリング
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 ９回 精神・身体①
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 １０回 精神・身体②
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 １１回 リスク社会
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
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単位数

2 単位

〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 １２回 個人化社会
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 １３回 社会学史①
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 １４回 社会学史②
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 １５回 総括
〇事前学修 講義全体を振り返り、理解を深める
〇事後学修 試験に備える

【テキスト】
友枝敏雄・浜日出夫・山田真茂留編『社会学の力』有斐閣, 2017年
【参考書・参考資料等】
適宜指示する
【成績評価の方法等】
講義中の課題提出状況（20％）と期末試験（80％）によって評価する
【履修要件等】
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評価が「合」

BS19-001090-C
区

分

専門基礎科目

授業科目
英

訳

配当年次

3 年次 前期

担当教員

崔 博憲

応用社会学Ⅰ

授業形態

Applied Sociology Ⅰ

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
2年次までの社会学の学習をベースとして、社会学的視点をより広範に応用することにより、様々な社会事象や社会
問題について考察を深めることを目的とする。
【授業の到達目標】
社会学やその近接領域の理論や手法を学ぶことで、具体的な社会事象や社会問題を分析することができる能力を身
につける。
【授業の概要】
配布資料などをもとに、前回の授業の内容をしっかり復習して次の授業に臨むこと。
【授業計画と準備学修】
第 １回 イントロダクション
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 ２回 カルチュラル・スタディーズ①
〇事前学修 自分が抱く文化概念を整理しておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 ３回 カルチュラル・スタディーズ②
〇事前学修 授業のテーマに関するニュースや事件・問題を新聞やネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 ４回 カルチュラル・スタディーズ③
〇事前学修 授業のテーマに関するニュースや事件・問題を新聞やネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 ５回 ポスト・コロニアリズム①
〇事前学修 授業のテーマに関するニュースや事件・問題を新聞やネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 ６回 ポスト・コロニアリズム②
〇事前学修 授業のテーマに関するニュースや事件・問題を新聞やネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 ７回 ポスト・コロニアリズム③
〇事前学修 授業のテーマに関するニュースや事件・問題を新聞やネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 ８回 中間まとめ
〇事前学修 これまでの授業で学んだことを振り返り、自分なりの意見をまとめておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 ９回 開発・援助について考える①
〇事前学修 授業のテーマに関するニュースや事件・問題を新聞やネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 １０回 開発・援助について考える②
〇事前学修 授業のテーマに関するニュースや事件・問題を新聞やネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 １１回 ディアスポラと先住民について考える①
〇事前学修 授業のテーマに関するニュースや事件・問題を新聞やネット等で調べておくこと。
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〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 １２回 ディアスポラと先住民について考える②
〇事前学修 授業のテーマに関するニュースや事件・問題を新聞やネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 １３回 日本とアジアの関係について考える①
〇事前学修 授業のテーマに関するニュースや事件・問題を新聞やネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 １４回 日本とアジアの関係について考える②
〇事前学修 授業のテーマに関するニュースや事件・問題を新聞やネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 １５回 まとめ
〇事前学修 これまでの授業で学んだことを振り返り、自分なりの意見をまとめておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。

【テキスト】
教科書は使用せず、授業の際に適宜資料を配付する。
【参考書・参考資料等】
本橋哲也『ポスト・コロニアリズム』岩波新書
松村圭一郎『うしろめたさの人類学』ミシマ社
【成績評価の方法等】
授業中のレポート20％、中間試験40％、学期末のレポート40％
【履修要件等】
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評価が「合」

BS19-001100-C
区

分

専門基礎科目

授業科目
英

訳

配当年次

3 年次 後期

担当教員

伊藤 泰郎

応用社会学Ⅱ

授業形態

Applied Sociology Ⅱ

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
2年次までの社会学の学習をベースとして、社会学的視点をより広範に応用することにより、様々な社会事象や社会
問題について考察を深めることを目的とする。
【授業の到達目標】
社会学の理論や実証の手法を用いて、具体的な社会事象や社会問題を分析することができる能力を身につける。
【授業の概要】
社会学や他の学問領域において進められたネットワーク研究について学ぶとともに、その理論や分析手法を用いて
様々な社会事象や社会問題について考察する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 イントロダクション
〇事前学修 シラバスに目を通す
〇事後学修 授業の進め方や内容について疑問があれば質問できるようにする
第 ２回 ネットワーク論の基礎（1）：研究史
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ３回 ネットワーク論の基礎（2）：基本的な視点
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ４回 ソシオセントリック・ネットワーク
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ５回 エゴセントリック・ネットワーク
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ６回 スモールワールドと弱い紐帯の強さ
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ７回 スケールフリーとハブ
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ８回 社会関係資本
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ９回 中間まとめ
〇事前学修 第 1 回から第 8 回の内容を復習しておくこと
〇事後学修 授業の復習を通して、前半の講義で学んだ内容を確認する
第 １０回 職場とネットワーク
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
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第 １１回 家族役割とネットワーク
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １２回 都市化とネットワーク
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １３回 社会運動とネットワーク
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １４回 社会意識とネットワーク
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １５回 全体のまとめ
〇事前学修 第 9 回から第 14 回の内容を復習しておくこと
〇事後学修 授業の復習を通して、特に後半の講義で学んだ内容を確認する
期末試験
【テキスト】
授業中に資料を配布する
【参考書・参考資料等】
自習用として以下を勧めたい。
・安田雪『「つながり」を突き止めろ』光文社（2010）
・野沢慎司編・監訳『リーディングス ネットワーク論』勁草書房（2006）
【成績評価の方法等】
中間試験（50％）と期末試験（50％）で成績を評価する。
【履修要件等】
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評価が「合」

BS19-001110-B
区

分

専門基礎科目

担当教員

授業科目
英

訳

配当年次

竹元 雅彦、山田 陽子

資格A

授業形態

Challenging License A

複数

1～4 年次

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
大学卒業後に就く仕事の中には、資格の取得が要件として求められるものもあれば、資格を有していることが就
職活 動の際に大きなアピール点となるものもある。現代社会学科では資格の取得を奨励しており、この科目は資格
の取得 に向けた支援を行うことが目的としている。
【授業の到達目標】
現代社会学科が指定した資格の取得を到達目標とする。
【授業の概要】
社会に出てから役に立つ様々な資格について、概要や取得方法、試験内容、試験対策について幅広く講義や 実習
などを行う。
【授業計画と準備学修】
この科目では、次の資格の取得を考えている。
・介護職員初任者研修
その他の資格も単位認定することがある。

【テキスト】
資格ごとに随時指定する。
【参考書・参考資料等】
資格ごとに随時指定する。
【成績評価の方法等】

評価が「合」

【履修要件等】
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BS19-001120-B
区

分

専門基礎科目

担当教員

授業科目
英

訳

配当年次

竹元 雅彦、山田 陽子

資格B

授業形態

Challenging License B

複数

1～4 年次

必選別

選択

単位数

1 単位

【授業の目的】
大学卒業後に就く仕事の中には、資格の取得が要件として求められるものもあれば、資格を有していることが就
職活 動の際に大きなアピール点となるものもある。現代社会学科では資格の取得を奨励しており、この科目は資格
の取得 に向けた支援を行うことが目的としている。
【授業の到達目標】
現代社会学科が指定した資格の取得を到達目標とする。
【授業の概要】
社会に出てから役に立つ様々な資格について、概要や取得方法、試験内容、試験対策について幅広く講義や 実習
などを行う。
【授業計画と準備学修】
この科目では、次の資格の取得を考えている。
・サービス接遇検定 2 級
その他の資格も単位認定することがある。

【テキスト】
資格ごとに随時指定する。
【参考書・参考資料等】
資格ごとに随時指定する。
【成績評価の方法等】
資格の取得の後、委員会等に諮り単位認定を行う。
【履修要件等】
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評価が「合」
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BS19-002010-A
区

分

フィールド系科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 前期

担当教員

池本 良敎、古関 喜之、崔 博憲

フィールドワーク入門

授業形態

Experience of Fieldwork

オムニバス

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
社会に存在するさまざまな問題や課題を的確に読み解き、解決策を導き出すための基本的な手法としてのフィー
ルドワークに取り組むことを通じて、社会学や社会調査に関する基本的な知識や手法を実践的に体験し修得する。
【授業の到達目標】
フィールドワークやボランティアに取り組み、現場における交流や体験を通じて、社会観察や取材・インタビュ
ー、情報・資料収集のための基本的な知識と方法を体験的に習得することができるようになる。
【授業の概要】
「グローバル×ローカル」「仕事×生活」の2つの観点で、地域の活性化、多様な人々との共生、新しいビジネス
トレンド、少子高齢化やワークライフバランスという４つの領域のなかから、3人の担当教員が設定するプログラム
により課題を設定しフィールドワークに取り組む。これまでの社会科見学や社会体験、社会調査、ボランティア活
動などの経験と成果をふまえて、みずから課題を設定し、グループで討議し協働でフィールドワークに取り組む準
備をし、実習後はテーマごとに成果をまとめ、報告会の準備を進めておくことが必要である。
【授業計画と準備学修】
第 １回 ガイダンス
第 2～5 回 テーマⅠ 5 月（古関）
第 6～9 回 テーマⅡ 6 月（崔）
第 10～13 回 テーマⅢ 7 月（池本）
第 14 回 まとめ
第 15 回 報告会
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 各教員のプログラム内容について理解を深めておくこと。

【テキスト】
使用しないが、ガイダンスおよびテーマごとに適宜資料を配布する。
【参考書・参考資料等】
授業で適宜紹介する。
【成績評価の方法等】
平常点で評価するが、①毎回の授業に臨む態度(フィールドワークでの準備状況、熱意、
礼儀など)、②各テーマのレポートと報告会での報告内容などで総合的に評価する。
【履修要件等】
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評価が「合」
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BS19-002020-A
区

分

フィールド系科目

授業科目
英

訳

配当年次

2 年次 前期

担当教員

池本 良敎

社会調査論Ⅰ

授業形態

Social Research Ⅰ

単独

必選別

必修

単位数

2 単位

【授業の目的】
人間の社会的存在の形態や社会集団・組織による社会現象などの社会の実態を一連の手法によって把握するための
社会調査の意義と諸類型、諸過程に関する基本的事項についての知識と手法を修得する。
【授業の到達目標】
社会調査の意義や諸類型に関する基本的事項と、資料やデータの収集から分析までの社会調査の諸過程に関する基
礎的事項を修得する。
【授業の概要】
社会調査の意義と諸類型、社会調査史、社会調査の目的、調査方法論、調査倫理、調査の種類と実例、量的調査と
質的調査、統計的調査と事例研究法、 国勢調査等の公的統計、学術調査、世論調査、マーケティング・リサーチなど
のほか、調査票調査やフィールドワークなど、資料やデータの収集から分析までの諸過程に関する基礎的事項につい
て講義し、適宜フィールドワークもおこなう。
授業に際しては、毎回、事前(前回授業)に配付する資料に基づいて、次回の授業内容を把握し、書籍や新聞、雑誌
などを読んだり、日常的に社会調査に関するテレビのニュースなどの番組を見たりして事前学修に取り組み、毎回の
授業の終わりには振り返りの課題に取り組み、授業後も事後学修として学修内容を振り返る。
【授業計画と準備学修】
第 １回 社会調査とは
〇事前学修 シラバスの内容を把握して授業に臨む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。(以後、毎回同様)
第 ２回 社会調査の目的
〇事前学修 事前の資料に基づいて授業内容を把握し、上記学修に取り組む。(以後、毎回同様)
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 ３回 社会調査の手法①統計調査と事例調査
〇事前学修 事前配布の資料に基づいて授業内容を把握し上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 ４回 社会調査の手法②質的調査と量的調査
〇事前学修 事前配布の資料に基づいて授業内容を把握し上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 ５回 社会調査の手法③調査票調査とフィールド調査
〇事前学修 事前配布の資料に基づいて授業内容を把握し上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 ６回 社会調査の歴史
〇事前学修 事前配布の資料に基づいて授業内容を把握し上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 ７回 調査倫理
〇事前学修 事前配布の資料に基づいて授業内容を把握し上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 ８回 社会調査の体系
〇事前学修 事前配布の資料に基づいて授業内容を把握し上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 ９回 調査課題の設定と問題意識
〇事前学修 事前配布の資料に基づいて授業内容を把握し上記学修に取り組む。
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〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 １０回 仮説と結論
〇事前学修 事前配布の資料に基づいて授業内容を把握し上記学修に取り組む
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 １１回 発想法
〇事前学修 事前配布の資料に基づいて授業内容を把握し上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 １２回 作図法
〇事前学修 事前配布の資料に基づいて授業内容を把握し上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 １３回 調査の企画と設計
〇事前学修 事前配布の資料に基づいて授業内容を把握し上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 １４回 資料やデータの収集
〇事前学修 事前配布の資料に基づいて授業内容を把握し上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 １５回 まとめ
〇事前学修 事前配布の資料に基づいて授業内容を把握し上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
期末試験
【テキスト】
使用しないが、資料を事前に提供する。
【参考書・参考資料等】
授業で適宜紹介する。
【成績評価の方法等】
各回の課題(レポート提出)(40％)と期末試験(60％)で評価する。
【履修要件等】
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評価が「合」

BS19-002030-C
区

分

フィールド系科目

授業科目
英

訳

配当年次

2 年次 前期

担当教員

伊藤 泰郎

社会統計学

授業形態

Social Statistics

単独

必選別

選択

単位数

【授業の目的】
社会的なデータの分析に必要な統計学の基本を身につける。
【授業の到達目標】
社会調査士の資格獲得のために必要とされるレベルの統計学の知識を修得する。
【授業の概要】
確率論を基礎に統計的推論の基本を説明する。本科目は社会調査士資格の関連科目である。
【授業計画と準備学修】
第 １回 イントロダクション
〇事前学修 シラバスに目を通す
〇事後学修 授業の進め方や内容について疑問があれば質問できるようにする
第 ２回 代表値
〇事前学修 事前に配布した資料を読んでおく
〇事後学修 授業の進め方や内容について疑問があれば質問できるようにする
第 ３回 度数分布
〇事前学修 事前に配布した資料を読んでおく
〇事後学修 授業の進め方や内容について疑問があれば質問できるようにする
第 ４回 分散と標準偏差
〇事前学修 事前に配布した資料を読んでおく
〇事後学修 授業の進め方や内容について疑問があれば質問できるようにする
第 ５回 2 変数の相関と独立
〇事前学修 事前に配布した資料を読んでおく
〇事後学修 授業の進め方や内容について疑問があれば質問できるようにする
第 ６回 順列・組み合わせ・確率
〇事前学修 事前に配布した資料を読んでおく
〇事後学修 授業の進め方や内容について疑問があれば質問できるようにする
第 ７回 確率分布
〇事前学修 事前に配布した資料を読んでおく
〇事後学修 授業の進め方や内容について疑問があれば質問できるようにする
第 ８回 中間まとめ
〇事前学修 第 1 回から第 7 回の内容を復習しておくこと
〇事後学修 授業の復習を通して、前半の講義で学んだ内容を確認する
第 ９回 仮説検定の論理
〇事前学修 事前に配布した資料を読んでおく
〇事後学修 授業の進め方や内容について疑問があれば質問できるようにする
第 １０回 区間推定
〇事前学修 事前に配布した資料を読んでおく
〇事後学修 授業の進め方や内容について疑問があれば質問できるようにする
第 １１回 平均・比率の差の検定
〇事前学修 事前に配布した資料を読んでおく
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2 単位

〇事後学修 授業の進め方や内容について疑問があれば質問できるようにする
第 １２回 クロス表の分析
〇事前学修 事前に配布した資料を読んでおく
〇事後学修 授業の進め方や内容について疑問があれば質問できるようにする
第 １３回 分散分析
〇事前学修 事前に配布した資料を読んでおく
〇事後学修 授業の進め方や内容について疑問があれば質問できるようにする
第 １４回 回帰分析
〇事前学修 事前に配布した資料を読んでおく
〇事後学修 授業の進め方や内容について疑問があれば質問できるようにする
第 １５回 全体のまとめ
〇事前学修 第 9 回から第 14 回の内容を復習しておくこと
〇事後学修 授業の復習を通して、特に後半の講義で学んだ内容を確認する
期末試験
【テキスト】
授業中に資料を配布する
【参考書・参考資料等】
自習用として以下を勧めたい。
・ボーンシュテット＆ノーキ『社会統計学 : 社会調査のためのデータ分析入門』ハーベスト社（1992）
・白砂堤津耶『例題で学ぶ初歩からの統計学（第2版）』日本評論社（2015）
・林拓也『社会統計学入門』放送大学教育振興会（2012）
【成績評価の方法等】
中間試験（50％）と期末試験（50％）で成績を評価する。
【履修要件等】
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評価が「合」

BS19-002040-B
区

分

フィールド系科目

授業科目
英

訳

配当年次

2 年次 後期

担当教員

池本 良敎

社会調査論Ⅱ

授業形態

Social Research Ⅱ

単独

必選別

必修

単位数

2 単位

【授業の目的】
人間の社会的存在の形態や社会集団・組織による社会現象など社会の実態を一連の作業によって把握する社会調査
の設計と実施方法についての知識と手法を修得する
【授業の到達目標】
社会調査の設計から、資料やデータの収集、整理、分析、報告までの一連の具体的な方法を修得する。
【授業の概要】
調査目的と調査方法、調査方法の決め方、調査企画と設計、仮説構成、対象者の選定の諸方法、サンプリング法、
質問文・調査票の作り方、調査の実施方法、調査データの整理、報告など、社会調査の知識と手法について講義し、
適宜実習をおこなう。
授業に際しては、毎回、事前(前回授業)に配付する資料に基づいて、次回の授業内容を把握し、書籍や新聞、雑誌
などを読んだり、日常的に社会調査に関するテレビのニュースなどの番組を見たりして事前学修に取り組み、毎回の
授業の終わりには振り返りの課題に取り組み、授業後も事後学修として学修内容を振り返る。
【授業計画と準備学修】
第 １回 社会調査の体系と方法
〇事前学修 シラバスの内容を把握して授業に臨む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。(以後、毎回同様)
第 ２回 社会調査の企画
〇事前学修 事前の資料に基づいて授業内容を把握し、上記学修に取り組む。(以後、毎回同様)
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 ３回 社会調査の設計
〇事前学修 事前配布の資料に基づいて授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 ４回 文献・資料調査
〇事前学修 事前配布の資料に基づいて授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 ５回 観察調査と質問調査
〇事前学修 事前配布の資料に基づいて授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 ６回 調査票
〇事前学修 事前配布の資料に基づいて授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 ７回 個人情報と調査倫理
〇事前学修 事前配布の資料に基づいて授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 ８回 実査
〇事前学修 事前配布の資料に基づいて授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 ９回 データの入力と集計・分析
〇事前学修 事前配布の資料に基づいて授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
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第 １０回 調査結果のとりまとめと公表
〇事前学修 事前配布の資料に基づいて授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 １１回 社会調査と携帯端末
〇事前学修 事前配布の資料に基づいて授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 １２回 調査事例①世論調査・意識調査・意向調査
〇事前学修 事前配布の資料に基づいて授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 １３回 調査事例②地域調査
〇事前学修 事前配布の資料に基づいて授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 １４回 調査事例③階層調査
〇事前学修 事前配布の資料に基づいて授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 １５回 まとめ
〇事前学修 事前配布の資料に基づいて授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
期末試験
【テキスト】
使用しないが、資料を事前に提供する。
【参考書・参考資料等】
授業で適宜紹介する。
【成績評価の方法等】
各回の課題(レポート提出)(40％)と期末試験(60％)で評価する。
【履修要件等】
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評価が「合」

BS19-002050-B
区

分

フィールド系科目

授業科目
英

訳

配当年次

担当教員

伊藤 泰郎

社会調査のデータ処理

授業形態

Introducing Data Analysis for Social Science

単独

2 年次 後期

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
社会調査に必要なデータ入力、集計、分析方法の基礎を身につける。
【授業の到達目標】
社会調査実習や卒業研究に際して行われる社会調査のデータを分析できる基本知識と技能を修得する。
【授業の概要】
統計ソフトを用いながら、社会調査に必要なデータ処理の基本的手順について学ぶ。授業は実習形式で行う。本科
目は社会調査士資格の関連科目である。
【授業計画と準備学修】
第 １回 イントロダクション
〇事前学修 シラバスに目を通す
〇事後学修 授業の進め方や内容について疑問があれば質問できるようにする
第 ２回 代表値と散布度
〇事前学修 事前に配布した資料を読んでおく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ３回 様々なグラフの作成方法と使い方
〇事前学修 事前に配布した資料を読んでおく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ４回 基本的な公的統計
〇事前学修 事前に配布した資料を読んでおく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ５回 公的統計の利用
〇事前学修 事前に配布した資料を読んでおく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ６回 相関関係と因果関係
〇事前学修 事前に配布した資料を読んでおく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ７回 統計ソフトの基本操作とデータセットの作成（1）
〇事前学修 事前に配布した資料を読んでおく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ８回 統計ソフトの基本操作とデータセットの作成（2）
〇事前学修 前回の授業内容をもう一度ふりかえる
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ９回 クロス表の分析（1）
〇事前学修 事前に配布した資料を読んでおく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １０回 クロス表の分析（2）
〇事前学修 前回の授業内容をもう一度ふりかえる
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
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第 １１回 平均の差の比較と分散分析
〇事前学修 事前に配布した資料を読んでおく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １２回 相関係数と偏相関
〇事前学修 事前に配布した資料を読んでおく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １３回 回帰分析
〇事前学修 事前に配布した資料を読んでおく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １４回 調査報告書のまとめ方（1）
〇事前学修 事前に配布した資料を読んでおく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １５回 調査報告書のまとめ方（2）
〇事前学修 前回の授業内容をもう一度ふりかえる
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする

【テキスト】
授業中に資料を配布する
【参考書・参考資料等】
自習用として以下を勧めたい。
石村貞夫・石村友二郎『SPSSでやさしく学ぶ統計解析』東京図書
【成績評価の方法等】
授業中の課題（50％）と学期末の課題（50％）で成績を評価する。
【履修要件等】
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評価が「合」

BS19-002060-B
区

分

フィールド系科目

授業科目
英

訳

配当年次

2 年次 通年

担当教員

古関 喜之

海外研修 A

授業形態

Overseas Training Program A

単独

必選別

選択

単位数

4 単位

【授業の目的】
1．台湾の歴史・社会・文化などについて理解が深まる。
2．海外研修を通じて、異文化の人との交流の大切さや、異文化交流をするうえで重要なことを感じ取ることがで
きるようになる。
3．台湾の学生と交流することで、多様な価値観や外からみた日本について再認識することができるようになる。
【授業の到達目標】

【授業の概要】
夏季休暇期間に台湾で海外研修を実施する。それに向けて、前期授業では台湾の歴史・社会・文化などについて
事前学習を行う。また研修後は、その経験を振り返りレポートにまとめる。第１回のガイダンスで研修内容、日程
、費用等について説明する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 ガイダンス
第 2・3 回 台湾の自然環境①②
第 4・5 回 台湾の歴史①②
第 6・7 回 日本統治時代①②
第 8 回 台湾原住民
第 9 回 台湾の食文化
第 10～13 回 中国語学習①②③④
第 14・15 回 海外研修準備①②
第 16～26 回 海外研修
第 27 回 海外研修を終えて
第 28～30 回 レポート作成
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 参加者はパスポートを申請しておくこと。

【テキスト】
特に指定しない。授業で使用する教材となる資料やテキストは配布する。
【参考書・参考資料等】
授業の中で適宜紹介する。
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【成績評価の方法等】
事前学習の取り組み（30％）、台湾研修での取り組み（40％）、帰国後のレポート提出
（30％）で評価する。

評価が「合」

【履修要件等】
指示されたことは必ず期限までに行うことができる者。事前学習および台湾での研修に参加すること。台湾で約10
日間の研修を予定しており、研修内容と費用の詳細については、第１回目のガイダンスで説明する。費用は15万円
程度になるであろう。
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BS19-002070-B
区

分

フィールド系科目

授業科目
英

訳

配当年次

担当教員

崔 博憲

回外研修 B

授業形態

Overseas Training Program Ｂ

単独

2 年次 通年

必選別

選択

単位数

4 単位

【授業の目的】
タイや東南アジア社会について学んだうえで、実際に現地に赴きさまざまな人びとと出会い、その暮らしを知る
という経験を通じて、グローバル化する現代を生きるためのコミュニケーション能力を高める。
【授業の到達目標】
東南アジアやタイ社会の複雑さや多様性、日本とのかかわりなどを具体的に理解し、異文化コミュニケーション
能力を高める。
【授業の概要】
夏季休暇期間中にタイでの海外研修を実施する。それに向けて、前期授業ではタイ社会について事前学習を行う
。また研修後の後期授業では、その経験を振り返り、レポートにまとめる。
【授業計画と準備学修】
本授業は、講義と研修から構成されており、第１回～１５回は主に前者の形式で学修し、第１６回～３０
回は主に後者の形式で学修をする。具体的には、前期期間中はタイ社会や異文化理解について学びながらタ
イ渡航の準備を行う。夏休み期間中に 10 日間ほどのタイ研修を実施し、後期期間中にその振り返りやまと
めを行う。

【テキスト】
特に指定しない。授業で使用する教材となる資料やテキストは配布する。
【参考書・参考資料等】
授業の中で適宜紹介する。
【成績評価の方法等】
事前学習の取り組み（30％）、タイ海外研修での取り組み（40％）、帰国後のレポート
提出（30％）。

評価が「合」

【履修要件等】
研修費用は12～13万円程度になる予定。研修内容と費用の詳細については、第1 回目のガイダンスで説明する。
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BS19-002080-C
区

分

フィールド系科目

授業科目
英

訳

配当年次

3 年次 前期

担当教員

池本 良敎

質的調査法

授業形態

Qualitative Research Method

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
さまざまな質的データの収集や分析方法に関する、問題発見から課題設定、仮説立論、仮説検証までの一連の定性
的・質的調査の知識と手法を習得する。
【授業の到達目標】
定性的・質的調査の概要を理解し、フィールドワークによる観察・面接・聞取調査、取材、インタビュー、資料収
集などによる質的データの収集や、会話分析やドキュメント分析などによる分析方法を習得する。
【授業の概要】
観察、フィールドワーク、インタビューなどの質的・定性的調査についての企画・設計・計画から調査票の作成、
調査の実施、報告までの一連の方法と、ライフヒストリー分析、会話分析、ドキュメント分析、内容分析、グラウン
デッドセオリー、ビジュアルデータ分析等の質的データの分析法などについて、講義と演習・作業を通じて解説する
。
授業に際しては、事前学習として各回のテーマに応じてテレビのドキュメンタリーやニュースなどの報道番組の取
材やレポートの様子、新聞の記事の書き方などを注視し、毎回の授業の終わりには振り返りの課題に取り組み、授業
後も事後学修として学修内容を振り返る。
【授業計画と準備学修】
第 １回 質的調査の概説：質的データの収集・分析方法など
〇事前学修 シラバスの内容を把握して授業に臨む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。(以後、毎回同様)
第 ２回 フィールドワークと質的データの収集：観察調査、取材、既存の報告書や文献、新聞記事などのテ
キストデータなどの収集
〇事前学修 事前の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。(以後、毎回同様)
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 ３回 現状把握と情報共有：ＢＳ法やＫＪ法などによる問題意識の課題化
〇事前学修 事前配布の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 ４回 問題発見と課題設定：フィールドワーク結果のまとめとテキストデータの内容分析
〇事前学修 事前配布の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 ５回 資料作成：ワーク・シートなどによる情報整理と仮説立論
〇事前学修 事前配布の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 ６回 質的データ分析：プレゼンテーション・ソフトによる結果説明と問題・課題の討議
〇事前学修 事前配布の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 ７回 仮説立論：問題・課題の明確化
〇事前学修 事前配布の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 ８回 聞き取り調査計画の策定：対象・方法の明確化と関係者・関係機関への協力依頼など
〇事前学修 事前配布の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
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第 ９回 調査票作成：聞き取り調査のための調査票作成
〇事前学修 事前配布の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 １０回 予備的調査の実施：関係者・関係機関に対する聞き取り調査
〇事前学修 事前配布の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 １１回 聞き取り調査の実施：面接・聞き取り調査の実施
〇事前学修 事前配布の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 １２回 調査結果のとりまとめ：聞き取り内容のデータ化と会話分析
〇事前学修 事前配布の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 １３回 報告書・報告資料の作成：質的調査の報告書・資料の作成
〇事前学修 事前配布の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 １４回 報告：プレゼンテーション・ソフトによる報告
〇事前学修 事前配布の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 １５回 報告結果の修正：報告結果の修正と報告書の提出
〇事前学修 事前配布の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。

【テキスト】
使用しないが、資料を事前に提供する。
【参考書・参考資料等】
授業で適宜紹介する。
【成績評価の方法等】
毎回の課題(40％)、調査票・報告書の内容(60％)で評価する。
【履修要件等】
社会調査論ⅠまたはⅡのいずれかの単位を取得したか履修中であることが望ましい。
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評価が「合」

BS19-002090-C
区

分

フィールド系科目

授業科目
英

訳

配当年次

3 年次 通年

担当教員

山本 昌弘

社会調査実習

授業形態

Social Research Practice

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
本授業の目的は、社会調査の企画立案・実施・分析・報告書の作成等を体験し、カリキュラムポリシー
にある「地域が抱える課題やその解決策を提示することができる力」を身に着けるための基礎を修得する
ことにある。
【授業の到達目標】
社会調査の実施に必要な当該分野に関わる基礎知識の習得から報告書の作成に至る過程を体験し、理解
することを目標とする。
【授業の概要】
本授業では、特に集落営農または沿海部傾斜地農業を対象として、まず、学生に対し当該分野の学習、
聞き取り調査や面接などの社会調査計画の企画立案を行わせる。さらに、実際に社会調査を実施させ、デ
ータの分析と実態把握等を含む報告書の作成を指導する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 社会調実習の概要
〇シラバスをよく読み、関連文献を通読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ２回 調査対象地の産業構造の検討① みかん作経営構造の特質
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ３回 調査対象地の産業構造の検討② みかんの市場構造の変化と経営対応
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ４回 調査対象地の産業構造の検討③ 量産指向型産地の展開構造
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ５回 調査対象地の産業構造の検討④ 品質指向型産地の展開構造
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ６回 調査対象地の産業構造の検討⑤ 品質・量産指向型産地の展開構造
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ７回 調査の目的・手法・スケジュール等の検討
〇事前学修 関連文献を通読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ８回 調査票の検討
〇事前学修 関連文献を通読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ９回 聞き取り調査のトレーニング① 農地面積の聞き取り
〇事前学修 トレーニング指摘事項の整理
〇事後学修 トレーニング指摘事項の整理
第 １０回 聞き取り調査のトレーニング② 農業施設・機械の聞き取り
〇事前学修 トレーニング指摘事項の整理
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〇事後学修 トレーニング指摘事項の整理
第 １１回 聞き取り調査のトレーニング③ 農業生産・販売の聞き取り
〇事前学修 トレーニング指摘事項の整理
〇事後学修 トレーニング指摘事項の整理
第 １２回 聞き取り調査のトレーニング④ 農地保有の変遷の聞き取り
〇事前学修 トレーニング指摘事項の整理
〇事後学修 トレーニング指摘事項の整理
第 １３回 トレーニング指摘事項の整理
〇事前学修 トレーニング指摘事項の整理
〇事後学修 トレーニング指摘事項の整理
第 １４回 聞き取り調査のトレーニング⑥ 農地移動の聞き取り
〇事前学修 トレーニング指摘事項の整理
〇事後学修 トレーニング指摘事項の整理
第 １５回 聞き取り調査のトレーニング⑦ 果樹園構成の聞き取り
〇事前学修 トレーニング指摘事項の整理
〇事後学修 トレーニング指摘事項の整理
第 １６回 聞き取り調査のトレーニング⑧ 就業構造・同居者の聞き取り
〇事前学修 トレーニング指摘事項の整理
〇事後学修 トレーニング指摘事項の整理
第 １７回 聞き取り調査のトレーニング⑨ 就業構造・他出者の聞き取り
〇事前学修 トレーニング指摘事項の整理
〇事後学修 トレーニング指摘事項の整理
第 １８回 聞き取り調査のトレーニング⑧ 今後のイエの農業に関する聞き取り
〇事前学修 トレーニング指摘事項の整理
〇事後学修 トレーニング指摘事項の整理
第 １９回 本調査⓵
〇事前学修
〇事後学修
第 ２０回 本調査②
〇事前学修
〇事後学修
第 ２１回 本調査③
〇事前学修
〇事後学修
第 ２２回 本調査④
〇事前学修
〇事後学修
第 ２３回 本調査⑤
〇事前学修
〇事後学修
第 ２４回 本調査⑥
〇事前学修
〇事後学修
第 ２５回 本調査⑦
〇事前学修
〇事後学修
第 ２６回 本調査⑧
〇事前学修
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〇事後学修
第 ２７回 調査レポートの作成指導⓵
〇事前学修
〇事後学修
第 ２８回 調査レポートの作成指導②
〇事前学修
〇事後学修
第 ２９回 調査レポートの作成指導③
〇事前学修
〇事後学修
第 ３０回 調査レポートの作成指導④
〇事前学修
〇事後学修
【テキスト】
未定
【参考書・参考資料等】
黒瀬一吉『過剰下におけるミカン作経営の発展方式に関する研究』（農水省農業研究センター１９８９年）
【成績評価の方法等】
調査報告書の評価（70%）、積極的な授業への取り組み（30%）で総合的に評価する。
【履修要件等】
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評価が「合」
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BS19-003010-B
区

分

専門外国語科目

担当教員

平瀬 洋子

授業科目

英語ベーシック

授業形態

英

Basic English

単独

訳

配当年次

1 年次 前期

必選別

選択

単位数

1 単位

【授業の目的】
英語の基礎力を定着させ、英語力を向上させることが目的です。特に、リスニング教材を使って、日常生活でよく
使うフレーズを学び、それを英会話でも使えるように暗記します。英会話で暗記したフレーズが使えるようになると
、徐々に英語に対する苦手意識がなくなり、英語に興味を持ち始めます。英語力をアップさせるには、本人のやる気
と自信が必要です。相手が話している内容を聞き取る練習から始め、この半期でしっかり基礎力を身につけます。
【授業の到達目標】
簡単な英語で、自分の意志が伝えられるようになること。
【授業の概要】
授業では、オフィスで使う電話や受付の応対の仕方をはじめ、様々な場面での会話をリスニング教材を通して学び
ます。英文の書き取り問題や、簡単な英文の和訳問題など、数多くの基礎レベル問題にチャレンジします。これから
2020年のオリンピックに向けて、ますます多くの外国人が日本を訪問する予定です。とっさに外国人に道を尋ねられ
ても、受講生の皆さんがスムーズに答えられるようになることを期待しています。
【授業計画と準備学修】
第 １回 授業の進め方について説明
〇事前学修 シラバスをよく読んで、授業内容を理解しておく。
〇事後学修 テキスト付属の CD を最初から最後まで通して、テキストを見ないで聞いてみる。
第 ２回 Unit 1 就職面接
〇事前学修 Key words の意味を調べて、A と C の書き取りをやっておく。
〇事後学修 授業で間違えた書き取り問題を復習して、自己紹介の英文を書く。
第 ３回 Unit 2 自己紹介（自己紹介で自分の得意なことをプレゼンする）
〇事前学修 Key words の意味を調べて、A と C の書き取りをやっておく。
〇事後学修 授業で間違えた英作文の復習をして、自己紹介の英文を清書する。
第 ４回 Unit 3 電話応対Ⅰ（ペアーワークをする）
〇事前学修 Key words の意味を調べて、A～C の問題をやっておく。
〇事後学修 授業で学修した電話応対の表現を暗記しておく。
第 ５回 Unit 4 電話応対Ⅱ（ペアーワークをする）
〇事前学修 Key words の意味を調べて、A～C の問題をやっておく。
〇事後学修 授業で学修した電話応対の表現を暗記しておく。
第 ６回 Unit 5 オフィスでの会話
〇事前学修 Key words の意味を調べて、A と C の書き取りをやっておく。
〇事後学修 CD を聞いて授業で間違えた書き取り問題を復習する。
第 ７回 Unit 1~5 の復習と中間試験
〇事前学修 電話応対で使うフレーズが言えるか確認しておく。
〇事後学修 CD を聞いて Unit1~5 までの復習をする。
第 ８回 Unit 6 社内での会話
〇事前学修 Key words の意味を調べて、A と C の書き取りをやっておく。
〇事後学修 CD を聞いて授業で間違えた書き取り問題を復習する。
第 ９回 Unit 7 受付での会話
〇事前学修 Key words の意味を調べて、A～C の書き取りをやっておく。
〇事後学修 CD を聞いて授業で間違えた書き取り問題を復習する。
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第 １０回 Unit 8 秘書と上司
〇事前学修 Key words の意味を調べて、A～C の書き取りをやっておく。
〇事後学修 CD を聞いて授業で間違えた書き取り問題を復習する。
第 １１回 Unit 9 秘書と来客
〇事前学修 Key words の意味を調べて、A と C の書き取りをやっておく。
〇事後学修 CD を聞いて授業で間違えた書き取り問題を復習する。
第 １２回 Unit 10 機内での会話
〇事前学修 Key words の意味を調べて、A と C の書き取りをやっておく。
〇事後学修 CD を聞いて授業で間違えた書き取り問題を復習する。
第 １３回 Unit 11 ツアーでの会話
〇事前学修 Key words の意味を調べて、A と C の書き取りをやっておく。
〇事後学修 CD を聞いて授業で間違えた書き取り問題を復習する。
第 １４回 Unit 12 ホテルでの会話
〇事前学修 Key words の意味を調べて、C の書き取りをやっておく。
〇事後学修 CD を聞いて授業で間違えた書き取り問題を復習する。
第 １５回 Unit ６~12 の復習とグループワークで応用問題に挑戦
〇事前学修 Unit6~12 の CD を聞いて、分からない箇所をノートに書き留めておく。
〇事後学修 期末試験の準備をする。

【テキスト】
New 20 Office Dialogs 「新 20 オフィス ダイアログス」、（古関博美 、鷹書房弓プレス）
1263-5

ISBN:978-4-8034-

【参考書・参考資料等】
必要に応じて、授業で紹介する。
【成績評価の方法等】
評価が「合」
課題・小テスト（30%） 、 授業への取り組み（20%）、中間・期末試験（50%）で総合的に
評価する。
【履修要件等】
授業にはテキスト、配布資料、辞書を持参すること。
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BS19-003020-A
区

分

専門外国語科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 前期

担当教員

金 廷祐

韓国・朝鮮語Ⅰ

授業形態

Korean Language Ⅰ

単独

必選別

選択必修

単位数

1 単位

【授業の目的】
この授業は初めて韓国語を学ぶ人のための入門クラスで、韓国語の基礎的コミュニケーション能力を獲得すること
をその目的とするこの授業は、人工語である韓国語の創出起源を理解し、表音文字である各文字の発音と表記の熟達
を目指している。とくに、文字の発音に重点を置きながら、基本的な文法と語彙を用いて､簡単な日常会話を行う。
【授業の到達目標】
前期授業の到達目標は下記のとおりである。
・韓国語文字の読み・書きの習熟を行い、円滑な発音ができるようになる。
・発音の熟達を基礎に、挨拶や自己紹介などの基本的な日常会話ができるようになる。
・教科書で学んだ基本文型と語彙を熟達して、簡単な文章を構成する力を習得できる。
【授業の概要】
この授業では、韓国語の創出過程を理解した後、表音文字である韓国語の基本構成を学ぶ。主な内容は、動詞・形
容詞・存在詞・指定詞（四つの用言＝述語）の区分と語尾の基本的な変化、すなわち、丁寧語・否定文・疑問文・助
詞の使い方など基礎的な部分の学習である。必要に応じて韓国映画・K-popといったメディアも活用し、学習した言語
を早く使ってみる。
【授業計画と準備学修】
第 １回 韓国語、朝鮮語、そしてハングル…オリエンテーション
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 今日行ったオリエンテーションの内容について理解を深めておくこと。
第 ２回 韓国語の文字とその仕組み
〇事前学修 授業範囲（第 1～3 課）を、発音を中心に読んでおく
〇事後学修 第 1～3 課に載っている全ての韓国語を充実に発音しながら,書いて覚える。
第 ３回 パッチムって何ですか…子音の一種であるパッチム(終声）、複合母音・子音、濃音などを説明
〇事前学修 第 4～6 課に載っているハングル文字を,時間をかけて充実に発音してみる。
〇事後学修 第 4～6 課の授業内容を理解して,充実に発音しながら,書いて覚える。
第 ４回 おはようございます…習得した文字と発音をいち早く使用した基礎会話
〇事前学修 発音の習熟。第 7～9 課に載っているハングル文字を,充実に発音してみる。
〇事後学修 今日習った 第 7～9 課に載っている韓国語を充実に発音しながら,書いて覚える。
第 ５回 私はタナカです…最も簡単な平叙文の丁寧表現を学習する。
〇事前学修 第 10～11 課を読み,新しい語彙と用言活用などを整理する。
〇事後学修 今回の内容を理解し, 学んだ韓国語を教科書の説明に従って発音してみる。
第 ６回 あなたは大学生ですか…第 5～6 回で学んだ基本的な平叙文を利用した疑問文を学習
〇事前学修 第 12 課を読み,新しい語彙と用言活用などを整理する。
〇事後学修 第 12 課の授業内容を習熟し,来週の簡単な点検に備える。
第 ７回 私は会社員ではありません…第 5～7 回で学習した平叙文と疑問文に加えて、否定文を学ぶ
〇事前学修 第 13 課を読み,新しい語彙と用言活用などを整理する。
〇事後学修 第 13 課の授業内容を習熟し,来週の簡単な点検に備える。
第 ８回 これは本です。そして、小テスト…「この、その、あの」の表現を習得。小テス実施（次回解説）
〇事前学修 小テスト問題を分析し,不完全な部分（語彙･文法）を書きまとめる。
〇事後学修 今日習った授業内容を習熟し,来週の簡単な点検に備える。
第 ９回 ビデオ鑑賞…韓国の文化を映像で楽しむ。 その感想を簡潔にまとめ次週まで提出
〇事前学修 今まで習って来た韓国語の語彙と用言活用などを整理しておく。
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〇事後学修 今日鑑賞した韓国映画の感想文を作成して来週に提出する。
第 １０回 この花はきれいです…動詞とともに用言を構成している形容詞を学ぶ。
〇事前学修 第 13 課を読み,新しい語彙と用言活用などを整理する。
〇事後学修 第 13 課の授業内容を習熟し,来週の簡単な点検に備える。
第 １１回 話してみましょう…実際韓国の日常生活でよく使われている会話文を習得し実践する
〇事前学修 前回習った授業範囲（第 13 課）の中から場所に関連する語彙を調べ整理しておく。
〇事後学修 第 13 課の数字を習熟し,来週の簡単な点検に備える。
第 １２回 どこで学びますか。小テスト（次回解説）…今まで学習したことに助詞等を加えた慣用句を学習
〇事前学修 第 14 課を読み,新しい語彙と用言活用などを整理しておく。
〇事後学修 今日習った授業内容を習熟し,来週の簡単な点検に備える。
第 １３回 3 月 14 日はブラックデ・ーです…漢数詞と固有数詞とに構成される数詞を学習する
〇事前学修 今まで習った数字を利用した日常生活の語彙と用言活用などを整理する。
〇事後学修 今日習った数字関連の授業内容を習熟し,来週の簡単な点検に備える。
第 １４回 暑くありませんか…用言の否定表現を学ぶ。
〇事前学修 第 15 課を読み,新しい語彙と用言活用などを整理する。
〇事後学修 今日習った授業内容を習熟し,来る期末試験に備える。
第 １５回 総まとめ
〇事前学修 学習した発音と基本文法,単語などを駆使して簡単な韓国語の文章を作ってみる。
〇事後学修 学習した韓国語の文法と語彙を総点検して,不完全な部分を確認する。
期末試験
【テキスト】
『韓国語の初歩 改訂判』厳基珠、金三順、金天鶴、吉川友丈、白水社 ２０１０年初刷
【参考書・参考資料等】
韓日辞書（たとえば『日韓・韓日辞典』（民衆書林））
【成績評価の方法等】
期末試験（50％）、授業に対する積極的な姿勢・課題解決度（30％）､小テスト（20％）で
評価する。
【履修要件等】
・相乗効果が高いため、韓国･朝鮮語会話Ⅰとの並行履修をおすすめする。
・4～5月の学習がその後の進展と楽しさをほぼ決定づけるので、必ず参加すること。
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評価が「合」

BS19-003030-A
区

分

専門外国語科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 前期

担当教員

金 廷祐

韓国・朝鮮語会話Ⅰ

授業形態

Korean Conversation Ⅰ

単独

必選別

選択必修

単位数

1 単位

【授業の目的】
この授業は初めてハングル（韓国･朝鮮語）を学ぶ人のための入門クラスで、韓国朝鮮語Ⅰの講義と並行しながら、
ハングルの基礎的コミュニケーション能力を獲得することをその目的とする。
【授業の到達目標】
この授業の到達目標は以下のとおりである。
・韓国語の簡単な単語や文章が読めるようになる。
・あいさつや基本的な表現を用いて、韓国語で自己紹介や簡単な会話ができるようになる。
・人工語である韓国語の創出起源を理解し、表音文字である各文字の発音と表記ができるようになる。
【授業の概要】
前期では、まず韓国語文字の読み・書きの習熟による円滑な発音の習得を目指す。語学のさらなる上達を考えると
き欠かせない基礎部分である発音の熟達を基礎に、挨拶や自己紹介などの基本的な日常会話の習得も副産物として期
待する。必要に応じて映画やK-popといったメディアも活用し、学習した言語を早く使ってみよう。
【授業計画と準備学修】
第 １回 韓国語、朝鮮語、そしてハングル…人工語である韓国語に関するオリエンテーション
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 今日行ったオリエンテーションの内容について理解を深めておくこと。
第 ２回 ハングルの文字と発音…母音と子音
〇事前学修 教科書の授業範囲（第 1～3 課）を、発音を中心に読んでおく。
〇事後学修 今日習った授業内容を理解して, 特に発音を重視して反復する。
第 ３回 ハングルの文字と発音…バッチム（終声子音）を含めた子音を中心に発音の習得を試みる
〇事前学修 今回の授業範囲を読むことを中心に全体を把握しておく。
〇事後学修 第 4～6 課に載っている全ての韓国語を充実に発音しながら,書いて覚える。
第 ４回 簡単な音読、文字の復習①
〇事前学修 今まで習った韓国語の発音、とりわけ子音の発音に気を付けて授業範囲を音読する。
〇事後学修 第 7～9 課に載っている全ての韓国語を充実に発音しながら,書いて覚える。
第 ５回 簡単な音読、文字の復習②
〇事前学修 韓国語の子音、とくにバッチムの読み方とハングル文字との関連性を理解しておく。
〇事後学修 今回の内容を理解したうえで バッチムが入っている文字の読み・書きを反復する。
第 ６回 基本的なあいさつ…出会い／別れのあいさつと発音全般を練習
〇事前学修 第 10 課で発音の練習を仕上げておく。
〇事後学修 今日習った発音の変化などを理解して、さらにあいさつ文を利用て反復する。
第 ７回 自己紹介…私は○○です。丁寧語の作り方を学習
〇事前学修 第 11 課を、内容の理解より本文を中心に複数回読んでおく。
〇事後学修 今回の内容を理解したうえで 学んだ韓国語を教科書の説明に従って発音してみる。
第 ８回 基本的な日常会話 1…これは何ですか。疑問文の作り方を学ぶ
〇事前学修 学習したあいさつや簡単な文章を声をあげて読み上げて、発音の確認をしておく。
〇事後学修 第 12 課で習った疑問文と日本語の疑問文との類似点と差を確認しながら反復練習。
第 ９回 ビデオ鑑賞…朝鮮半島の日常や言語生活が伝わる映画を鑑賞。その感想をまとめ次週まで提出
〇事前学修 今まで習って来た韓国語の語彙と用言活用などを整理しておく。
〇事後学修 今日鑑賞した韓国映画の感想文を作成して来週に提出する。
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第 １０回 基本的な日常会話 2…花は○○です。形容詞について学ぶ
〇事前学修 第 13 課を本文を中心に複数回読んでおく。
〇事後学修 今日習った韓国の形容詞と日本語との差異を確認した上に、本文の表現を習熟する。
第 １１回 基本的な日常会話 3…○○はどこですか。簡単な位置関係について学習する
〇事前学修 第 13～4 課の本文を、助詞に気を付けながら声を出して読んでおく。
〇事後学修 第 13～14 課の数字を習熟し,来週の簡単な点検に備える。
第 １２回 動詞の活用…否定文の 2 種類。小テスト実施（次週解説）
〇事前学修 第 14 課の本文を、語尾の変化を確認しながら複数回読んでおく。
〇事後学修 今日習った第 14 課の授業内容を理解して,充実に発音しながら,書いて覚える。
第 １３回 基本的な日常会話 4…○○月に梅雨が始まります
〇事前学修 第 13～14 課の本文に出てくる数字を中心に読んでおく。
〇事後学修 漢数詞（100 まで）と固有数詞（10 まで）を声を出して読んでおく。
第 １４回 復習と音楽鑑賞（文法と並行）…簡単な韓国語の歌を聴取しながら、歌詞の内容を学習
〇事前学修 今まで習った韓国語の会話の中から、形容詞と助詞の使い方を熟知しておく。
〇事後学修 今回の歌の歌詞で使われた、動詞、形容詞、助詞、数詞の使い方を習熟しておく。
第 １５回 総まとめ
〇事前学修 学習した発音と基本的な会話,単語などを駆使して友達と会話を交わしてみる。
〇事後学修 前期で習った韓国語の会話を状況別に総点検して,不完全な部分を確認する。
期末試験
【テキスト】
『韓国語の初歩 改訂判』厳基珠、金三順、金天鶴、吉川友丈、白水社 ２０１０年初刷
【参考書・参考資料等】
韓日辞書（たとえば『日韓・韓日辞典』（民衆書林））
【成績評価の方法等】
期末試験（50％）、授業に対する姿勢・課題解決度（30％）､小テスト（20％）で評価する
【履修要件等】
・相乗効果が高いため、韓国･朝鮮語 Ⅰとの並行履修をおすすめする。
・4～5月の学習がその後の進展と楽しさをほぼ決定づけるので、必ず参加すること。
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評価が「合」

BS19-003040-A
区

分

専門外国語科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 前期

担当教員

徐 亜文

中国語Ⅰ

授業形態

Chinese Communication Ⅰ

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
中国語の入門授業である。中国語の発音から始めて、基本的な単語、文法事項、簡単なあいさつ用語を学習する。
テキストに沿って授業を進め、中国語の基礎知識を系統的に学び、その基礎を確実に身につけさせることが目的であ
る。
【授業の到達目標】
これまでほとんど中国語を学習していない学生を対象として、中国語の発音、基礎的な単語、文法、会話を学習す
る。聞く、話す、読む、書くという4つの技能をバランスよく融合して習得できるよう練習を繰り返し、簡単な挨拶、
自己紹介、簡単な日常会話ができるようにする。
【授業の概要】
・まず中国語の発音からスタートする。中国語の発音の仕組み、四声、母音、子音を丁寧に勉強していく。
・そして中国語の単語を簡単なものから音と意味の両方でしっかり覚えていき、200語の習得を目指す。
・文法については、最も簡単で基本となる文型から学習し、「私は日本人だ」「これは何ですか」「どこへ行くか
？」「これはいくら？」「家族は何人？」のような文型を学習し使えるようにする。
・また授業の初めと終わりのあいさつ、感謝や謝る時の言い方など、簡単な挨拶をできるようにする。
・毎課が終わったら書き取りや単語などの小テストを実施する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 ガイダンス、中国語の基礎知識、テキストなどの使い方についての説明、声調と単母音。
〇事前学修 中国とは何か、中国語とは何かについて調べること。
〇事後学修 テキストのＣＤを聞いて声調と単母音の練習をすること。
第 ２回 発音編Ⅰ 子音
〇事前学修 子音についてテキストのＣＤを聞いて予習しておくこと。（
〇事後学修 テキストのＣＤを繰り返して聞き、声を出して発音を練習すること。
第 ３回 発音編Ⅱ 複合母音 鼻母音を伴う母音
〇事前学修 複合母音 鼻母音についてＣＤを聞いて予習しておくこと。
〇事後学修 テキストのＣＤを繰り返して聞き、声を出して発音練習をすること。
第 ４回 発音Ⅲ 発音のルール、声調の組合せの発音練習、あいさつの言葉、教室用語
〇事前学修 発音のルール、あいさつ用語などについてＣＤを聞き予習しておくこと。
〇事後学修 ＣＤを聞いて、声調の組み合わせ練習、あいさつ語の発音練習を行うこと。
第 ５回 第一課 人称代名詞 、“是”の文
〇事前学修 “是”を使う文型について予習しておくこと。
〇事後学修 第一課の会話を練習し、練習問題を解答し、単語小テストを準備すること。
第 ６回 第二課 指示代名詞①、疑問詞疑問文、“的”の用法①、副詞
〇事前学修 第二課の内容を予習しておくこと。
〇事後学修 第二課の会話を練習し、練習問題を解答し、単語小テストを準備すること。
第 ７回 第三課 動詞の文、「所有」を表す“有”、省略疑問の“呢”
〇事前学修 第三課の内容を予習しておくこと。
〇事後学修 第三課の会話を練習し、練習問題を解答し、単語小テストの準備をすること。
第 ８回 第一課～第三課の復習
〇事前学修 第一課から第三課の内容を復習し、総合小テストの準備をしておくこと。
〇事後学修 第一課から第三課までの単語、会話、文法について総合復習をすること。
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第 ９回 第四課 量詞、指示代名詞②、形容詞の文、“几”と “多少”
〇事前学修 第四課の内容について予習しておくこと。
〇事後学修 第四課の会話練習を行い、練習問題を解答し、単語小テストの準備をすること。
第 １０回 第五課 数字、日付・時刻を表す語
〇事前学修 第五課の内容について予習しておくこと。
〇事後学修 第五課の会話を練習し、練習問題を解答し、単語小テストの準備をすること。
第 １１回 第六課 「完了」を表す“了”、「所在」を表す“在”、助動詞①“想”
〇事前学修 第六課の内容について予習しておくこと。
〇事後学修 第六課の会話を練習し、練習問題を解答し、単語小テストを準備しておくこと。
第 １２回 第四課～第六課の復習
〇事前学修 第四課～第六課の総合復習をし、書き取りなどの小テストの準備をしておく。
〇事後学修 第四課から第六課の会話を繰り返し練習すること。
第 １３回 第七課 介詞①“在”“离”、「存在」を表す“有”
〇事前学修 第七課の内容について予習しておくこと。
〇事後学修 第七課の会話を練習し、練習問題を解答し、単語小テストの準備をすること。
第 １４回 発音～第四課の復習
〇事前学修 発音から第四課までの総合復習をしておくこと。
〇事後学修 第四課までの会話を繰り返して練習し、すらすら言えるようにすること。
第 １５回 第五課～第七課までの復習
〇事前学修 第五課から第七課までの総合復習をしておくこと。
〇事後学修 第七課までのすべての会話をすらすら言えるように繰り返して練習すること。
期末試験
【テキスト】
中国語はじめの一歩（最新2訂版）（竹島金吾監修 伊景春・竹島毅著、白水社） 刷
【参考書・参考資料等】
授業の時に適宜に配布する。
【成績評価の方法等】
評価が「合」
試験、平常点を総合的に判断し評価する。期末試験50％、毎回の小テスト、課題、授業にお
ける参加度など50％を基本とする。試験は、テキスト、辞書等「持ち込み不可」で実施する
。
【履修要件等】
中国語に興味・関心を持ち、本気で中国語を覚えたい者が望ましい。そして、履修予定者に積極的な授業参加を
してほしい。授業中に積極的に発言し、発音練習、会話練習を行う時に大きな声で練習してほしい。

54

BS19-003050-A
区

分

専門外国語科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 前期

担当教員

徐 亜文

中国語会話Ⅰ

授業形態

Chinese ConversationⅠ

単独

必選別

選択必修

単位数

1 単位

【授業の目的】
中国語の入門授業である。中国語の発音から始めて、基本的な単語、文法事項、簡単なあいさつ用語を学習する。
テキストに沿って授業を進め、中国語の基礎知識を系統的に学び、その基礎を確実に身につけさせることが目的であ
る。
【授業の到達目標】
これまでほとんど中国語を学習していない学生を対象として、中国語の発音、基礎的な単語、文法、会話を学習す
る。聞く、話す、読む、書くという4つの技能をバランスよく融合して習得できるよう練習を繰り返し、簡単な挨拶、
自己紹介、簡単な日常会話ができるようにする。
【授業の概要】
・まず中国語の発音からスタートする。中国語の発音の仕組み、四声、母音、子音を丁寧に勉強していく。
・そして中国語の単語を簡単なものから音と意味の両方でしっかり覚えていき、200語の習得を目指す。
・文法については、最も簡単で基本となる文型から学習し、「私は日本人だ」「これは何ですか」「どこへ行くか
？」「これはいくら？」「家族は何人？」のような文型を学習し使えるようにする。
・また授業の初めと終わりのあいさつ、感謝や謝る時の言い方など、簡単な挨拶ができるようにする。
毎課が終わったら書き取りや単語などの小テストを実施する。
事前・事後学修には、授業時間の1.5倍から、人によっては2倍近くの時間を確保すること。
【授業計画と準備学修】
第 １回 中国語についての紹介、テキストなどの使い方についての説明、第 1 課 中国語の声調 四声
〇事前学修 中国とは何か、中国語とは何かについて調べること。
〇事後学修 テキストのＣＤを聞いて声調の練習をすること。
第 ２回
第 1 課
単母音、複合母音
〇事前学修 単母音と複合母音についてテキストのＣＤを聞いて予習しておくこと。
〇事後学修 テキストのＣＤを聞き、単母音と複合母の発音を練習すること。
第 ３回 第 2 課 子音
〇事前学修 子音についてＣＤを聞いて予習しておくこと。
〇事後学修 テキストのＣＤを聞き、声を出して子音の発音練習をすること。
第 ４回 第 3 課 鼻母音と人称代名詞
〇事前学修 鼻母音と人称代名詞についてＣＤを聞き予習しておくこと。
〇事後学修 ＣＤを繰り返し聞き、鼻母音の発音練習をし、人称代名詞を覚える。
第 ５回 第 4 課 声調の変化と声調の組合せ
〇事前学修 声調の変化と声調の組み合わせについて予習しておくこと。
〇事後学修 声調の組み合わせを練習し、練習問題を解答し、単語小テストを準備すること。
第 ６回 第 5 課 動詞“是”、“吗”疑問文、名前の聞き方と答え方
〇事前学修 第 5 課の内容を予習しておくこと。
〇事後学修 第 5 課の会話を練習し、練習問題を解答し、単語小テストを準備すること。
第 ７回 第 6 課 動詞述語文、副詞“也”“都”、選択疑問文
〇事前学修 第 6 課の内容を予習しておくこと。
〇事後学修 第 6 課の会話を練習し、練習問題を解答し、単語小テストの準備をすること。
第 ８回 第 7 課 “呢”疑問文、指示代詞①、“的”
〇事前学修 第 7 課の内容を予習しておくこと。
〇事後学修 第 7 課の会話を練習し、練習問題を解答し、単語小テストの準備をすること。
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第 ９回 第 8 課 疑問詞疑問文、助動詞“想”、時点①
〇事前学修 第 8 課の内容について予習しておくこと。
〇事後学修 第 8 課の会話練習を行い、練習問題を解答し、単語小テストの準備をすること。
第 １０回 第 9 課 形容詞述語文、反復疑問文、“吧”
〇事前学修 第 9 課の内容について予習しておくこと。
〇事後学修 第 9 課の会話を練習し、練習問題を解答し、単語小テストの準備をすること。
第 １１回 第 10 課 所有を表す動詞“有”、量詞、“几”と“多少”
〇事前学修 第 10 課の内容について予習しておくこと。
〇事後学修 第 10 課の会話を練習し、練習問題を解答し、単語小テストを準備すること。
第 １２回 第 11 課 文末の“了”、時点② 時刻、前置詞“在”
〇事前学修 第 11 課の内容について予習しておくこと。
〇事後学修 第 11 課の会話を練習し、練習問題を解答し、単語小テストを準備すること。
第 １３回 第 12 課 連動文、時点③年月日と曜日、疑問詞“怎么”
〇事前学修 第 12 課の内容について予習しておくこと。
〇事後学修 第 12 課の会話を練習し、練習問題を解答し、単語小テストの準備をすること。
第 １４回 第 1～6 課 総合復習
〇事前学修 第１～6 課の総合復習をしておくこと。
〇事後学修 第 1～6 課までの会話を繰り返して練習し、すらすら言えるようにすること。
第 １５回 第 7～12 課 総合復習
〇事前学修 第 7～12 課の総合復習をしておくこと。
〇事後学修 第 12 課までのすべての会話をすらすら言えるように繰り返して練習すること。
期末試験
【テキスト】
『大学生のための 初級中国語24回』杉野元子・黄漢青 著 白帝社 2011年初版、2014年第4刷発行。
【参考書・参考資料等】
授業の時に適宜に配布する。
【成績評価の方法等】
評価が「合」
試験、平常点を総合的に判断し評価する。期末試験50％、毎回の小テスト、課題、授業にお
ける参加度など50％を基本とする。試験は、テキスト、辞書等「持ち込み不可」で実施する
。
【履修要件等】
中国語に興味・関心を持ち、本気で中国語を覚えたい者が望ましい。そして、履修予定者に積極的な授業参加を
してほしい。授業中に積極的に発言し、発音練習・会話練習を行う時に大きな声で練習してほしい。
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BS19-003060-C
区

分

専門外国語科目

担当教員

平瀬 洋子

授業科目

コミュニケーション英語

授業形態

英

Communication English

単独

訳

配当年次

1 年次 後期

必選別

選択

単位数

1 単位

【授業の目的】
外国人と英語で対話できるようになることが目的です。最初に「聞き取る力」を身につけ、各自が「聞き取れたと
いう達成感」を得て、さらに次のステップへ進みます。簡単な挨拶から日常会話、趣味、文化などについて、外国人
と自由に会話できるようになることを期待する。
【授業の到達目標】
英語で外国人に自分の意志を伝えることができること、特に、海外旅行で外国人と会話ができるようになること。
【授業の概要】
１．毎週，指定された範囲の内容を必ず予習しておくこと。
２．授業中できなかった問題は、必ず再度やって復習してお

くこと。

【授業計画と準備学修】
第 １回 授業の進め方と事前学修と事後学習について説明
〇事前学修 シラバスをよく読んで、授業内容を理解しておくこと。
〇事後学修 音声ファイルをダウンロードして、内容を確認しておく。
第 ２回 Unit 1 On the Plane
〇事前学修 リスニング問題はすべてやり、単語の意味を調べておく。
〇事後学修 授業で出来なかった問題をやって復習する。
第 ３回 Unit２ At the Currency Exchange
〇事前学修 リスニング問題はすべてやり、単語の意味を調べておく。
〇事後学修 授業で出来なかった問題をやって復習する。
第 ４回 Unit 3 At the Hotel 1 （ペアワークをする）
〇事前学修 リスニング問題はすべてやり、単語の意味を調べておく。
〇事後学修 授業で出来なかった問題をやって復習する。
第 ５回 Unit 4 At the Hotel 2（ペアワークをする）
〇事前学修 リスニング問題はすべてやり、単語の意味を調べておく。
〇事後学修 授業で出来なかった問題をやって復習する。
第 ６回 Unit 5 On the Train / Bus
〇事前学修 リスニング問題はすべてやり、単語の意味を調べておく。
〇事後学修 授業で出来なかった問題をやって復習する。
第 ７回 Unit 6 Sightseeing 1
〇事前学修 リスニング問題はすべてやり、単語の意味を調べておく。
〇事後学修 授業で出来なかった問題をやって復習する。
第 ８回 Unit 1~6 の復習問題をする
〇事前学修 Unit 1~6 の復習問題をやっておく。
〇事後学修 中間試験の準備とプレゼンテーションの原稿を準備する。
第 ９回 プレゼンテーションと中間試験
〇事前学修 中間試験の準備とプレゼンテーションの練習をする。
〇事後学修 中間試験でできなかった問題を復習しておく。

57

第 １０回 Unit 7 Shopping 1
〇事前学修 リスニング問題はすべてやり、単語の意味を調べておく。
〇事後学修 授業で出来なかった問題をやって復習する。
第 １１回 Unit 8 Shopping 2
〇事前学修 リスニング問題はすべてやり、単語の意味を調べておく。
〇事後学修 授業で出来なかった問題をやって復習する。
第 １２回 Unit 9 At the Post Office
〇事前学修 リスニング問題はすべてやり、単語の意味を調べておく。
〇事後学修 授業で出来なかった問題をやって復習する。
第 １３回 Unit 10 Sightseeing 2
〇事前学修 リスニング問題はすべてやり、単語の意味を調べておく。
〇事後学修 授業で出来なかった問題をやって復習する。
第 １４回 Unit 7~12 の復習問題をする
〇事前学修 Unit 7~12 の復習問題をやっておく。
〇事後学修 出来なかった問題を再度やってみる。
第 １５回 英会話の発表（グループワークをする）
〇事前学修 指定された会話練習をグループでしておく。
〇事後学修 期末試験の準備をする。

【テキスト】
My First Trip ーKey Phrases for Traveling Abroad 「使える！話せるy！海外旅行の基本フレーズ」（工藤多恵、
センゲージラーニング）
【参考書・参考資料等】
必要に応じて、授業で紹介する。
【成績評価の方法等】
課題・小テスト(30%)、 授業への取り組み(20%)、中間・期末試験(50%)で総合的に評価す
る。
【履修要件等】
授業にはテキスト、配布されたプリント、辞書を持参すること。
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評価が「合」

BS19-003070-B
区

分

専門外国語科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 後期

担当教員

金 廷祐

韓国・朝鮮語Ⅱ

授業形態

Korean Language Ⅱ

単独

必選別

選択必修

単位数

1 単位

【授業の目的】
韓国・朝鮮語Ⅱでは、前期授業において獲得した授業成果、すなわち、ハングル文字と発音の習熟をもとに、基礎
的な文法と日常会話の能力を高めていく。また、日本語との対照言語学的な観点からの理論的な面白さを満喫する一
方で、実際に使える表現能力の上達を目指す。
【授業の到達目標】
この授業の到達目標は下記のとおりである。
・教科書で習った基本文型を使って、より豊かな文章を構成できる。
・一年間にわたる外国語学習や視聴覚資料を通じて取得した言語や文化から、韓国の社会が理解できるようになる
・韓国語の習得や文化の理解から、自国文化や日本語の特性を再認識できるようになる。
【授業の概要】
この授業ではとくに、基本的な文法と語彙をもとに、読み・書き・聞き・話す四機能をバランスよく伸ばしていく
。主な内容は、前期で学んだ用言（述語）の基本的な活用に加え、過去形、数詞、よく使う言い回しなどである。前
期と同様、必要に応じて韓国映画・K-popといったメディアも活用する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 誕生日はいつですか…言語使用で占める「数字」の重要性を再確認
〇事前学修 第 16 課を読み,新しい語彙と用言活用などを整理する。
〇事後学修 今日習った授業内容を習熟し,来週の簡単な点検に備える。
第 ２回 どこに住んでいますか…普通語と丁寧表現の中間に位置する「略待上称形」を学習する
〇事前学修 第 17 課を読み,新しい語彙と用言活用などを整理する。
〇事後学修 今日習った授業内容を習熟し,来週の簡単な点検に備える。
第 ３回 先生いらっしゃいますか…今まで学習してきた丁寧表現をさらに高めた、尊敬表現を習う
〇事前学修 第 18 課を読み,新しい語彙と用言活用などを整理する。
〇事後学修 今日習った授業内容を習熟し,来週の簡単な点検に備える。
第 ４回 何をお探しでしょうか…前回学んだ尊敬語の略待上称形にあたる用言の活用を学ぶ
〇事前学修 第 19 課を読み,新しい語彙と用言活用などを整理する。
〇事後学修 今日習った授業内容を習熟し,来週の簡単な点検に備える。
第 ５回 先週日曜日に何をしたのですか…過去形（丁寧表現、略待上称形）について学習する
〇事前学修 第 20 課を読み,新しい語彙と用言活用などを整理する。
〇事後学修 今日習った授業内容を習熟し,来週の簡単な点検に備える。
第 ６回 何を召し上がりますか…好き･嫌いの表現と、意志や推測の表現を学ぶ。小テスト（次回解説）
〇事前学修 今日行う小テストに備えて,不完全な部分（語彙･文法）を書きまとめる。
〇事後学修 今日習った授業内容を習熟し,来週の簡単な点検に備える。
第 ７回 ビデオ鑑賞…朝鮮半島の現状を表す映像を鑑賞
〇事前学修 今まで習得した語彙を簡単な文章の中で使ってみる。
〇事後学修 今日鑑賞した韓国映画の感想文を作成して来週に提出する。
第 ８回 何時に会いましょうか…時空間に関連する表現と願望、提案、勧誘などの表現を学習する
〇事前学修 第 21 課を読み,新しい語彙と用言活用などを整理しておく。
〇事後学修 今日習った授業内容を習熟し,来週の簡単な点検に備える。
第 ９回 最近水泳をしています…動詞の進行形と可能・不可能など能力を表す表現を学習する
〇事前学修 第 22 課を読み,新しい語彙と用言活用などを整理しておく。
〇事後学修 今日習った授業内容を習熟し,来週の簡単な点検に備える。
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第 １０回 土曜日には宿題をして、日曜日には休みます…用言活用で、並列・先行・様態を表す表現を学ぶ
〇事前学修 第 23 課を読み,新しい語彙と用言活用などを整理する。
〇事後学修 今日習った授業内容を習熟し,来週の簡単な点検に備える。
第 １１回 市役所から近いですか…第 8 回で学んだ時空間の表現に、場所･方向を表す表現を学ぶ
〇事前学修 第 24 課と配付資料を読み,新しい語彙と用言活用などを整理しておく。
〇事後学修 今日習った授業内容を習熟し,来週の簡単な点検に備える。
第 １２回 電車で行けば約 10 分ほどかかります…仮定法、語尾の不規則変化を学習。小テスト（次回解説）
〇事前学修 配布された次週授業の資料を読み,新しい語彙と用言活用などを整理しておく。
〇事後学修 今日習った授業内容を習熟し,来週の簡単な点検に備える。
第 １３回 私は昨日友たちと宮島へ行きました…過去行った行為に関する表現を使った会話に挑戦
〇事前学修 配布された今週の授業資料を読み,新しい語彙と用言活用などを整理する。
〇事後学修 今日習った授業内容を習熟し,来週の簡単な点検に備える。
第 １４回 昨日見た映画は面白くありませんでした…日本語とは全く異なる連体形の仕組みを学習
〇事前学修 配布された今週の授業の資料を読み,新しい語彙と用言活用などを整理しておく。
〇事後学修 今日習った授業内容を習熟し,来週の簡単な点検に備える。
第 １５回 総まとめ
〇事前学修 簡単な韓国語の文章を作ってみる（教科書 p.120,p.127 の単語群を利用）
〇事後学修 後期に習った韓国語の文法と語彙を総点検して,不完全な部分を確認する。
期末試験
【テキスト】
『韓国語の初歩 改訂判』厳基珠、金三順、金天鶴、吉川友丈、白水社 ２０１０年初刷
【参考書・参考資料等】
韓日辞書（たとえば『日韓・韓日辞典』（民衆書林））
【成績評価の方法等】
期末試験（50％）、小テスト（20％）､授業に対する積極的な姿勢・課題解決度（30％）で
評価する。
【履修要件等】
相乗効果が高いため、韓国･朝鮮語会話Ⅱとの並行履修をおすすめする。
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評価が「合」

BS19-003080-B
区

分

専門外国語科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 後期

担当教員

金 廷祐

韓国・朝鮮語会話Ⅱ

授業形態

Korean Conversation Ⅱ

単独

必選別

選択必修

単位数

1 単位

【授業の目的】
この授業の目的は、韓国語全般にわたる基礎的な知識や活用方法の獲得である。具体的には､文字や発音の熟達に重
点を置いた前期の成果に、読み・書き・聞き・話しの四機能をバランスよく接続して、次のステップである中級クラ
スへの準備作業を完成することである。
【授業の到達目標】
この授業の到達目標は下記のとおりである。
・基本的な文型と語彙を用いて､簡単な日常会話ができるようになる。
・教科書で学んだ基本文型を用いて簡単な文章を構成する力を習得できる。
・使用頻度の高い語彙や表現を、様々な状況に応じた会話のなかで表現できるようになる。
【授業の概要】
後期授業では､前期で獲得した授業成果、すなわち、ハングル文字と発音の習熟をもとに、基礎的な文法と日常会話
の能力を高めていく。また、日本語との対照言語学的な観点からの理論的な面白さを満喫する一方で、実際に使える
表現能力の上達を目指す。とくに、基本的な文法と語彙をもとに、読み・書き・聞き・話す四機能をバランスよく伸
ばしていく。前期同様、映画・K-popといったメディアも活用し、学習した言語を早く使ってみよう。
【授業計画と準備学修】
第 １回 好き嫌いの表現…韓国との助詞の使い方の差異を学ぶ
〇事前学修 第 15 課の本文の会話文を読み、後半ｐ.72 の助詞に関する説明を理解しておく。
〇事後学修 日本語との比較をしながら、韓国語の助詞の使い方を習熟しておく。
第 ２回 買い物…買い物の会話と同時に数詞を学ぶ
〇事前学修 第 15、18 課の本文の会話を、数字を確認し複数回（3～5 回）音読しておく。
〇事後学修 前期同様、時間をかけて漢数詞（100 まで）と固有数詞（10 まで）を音読する。
第 ３回 時間と曜日に関する表現…時間に関する全般的な会話を学ぶ
〇事前学修 第 16～17 課の本文の会話を、時間で使われる数字を確認しながら音読しておく。
〇事後学修 日常的によく使うが、日本語と全く異なる使い方をしている時間の表現を習熟する。
第 ４回 昨日したこと…過去形の作りを学び、簡単な文章を作ってみる
〇事前学修 第 19 課の本文の会話を、語尾の変化を確認しながら複数回音読する。
〇事後学修 今回習った過去形の語尾の変化を、今まで習得した動詞に適用してみる。
第 ５回 食事に関する表現…朝鮮半島の一般的な食文化とその形容詞を学ぶ
〇事前学修 第 20 課の食堂での会話文を、複数回音読しておく。
〇事後学修 朝鮮半島の食文化を学ぶと同時に、食文化に関連した形容詞も習熟しておく。
第 ６回 状態・状況に関する表現…現在・過去進行形について学ぶ
〇事前学修 第 21～22 課の本文の会話を、複数回音読しておく。
〇事後学修 今回習った現在・過去進行形の語尾の変化を、今まで習得した動詞に適用してみる。
第 ７回 能力に関する表現…可能動詞と不可能動詞について学習する。小テスト（次回に解説）
〇事前学修 第 22 課の本文の会話を、複数回音読しておく。
〇事後学修 今回習った可能動詞と不可能動詞の語尾の変化を、習得した動詞に適用してみる。
第 ８回 意志・願望に関する表現…未来形に準ずる表現を学ぶ
〇事前学修 第 22 課の本文の会話を、語尾の変化を確認しながら複数回音読しておく。
〇事後学修 今回習った願望表現を理解したうえで、適用できない動詞の存在を確認しておく。
第 ９回 メディア学習…朝鮮半島の日常や言語生活を音楽や映画というメディアを通じて学習する
〇事前学修 今まで習得した語彙を簡単な会話の中で使ってみる。
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〇事後学修 今日鑑賞した韓国映画の感想文を作成して来週に提出する。
第 １０回 自分の考えを伝える…今まで学んだ単語を用いて引用文を作ってみる
〇事前学修 第 21 課を用いて引用文を作ってみる。従って、第 21 課の本文を複数回音読する。
〇事後学修 今回習った引用文を第 20 課の本文に適用し、新しい会話文を作って次週まで提出。
第 １１回 簡単な歌詞の歌を聞いて歌おう…韓国の歌（ハンサラム＝一人）を聴いて歌詞内容を学ぶ
〇事前学修 今まで習った韓国語の会話の中から、形容詞と助詞の使い方を熟知しておく。
〇事後学修 今日の歌の歌詞に使われた、動詞、形容詞、助詞、数詞の使い方を習熟しておく。
第 １２回 電話をかける…通話中に使う表現を学ぶ。小テスト実施（次回に解説）
〇事前学修 第 17 課の本文の会話を、語尾の変化を確認しながら複数回音読しておく。
〇事後学修 第 3 回授業で学んだ内容を理解しながら、電話中に使う表現を習熟する。
第 １３回 ハングルでナゾナゾ…今まで学んだ単語を用いて、疑問文形式のナゾナゾゲームを楽しむ
〇事前学修 ｐ.47 の疑問文を誘導する副詞を覚えたうえに、第 22 課の本文を音読する。
〇事後学修 いわゆる疑問詞（5W1H）を使って簡単なナゾナゾを作って次週まで提出する。
第 １４回 友達との会話…今まで学んだことを友達との会話で実践してみる
〇事前学修 第 23 課の本文の会話を、語尾の変化を確認しながら複数回音読しておく。
〇事後学修 今日学んだ日々の過ごし方に関する会話を短く書きまとめて次週友達に発表する。
第 １５回 総まとめ
〇事前学修 後期に学んだ基本話法,単語などを駆使して簡単な韓国語の会話を作ってみる。
〇事後学修 後期に学んだ韓国語の会話と語彙を総点検して,不完全な部分を確認する。
期末試験
【テキスト】
『韓国語の初歩 改訂判』厳基珠、金三順、金天鶴、吉川友丈、白水社 ２０１０年初刷
【参考書・参考資料等】
韓日辞書（たとえば『日韓・韓日辞典』（民衆書林））
【成績評価の方法等】
期末試験（50％）、小テスト（20％）､授業に対する積極的な姿勢・課題解決度（30％）で
評価する。
【履修要件等】
相乗効果を高めるため、韓国･朝鮮語 Ⅱとの並行履修をおすすめする。
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評価が「合」

BS19-003090-B
区

分

専門外国語科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 後期

担当教員

徐 亜文

中国語Ⅱ

授業形態

Chinese Communication Ⅱ

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
中国語の初級授業である。前期の続きで、入門の時より少し難易度の高い中国語の基本的な単語、文法
事項、文章、日常会話を学習する。テキストに沿って授業を進め、中国語の基礎知識を系統的に学ぶ。
【授業の到達目標】
入門授業を受けた学生が、より難易度の高い中国語の単語300語を学んで覚えて、より複雑な文法事項を学習し、よ
り長い会話ができるようになります。
中国語検定試験準4級に合格できるレベルにする。
【授業の概要】
・中国語の単語を音と意味の両方で学び、新しい300語を覚えて使えるようにする。
・文法はより複雑の文型を学習し、「アメリカに行ったことがある」「授業に行かないといけない」「中国で買っ
たのだ」「中国語を話せる」「ちょっと休憩する」「北京は東京より寒い」のような文型を学んで使えるようにする
。
・自己紹介、教室用語、買い物する時、食事の時、趣味のこと、能力のことなどを言えるようにする。
・毎課が終わったら書き取りや単語などの小テストを実施する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 発音の復習
〇事前学修 母音、子音、声調について復習しておくこと。
〇事後学修 テキストのＣＤを聞いて発音の復習をすること。
第 ２回 第七課までの復習
〇事前学修 第七課までの内容について復習しておくこと。
〇事後学修 第七課までの会話を練習し、練習問題を解答し、小テストの準備をすること。
第 ３回 第八課 「時間量」を表す語、助動詞“得”、介詞“从”
〇事前学修 第八課の内容について予習しておくこと。
〇事後学修 第八課の会話を練習し、練習問題を解答し、小テストの準備をすること（
第 ４回 第九課 「過去の経験」を表す“过”、“是～的”の文、介詞“跟”“给”
〇事前学修 第九課の内容を予習しておくこと。
〇事後学修 第九課の会話を練習し、練習問題を解答し、小テストの準備をすること。
第 ５回 第八課 ～ 第九課の復習
〇事前学修 第八課～第九課の復習を行うこと。
〇事後学修 第八課～第九課の会話を練習し、練習問題を解答する。
第 ６回 第十課 助動詞“能”“会”、「動作の様態」を言う表現、動詞の重ね型
〇事前学修 第十課の内容を予習しておくこと。
〇事後学修 第十課の会話を練習し、練習問題を解答し、単語小テストを準備すること。
第 ７回 第十一課 「動作の進行」を表す“在～呢”、「～しに来る・～しに行く」、選択疑問“还是”
〇事前学修 第十一課の内容を予習しておくこと。
〇事後学修 第十一課の会話を練習し、練習問題を解答し、単語小テストの準備をすること。
第 ８回 第十課 ～ 第十一課の復習
〇事前学修 第十課～第十一課の内容を復習し、総合小テストの準備をしておくこと
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〇事後学修 第十課～第十一課までの単語、会話、文法について総合復習をすること。
第 ９回 第十二課 「比較」の表現、“的”の用法、二つの目的語をとる動詞、目的語が主述句の時
〇事前学修 第十二課の内容について予習しておくこと。
〇事後学修 第十二課の会話練習を行い、練習問題を解答し、小テストの準備をすること。
第 １０回 第十二課までの会話の復習
〇事前学修 第十二課までの内容について復習しておくこと。
〇事後学修 第十二課の会話を練習し、練習問題を解答し、単語小テストの準備をすること。
第 １１回 第十二課までの文法の復習
〇事前学修 第十二課までの文法について復習しておくこと。
〇事後学修 第十二課までの文法を復習し、練習問題を解答すること。
第 １２回 自己紹介文 例文の学習
〇事前学修 自己紹介文を予習しておくこと。
〇事後学修 自己紹介文を復習し、自分の自己紹介文を書くこと。
第 １３回 自己紹介文 ①自分の自己紹介の発表
〇事前学修 自分の自己紹介文を予習しておくこと。
〇事後学修 自分の自己紹介文を発表し、すらすら言えるように練習すること。
第 １４回 自己紹介文 ②自分の自己紹介の発表
〇事前学修 新しい情報を入れた自己紹介文を準備しておくこと。
〇事後学修 新しい情報を入れた自分紹介文を発表し、すらすら言えるまで練習すること。
第 １５回 総合復習
〇事前学修 これまでの勉強した内容の総合復習をしておくこと。
〇事後学修 総合復習を行い、期末試験の準備をしておくこと。
期末試験
【テキスト】
中国語はじめの一歩（最新2訂版）（竹島金吾監修 伊景春・竹島毅著、 白水社）
【参考書・参考資料等】
授業の時に適宜に配布する。
【成績評価の方法等】
評価が「合」
試験、平常点を総合的に判断し評価する。期末試験50％、毎回の小テスト、課題、授業にお
ける参加度など50％を基本とする。試験は、テキスト、辞書等「持ち込み不可」で実施する
。
【履修要件等】
中国語の入門授業を受けた者、あるいは、同水準の能力を持っている者。
中国語に興味・関心を持ち、本気で中国語を覚えたい者。そして、履修予定者に積極的な授業参加をしてほしい。
授業中に積極的に発言し、発音練習、会話練習を行う時に大きな声で練習してほしい。
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BS19-003100-B
区

分

専門外国語科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 後期

担当教員

徐 亜文

中国語会話Ⅱ

授業形態

Chinese ConversationⅡ

単独

必選別

選択必修

単位数

1 単位

【授業の目的】
半年間ほど中国語を勉強した学生を対象に、より難易度の高い中国語の単語、文法を学習し、中国語会話の基礎を
身に付けることを目的としている。会話練習を重点においてやや長い会話ができるようにする。
【授業の到達目標】
前期で学んだ単語の上に、さらに新しく300語を学んで覚えて、そしてより複雑な文法を学習して、より長くて複雑
な会話ができるようになることを目指す。
中国語検定試験準4級に合格できる水準になる。
【授業の概要】
・単語を音と意味の両方で学び、新しい単語300語を覚えて使えるように練習する。
・より難易度の高い文型を学習し、応用できるように練習する。
・より長くて複雑な会話を学び、「予定を尋ねる時」「場所を尋ねる時」「昨日のことについて尋ねる時」
「これまでの経験を尋ねる時」などのようにいろいろな場面での会話を練習し、使えるようにする。
毎課が終わったら書き取りや単語などの小テストを実施する。
事前・事後学修には、授業時間の1.5倍から、人によっては2倍近くの時間を確保すること。
【授業計画と準備学修】
第 １回 第 12 課までの復習
〇事前学修 第 12 課までの総合復習をしておくこと。
〇事後学修 第 12 課までの単語、文法、会話を復習すること。
第 ２回 第 13 課 指示代詞②、存在を表す動詞“在”“有”
〇事前学修 第 13 課の内容について予習しておくこと。
〇事後学修 第 13 課の会話を練習し、練習問題を解答し、単語小テストの準備をすること。
第 ３回 第 14 課 動詞の後の“了”、動詞の重ね型、前置詞“给”
〇事前学修 第 14 課の内容について予習しておくこと。
〇事後学修 第 14 課の会話を練習し、練習問題を解答し、単語小テストの準備をすること。
第 ４回 13 課から 14 課までの復習
〇事前学修 第 13～14 課の内容を復習しておくこと。
〇事後学修 第 13～14 課の会話、文法、練習問題を復習すること。
第 ５回 第 15 課 経験の“过”、動作量補語、前置詞“跟”
〇事前学修 第 15 課の内容を予習しておくこと。
〇事後学修 第 15 課の会話を練習し、練習問題を解答し、単語小テストを準備すること。
第 ６回 第 16 課 時間量、時間量補語、前置詞“从”“到”“离
〇事前学修 第 16 課の内容を予習しておくこと。
〇事後学修 第 16 課の会話を練習し、練習問題を解答し、単語小テストを準備すること。
第 ７回 第 15 課から 16 課までの復習
〇事前学修 第 15～16 課の内容を復習しておくこと。
〇事後学修 第 15～16 課の会話、文法、練習問題を復習すること。
第 ８回 第 17 課 助動詞“会”、助動詞“能”、主述述語文
〇事前学修 第 17 課の内容を予習しておくこと。
〇事後学修 第 17 課の会話を練習し、練習問題を解答し、単語小テストの準備をすること。

65

第 ９回 第 18 課 比較、“多”＋形容詞、年齢の尋ね方第
〇事前学修 第 18 課の内容について予習しておくこと。
〇事後学修 第 18 課の会話練習を行い、練習問題を解答し、単語小テストの準備をする。
第 １０回 第 17 課から第 18 課までの復習
〇事前学修 第 17～18 課の内容について復習しておくこと。
〇事後学修 第 17～18 課の会話、文法、練習問題を復習すること。
第 １１回 第 19 課 “是～的”構文、100 以上の数、金額の言い方第
〇事前学修 第 19 課の内容について予習しておくこと。
〇事後学修 第 19 課の会話を練習し、練習問題を解答し、単語小テストを準備すること。
第 １２回 第 20 課 状態補語、二重目的語、“有点儿”
〇事前学修 第 20 課の内容について予習しておくこと。
〇事後学修 第 20 課の会話を練習し、練習問題を解答し、単語小テストを準備すること。
第 １３回 第 19 課から第 20 課までの復習
〇事前学修 第 19～20 課の内容について復習しておくこと。
〇事後学修 第 19～20 課の会話、文法、練習問題を復習すること。
第 １４回 第 13 課から 16 課までの総合復習
〇事前学修 第 13～16 課の総合復習をしておくこと。
〇事後学修 第 13～16 課までの会話、文法、練習問題を総合的に復習すること。
第 １５回 第 19～24 課 総合復習
〇事前学修 第 17～20 課の総合復習をしておくこと。
〇事後学修 第 17～20 課までの会話、文法、練習問題を総合的に復習すること。
期末試験
【テキスト】
『大学生のための 初級中国語24回』杉野元子・黄漢青 著 白帝社 2011年初版、2014年第4刷発行。
【参考書・参考資料等】
授業の時に適宜に配布する。
【成績評価の方法等】
評価が「合」
試験、平常点を総合的に判断し評価する。期末試験50％、毎回の小テスト、課題、授業にお
ける参加度など50％を基本とする。試験は、テキスト、辞書等「持ち込み不可」で実施する
。
【履修要件等】
中国語の入門授業を受けた者、あるいは、同水準の能力を持っている者。
中国語に興味・関心を持ち、本気で中国語を覚えたい者。そして、履修予定者に積極的な授業参加をしてほしい。
授業中に積極的に発言し、発音練習、会話練習を行う時に大きな声で練習してほしい。
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平瀬 洋子

ライティング

授業形態

Writing

単独

必選別

選択

単位数

1 単位

【授業の目的】
この授業では、英語でのメールのやり取りを始めとして、相手に自分の伝えたいことを英語で簡潔に書けるように
なることが目的です。今後、グローバル社会では「話す」「聞く」だけではなく、「読み」「書き」の能力も求めら
れます。ライティングは、場面、状況、どんな相手に書くのかによって、書き方も様々です。授業ではテーマ別に基
礎からライティングの学修を進め、正しいライティングのスキルを身につけます。
【授業の到達目標】
各自が日本文と英文の書き方の違いを発見し、「読み手に理解してもらえる英語」が書けるようになること。
【授業の概要】
これまで中学・高校では、短い日本語のセンテンスを英語に訳す作業が英作文だったが、これからは、自分の意見
をまとめて英語で書く能力が必要になる。さまざな場面や状況に応じて正しい英文が書けるように、ライティングの
スキルを場面別に基礎から学修する。正しい英文を書くには、英文法の知識が不可欠なので、英文法も授業で復習す
る。
【授業計画と準備学修】
第 １回 授業の進め方について説明
〇事前学修 シラバスをよく読んで、授業内容を理解しておく。
〇事後学修 テキストの音声ファイルをダウンロードして、内容を確認しておく。
第 ２回 Unit 1 友人にメールを書こう （ペアワークをする）
〇事前学修 リスニングの問題はすべてやり、単語の意味を調べておく。
〇事後学修 授業で書けなかった英訳問題を再度書いてみる。
第 ３回 Unit 2 先輩や先生にメールを書こう （ペアワークをする）
〇事前学修 リスニングの問題はすべてやり、単語の意味を調べておく。
〇事後学修 授業で書けなかった英訳問題を復習して、課題のメールを書く。
第 ４回 Unit 3 苦情のメールを書こう
〇事前学修 リスニングの問題はすべてやり、単語の意味を調べておく。
〇事後学修 授業でできなかった問題を再度やってみる。
第 ５回 Unit 4 自分の紹介文を書こう （プレゼンをする）
〇事前学修 リスニングの問題はすべてやり、単語の意味を調べておく。
〇事後学修 次週のプレゼンの準備をする。
第 ６回 Unit 6 自分の夢を書こう （プレゼンをする）
〇事前学修 リスニングの問題はすべてやり、プレゼンの練習をしておく。
〇事後学修 授業でできなかった問題を復習する。
第 ７回 Unit 1～6 の復習と中間試験
〇事前学修 前半の内容を復習して、中間試験の準備をする。
〇事後学修 中間試験でできなかった問題を復習する。
第 ８回 Unit 7 自分の出来事を書こう （ペアワークをする）
〇事前学修 リスニングの問題はすべてやり、単語の意味を調べておく。
〇事後学修 授業でできなかった問題を再度やってみる。
第 ９回 Unit 8～9 写真や絵、印象的な思い出を説明しよう（グループワークをする）
〇事前学修 リスニングの問題はすべてやり、単語の意味を調べておく。
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〇事後学修 授業でできなかった問題を再度やってみる。課題をやっておく。
第 １０回 Unit 10～11 グラフや図、アンケートの結果を説明しょう
〇事前学修 リスニング問題はすべてやり、単語の意味を調べておく。
〇事後学修 授業でできなかった問題を復習しておく。
第 １１回 Unit 12 調査結果から意見を言ってみよう
〇事前学修 リスニング問題をすべてやり、単語の意味を調べておく。
〇事後学修 授業で間違った問題を復習して、課題をやっておく。
第 １２回 Unit 13 賛成/反対を表明しよう (グループワークをする）
〇事前学修 リスニングの問題をすべてやり、単語の意味を調べておく。
〇事後学修 課題について「賛成」か「反対」の意見を書く。
第 １３回 Unit 14 自分の要望を書こう
〇事前学修 リスニング問題をすべてやり、単語の意味を調べておく。
〇事後学修 課題を次週までに書いておく。
第 １４回 Unit 15 自分の将来像を書こう
〇事前学修 リスニングをすべてやり、単語の意味を調べておく。
〇事後学修 授業でできなかった問題を再度やる。次週のプレゼンの原稿を書く。
第 １５回 Unit ７~15 の復習とタイトルを各自で決めてプレゼンをする
〇事前学修 後半に学修した内容を復習しておく。プレゼンの練習をする。
〇事後学修 期末試験の準備をする。

【テキスト】
Have Fun Writing！ 「楽しく学ぶライティング入門」（工藤洋路・Dean Poland、金星堂)
【参考書・参考資料等】
必要に応じて、授業で紹介する。
【成績評価の方法等】
評価が「合」
課題・小テスト(30%) 、授業への取り組み(20%)、中間・期末試験(50%)で総合的に評価する
。
【履修要件等】
授業にはテキスト、辞書を持参すること。

68

BS19-003120-C
区

分

専門外国語科目

授業科目
英

訳

配当年次

2 年次 後期

担当教員

平瀬 洋子

時事英語

授業形態
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1 単位

【授業の目的】
簡単な英語のニュース記事を紙媒体やオンライン上で読めたり、テレビ、ラジオ、インターネットなどを通して、
ニュースが聞き取れるように、この授業では時事英語の知識を身につけた上で聴解力も養成します。
【授業の到達目標】
時事英語の単語が理解できて、簡単なニュースの記事が読めたり、聞いて理解できるようになること。
【授業の概要】
今後、英語のニュース記事を読んだり、聞いたりするのに役立つように、毎時間テキスト以外に時事英単語を学修
して、できるだけ時事英語に関心を持たせるようにする。また、NHKのBSで放送されているABC News Shower をインタ
ーネットで聞いて、書き取り練習をする。
【授業計画と準備学修】
第 １回 授業の進め方について説明
〇事前学修 シラバスをよく読んで、授業内容を理解しておく。
〇事後学修 インターネットで NHK の ABC News Shower を聞いてみる。
第 ２回 Unit 1 Suntory University Preps Workers for Global Growth
〇事前学修 テキストの単語を調べて、英文を読んでおく。
〇事後学修 英文の内容を再度読み、問題をやってみる。
第 ３回 Unit 1 Dialogue , 時事単語の学修、 ABC News Shower のディクテーション
〇事前学修 テキストの音声ファイルをダウンロードして、Dialogue の問題をやる。
〇事後学修 Dialogue で書き取りができなかった箇所を再度やってみる。
第 ４回 Unit 2 Japan Productivity Grains Key to Starving off Decline
〇事前学修 テキストの単語を調べて、英文を読んでおく。
〇事後学修 英文の内容を再度読み、練習問題をやってみる。
第 ５回 Unit 2 Dialogue ,
時事単語の学修、 ABC News Shower のディクテーション
〇事前学修 Dialogue の書き取り問題をやっておく。
〇事後学修 Dialogue で書き取りができなかった箇所を再度やってみる。
第 ６回 Unit 3 Japanese Office Worker’s Stunning iPhone Sketches
〇事前学修 テキストの単語を調べて、英文を読んでおく。
〇事後学修 英文の内容を再度読み、練習問題をやってみる。
第 ７回 Unit 1~3 の復習と中間試験 （ディクテーションでグループワークをする）
〇事前学修 テキストの内容を復習して、中間試験の準備をする。
〇事後学修 中間試験のできなかった問題を復習する。
第 ８回 Unit 4 Perceptions of Space, from Japan to the World
〇事前学修 テキストの単語を調べて、英文を読んでおく。
〇事後学修 英文の内容を再度読み、練習問題をやってみる。
第 ９回 Unit 4 Dialogue , 時事単語の学修、 ABC News Shower のディクテーション
〇事前学修 Dialogue の書き取り問題をやっておく。
〇事後学修 Dialogue で書き取りができなかった箇所を再度やってみる。
第 １０回 Unit 5 Robots to Descend on Haneda Airport
〇事前学修 テキストの単語を調べて、英文を読んでおく。
〇事後学修 英文の内容を再度読み、練習問題をやってみる。
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第 １１回 Unit 5 Dialogue , 時事単語の学修、 ABC News Shower のディクテーション
〇事前学修 Dialogue の書き取り問題をやっておく。
〇事後学修 Dialogue で書き取りができなかった箇所を再度やってみる。
第 １２回 Unit 6 Japanese Scientists Go High-tech to Repair Ancient Indonesian Temple
〇事前学修 テキストの単語を調べて、英文を読んでおく。
〇事後学修 英文の内容を再度読み、練習問題をやってみる。
第 １３回 Unit 6 Dialogue , 時事単語の学修、 ABC News Shower のディクテーション
〇事前学修 Dialogue の書き取り問題をやっておく。
〇事後学修 Dialogue で書き取りができなかった箇所を再度やってみる。
第 １４回 Unit 7 Omotenashi Hospitality Boosts Japan
〇事前学修 テキストの単語を調べて、英文を読んでおく。
〇事後学修 英文の内容を再度読み、練習問題をやってみる。
第 １５回 Unit 4~7 の復習と練習問題の実施（グループワークをする）
〇事前学修 Unit4～7 を復習して、分からない箇所をノートに書き出しておく。
〇事後学修 期末試験の準備をする。

【テキスト】
Global Leadership Adventures （Peter Nagno 、松柏社）
【参考書・参考資料等】
必要に応じて、授業で紹介する。
【成績評価の方法等】
課題・小テスト (30% ), 授業への取り組み(20%), 中間・期末試験(50% )で総合的に評価
する。
【履修要件等】
授業にはテキスト、配布されたプリント、辞書を持参すること。
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評価が「合」

BS19-004010-A
区

分

ソーシャルビジネス科目

授業科目
英

訳

配当年次

担当教員

竹元 雅彦

現代ビジネス論

授業形態

Understandings trends in the global business environment

単独

1 年次 前期

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
ＩＣＴの進展は、企業の形態を大きく変えました。ＩＣＴの成長に伴い誕生し、また成長を遂げたビジネスモデル
の分析を通じて、これからの企業の成長要因を検証します。
【授業の到達目標】
ビジネスモデルがどのように誕生したのかについて、その時代的背景の理解から検証をおこない、これからの時代
に求められるビジネスの姿を考えることができる「課題形成力」を涵養する。
・企業経営の基本について理解できる。
・今日の企業経営の現状を把握し、その成長要因について説明ができる。
【授業の概要】
企業の基本構造を理解した上で、今日成長を遂げる企業を分析することで、その成長要因を探る。
講義では、企業でのコンサルティングの経験を持つ講師が、現在成長を遂げている企業を題材に経営資源「ヒト・
モノ・カネ・情報」の活用の視点から、そのビジネスの成長要因や特徴について解説を行い、理論で整理します。
学生は単に講義を聞くのではなく、学んだ「視点」から「モノの見方・考え方」を学び、企業研究の視点と方法の習
得を目指します。
【授業計画と準備学修】
第 １回 オリエンテーション 「ビジネスの目的は？企業の存在意義は？」
〇事前学修 シラバスの内容を理解してくること。
〇事後学修 オリエンテーションの内容について理解を深めておくこと。
第 ２回 変わり続ける時代の企業経営
〇事前学修 テキスト P11～31 を読み、ポイントを整理しておくこと。
〇事後学修 「イノベーション」の意味を理解しておくこと。
第 ３回 強烈な経営理念が組織を動かす
〇事前学修 テキスト P39～48 を読み、経営理念の必要性について理解しておくこと。
〇事後学修 経営戦略と経営理念の関係について整理しておくこと。
第 ４回 どこで、どのように戦うかを定める 戦略のマネジメント
〇事前学修 テキスト P49～P71 を読み、「戦略」の意味について調べておくこと。
〇事後学修 戦略に関する用語を整理しておくこと。
第 ５回 【課題研究】ユニクロの戦略
〇事前学修 ユニクロのホームページを見て、ユニクロの戦略を調べておくこと。
〇事後学修 課題シートを完成し、次回提出すること。
第 ６回 「売れるしくみ」をつくる マーケティングのマネジメント
〇事前学修 P83～P105 を読み、「マーケティングミックス」について調べておくこと。
〇事後学修 マーケティングに関する用語を整理しておくこと。
第 ７回 【課題研究】セブン・イレブンのマーケティング戦略
〇事前学修 セブン・イレブンのマーケティング戦略について、調べておくこと。
〇事後学修 課題シートを完成し、次回提出すること。
第 ８回 戦略を実現する組織を設計し、運営する 組織マネジメント
〇事前学修 テキスト P127～148 まで読み、ポイントをまとめておくこと。
〇事後学修 経営組織に関する用語をまとめておくこと。
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第 ９回 企業は人なり 人材のマネジメント
〇事前学修 経営資源について調べてくること。
〇事後学修 ヒトとモノ、情報の違いについて整理しておくこと。
第 １０回 【課題研究】企業における人材育成の実際 育成体系
〇事前学修 企業のホームページから、その企業の「教育体系」について調べてくる。
〇事後学修 経営理念と人材育成の関係についてレポートにまとめ次回提出すること。
第 １１回 お金の流れを管理する 資金のマネジメント
〇事前学修 企業の資金調達の方法について調べてくること。
〇事後学修 講義内容を整理しておくこと。
第 １２回 【事例研究】キャッシュフロー経営 企業の財務体質を強化する資金マネジメント
〇事前学修 どんな企業が「強い企業」と言われるのかについて調べてくる。
〇事後学修 企業の力を高める要素について整理しておくこと。
第 １３回 戦略を実行する オペレーションのマネジメント
〇事前学修 何故、アルバイトだけでも運営できるお店があるのかについて調べてくる。
〇事後学修 企業の「しくみづくり」について整理する。
第 １４回 停滞を克服し、新たな成長を実現する
〇事前学修 企業のライフサイクルについて調べてくること。
〇事後学修 「リストラクチャリング」の意味を整理しておくこと。
第 １５回 まとめ 全体の振り返り
〇事前学修 講義全体を通じて理解したことを整理してくること。
〇事後学修 理解できなかった点を再度整理し、確認しておくこと。
期末試験
【テキスト】
遠藤功 ざっくりわかる企業経営のしくみ (日経文庫) 日本経済新聞社
【参考書・参考資料等】
講義の中で、随時紹介
【成績評価の方法等】
期末試験（60％）、授業中の課題（40％）で評価する。
【履修要件等】
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評価が「合」

BS19-004020-A
区

分

ソーシャルビジネス科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 後期

担当教員

竹元 雅彦

マーケティング論

授業形態

Marketing management

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
「マーケティングとは売れ続けるための仕組みづくり」である。本講義では、マーケティングの基礎を学ぶと同時
に，環境の変化に対応できる知識・考え方を身につけることを目的とする。
【授業の到達目標】
マーケティングが何故必要なのかについて説明ができる。
・マーケティングの基礎概念を理解する。
・企業が実際にどのようなマーケティング活動を行っているのかについて説明できる。
【授業の概要】
今日成長を遂げている企業のマーケティング活動や製品・サービスの分析を通じて、マーケティングの考え方（フ
レームワーク）を習得する。実際にコンサルティング会社で企業のマーケティング戦略の立案から実施に関わってき
た教員が、現在成長を遂げている企業の製品・サービスを題材に、それらを理論の枠組みで整理して、わかりやすく
講義します。また、単に講義を聞くだけではなく、実際にマーケティングのフレームワークや手法を使って演習を行
うことで、企業活動におけるマーケティングの重要性について理解を深める。
【授業計画と準備学修】
第 １回 オリエンテーション
〇事前学修 シラバスの記載内容を必ず確認してくること。
〇事後学修 オリエンテーションの内容を確認すること。
第 ２回 マーケティングとは何か？
〇事前学修 マーケティンングの定義について調べてくること。
〇事後学修 マーケティングの目的について整理しておくこと。
第 ３回 今日に至るマーケティング・コンセプトの流れ
〇事前学修 マーケティングコンセプトについて調べてくること。
〇事後学修 マーケティング・コンセプトが変化していった理由について整理しておくこと。
第 ４回 顧客創造の視点
〇事前学修 シーズとニーズ、ウォンツ、ディマンズの言葉の意味を調べておくこと。
〇事後学修 「顧客創造」について説明できるように整理しておくこと。
第 ５回 マーケティング体系 STP マーケティング
〇事前学修 テキスト P30～43 を読んでおくこと。
〇事後学修 マーケティング体系の流れを整理しておくこと。
第 ６回 【演習】マーケティング環境分析 SWOT 分析の実際 テキスト P67～
〇事前学修 SWOT 分析について調べておくこと。
〇事後学修 SWOT 分析のポイントを整理しておくこと。
第 ７回 【演習】標的市場の選定 市場を細分化（セグメント）する。
〇事前学修 自分が検討する市場の情報（人口、男女比、年齢構成等）について調べておくこと。
〇事後学修 市場細分化の方法について整理しておくこと。
第 ８回 【演習】ポジショニング～ターゲッティング ポジショニングマップの作り方
〇事前学修 検討を行う市場における競合関係と各社、各製品の違いについて調べておくこと。
〇事後学修 ワークシートを完成させ、次回提出すること。
第 ９回 マーケティング・ミックス（4P)の基本理解
〇事前学修 4P,4C の意味について調べておくこと。
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〇事後学修 講義で用いた用語を整理しておくこと。
第 １０回 マーケティングの４P 製品戦略（Product）テキスト P94～
〇事前学修 製品と商品の違いについて調べておくこと。
〇事後学修 「製品特性」について、まとめておくこと。
第 １１回 マーケティングの４P 価格戦略（Price）テキスト P173～
〇事前学修 価格を決める要因について、調べておくこと。
〇事後学修 価格設定の種類をまとめておくこと。
第 １２回 マーケティングの４P 流通戦略（Place）テキスト P141～
〇事前学修 自分が最も利用するチャネルとその理由について調べておくこと。
〇事後学修 製品特性に応じた販売方法について、まとめておくこと。
第 １３回 マーケティングの４P 販売促進戦略（Promotion）テキスト P196～
〇事前学修 顧客とのコミュニケーションの取り方について具体例を調べてくること。
〇事後学修 効果的な PR 方法とは何かをまとめておくこと。
第 １４回 演習】ユニクロのマーケティング戦略
〇事前学修 ユニクロについて調べておくこと。
〇事後学修 ユニクロの競合企業についても調べておくこと。
第 １５回 まとめ これからのマーケティング（ICT 活用）
〇事前学修 講義全体の流れを課題シートにまとめてくること。
〇事後学修 シートに加筆修正を行い、指定する期日までに提出すること。
期末試験
【テキスト】
恩蔵 直人 経営学入門シリーズ「マーケティング」 (日経文庫) 日本経済新聞社
【参考書・参考資料等】
マーケティング用語辞典 (日経文庫) 日本経済新聞社
【成績評価の方法等】
期末試験（60％）、授業中の課題（40％）で評価する。
【履修要件等】
現代ビジネス論を受講していることが望ましい。
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評価が「合」

BS19-004030-C
区

分

ソーシャルビジネス科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 後期

担当教員

竹元 雅彦

経営分析論

授業形態

Management analytics

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
本講義は，企業の経営成績を表す財務諸表（会計情報）を読み解くことを通じて，企業経営の良し悪しを判断する
ための基礎的な方法を習得することを目的とします。具体的には（1）「企業経営の仕組み」を理解することと（2）
企業の健康状態を表す「会計情報を読み解く方法論」を学ぶ。
【授業の到達目標】
単に会計用語を覚えるのではなく。何をもって「良い経営」と判断するのか、その判断指標の意味を理解できるレ
ベルを目指す。
・経営分析の基本的知識を学び、基本的な分析手法を習得することで、
・経営分析の視点から企業を比較検討し、考察することで企業経営の在り方が理解できるようになることである。
【授業の概要】
授業は、テキストを元に基本用語の理解から学び、その背景にある経営学の考え方を確認しながら進めていく。特
に、一つの考え方を理解したら、その「見方・考え方」が他にどのように活用できるのかを考えないと、単なる知識
の習得に終わってしまう。医者や経営コンサルタントの技量は、どれだけ多くの症例・案件を経験しているのである
とすれば、「経営分析」も多くのケースに接することが重要となる。
実際に企業コンサルに関わってきた講師が、毎回ワークを取り入れながら、参画型の授業を行う。例えば、事例企
業の分析に先立ち、競合企業との違いについてグループ討議を行い、学生が知りうる「定性情報」と分析によって得
られた「定量情報」の違いから、企業コンサルティングの視点から比較を行う。就職活動に先立ち、「ビジネスを捉
える視点」を身に着け、磨くために必要なことなので、毎回提示される課題に必ず取り組むことが求められる。
【授業計画と準備学修】
第 １回 オリエンテーション 講義の進め方
〇事前学修 シラバスを熟読し、講義内容を理解してくること。
〇事後学修 オリエンテーションの内容について、再度確認すること。
第 ２回 経営分析の目的と考え方
〇事前学修 経営分析とは何のために行うものなのかを自分なりに理解してくること。
〇事後学修 自己の認識と講義内容との違いを把握し、再度確認すること。
第 ３回 財務諸表の基本理解 Ⅰ 損益計算書 1
〇事前学修 損益計算書とは何かを調べておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ用語を整理しておくこと。
第 ４回 財務諸表の基本理解 Ⅱ 損益計算書 2
〇事前学修 「5 つの利益」について調べておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ用語を整理しておくこと。
第 ５回 財務諸表の基本理解 Ⅲ 貸借対照表 1
〇事前学修 バランスシートの意味を調べてくること。
〇事後学修 授業で学んだ用語を整理しておくこと。
第 ６回 財務諸表の基本理解 Ⅳ 貸借対照表 2
〇事前学修 勘定科目の意味を理解しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ用語を整理しておくこと。
第 ７回 キャッシュフロー計算書の見方
〇事前学修 キャッシュフローの意味を調べてくること。
〇事後学修 授業で学んだ用語を整理しておくこと。
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第 ８回 企業会計の仕組み理解 決算までの流れと簿記の役割
〇事前学修 簿記とは何のためにあるのかを調べてくる。
〇事後学修 授業で学んだ用語を整理しておくこと。
第 ９回 【演習】簿記の流れ 決算処理と財務諸表
〇事前学修 簿記と財務諸表の関係を理解しておくこと。
〇事後学修 「決算」について、説明ができるようにしておくこと。
第 １０回 会社の収益性をみる
〇事前学修 会社の収益性の意味を理解してくること。
〇事後学修 資産に対する収益性と売上に対する収益性の違いを確認しておくこと
第 １１回 会社の安全性をみる
〇事前学修 会社の安全性の意味を理解してくること
〇事後学修 「自己資本比率」の意味を理解しておくこと。
第 １２回 会社の成長性をみる
〇事前学修 会社の成長性の意味を理解してくること
〇事後学修 増収、増益の意味を理解しておくこと
第 １３回 【演習】決算書類の読み方 アマゾン VS. 楽天
〇事前学修 アマゾン、楽天について調べておくこと
〇事後学修 ヤフーのビジネスについて、同様の方法で分析すること（課題）
第 １４回 【演習】オリエンタルランドの決算書を読む
〇事前学修 ディズニーランド（オリエンタルランド株式会社）について調べてくること
〇事後学修 ユニバーサルスタジオについても分析を行うこと（課題）
第 １５回 講義のまとめと全体の振り返り
〇事前学修 講義で何がわかったのかを整理してくること
〇事後学修 理解できていない点を整理しておくこと
期末試験
【テキスト】
佐伯良隆「100分でわかる! 決算書「分析」超入門 2019」朝日新聞出版1,188円
【参考書・参考資料等】
佐藤 裕一 「ビジュアル 経営分析の基本 」〈第5版〉 (日経文庫ビジュアル)
【成績評価の方法等】
期末試験（60％）授業中の課題（40％）で評価する。
【履修要件等】
「現代ビジネス論」「マーケティング論」を履修していることが望ましい。
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評価が「合」

BS19-004040-B
区

分

ソーシャルビジネス科目

授業科目
英

訳

配当年次

担当教員

谷口 重徳

コンテンツ文化論

授業形態

Studies of Media Contents and Culture

単独

2 年次 前期

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
この授業では、現代日本のコンテンツについて、特にアニメーションに焦点を当てながら、制作・流通・消費をめ
ぐる現状と課題に関する基本的な知識を身につけるとともに、近年、重視されているコンテンツによる地域振興の可
能性を学ぶことを目的とする。
【授業の到達目標】
コンテンツ産業論、メディア論の基本的概念について学修し、基本的な知識を身につける。
【授業の概要】
本授業では、現代日本のコンテンツ文化の特徴や課題などを検討し、その背景にある社会構造や社会意識のあり方
について理解を深める。授業は講義形式で行う。
【授業計画と準備学修】
第 １回 コンテンツとは何か？
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 コンテンツ概念について理解を深めておくこと。
第 ２回 アニメーションの成立期
〇事前学修 アニメーションという映像表現の特徴について文献や情報の検索をしておくこと。
〇事後学修 1930 年代前後のアニメーション表現について振り返り、整理しておくこと。
第 ３回 1950 年代のアニメーション作品とその時代
〇事前学修 1950 年代の社会や文化の概要について、文献や情報の検索をしておくこと。
〇事後学修 1950 年代のアニメーション表現について振り返り、整理しておくこと。
第 ４回 1960 年代のアニメーション作品とその時代
〇事前学修 1960 年代の社会や文化の概要について、文献や情報の検索をしておくこと。
〇事後学修 1960 年代のテレビ・アニメの特徴について振り返り、整理しておくこと。
第 ５回 1970 年代のアニメーション作品とその時代
〇事前学修 1970 年代の社会や文化の概要について、文献や情報の検索をしておくこと。
〇事後学修 1970 年代のアニメーション表現と当時の状況を振り返り、整理しておくこと。
第 ６回 1980 年代のアニメーション作品とその時代
〇事前学修 1980 年代の社会や文化の概要について、文献や情報の検索をしておくこと。
〇事後学修 1980 年代のアニメーション表現と当時の状況を振り返り、整理しておくこと。
第 ７回 コンテンツ文化と社会意識
〇事前学修 1990 年代の社会や文化の概要について、文献や情報の検索をしておくこと。
〇事後学修 1990 年代のアニメーション表現と当時の状況を振り返り、整理しておくこと。
第 ８回 コンテンツの愛好者について～オタク文化論～
〇事前学修 オタクという概念について、文献や情報の検索をしておくこと。
〇事後学修 コンテンツ文化における愛好者の役割の重要性を振り返り、整理しておくこと。
第 ９回 コンテンツ産業の現状と課題
〇事前学修 コンテンツ産業という概念について、文献や情報の検索をしておくこと。
〇事後学修 コンテンツ産業の現状と課題について振り返り、整理しておくこと。
第 １０回 2000 年代のアニメーション作品とその時代
〇事前学修 2000 年代の社会や文化の概要について、文献や情報の検索をしておくこと。
〇事後学修 2000 年代のアニメーション表現と当時の状況を振り返り、整理しておくこと。
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第 １１回 コンテンツ文化における多様性
〇事前学修 自分の好きなコンテンツ作品（アニメ、ゲーム、音楽など）を振り返っておくこと。
〇事後学修 コンテンツ文化の多様性について振り返り、整理しておくこと。
第 １２回 コンテンツと地域活性化
〇事前学修 現実の地域や景観を取り入れたアニメーション作品を幾つか調べておくこと。
〇事後学修 コンテンツによる地域活性化の現状と課題を振り返り、整理しておくこと。
第 １３回 広島とアニメーション
〇事前学修 広島をテーマにしたアニメーション作品について文献や情報の検索をしておくこと。
〇事後学修 広島とアニメーションとの関わりについて振り返り、整理しておくこと。
第 １４回 短編アニメーションの世界
〇事前学修 広島国際アニメーションフェスティバルについて文献や情報の検索をしておくこと。
〇事後学修 短編アニメーション作品の特徴について振り返り、整理しておくこと。
第 １５回 コンテンツ文化の可能性
〇事前学修 これまでの授業内容を振り返っておくこと。
〇事後学修 コンテンツ文化を理解する視点について考えを深めること。

【テキスト】
特に指定しない。
【参考書・参考資料等】
マンガ・アニメで論文・レポートを書く（山田奨治編、ミネルヴァ書房、2017年）
アニメ・マンガで地域振興（山村高淑、東京法令出版、2011年）
コンテンツツーリズム研究（増補改訂版）（岡本健 編著、福村出版、2019年）
巡礼ビジネス～ポップカルチャーが観光資産になる時代～（岡本健、角川新書、2018年）
【成績評価の方法等】
評価が「合」
期末レポート(70%程度)、授業中の小レポート(30%程度)などをもとに、授業内容の理解度お
よび応用力という観点から評価する。
【履修要件等】
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BS19-004050-B
区

分

ソーシャルビジネス科目

授業科目
英

訳

配当年次

2 年次 後期

担当教員

竹元 雅彦

流通論

授業形態

Distribution Theory

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
私たちの生活を支える流通の仕組みの理解を通じて、その変化する実態を理解し、自分の言葉で流通業を読み解き
説明できる能力を養うことである。
【授業の到達目標】
現代社会の成長を支えるインフラとしての流通の役割をりかいする。
・今日の日本における流通業の役割について、説明ができるようになる。
・流通の仕組みの理解を通じて、企業の成長要因が説明できる。
【授業の概要】
授業を通じて、流通の仕組みについての基本的な考え方を身に着け、その重要性の理解を深めることができるよう
、講義においては随時課題研究を行う。実際に流通小売業のコンサルティングに関わってきた講師が、今日に至る流
通の仕組みがどのように形成され、今どのような変貌を遂げているのかを実際の企業を事例に解説を行う。
具体的には、JIT(ジャストインタイム)を実現するトヨタのカンバン方式やそれを応用したセブンイレブンの物流、
またユニクロのSPA（製造小売業）から進歩したニトリの製造物流小売業の実際やヤマト運輸や佐川急便が目指す物流
の在り方を通じて、現代社会のインフラとしての流通に対する見聞を広める。
【授業計画と準備学修】
第 １回 オリエンテーション 流通を学ぶ意味
〇事前学修 シラバスの授業の目的を読んでおくこと。
〇事後学修 流通とは何かを整理しておくこと。
第 ２回 流通の今 これからの流通業
〇事前学修 流通を構成する業種を調べておくこと。
〇事後学修 流通の流れを図示できるようにしておくこと。
第 ３回 流通の仕組み 日本型流通の特徴
〇事前学修 日本の歴史の中で、流通の基盤が出来上がったのはいつなのかを調べてくる。
〇事後学修 日本の流通と米国の流通の違いを整理しておくこと。
第 ４回 流通業と小売業
〇事前学修 小売業の役割について調べておくこと。
〇事後学修 流通業と小売業の違いが説明できるようにしておくこと。
第 ５回 小売業の形態と業態開発
〇事前学修 業種と業態の違いを調べてくること。
〇事後学修 業態開発の重要性について説明できるようにしておくこと。
第 ６回 小売業の経営の仕組み
〇事前学修 メーカーから小売業までの商流と情報流について調べておくこと。
〇事後学修 小売業の役割を整理しておくこと。
第 ７回 卸売業の現状と経営の仕組み
〇事前学修 林周二「問屋無用論」について調べてくること。
〇事後学修 問屋（卸）の役割を整理しておくこと。
第 ８回 【課題研究】イオンの戦略 クロスドッキングセンター
〇事前学修 イオングループの流通戦略について調べておくこと
〇事後学修 在庫を持たない経営の利点をまとめておくこと。
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第 ９回 【課題研究】セブンイレブンの戦略 オムニチャンネル
〇事前学修 リアルとネットの販売方法の違いについて調べておくこと。
〇事後学修 買い物の利便性とは何かを整理しておくこと。
第 １０回 物流業の現状 サードパーティー・ロジスティックス
〇事前学修 佐川急便の経営戦略について調べておくこと
〇事後学修 リストラクチャリングについて整理しておくこと
第 １１回 【課題研究】ヤマト運輸と佐川急便
〇事前学修 両社の経営戦略について調べておくこと
〇事後学修 運送業の役割を整理しておくこと
第 １２回 流通業の構造改革と ICT 活用
〇事前学修 流通業がどのような場面で ICT を活用しているのかを調べておくこと
〇事後学修 商流と情報流の違いを説明できるようにしておくこと
第 １３回 【課題研究】製造物流小売業 ニトリの戦略
〇事前学修 SPA（製造小売業）について調べてくること
〇事後学修 SPA のメリット、デメリットについて整理しておくこと。
第 １４回 【課題研究】アマゾンの FBA フルフィルメント by Amazon
〇事前学修 アマゾンの成長要因を調べてくること。
〇事後学修 アマゾンが起こしたイノベーション（変革）をまとめておくこと。
第 １５回 まとめ
〇事前学修 講義全体の内容を確認しておくこと。
〇事後学修 流通業の新たな役割について説明できるようにしておくこと。
期末試験
【テキスト】
小林隆一 ビジュアル 流通の基本<第5版> 日経文庫 日本経済新聞社
【参考書・参考資料等】
講義中に随時紹介
【成績評価の方法等】
期末試験（60％）、授業中の課題（40％）で評価する。
【履修要件等】
現代ビジネス論、マーケティング論を受講していることが望ましい。
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評価が「合」

BS19-004060-C
区

分

ソーシャルビジネス科目

授業科目
英

訳

配当年次

2 年次 後期

担当教員

相田 美穂

ファッション論

授業形態

Theory of Fashion

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
「人は外見なのか中身なのか」という問いを出発点に、ファッションが持つ「機能」を、私たち自身が含まれる社
会における「自己」の意味付けとの関連において捉えるための視点を考えていきます。
【授業の到達目標】
講義で触れたファッションの「機能」を理解することができる。
現在の社会での「自己」の意味付けを理解し、ファッションとの関連から考察・説明することができる。
【授業の概要】
ファッションが社会階級と一致する公的なものから私的なものへと変化したという、西洋でのファッション研究の
成果を踏まえながら、ファッションのもつ「機能」と「自己」との関連を捉えていきます。
【授業計画と準備学修】
第 １回 講義の進め方と評価について（ガイダンス）
〇事前学修 シラバスに目を通す
〇事後学修 ガイダンスやシラバスについて疑問点があれば質問できるようにまとめておく
第 ２回 社会階級から見るファッション（１）：社会階級とファッションの一致
〇事前学修 指示した資料に目を通して、疑問があれば質問できるように準備する
〇事後学修 講義で学んだ視点についてまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ３回 社会階級から見るファッション（２）：ファッションの画一化
〇事前学修 指示した資料に目を通して、疑問があれば質問できるように準備する
〇事後学修 講義で学んだ視点についてまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ４回 社会階級からみるファッション（３）：階級の見せつけ・模倣
〇事前学修 指示した資料に目を通して、疑問があれば質問できるように準備する
〇事後学修 講義で学んだ視点についてまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ５回 イメージが有効な社会のファッション（１）：模倣のモデルとしてのオートクチュール
〇事前学修 指示した資料に目を通して、疑問があれば質問できるように準備する
〇事後学修 講義で学んだ視点についてまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ６回 イメージが有効な社会のファッション（２）：模倣のモデルを伝達するメディア
〇事前学修 指示した資料に目を通して、疑問があれば質問できるように準備する
〇事後学修 講義で学んだ視点についてまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ７回 イメージが有効な社会のファッション（３）：個性の表象としての外見
〇事前学修 指示した資料に目を通して、疑問があれば質問できるように準備する
〇事後学修 講義で学んだ視点についてまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ８回 前半の課題と質疑応答
〇事前学修 初回から第７回目までで学習した内容を振り返り、疑問点は質問できるよう準備する
〇事後学修 講義で学んだ視点についてまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ９回 個性を意味するファッション（１）：自己と社会を媒介するファッション
〇事前学修 指示した資料に目を通して、疑問があれば質問できるように準備する
〇事後学修 講義で学んだ視点についてまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １０回 個性を意味するファッション（２）：消費されるモノとしてのファッション
〇事前学修 指示した資料に目を通して、疑問があれば質問できるように準備する
〇事後学修 講義で学んだ視点についてまとめ、疑問があれば質問できるようにする
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第 １１回 個性を意味するファッション（３）：消費の「コード」という考え方
〇事前学修 指示した資料に目を通して、疑問があれば質問できるように準備する
〇事後学修 講義で学んだ視点についてまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １２回 ファッションのコード（１）：乗れるコード／乗れないコード
〇事前学修 指示した資料に目を通して、疑問があれば質問できるように準備する
〇事後学修 講義で学んだ視点についてまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １３回 ファッションのコード（２）：「わかる人にはわかる」という時代
〇事前学修 指示した資料に目を通して、疑問があれば質問できるように準備する
〇事後学修 講義で学んだ視点についてまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １４回 ファッションのコード（３）：「自分にだけわかる」という時代
〇事前学修 指示した資料に目を通して、疑問があれば質問できるように準備する
〇事後学修 講義で学んだ視点についてまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １５回 全体の課題と質疑応答
〇事前学修 初回から第 14 回目までの学習内容を振り返り、疑問点は質問できるように準備する
〇事後学修 講義で学んだ視点について、期末レポート作成に活かせるようにまとめておく

【テキスト】
なし
【参考書・参考資料等】
講義時に適宜指示します。
【成績評価の方法等】
評価が「合」
期末レポート（50％）、講義への積極的なとりくみ・講義内の課題（50％）を基準に総合
的に評価する。
【履修要件等】
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BS19-004070-A
区

分

ソーシャルビジネス科目

授業科目
英

訳

配当年次

3 年生 前期

担当教員

山本 昌弘

現代経済論

授業形態

Contemporary Economics

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
本授業では、カリキュラムポリシーにある「社会的課題を解決することができるビジネスの手法」を身に着けるた
めの基礎として、現代の経済社会の本質を理解することを目的とする。具体的には、経済原論による経済学の基礎理
論と２１世紀の日本・世界の経済を理解するための必須事項の修得である。
【授業の到達目標】
本授業の目標の１つは、経済理論の学びを通し現代社会の繁栄の裏側に潜む格差問題や貧困問題をより深く理解で
きるようになることである。同時に、日々の経済現象や経済政策について理解できるようになることが目標となる。
【授業の概要】
本授業の前半では、いわゆるマルクス経済学の経済原論の解説を行い、後半では反緊縮政策を唱える松尾匡氏の経
済政策論を理解しながら、現代経済と経済政策について解説する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 経済原論の概要
〇事前学修 シラバスをよく読むこと。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ２回 経済学と史的唯物論
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ３回 商品と貨幣
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ４回 剰余価値の生産
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ５回 資本の本源的蓄積
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ６回 労働力という商品の特性
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ７回 絶対的剰余価値の生産
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ８回 相対的剰余価値の生産と産業革命
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ９回 松尾匡の経済政策論の概要
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 １０回 アベノミクスの検討
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
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第 １１回 欧米左派の経済政策論
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 １２回 あるべき経済政策論
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 １３回 まとめ①（テーマに基づくディスカッション①）
〇事前学修 関連文献を通読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 １４回 まとめ②（テーマに基づくディスカッション②）
〇事前学修 関連文献を通読すること
〇事後学修 関連文献を通読すること
第 １５回 まとめ③（テーマに基づくディスカッション③）
〇事前学修 関連文献を通読すること
〇事後学修 関連文献を通読すること

【テキスト】
未定
【参考書・参考資料等】
未定
【成績評価の方法等】
評価が「合」
小テストを複数回実施するのでその成績（６０％）と期末試験成績(４０％)を成績評価の基
本としつつ、受講態度評価を加味して総合的に判断する。
【履修要件等】
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【授業の目的】
インターネットが市場の価値基準を変える技術となり、従来のビジネスをどのように変わってきたかを知ってもら
うことで、インターネットサービスを利用したビジネスにおいて実践的に活躍できる力を身につけることを目的とす
る。お金の儲けるだけの企業は、潰れる。他方、お金を儲けない集団もすぐに潰れる。実際のビジネスはこの中間で
動いているので、社会人として成長するために中間が見えるようにする。
【授業の到達目標】
インターネットサービスによる破壊的イノベーションと事例、情報ビジネスの形態と事例、マーケティングと広告
、リアルとネットとを協働させる方法と事例、インターネットサービスを提供する技術について教える。ネットでの
販売 ・サービスを中心に，リアル(実際の店舗や流通網など)とネットとの組み合せによる販売・サービスなどを含む
ビジネスについて事例研究を通じて理解してもらい，将来の進路での参考にしてもらうことを目標とする。
【授業の概要】
教科書を使ってキーワードを教え、事例はネットの企業のページや紹介ページを使って説明する。事例は、授業支
援のサイトにあるので自主学修も可能である。キーワードを記入した紙を配付するので、授業での説明と教科書の該
当ページを記入してもらう。記入した紙を回収し、チェックしたものを次回の授業で返却する。中間に前半のキーワ
ードを題材に、グループワークとしてキーワードビンゴを行う。2回程度のレポートをメールで提出してもらい、その
内容は授業に反映する。
事前・事後学修には、授業時間の1.5倍から、人によっては2倍近くの時間を確保すること。
【授業計画と準備学修】
第 １回 オリエンテーションと導入
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 オリエンテーションでの内容について理解を深めておくこと。
第 ２回 インターネットの進展
〇事前学修 インターネットの歴史を調べておくこと。
〇事後学修 インターネットによりどのように変わったかを考える。
第 ３回 情報ビジネスの現状
〇事前学修 Wikipedia などで Amazon について調べる。
〇事後学修 Amazon がネットバブルで生き残った理由を自分なりにまとめる。
第 ４回 BtoC ビジネス
〇事前学修 教科書の該当する部分を読んでおく。
〇事後学修 予習で不明だった部分を、学んだ内容でまとめておく。
第 ５回 ポータルサイト・ネットショップ
〇事前学修 教科書を読み、不明点をチェックしておく。
〇事後学修 課題をレポートにまとめてメールで提出する。
第 ６回 インターネットモール・ネットオークション
〇事前学修 教科書の該当する部分を読んでおく。
〇事後学修 予習で不明だった部分を、学んだ内容でまとめておく。
第 ７回 ブログ・SNS・コミュニティ機能
〇事前学修 教科書の該当する部分を読んでおく。
〇事後学修 予習で不明だった部分を、学んだ内容でまとめておく。
第 ８回 経営理論から見た BtoC
〇事前学修 配布された「楽天でネットショップを開設する」に記入しておく。
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〇事後学修 開設計画の見直しをする。
第 ９回 前半まとめ キーワードビンゴを使ったグループワーク
〇事前学修 第 2 回から第 8 回までの授業でのキーワードを短くまとめておく。
〇事後学修 自分と他の人のキーワード理解とを比較し、理解を深める。
第 １０回 BtoC ビジネスの事例
〇事前学修 教科書の該当する部分を読んでおく。
〇事後学修 予習で不明だった部分を、学んだ内容でまとめておく。
第 １１回 e マーケティングと購買行動のモデル
〇事前学修 教科書の該当する部分を読んでおく。
〇事後学修 予習で不明だった部分を、学んだ内容でまとめておく。
第 １２回 SEM/検索連動型広告/コンテンツ連動型広告
〇事前学修 教科書の該当する部分を読んでおく。
〇事後学修 YouTube から検索連動型広告の例を調べ、まとめたものをメール提出する。
第 １３回 マルチチャネル販売
〇事前学修 教科書の該当する部分を読んでおく。
〇事後学修 予習で不明だった部分を、学んだ内容でまとめておく。
第 １４回 eBusiness に使われる技術、イノベーション
〇事前学修 ネットで「破壊的イノベーション」について調べておく。
〇事後学修 大企業がイノベーションを見逃した例をまとめておく。
第 １５回 全体の振り返り
〇事前学修 配布された「キーワード一覧」を見て、まとめを作成しておく。
〇事後学修 授業での振り返りで不十分だった部分を確認する。
期末試験
【テキスト】
eビジネスの教科書（著者名：幡鎌博、出版社名：創成社）
【参考書・参考資料等】
参考となる情報を https://sites.google.com/a/edu.hkg.ac.jp/ebusiness2/に載せる。
【成績評価の方法等】
レポート提出(40%)、期末試験(40%)、積極的な授業への取り組み(20%)で評価する。
【履修要件等】
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評価が「合」
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【授業の目的】
今日の流通業界を取り巻く環境は、少子高齢化やライフスタイルの変化をはじめ、ＩＴ化の急速な進展などにより
、急激かつ大きく変化しています。
このような状況のもとで、小売業界で最も必要とされているのが、多様化・高度化した顧客のニーズを的確に捉え
、豊富な商品知識や顧客に配慮した接客技術を駆使してニーズにあった商品・サービスを提供することができるプロ
の存在です。本講義では、小売業界でのコンサルティング経験を有する講師が、リテールマーケティング（販売士）
検定試験で求められる知識を演習を交えながら実践的に講義を行います。
【授業の到達目標】
小売業経営の実際が理解できるレベルを到達目標とする。
・小売業の仕組みを理解する。（仕入から販売までの一連の流れを理解し、説明ができる。）
・利益の仕組みについて理解する。荒利益の意味が理解でき、説明できる。
・上記を通じて、リテールマーケティング（販売士）検定３級レベルの知識や考え方を習得する。
【授業の概要】
授業で基本知識を学び、演習を通じて考え方を身に着けるワークショップ形式で講義を進めます。特に、小売業の
最先端レベルにあるセブンイレブンやユニクロにおける店舗運営を題材に、今後小売業がAI等を活用しながら、目指
す方向性を考察します。
【授業計画と準備学修】
第 １回 オリエンテーション 小売業って何？
〇事前学修 シラバスを読み、講義内容を理解して参加すること。
〇事後学修 小売業の社会的役割について整理しておくこと。
第 ２回 日本の小売業の構造と変化
〇事前学修 日本の小売業の特徴について調べてくること。
〇事後学修 欧米との違いについて整理しておくこと。
第 ３回 流通における小売業の基本的役割
〇事前学修 「流通系列」について調べておくこと。
〇事後学修 流通と小売の概念の違いについて整理しておくこと。
第 ４回 業種と業態 業態開発の現状
〇事前学修 「業種」と「業態」の違いについて調べておくこと。
〇事後学修 小売業にとって「業態開発」が何故必要なのかを整理しておくこと。
第 ５回 【演習】課題研究 調べてみよう！身近な小売業
〇事前学修 自分の興味のある小売業について、その特徴を調べてくること。
〇事後学修 レポートにまとめて、次回提出すること。
第 ６回 チェーンストア、ボランタリーチェーン、フランチャイズチェーン
〇事前学修 小売業の経営形態について調べておくこと。
〇事後学修 身近な小売業を分類整理しておくこと。
第 ７回 商業集積（ショッピングセンター）の類型
〇事前学修 広島にあるショッピングセンターについて調べてくること
〇事後学修 RSC,CSCｍ」NSC の違いについてまとめておくこと。
第 ８回 マーチャンダイジング（商品販売計画）の基本
〇事前学修 マーケティングとの違いについて調べてくること
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〇事後学修 講義内容を整理しておくこと。
第 ９回 仕入計画、在庫管理、販売管理の基本理解
〇事前学修 小売業の販売以外の仕事について調べておくこと。
〇事後学修 講義内容を整理しておくこと。
第 １０回 販売数値の見方 1 客数×客単価 商品回転率
〇事前学修 販売効率を測る指標について調べてくること。
〇事後学修 講義内容を整理しておくこと。
第 １１回 販売数値の見方 2 値入高、値入率
〇事前学修 小売業の利益について調べてくること。
〇事後学修 講義内容を整理しておくこと。
第 １２回 販売数値の見方 3 荒利益高、荒利益率
〇事前学修 売上と利益について調べておくこと。
〇事後学修 講義内容を整理しておくこと。
第 １３回 【演習】課題研究 コンビニ経営の実際 1
〇事前学修 セブンイレブンの日商を調べてくること。
〇事後学修 講義内容を整理しておくこと。
第 １４回 【演習】課題研究 コンビニ経営の実際 2
〇事前学修 コンビニの人件費について調べてくること
〇事後学修 内容をまとめて、次回レポートを提出すること。
第 １５回 まとめ
〇事前学修 これまでの講義内容を整理しておくこと。
〇事後学修 講義を通じて、何が理解できたかを整理しておくこと。
期末試験
【テキスト】
上岡 史郎 「2018レクチャー&トレーニング日商リテールマーケティング(販売士)検定試験3級」
【参考書・参考資料等】
講義中随時紹介します。
【成績評価の方法等】
期末試験（60％）、授業中の課題（40％）で評価する。
【履修要件等】
「マーケティング論」「流通論」を履修していることが望ましい。
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評価が「合」
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【授業の目的】
本講義は、起業を目指すことを目的においたものではなく、アントレプレナー教育（起業学習）を通じて、産業界
のニーズに対応したイノベーション創出力・就業力を習得することを目標に置いている。アントレプレナー教育とは
、起業家的な精神と資質・能力を育む教育である。そこで、求められる資質・能力は同時に社会人基礎力に代表され
るように、企業が求める人材像ともつながるものである。
【授業の到達目標】
自ら考え行動できる「自律型人材」を企業の求める人材像と捉え、
・企業が求める人材像としての「企業内起業家」について理解する。
・ビジネスプランを作成できる。
・講義を通じて、社会人基礎力を身につける。
ことに重点を置く
【授業の概要】
授業は、「覚える」ことに重きは置かずに、「考える」場として位置付ける。毎回テキストを事前学習で熟読して
きたことを前提に、主にケーススタディーを中心に講義を進める。数多くのコンサルティング経験を有する講師はが
、コーディネートを行いながら進行する「課題解決型学習」と理解していただきたい。
【授業計画と準備学修】
第 １回 オリエンテーション 講義の進め方
〇事前学修 シラバスを理解のうえ参加すること。
〇事後学修 テキストを入手し、各章立てとカリキュラムを合わせ進行を理解すること。
第 ２回 起業家とアントレプレナーシップ
〇事前学修 テキスト第 1 章を必ず読んでくること。
〇事後学修 第 1 章のポイントを整理しておくこと。
第 ３回 組織でも求められるアントレプレナーシップ
〇事前学修 テキスト第 2 章を必ず読んでくること。
〇事後学修 第 2 章のポイントを整理しておくこと。
第 ４回 アントレプレナーシップ 4 つの視点
〇事前学修 テキスト第 3 章を必ず読んでくること。
〇事後学修 第 3 章のポイントを整理しておくこと。
第 ５回 マネジメントの視点をもつ
〇事前学修 テキスト第 4 章を必ず読んでくること。
〇事後学修 第 4 章のポイントを整理しておくこと。
第 ６回 マーケティングの視点を持つ
〇事前学修 テキスト第 5 章を必ず読んでくること。
〇事後学修 第 5 章のポイントを整理しておくこと。
第 ７回 イノベーションの視点を持つ
〇事前学修 テキスト第 6 章を必ず読んでくること。
〇事後学修 第 6 章のポイントを整理しておくこと。
第 ８回 ソーシャルビジネスの視点を持つ
〇事前学修 テキスト第 7 章を必ず読んでくること。
〇事後学修 第 7 章のポイントを整理しておくこと。
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第 ９回 ビジネスモデルと戦略的思考
〇事前学修 テキスト第 8 章を必ず読んでくること。
〇事後学修 第 8 章のポイントを整理しておくこと。
第 １０回 ビジネスプランを支える構想力
〇事前学修 テキスト第 9 章を必ず読んでくること。
〇事後学修 第 9 章のポイントを整理しておくこと。
第 １１回 ビジネスセンスを磨く視点 まとめ理解確認テスト
〇事前学修 テキスト第 10 章を必ず読んでくること。
〇事後学修 第 10 章のポイントを整理しておくこと。
第 １２回 【演習】 ビジネスプラン策定演習 1
〇事前学修 誰のために、何を提供して対価を得るビジネスなのかを明確にしておくこと。
〇事後学修 対象となる顧客像を明確にしておくこと。
第 １３回 【演習】 ビジネスプラン策定演習 2
〇事前学修 プランの概要を整理しておくこと。
〇事後学修 経営数値の根拠を明確にしておくこと。
第 １４回 【演習】 ビジネスプラン策定演習 3
〇事前学修 前回の指摘事項を修正の上、プランを持参すること。
〇事後学修 修正点は必ず当日中にまとめておくこと。
第 １５回 【演習】 ビジネスプラン策定演習 最終プレゼンテーション
〇事前学修 必ず、時間内に発表できるよう準備しておくこと。
〇事後学修 反省点をまとめて、プランを修正の上指定の期日までに提出すること。

【テキスト】
竹元雅彦「社会人基礎力を養う アントレプレナーシップ」中央経済社
【参考書・参考資料等】
ワークシートを随時配布。関連図書についても随時紹介する。
【成績評価の方法等】
課題提出 「ビジネスプラン」80％ 「プレゼン内容」20％で評価する。
【履修要件等】
「マーケティング論」「経営分析論」を履修していること。
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評価が「合」

BS19-005010-A
区

分

まちづくり科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 前期

担当教員

古関 喜之

地理学

授業形態

Geography

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
地理学の見方・考え方を具体的な現象や事例を通して学ぶ。
【授業の到達目標】
1．地理学の基本的な見方・考え方ができるようになる。
2．地図の読図、主題図の作成と分析ができるようになる。
【授業の概要】
本講義は、わが国および世界の諸地域の地域的特色を理解する枠組みとして、地理学の方法論（視点・基本的な概
念・方法）について、その概要を解説する。内容は、「地理学の基本的な見方」、「様々な地図と地理的技能」から
構成される。また、第３回～第５回では授業の最後に小テストを行い、回収して添削したものを次回の授業で返却す
る。
【授業計画と準備学修】
第 １回 オリエンテーションと導入
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 オリエンテーションでの内容について理解を深めておくこと。
第 ２回 地理学の見方と考え方
〇事前学修 これまで学んできた地理に関連する内容をまとめておくこと。
〇事後学修 授業で提示したキーワードについて整理し、理解しておくこと。
第 ３回 地図と世界観―古代
〇事前学修 古代における世界観を示した地図にどのようなものがあるか調べておくこと。
〇事後学修 世界観を示した地図の特徴を整理し、理解しておくこと。
第 ４回 地図と世界観―中世
〇事前学修 中世における世界観を示した地図にどのようなものがあるか調べておくこと。
〇事後学修 世界観を示した地図の特徴を整理し、理解しておくこと。
第 ５回 地図と世界観―近世
〇事前学修 近世における世界観を示した地図にどのようなものがあるか調べておくこと。
〇事後学修 世界観を示した地図の特徴を整理し、理解しておくこと。
第 ６回 地図と世界観―日本
〇事前学修 伊能忠敬がどのような人物かを調べておくこと。
〇事後学修 日本の地図の歴史について整理し、理解しておくこと。
第 ７回 地図の活用―主題図の活用と読図
〇事前学修 主題図にはどのような地図があるか調べておくこと。
〇事後学修 主題図から読図できるようにしておくこと。
第 ８回 地形図を用いた土地利用図の作成―土地利用図色決めと色塗り作業（実習）
〇事前学修 地図帳の土地利用図を参考に、色決めを考えておくこと。
〇事後学修 指示された箇所の色塗りをしておくこと。
第 ９回 地形図を用いた土地利用図の作成―山間部の色塗り作業（実習）
〇事前学修 山間部の土地利用（広葉樹・針葉樹など）を区別しておくこと。
〇事後学修 指示された箇所の色塗りをしておくこと。
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第 １０回 地形図を用いた土地利用図の作成―平野部の色塗り作業（実習）
〇事前学修 平野部の土地利用（水田・畑など）を区別しておくこと。
〇事後学修 指示された箇所の色塗りをしておくこと。（完成図を次回提出）
第 １１回 土地利用の分析―集落の立地（実習）
〇事前学修 集落がどのような場所に立地しているのか調べておくこと。
〇事後学修 集落の立地条件についてまとめておくこと。（次回提出）
第 １２回 土地利用の分析―果樹園の立地（実習）
〇事前学修 果樹園がどのような場所に立地しているのか調べておくこと。
〇事後学修 果樹園の立地条件についてまとめておくこと。（次回提出）
第 １３回 土地利用の分析―水田・畑の立地（実習）
〇事前学修 水田・畑がどのような場所に立地しているのか調べておくこと。
〇事後学修 水田・畑の立地条件についてまとめておくこと。（次回提出）
第 １４回 土地利用についての解説
〇事前学修 地形図を読図し、尾根・谷・扇状地の場所を見つけておくこと。
〇事後学修 地形と土地利用の関係性について整理し、理解しておくこと。
第 １５回 全体の振り返り
〇事前学修 これまでの授業でわからなかった点をチェックしておくこと。
〇事後学修 授業での振り返りで不十分だった部分を確認すること。

【テキスト】
なし。プリントを適宜配布する。
【参考書・参考資料等】
地理学基礎シリーズ１ 地理学概論（上野和彦ほか編著、朝倉書店）また、授業の中で適宜紹介する。
【成績評価の方法等】
課題提出（40％）、レポート提出（40％）、小テスト（20％）で評価する。
【履修要件等】
学期の後半で土地利用図を作成するので、12色以上の色鉛筆を準備しておくこと。
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評価が「合」

BS19-005020-A
区

分

まちづくり科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 後期

担当教員

古関 喜之

人文地理学

授業形態

Human Geography

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
人文地理学分野の都市構造、産業の立地論、メンタルマップ、タイムジオグラフィーについて学ぶ。
【授業の到達目標】
1．人文地理学の一般的知識と思考方法を身につけることができる。基本的な見方・考え方ができるようになる。
2．人文地理学に対する一般的関心を高め、実社会を人文地理学の視点から解釈することができるようになる。
【授業の概要】
本講義は、人文地理学の重要な視点・概念・方法の中から、都市構造と農業・工業の立地論、メンタルマップ、タ
イムジオグラフィーに焦点をあて解説する。また、第３回～第５回では授業の最後に小テストを行い、回収して添削
したものを次回の授業で返却する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 オリエンテーションと導入
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 オリエンテーションでの内容について理解を深めておくこと。
第 ２回 都市の内部構造―クリスタラーの中心地理論
〇事前学修 事前に配布する資料を読んでおくこと。
〇事後学修 クリスタラーの中心地理論について理解を深めておくこと。
第 ３回 都市の内部構造―バージェスの同心円地帯モデル
〇事前学修 事前に配布する資料を読んでおくこと。
〇事後学修 バージェスの同心円地帯モデルについて理解を深めておくこと。
第 ４回 都市の内部構造―ホイトの扇形モデル
〇事前学修 事前に配布する資料を読んでおくこと。
〇事後学修 ホイトの扇形モデルについて理解を深めておくこと。
第 ５回 都市の内部構造―ハリスとウルマンの多核心モデル
〇事前学修 事前に配布する資料を読んでおくこと。
〇事後学修 ハリスとウルマンの多核心モデルについて理解を深めておくこと。
第 ６回 農業の成立と立地―チューネンの農業立地論
〇事前学修 事前に配布する資料を読んでおくこと。
〇事後学修 チューネンの農業立地論について理解を深めておくこと。
第 ７回 農業の成立と立地―シンクレアの農業立地
〇事前学修 事前に配布する資料を読んでおくこと。
〇事後学修 シンクレアの農業立地について理解を深めておくこと。
第 ８回 農業の成立と立地―日本の農業立地
〇事前学修 事前に配布する資料を読んでおくこと。
〇事後学修 日本の農業立地について理解を深めておくこと。
第 ９回 工業の成立と立地―ウェーバーの工業立地論
〇事前学修 事前に配布する資料を読んでおくこと。
〇事後学修 ウェーバーの工業立地論について理解を深めておくこと。
第 １０回 工業の成立と立地―現代の工業立地
〇事前学修 事前に配布する資料を読んでおくこと。
〇事後学修 現代の工業立地について理解を深めておくこと。
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第 １１回 知覚の地理―メンタルマップ
〇事前学修 事前に配布する資料を読んでおくこと。
〇事後学修 メンタルマップについて理解を深めておくこと。
第 １２回 知覚の地理―メンタルマップ作成（実習）
〇事前学修 事前に配布する資料を読んでおくこと。
〇事後学修 自分が描いたメンタルマップの可視的要素を整理し、理解しておくこと。
第 １３回 生活行動の地理―タイムジオグラフィー
〇事前学修 事前に配布する資料を読んでおくこと。
〇事後学修 タイムジオグラフィーについて理解を深めておくこと。
第 １４回 生活行動の地理―生活行動の空間表現（実習）
〇事前学修 事前に配布する資料を読んでおくこと。
〇事後学修 生活行動の空間表現について理解を深めておくこと。
第 １５回 全体の振り返り
〇事前学修 これまでの授業でわからなかった点をチェックしておくこと。
〇事後学修 授業での振り返りで不十分だった部分を確認すること。

【テキスト】
なし。事前に資料を配布するので、次回の授業までに読んでおくこと。
【参考書・参考資料等】
地理学基礎シリーズ１ 地理学概論（上野和彦ほか編著、朝倉書店）また、授業の中で適宜紹介する。
【成績評価の方法等】
レポート（70％）、小テスト（30％）で評価する。

評価が「合」

【履修要件等】
人文地理学に関心を持ち、積極的に取り組むことが望まれる。
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BS19-005030-A
区

分

まちづくり科目

授業科目
英

訳

配当年次

2 年次 前期

担当教員

山本 昌弘

地域社会論

授業形態

Region Sociology

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
地方・地域の活性化についての著書・論文・論説等を読み、それぞれ論理・主張を理解し、受講生自身が当該問題
について思索し、カリキュラムポリシーにある「地域が抱える課題やその解決策を提示することができる力」の修得
を目的とする。
【授業の到達目標】
現在の日本の地方・地域社会の実態の理解や、これに関わる政策構想における論点を理解できることを第１の目標
とする。合わせて、それぞれの地域の実情に沿った政策提言ができる能力の獲得を目指す。
【授業の概要】
地方あるいは地域の活性化のため、さまざまな議論（地方消滅論・田園回帰論など）が繰り広げられている。それ
ぞれの議論と地方・地域の実態や政策課題などについて理解を深め、深い認識を前提とした政策提言力が身に着ける
ことを目的とした授業である。
【授業計画と準備学修】
第 １回 地方消滅論の登場（本授業の概要）
〇事前学修 参考書・参考資料等の欄記載の文献の１つを通読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ２回 地方消滅論の検討① 人口減少社会について
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ３回 地方消滅論の検討② 人口のダム機能論について
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ４回 地方消滅論の検討③ 「選択と集中」論について
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ５回 地方消滅論批判① 少子化の要因分析
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ６回 地方消滅論批判② 東京一極集中構造の真相
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ７回 地方消滅論批判③ 「地域拠点都市」の幻想
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ８回 地方消滅論批判④ 地域の持続的発展のための政策
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ９回 地方消滅論批判⑤ 背景・本質・問題点
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 １０回 地方消滅論批判⑥ 田園回帰の実態・背景
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
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〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 １１回 農山村の実態
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 １２回 地域づくりの歴史と実践
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 １３回 農山村再生の課題と展望
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 １４回 まとめ①（テーマに基づくディスカッション①）
〇事前学修 関連文献を通読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 １５回 まとめ②（テーマに基づくディスカッション②）
〇事前学修 関連文献を通読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。

【テキスト】
第１回目の授業で指定する。
【参考書・参考資料等】
増田寛也『地方消滅』（中公新書）、岡田知弘『「自治体消滅論」を超えて』（自治体研究社）、小田切徳
美『農山村は消滅しない』（岩波新書）
【成績評価の方法等】
評価が「合」
小テストを複数回実施するのでその成績（６０％）と期末試験成績(４０％)を成績評価の
基本としつつ、受講態度評価を加味して総合的に判断する。
【履修要件等】
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BS19-005040-B
区

分

まちづくり科目

授業科目
英

訳

配当年次

2 年次 前期

担当教員

古関 喜之

観光と地域

授業形態

Tourism and Region

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
観光地域の形成と現状および課題について具体的な事例を通して学ぶ。
【授業の到達目標】
1．観光に関する用語や地域事象を理解し、観光地域の特性と問題点を指摘できるようになる。
2．地域の自然的・人文的資源を活用した観光の多様性について理解することができるようになる。
【授業の概要】
本講義は、観光地域の形成と現状および課題について具体的な事例を通して解説する。観光が地域の地形・気候・
植生などの自然環境や、歴史・伝統文化・産業などの人文資源を活用して成立していることを理解する。また観光を
どのように地域に活かしていくのか、広島県を事例に考える。学期の前半は講義形式で授業を行うが、後半は３～４
人のグループにより広島県の観光を取り巻く課題を検討し、発表をしてもらう。第２回、第４回では授業の最後に小
テストを行い、回収して添削したものを次回の授業で返却する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 オリエンテーションと導入
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 オリエンテーションでの内容について理解を深めておくこと。
第 ２回 観光の概念
〇事前学修 事前に配布する資料を読んでおくこと。
〇事後学修 観光の概念について整理し、理解しておくこと。
第 ３回 観光地域のあり方
〇事前学修 事前に配布する資料を読んでおくこと。
〇事後学修 観光地域のあり方について理解を深めておくこと。
第 ４回 日本の温泉観光地域
〇事前学修 事前に配布する資料を読んでおくこと。
〇事後学修 日本の温泉観光地域について理解を深めておくこと。
第 ５回 外国の温泉観光地域
〇事前学修 事前に配布する資料を読んでおくこと。
〇事後学修 外国の温泉観光地域について理解を深めておくこと。
第 ６回 日本の自然観光地域
〇事前学修 事前に配布する資料を読んでおくこと。
〇事後学修 日本の自然観光地域について理解を深めておくこと。
第 ７回 外国の自然観光地域
〇事前学修 事前に配布する資料を読んでおくこと。
〇事後学修 外国の自然観光地域について理解を深めておくこと。
第 ８回 農村観光地域
〇事前学修 事前に配布する資料を読んでおくこと。
〇事後学修 農村観光地域について理解を深めておくこと。
第 ９回 歴史観光地域
〇事前学修 事前に配布する資料を読んでおくこと。
〇事後学修 歴史観光地域について理解を深めておくこと。
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第 １０回 都市観光地域
〇事前学修 事前に配布する資料を読んでおくこと。
〇事後学修 都市観光地域について理解を深めておくこと。
第 １１回 広島県の観光の強み・弱み（ディスカッション）
〇事前学修 事前に配布する資料を読んでおくこと。
〇事後学修 広島県の観光の強みと弱みについてまとめておく。（次回提出）
第 １２回 広島県の観光戦略（ディスカッション）
〇事前学修 事前に配布する資料を読んでおくこと。
〇事後学修 広島県の観光戦略についてまとめておく。（次回提出）
第 １３回 広島の観光地域の課題（ディスカッション）
〇事前学修 事前に配布する資料を読んでおくこと。
〇事後学修 広島の観光地域の課題についてまとめておく。（次回提出）
第 １４回 地域振興と観光（ディスカッション）
〇事前学修 事前に配布する資料を読んでおくこと。
〇事後学修 地域振興と観光について理解を深めておくこと。
第 １５回 全体の振り返り
〇事前学修 これまでの授業でわからなかった点をチェックしておくこと。
〇事後学修 授業での振り返りで不十分だった部分を確認すること。

【テキスト】
なし。事前に資料を配布するので、次回の授業までに読んでおくこと。
【参考書・参考資料等】
観光地理学―観光地域の形成と課題（第２版）（山村順次編著、同文館出版）
【成績評価の方法等】
課題提出（50％）、授業への取り組み（30％）、小テスト（20％）で評価する。
【履修要件等】
地域と観光の関わりに関心を持ち、積極的に取り組むことが望まれる。
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BS19-005050-A
区

分

まちづくり科目

授業科目
英

訳

配当年次

2 年次 後期

担当教員

山本 昌弘

地域経済論

授業形態

Region Economics

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
戦後日本の地方都市及び農山漁村の変貌過程を、それに圧倒的な影響を与えてきた資本主義構造の特殊性を踏まえ
て理解し、カリキュラムポリシーにある「地域が抱える課題やその解決策を提示することができる力」の基礎の修得
を目的とする。
【授業の到達目標】
戦後日本の地方都市及び農山漁村の衰退は単にそれぞれの地域の問題のみならず、２０世紀以降の世界と日本の政
治・経済の大きなうねりの中で起こっている。本授業の到達目標は、このような問題について受講生なりの判断がで
きる水準まで理解を深めることにある。
【授業の概要】
戦後日本の地方都市及び農山漁村の衰退について、日本資本主義の展開との関連で検討し、その中で地方・地域経
済の中核的存在である農業が抱える課題を解き明かす。
【授業計画と準備学修】
第 １回 シラバスをよく読み、関連文献を通読すること。
〇事前学修
シラバスを読み、理解できる点・理解できない点を整理すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ２回 戦前の日本資本主義の特徴（保志恂農業論①）
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ３回 戦後の日本資本主義の特徴（保志恂農業論②）
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ４回 戦後日本資本主義と農業（保志恂農業論③）
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ５回 戦後日本資本主義と地域経済の再生（保志恂農業論④）
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ６回 国民経済と地域農業（田代洋一農業論①）
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ７回 農民自治論（田代洋一農業論②）
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ８回 零細農耕と農法変革（田代洋一農業論③）
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ９回 農法変革の担い手（田代洋一農業論④）
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 １０回 農工の労働所得格差（磯辺俊彦農業論①）
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
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〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 １１回 低賃金・高地代の構造（磯辺俊彦農業論②）
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 １２回 農業生産力構造（磯辺俊彦農業論③）
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 １３回 農業地帯構成（磯辺俊彦農業論④）
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 １４回 まとめ①（テーマに基づくディスカッション①）
〇事前学修 関連文献を通読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 １５回 まとめ②（テーマに基づくディスカッション②）
〇事前学修 関連文献を通読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。

【テキスト】
第１回目授業で紹介する。
【参考書・参考資料等】
磯辺俊彦ほか編著『変革の日本農業論』（日本経済評論社・１９８６年）
【成績評価の方法等】
評価が「合」
小テストを複数回実施するのでその成績（６０％）と期末試験成績(４０％)を成績評価の
基本としつつ、受講態度評価を加味して総合的に判断する。
【履修要件等】
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BS19-005060-B
区

分

まちづくり科目

授業科目
英

訳

配当年次

2 年次 後期

担当教員

古関 喜之

フードシステム

授業形態

Food System

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
グローバル化した「食」の供給・消費の仕組みや、地域の役割について考える。
【授業の到達目標】
1．フードチェーンおよびその地理的投影という食料の地理学の基本的な考え方を理解し、説明することができる。
2．食料の地理学の基本的な考え方をふまえ、食料にかかわる問題を読み解く能力を体得することができる。
3．現代世界のさまざまな食料問題について関心を持つことができるようになる。
【授業の概要】
私たちが口にしている食料は、地球のどこかで生産・獲得されたものである。食料が生産された場所と消費された
場所とを線で結んでみれば、そこから距離や流通量、あるいは途中に介在しているもの、食文化などが見えてくる。
本講義は、経済事象である農業に焦点をあて、「食」を通した供給・消費の仕組み（フードチェーン）や、こうした
仕組みにかかわるより広範囲な仕組み（フードシステム）について、地理学的なとらえ方と身近な話題から学ぶ。内
容は、フードチェーンやフードシステムなどの基本的な考え方や、食料にかかわる視点を整理して、具体的な食料に
関する問題を取り上げる。第２回、第５回～第７回では授業の最後に小テストを行い、回収して添削したものを次回
の授業で返却する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 オリエンテーションと導入
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 オリエンテーションでの内容について理解を深めておくこと。
第 ２回 フードチェーンの地理的拡大と食料の量と質
〇事前学修 事前に配布する資料を読んでおくこと。
〇事後学修 フードチェーンの概念について理解を深めておくこと。
第 ３回 食のグローバル化とアグリビジネス
〇事前学修 事前に配布する資料を読んでおくこと。
〇事後学修 食のグローバル化とアグリビジネスの関係性を整理し、理解しておくこと。
第 ４回 グローバル化に対抗する地域ブランド
〇事前学修 事前に配布する資料を読んでおくこと。
〇事後学修 地域ブランドの事例を整理し、理解しておくこと。
第 ５回 食料問題をどうとらえるか（１）グローバルスケール
〇事前学修 事前に配布する資料を読んでおくこと。
〇事後学修 グローバルスケールの食料問題について理解を深めておくこと。
第 ６回 食料問題をどうとらえるか（２）ナショナルスケール
〇事前学修 事前に配布する資料を読んでおくこと。
〇事後学修 ナショナルスケールの食料問題について理解を深めておくこと。
第 ７回 食料問題をどうとらえるか（３）ローカルスケール
〇事前学修 事前に配布する資料を読んでおくこと。
〇事後学修 ローカルスケールの食料問題について理解を深めておくこと。
第 ８回 ファストフードと食文化―台湾の食文化を伝承する屋台文化
〇事前学修 事前に配布する資料を読んでおくこと。
〇事後学修 ファストフードと食文化のポイントを整理しておくこと。
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第 ９回 食のグローバル化―バナナの生産と消費
〇事前学修 事前に配布する資料を読んでおくこと。
〇事後学修 バナナの生産と消費について整理し、理解しておくこと。
第 １０回 グローバル化と食の安全―台湾の日本向けマンゴー産業
〇事前学修 事前に配布する資料を読んでおくこと。
〇事後学修 日本向け台湾産マンゴーの安全管理について理解を深めておくこと。
第 １１回 グローバル化と生産地域のあり方―台湾の日本品種ナシ栽培
〇事前学修 事前に配布する資料を読んでおくこと。
〇事後学修 ナシ栽培のおける日台間の交流について理解を深めておくこと。
第 １２回 グローバル化と国際リレー栽培―台湾のコチョウラン産業
〇事前学修 事前に配布する資料を読んでおくこと。
〇事後学修 国際リレー栽培の存立要因について整理し、理解しておくこと。
第 １３回 都市農村交流
〇事前学修 事前に配布する資料を読んでおくこと。
〇事後学修 都市農村交流のポイントを整理しておくこと。
第 １４回 食品産業の展開とフードシステム
〇事前学修 事前に配布する資料を読んでおくこと。
〇事後学修 拡大するフードシステムについて理解を深めておくこと。
第 １５回 全体の振り返り
〇事前学修 これまでの授業でわからなかった点をチェックしておくこと。
〇事後学修 授業での振り返りで不十分だった部分を確認すること。

【テキスト】
なし。事前に資料を配布するので、次回の授業までに読んでおくこと。
【参考書・参考資料等】
食料の地理学の小さな教科書（荒木一視編、ナカニシヤ出版）
フードシステムの空間構造論―グローバル化の中の農産物産地振興（高柳長直、筑波書房）
【成績評価の方法等】
レポート（70％）、小テスト（30％）で評価する。

評価が「合」

【履修要件等】
本授業に関する基礎的な知識を有する者。
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BS19-005070-B
区

分

まちづくり科目

授業科目
英

訳

配当年次

担当教員

池本 良敎

多様性と共生のまちづくり

授業形態

Diverse Community Development

単独

3 年次 前期

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
地域社会において多様な世代、国籍、文化、価値観、職業などの背景をもつ人びとがくらし働いていることを知り
、これらの人びとが直面している問題や課題を理解し、くらしやすい生きやすい地域社会を実現するための問題解決
と課題遂行の手法を修得する。
【授業の到達目標】
都市や農村、中央や地方など、身近な地域から広域的な範囲にわたる地域にわたる地域社会について、国際的な視
野で理解することを通じて、今日の地域社会とまちづくりの問題と課題を知り、問題点の解決と課題の遂行の方策に
ついて説明できるようになる。
【授業の概要】
地域社会の歴史とその理論を生産力と社会発展の関連のなかに位置づけて説明し、今日の地域の問題や課題を提示
し、その解決や方向性を展望する。とくに、多様な人たちが共生するようになった現代社会とまちづくりの諸問題と
課題について社会・経済・政治・文化構造に着目しながら説明し、問題解決と課題遂行の展望を探る。
授業はケース・スタディを交えながら、講義と教材(写真やビデオなど)の視聴、討議で構成する。
授業に際しては事前に配付する資料に基づいて次回の授業内容を把握し、事前学習として地域社会やまちづくりに
関するテレビのドキュメンタリーやニュースなどの番組を見たり、新聞や雑誌などを読み、毎回の授業の終わりには
振り返りの課題に取り組み、授業後も事後学修として学修内容を振り返る。
【授業計画と準備学修】
第 １回 地域文化の差異と共生－世界遺産と世界無形遺産
〇事前学修 シラバスの内容を把握して授業に臨む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。(以後、毎回同様)
第 ２回 世界遺産と景観－原爆ドーム周辺の景観問題を考える－
〇事前学修 事前の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。(以後、毎回同様)
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 ３回 景観の価値と地域社会－鞆の浦とドレスデン(ドイツ)の景観問題－
〇事前学修 事前の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 ４回 地域開発と環境・景観
〇事前学修 事前の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 ５回 文化多様性の地域原理
〇事前学修 事前の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 ６回 カルチュラル・スタディーズ
〇事前学修 事前の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 ７回 文化現象の地域的連関－祭りの移動と受容－
〇事前学修 事前の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 ８回 文化多様性と多文化共生－文化観の差異と地域住民の選択－
〇事前学修 事前の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
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第 ９回 地域社会の主体と主体形成－地域活性化、まちづくり－
〇事前学修 事前の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 １０回 まちづくりと住民の参画
〇事前学修 事前の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 １１回 経済成長(社会発展)における開発と環境の選択
〇事前学修 事前の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 １２回 現代における生物資源をめぐる食糧とエネルギーの選択⇒HOME 視聴
〇事前学修 事前の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 １３回 地域社会と生活様式－資源の争奪「環境か資源か食糧か」
〇事前学修 事前の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 １４回 社会の構造とシステム展開
〇事前学修 事前の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 １５回 共生社会－多文化共生と多自然共生の地域社会を創造する
〇事前学修 事前の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
期末試験
【テキスト】
使用しないが、資料を事前に提供する。
【参考書・参考資料等】
授業で適宜紹介する。
【成績評価の方法等】
各回の課題(レポート提出)(40％)と期末試験(60％)で評価する。
【履修要件等】
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評価が「合」

BS19-005080-B
区

分

まちづくり科目

授業科目
英

訳

配当年次

3 年次 前期

担当教員

山本 昌弘

ツーリズム論

授業形態

Tourism and Region

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
本授業では、農村ツーリズム（グリーン・ツーリズム）を取り上げ、この取り組みが発生してきた背景及び実態を
、欧州及び日本の中山間地の事例を踏まえつつ検討することにある。これらを通し、カリキュラムポリシーにある「
地域が抱える課題やその解決策を提示することができる力」の基礎を修得することが本授業の目的である。
【授業の到達目標】
当大学もその中に属する中国山地は広範な中山間地を持ち、日本の他地域に先駆けて過疎の問題を発生させてきた
歴史を持つ。したがって、当大学の学生は身近な問題として農山村と農村ツーリズムの問題を考えられる環境にある
。本授業を通し、身近な地域の再生戦略を構想できる基礎力を身につけることが目標となる。
【授業の概要】
当大学もその中に属する中国山地は広範な中山間地を持ち、日本の他地域に先駆けて過疎の問題を発生させてきた
歴史を持つ。したがって、当大学の学生は身近な問題として農山村と農村ツーリズムの問題を考えられる環境にある
。本授業を通し、身近な地域の再生戦略を構想できる基礎力を身につけることが目標となる。

【授業計画と準備学修】
第 １回 シラバスをよく読み、関連文献を通読すること。
〇事前学修 シラバスをよく読むこと。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ２回 イギリス農村とツーリズム
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ３回 イギリスでのグリーン・ツーリズムの背景
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ４回 イギリスのグリーン・ツーリズムの実践と支援
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ５回 フランスのグリーン・ツーリズムの特徴
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ６回 ジッド・ド・フランス全国活動の活動
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ７回 農家の観光事業
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ８回 フランスのグリーン・ツーリズムの課題
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ９回 ドイツのグリーン・ツーリズムの特徴
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
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〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 １０回 ドイツの農地整備と環境保全
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。テキストの該当箇所を事前に精読すること。
第 １１回 ドイツ・農家民宿の事例紹介
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 １２回 日本におけるグリーン・ツーリズムへの関心の高まり
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 １３回 日本におけるグリーン・ツーリズムの取り組み
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 １４回 まとめ①（テーマに基づくディスカッション①）
〇事前学修 関連文献を通読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 １５回 まとめ②（テーマに基づくディスカッション②）
〇事前学修 関連文献を通読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。

【テキスト】
第１回授業で紹介する。
【参考書・参考資料等】
山崎光博ほか『グリーン・ツーリズム』（家の光協会、１９９３年）
【成績評価の方法等】
評価が「合」
小テストを複数回実施するのでその成績（６０％）と期末試験成績(４０％)を成績評価の基
本としつつ、受講態度評価を加味して総合的に判断する。
【履修要件等】
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BS19-005090-C
区

分

まちづくり科目

授業科目
英

訳

配当年次

3 年次 後期

担当教員

池本 良敎

地域連携論

授業形態

Regional Collaboration

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
人や組織が地域社会の中で、経済や社会、教育や福祉、自然環境・社会環境、まちづくり、開発などの地域の問題
・課題に関して取り組んできた社会貢献・地域連携の歴史、理論、事例について知識や手法を修得し、地域が抱える
課題やその解決策を提示することができる力を修得しその主体となる。
【授業の到達目標】
社会貢献・地域連携の歴史、理論、事例について知識や手法を修得し、その成果、問題・課題・展望を検討するこ
とを通じて、社会や会社のどの組織のなかで社会貢献・地域連携の主体となるための実践力を身につける。
【授業の概要】
社会貢献・地域連携の歴史、理論、実践として、社会発展との関連で理解することを通じて、その問題、課題、展
望を検討する。授業は講義・教材(写真やビデオなど)の視聴と討論などで構成する。
事前に配付する資料に基づいて次回の授業内容を把握し、事前学習として社会貢献・地域連携に関するテレビのド
キュメンタリーやニュースなどの番組を見たり、新聞や雑誌などを読み、毎回の授業の終わりには振り返りの課題に
取り組み、授業後も事後学修として学修内容を振り返る。
【授業計画と準備学修】
第 １回 共同・協同・協働
〇事前学修 シラバスの内容を把握して授業に臨む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。(以後、毎回同様)
第 ２回 社会発展とネットワーク－Social Capital の意義
〇事前学修 事前の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。(以後、毎回同様)
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 ３回 組合・学生運動・組織と連帯
〇事前学修 事前の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 ４回 産官学共同・企業メセナ・フィランソロピー・CSR
〇事前学修 事前の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 ５回 セツルメント・患者組織と患者団体・公害運動と環境活動
〇事前学修 事前の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 ６回 地域医療・地域福祉
〇事前学修 事前の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 ７回 国際連盟と国際連合・国際協力
〇事前学修 事前の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 ８回 国際交流と国際化
〇事前学修 事前の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 ９回 まちづくりとむらおこし
〇事前学修 事前の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
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第 １０回 都市農村交流・地域間交流・国際交流
〇事前学修 事前の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 １１回 主体と文化の多様性
〇事前学修 事前の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 １２回 ネットワークと共生
〇事前学修 事前の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 １３回 多面的機能と多面的活動
〇事前学修 事前の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 １４回 大学や研究・教育機関の連携組織
〇事前学修 事前の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 １５回 社会貢献と地域連携
〇事前学修 事前の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
期末試験
【テキスト】
使用しないが、資料を事前に提供する。
【参考書・参考資料等】
授業で適宜紹介する。
【成績評価の方法等】
各回の課題(レポート提出)(40％)と期末試験(60％)で評価する。
【履修要件等】
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評価が「合」

BS19-005100-B
区

分

まちづくり科目

授業科目
英

訳

配当年次

3 年次 後期

担当教員

山本 昌弘

地域産業論

授業形態

Region Industry

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
本講義では、大都市地帯ではない「地方」の主要な産業である農業の社会経済的な側面について概説する。とりわ
け西南日本の近代農業の展開の中で重要な位置を占めてきた米と柑橘を取り上げ、この２部門の戦後の変貌過程を明
らかにし、カリキュラムポリシーにある「地域が抱える課題やその解決策を提示することができる力」の基礎の修得
を目的とする。
【授業の到達目標】
米については、農業政策のあり様に規定されながら展開してきた側面が強いので、米産業と農業政策の関係を理解
することが第１の到達目標とする。一方、柑橘は農業政策の主要な対象から外れたところで展開した点にひとつの特
徴がある。ここでも、そのような環境における柑橘産業の把握が第２の到達目標となる。
【授業の概要】
本授業の前半では、日本の近代農業の中核である米農業について、その上層農家の形成を中心に理論的かつ歴史的
に概括する。後半では、柑橘農業の展開について柑橘農法論の視点で概括する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 稲作上層農家論の概説（宇佐美繁農業理論⓵）
〇事前学修 シラバスをよく読むこと。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ２回 農地改革後の稲作上層農（宇佐美繁農業理論②）
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ３回 年雇経営論（宇佐美繁農業理論③）
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ４回 北海道の上層農（宇佐美繁農業理論④）
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ５回 新潟県蒲原の上層農の農地移動（宇佐美繁農業理論⑤）
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ６回 新潟県蒲原の上層農の性格（宇佐美繁農業理論⑥）
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ７回 柑橘農業の基礎（相原和夫農業理論⓵）
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ８回 柑橘農業の歴史（相原和夫農業理論②）
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 ９回 柑橘農家の資本形成（相原和夫農業理論③）
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
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第 １０回 柑橘生産力の格差構造（相原和夫農業理論④）
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 １１回 柑橘農家の経営対応（相原和夫農業理論⑤）
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 １２回 柑橘産地再編論（相原和夫農業理論⑥）
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 １３回 柑橘農法の再編（相原和夫農業理論⑦）
〇事前学修 テキストの該当箇所を事前に精読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 １４回 まとめ①（テーマに基づくディスカッション①）
〇事前学修 関連文献を通読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。
第 １５回 まとめ②（テーマに基づくディスカッション②）
〇事前学修 関連文献を通読すること。
〇事後学修 関連文献を通読すること。

【テキスト】
第１回目授業で紹介する。
【参考書・参考資料等】
宇佐美繁著『農民層分解と稲作上層農』（筑波書房・２００５年）、相原和夫著『柑橘農業の再編と課題』
（時潮社・１９９０年）
【成績評価の方法等】
評価が「合」
小テストを複数回実施するのでその成績（６０％）と期末試験成績(４０％)を成績評価の基
本としつつ、受講態度評価を加味して総合的に判断する。
【履修要件等】
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BS19-006010-A
区

分

生活と福祉科目

授業科目
英

訳

配当年次

担当教員

藤本 風明

現代社会と福祉

授業形態

Contemporary Society and Social Well-being

単独

1 年次 前期

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
現代社会学科の生活と福祉コースに位置付ける科目で、現代社会が抱える問題や課題を福祉という視点・切り口か
ら学習・理論化する。具体的には、少子高齢化や多様化やグローバリゼイション、ソーシャルインクルージョンとい
う理念から、現代を生きる上で困難な状況下でも活用できる、情報や仕組みを社会福祉の面から、探究する。
【授業の到達目標】
社会福祉が目指す社会、あるいは社会の仕組みは、「一人人ひとりが人間として等しく尊重され、大切にされる社
会」である。そのためには 1)人権を尊重する2)一人ひとりが社会の中の対等な一員として尊重される 3)住民主体の
社会である。この理念や考え方を受講する学生各位、一人ひとりが身に着けていくこと、並びに学生時代においても
アルバイトやクラブ・サークル活動においても、社会人となっても行動できるようになることを目標とする。
【授業の概要】
特に教科書は設定しない。現代社会で多発する、困難な問題や情報を福祉的な視点・切り口から、情報の収集、整
理、加工に努め、情報発信する。新聞などのマスコミ情報や、ビデオ、DVDなども活用し、現代社会を生きる上での、
必要な制度や仕組みなどもわかりやすく情報提供する。
受講する学生各位にも、新聞やネットなどのマスコミ情報に関心を持ってもらい、授業では積極的に発言してもら
うように努める。そのためには、事前学修・事後学修に約1,5倍程度の時間を確保し学修することをすすめ、問題や課
題を発見し、整理し、解決へ導くという社会福祉学的学修を探究する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 オリエンテーションと社会福祉とは何かをしる(Ⅰ)DVD
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと
〇事後学修 配布された資料をよく解読し、社会福祉の概要を理解する
第 ２回 社会福祉とは何かをしる(Ⅱ)DVD
〇事前学修 現代社会の問題や課題について、インターネットなどを使っ調べる
〇事後学修 配布された資料をよく解読し、現代社会の問題や課題と社会福祉を結びつける
第 ３回 社会福祉の価値や倫理を知る(Ⅰ)
〇事前学修 社会福祉の価値や倫理について、インターネットなどを使って調べる
〇事後学修 配布された資料をよく解読し、社会福祉の価値や倫理を理解する
第 ４回 社会福祉の価値や倫理を知る(Ⅱ)
〇事前学修 前回の学修と資料から、価値や倫理をもう少し深めてみる
〇事後学修 配布された資料をよく解読し、価値や倫理について考察する。理解する
第 ５回 社会福祉の形成過程を知る(Ⅰ)
〇事前学修 社会福祉の歴史について、インターネットなどを使って調べる
〇事後学修 資料を解読し社会福祉の形成過程と経済や産業の発展過程などを絡めて理解する。
第 ６回 社会福祉の形成過程を知る(Ⅱ)
〇事前学修 前回の学修内容をもう少し深めてみる
〇事後学修 資料を解読し社会福祉の形成過程と経済や産業の発展過程などを絡めて理解する
第 ７回 現代の福祉問題を知る(少子高齢化問題など)
〇事前学修 少子高齢化に伴う問題について、インターネットなどを使って調べる
〇事後学修 資料を解読少子高齢化の何にが、どこか課題なのかについて理解する。
第 ８回 現代社会とノーマライゼイション理念を理解する
〇事前学修 ノーマライゼイション理念についてインターネットなどを使って調べる
〇事後学修 資料を解読しノーマライゼイション理念を整理し理解する
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第 ９回 現代社会とソーシャル・インクルージョン(社会的包摂)を理解する
〇事前学修 ソーシャル・インクルージョンについてインターネットなどを使って調べる
〇事後学修 資料を解読しソーシャル・インクルージョンについて整理し理解する
第 １０回 社会福祉の視点からボランティア活動を理解する DVD
〇事前学修 ボランティアについてインターネットなどを使って自分なりに整理する
〇事後学修 資料を確認しボランティアについ社会福祉的視点と社会学的視点の違いを整理する
第 １１回 社会福祉の各論(Ⅰ児童・母子・父子)
〇事前学修 児童・母子・父子を取り巻く環境についてインターネットなどを使って調べる
〇事後学修 資料を確認し児童・母子・父子を取り巻く環境について理解する
第 １２回 社会福祉の各論(Ⅱ障害者福祉)
〇事前学修 障害者・問題、障害者権利条約などについてインターネットなどを使って調べる
〇事後学修 資料を確認し障害者を取り巻く環境について理解する
第 １３回 社会福祉の各論(Ⅲ貧困)
〇事前学修 貧困問題や生活保護法などについてインターネットなどを使って調べる
〇事後学修 資料を確認し貧困問題や制度としての生活保護法や対策について理解する
第 １４回 社会福祉と社会保障と社会保険の関係を理解する
〇事前学修 社会保障と社会保険についてインターネットなどを使って調べる。
〇事後学修 資料を確認し社会福祉と社会保障の関係性について理解する
第 １５回 地域福祉とコミュニティソーシャルワークを理解する。DVD
〇事前学修 地域福祉コミュニティソーシャルワークについてインターネットなどを使って調べる
〇事後学修 DVD の内容や資料を確認し地域福祉とコミュニティソーシャルワークについて理解

【テキスト】
教員が所有する社会福祉関係の著書や、テキストを利用する。毎回、教材を作成し配布する
【参考書・参考資料等】
社会福祉（保育ライブラリー保育・福祉を知る）北大路書房 2018年 担当教員執筆分
障害福祉思想及び法律の形成と介護保険制度に関する考察2017年担当教員執筆
提言、私たちの願いを実現するために
2016年 担当教員共同執筆
【成績評価の方法等】
評価が「合」
15回の内10回程度は、授業に関しての意見や理論化したものをレポート提出してもらう。又
、授業の中でグループワークを行い、ワークショップとプレゼンテーションを通じて授業の
理解度を測り、総合的に評価する。
【履修要件等】
担当教員は社会福祉士及び社会福祉の現場実践経験者。又、市民運動なども展開している。社会福祉的感覚を身に着
けていくことは、福祉や介護の現場で働く上ではもちろん、社会人としても一般の企業で働く上でも、また生活者と
しても大切なことである。ぜひ学んで欲しい。
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BS19-006020-A
区

分

生活と福祉科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 後期

担当教員

池本 良敎

現代社会とくらし

授業形態

Lifestyle of Modern Society

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
現代社会の歴史と現状、課題について概観し、現代社会におけるくらしの側面に関する知識とその問題解決と課題
遂行の手法を修得する。
【授業の到達目標】
現代社会の歴史と現状、課題について理解し、現代社会におけるくらしの側面に関する知識とその問題解決と課題
遂行の手法を修得し、地域や組織において悩みや生活課題を抱える人びとへの支援、多様な人々との共生・協働の推
進、地域社会が抱える問題と課題を分析し、問題の解決策や課題の遂行方策を提示できるようになる。
【授業の概要】
現代社会の構造とシステムを説明し、そのもとでの生活と労働にわたる生活様式を分析し、人間の生活の側面の問
題や課題について検討する。
授業はケース・スタディを交えながら、講義と教材(写真やビデオなど)の視聴、討議で構成する。
事前に配付する資料に基づいて次回の授業内容を把握し、日常的に事前学習として、現代社会とくらしに関するテ
レビのドキュメンタリーやニュースなどの番組を見たり、新聞や雑誌などを読み、毎回の授業の終わりには振り返り
の課題に取り組み、授業後も事後学修として学修内容を振り返る。
【授業計画と準備学修】
第 １回 現代社会とは
〇事前学修 シラバスの内容を把握して授業に臨む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。(以後、毎回同様)
第 ２回 働くこととくらすこと
〇事前学修 事前の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。(以後、毎回同様)
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 ３回 貧困化と富裕化
〇事前学修 事前の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 ４回 資本主義社会の生活様式
〇事前学修 事前の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 ５回 経済成長と生活の変化
〇事前学修 事前の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 ６回 地方・農村の生活の変化
〇事前学修 事前の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 ７回 都市的生活様式の展開
〇事前学修 事前の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 ８回 高度経済成長期の生活問題－環境問題、過労死、受験競争、老後の不安など
〇事前学修 事前の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 ９回 生活様式の転換
〇事前学修 事前の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
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〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 １０回 生活様式の多様化
〇事前学修 事前の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 １１回 今日の生活問題－リストラ、失業、長時間労働、年金破綻、暮らしの不安など
〇事前学修 事前の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 １２回 人と人のつながり
〇事前学修 事前の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 １３回 くらしを支える組織
〇事前学修 事前の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 １４回 くらしを支えるしくみ
〇事前学修 事前の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
第 １５回 くらしの主体形成と展開
〇事前学修 事前の配布資料により授業内容を把握し、上記学修に取り組む。
〇事後学修 振り返りの課題に取り組み、授業後にも学修内容を振り返る。
期末試験
【テキスト】
使用しないが、資料を事前に提供する。
【参考書・参考資料等】
授業で適宜紹介する。
【成績評価の方法等】
各回の課題(レポート提出)(40％)と期末試験(60％)で評価する。
【履修要件等】
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評価が「合」

BS19-006030-C
区

分

生活と福祉科目

授業科目
英

訳

配当年次

担当教員

山田 陽子

家族とジェンダー

授業形態

Family Sociology and Gender Studies

単独

2 年次 前期

必選別

選択

単位数

【授業の目的】
家族とジェンダーについて学び、自らの生きる社会について考える
【授業の到達目標】
家族や「男性・女性」に関する様々なテーマについて、社会学の観点から考えられるようになる
【授業の概要】
家族社会学やジェンダー論に関する様々なトピックを取り上げ、講義する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 ジェンダーとは何だろう
〇事前学修 日頃から、家族やジェンダーに関するニュースや文献に親しむ
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 ２回 近代家族とジェンダー
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 ３回 恋愛
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 ４回 非婚・非婚
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 ５回 少子化―グループディスカッションを通して
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 ６回 労働とジェンダー①
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 ７回 労働とジェンダー②
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 ８回 労働とジェンダー③―映像を通して理解する
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 ９回 労働とジェンダー④—グループワークを通して理解する
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 １０回 貧困とジェンダー①
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 １１回 貧困とジェンダー②
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
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2 単位

〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 １２回 政治参加とジェンダー
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 １３回 生殖技術の発達と妊娠出産をめぐる女性の権利①
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 １４回 生殖技術の発達と妊娠出産をめぐる女性の権利②
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 １５回 総括
〇事前学修 講義全体を振り返り、内容について理解を深める
〇事後学修 講義全体を振り返り、期末レポートを作成する

【テキスト】
適宜指示する
【参考書・参考資料等】
適宜指示する
【成績評価の方法等】
講義中の課題提出状況（30％）と期末レポート（70％）によって評価する
【履修要件等】
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評価が「合」

BS19-006040-C
区

分

生活と福祉科目

授業科目
英

訳

配当年次

担当教員

山田 陽子

社会福祉総論A

授業形態

Introduction to Social Welfare

単独

2 年次 前期

必選別

選択

単位数

【授業の目的】
様々な社会福祉の分野とソーシャルワークについて学び、自らの生きる社会について考える
【授業の到達目標】
児童福祉、少子高齢化と社会保障制度、貧困と生活保護制度について理解する。
【授業の概要】
児童福祉、少子高齢化と社会保障制度、貧困と生活保護制度について講義する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 ソーシャルワークの対象と方法
〇事前学修 社会福祉に対する興味関心を持ち、日頃からニュースや文献に触れておく。
〇事後学修 ソーシャルワークとは何かについて振り返る。
第 ２回 児童福祉①
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 ３回 児童福祉②
〇事前学修 講義内容について復習し、理解を深める。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 ４回 児童福祉③
〇事前学修 講義内容について復習し、理解を深める。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 ５回 児童福祉④
〇事前学修 講義内容について復習し、理解を深める。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 ６回 児童福祉⑤－グループ・ディスカッションを通して
〇事前学修 講義内容について復習し、理解を深める。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 ７回 少子高齢化と社会保障①
〇事前学修 講義内容について復習し、理解を深める。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 ８回 少子高齢化と社会保障②
〇事前学修 講義内容について復習し、理解を深める。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 ９回 少子高齢化と社会保障③－映像から理解する
〇事前学修 講義内容について復習し、理解を深める。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 １０回 社会保障の歴史①
〇事前学修 講義内容について復習し、理解を深める。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 １１回 社会保障の歴史②
〇事前学修 講義内容について復習し、理解を深める。
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2 単位

〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 １２回 各国の社会保障
〇事前学修 講義内容について復習し、理解を深める。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 １３回 貧困と社会的排除①
〇事前学修 講義内容について復習し、理解を深める。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 １４回 貧困と社会的排除②
〇事前学修 講義内容について復習し、理解を深める。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 １５回 総括
〇事前学修 講義全体の内容を振り返る。
〇事後学修 講義全体の内容を踏まえ、期末レポートを作成する。

【テキスト】
適宜指示する
【参考書・参考資料等】
適宜指示する
【成績評価の方法等】
講義中の課題提出状況（40％）と、期末レポート（60％）によって評価する
【履修要件等】
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評価が「合」

BS19-006050-C
区

分

生活と福祉科目

授業科目
英

訳

配当年次

2 年次 後期

担当教員

山田 陽子

社会保障論

授業形態

Social Security

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
社会保障制度の意義と成立過程、仕組みや課題について学び、自らの生きる社会について考える。
【授業の到達目標】
社会保障制度の意義について理解する。医療保険、年金、介護保険、雇用保険、労働者災害補償保険の概要につい
て理解する。
【授業の概要】
社会保障制度の意義と成立過程、仕組みや課題について学び、自らの生きる社会について講ずる
【授業計画と準備学修】
第 １回 社会保障とは何か
〇事前学修 テキストをあらかじめ読んでおく
〇事後学修 社会保障の概要について理解する
第 ２回 医療保障①
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 ３回 医療保障②
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 ４回 医療保障③
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 ５回 医療保障④－映像から理解する諸外国の医療保障制度―
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 ６回 少子高齢化と社会保障制度
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 ７回 年金①
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 ８回 年金②
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 ９回 介護保険
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 １０回 雇用保険①
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 １１回 雇用保険②
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
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〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 １２回 雇用保険③—グループディスカッションを通して
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 １３回 労働者災害補償保険①
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 １４回 労働者災害補償保険②
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 １５回 総括
〇事前学修 講義内容全体を振り返り、理解を深める
〇事後学修 講義内容全体を振り返り、期末レポートを作成する

【テキスト】
椋野美智子・田中耕太郎『はじめての社会保障―福祉を学ぶ人へ（第16版）』有斐閣, 2019年
【参考書・参考資料等】
適宜指示する
【成績評価の方法等】
講義中の課題提出状況（40％）と、期末レポート（60％）によって評価する
【履修要件等】
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評価が「合」

BS19-006060-C
区

分

生活と福祉科目

授業科目
英

訳

配当年次

担当教員

山田 陽子

社会福祉総論B

授業形態

Introducion to Social Welfare B

単独

2 年次 後期

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
様々な社会福祉の分野とソーシャルワークについて学び、自らの生きる社会について考える。
【授業の到達目標】
雇用・労働問題と社会保障、ソーシャルワークの理論と方法について理解する。グループワークを通して、実践的に
理解する。
【授業の概要】
雇用・労働問題と社会保障、ソーシャルワークの理論と方法について講義する。グループワークを通して、実践的な
理解を促す。
【授業計画と準備学修】
第 １回 雇用・労働問題①
〇事前学修 社会福祉に関心をもち、日頃からニュースや文献に親しんでおく。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 ２回 雇用・労働問題②
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 ３回 雇用・労働問題③
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 ４回 雇用・労働問題④
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 ５回 雇用・労働問題⑤
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 ６回 雇用・労働問題⑥
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 ７回 雇用・労働問題⑦
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 ８回 雇用・労働問題⑧
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 ９回 ソーシャルワークの方法論①
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 １０回 ソーシャルワークの方法論②―グループワークを通して学ぶ
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
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第 １１回 ソーシャルワークの方法論③―グループワークを通して学ぶ
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 １２回 ソーシャルワークの方法論④―グループワークを通して学ぶ
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 １３回 ソーシャルワークの方法論⑤―グループワークを通して学ぶ
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 １４回 ソーシャルワークの方法論⑥―グループワークを通して学ぶ
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習し、理解を深める。
第 １５回 総括
〇事前学修 講義全体の内容について振り返る
〇事後学修 講義全体を振り返り、期末レポートを作成する

【テキスト】
適宜指示する
【参考書・参考資料等】
適宜指示する
【成績評価の方法等】
講義期間中の課題提出状況（40％）と、期末レポート（60％）によって評価する
【履修要件等】
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評価が「合」

BS19-006070-C
区

分

生活と福祉科目

授業科目
英

訳

配当年次

3 年次 前期

担当教員

伊藤 泰郎

格差社会論

授業形態

Social Stratification Theory

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
社会的な格差や不平等に関する社会学の理論や研究手法について学び、具体的なデータや事例から現状を把握する
。
【授業の到達目標】
・社会階層論の主要な理論や階層分析の主要な技法を習得する。
・敗戦後から現在に至る日本の社会階層の状況を把握する。
・「貧困」について考えるための多様な視点を獲得する。
【授業の概要】
社会階層論の主要な理論や分析手法を学び、社会的な格差や不平等の状況を把握するとともに、貧困をめぐる問題
に焦点を当て、実態を把握するとともに「貧困」とそれがもたらすものについて考察する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 イントロダクション
〇事前学修 シラバスに目を通す
〇事後学修 授業の進め方や内容について疑問があれば質問できるようにする
第 ２回 格差社会を考える視点
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ３回 階層・階級と社会移動（1）
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ４回 階層・階級と社会移動（2）
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ５回 教育と地位達成（1）
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ６回 教育と地位達成（2）
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ７回 階層と社会意識
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ８回 戦後日本の階層状況（1）
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ９回 戦後日本の階層状況（2）
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １０回 非正規雇用
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
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第 １１回 若者の貧困
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １２回 子どもの貧困
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １３回 女性の貧困
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １４回 貧困と社会的排除
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １５回 全体のまとめ
〇事前学修 これまでの授業についてもう一度復習しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする

【テキスト】
教科書は使用せず、授業の際に適宜資料を配付する。
【参考書・参考資料等】
自習用として以下を勧めたい。
・平沢和司『格差の社会学入門』北海道大学出版会（2014）
・西澤晃彦『貧困と社会』放送大学教育振興会（2015）
【成績評価の方法等】
授業中のレポート（30％）、学期末のレポート（70％）
【履修要件等】
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評価が「合」

BS19-006080-C
区

分

生活と福祉科目

授業科目
英

訳

配当年次

担当教員

岡部 正道

福祉環境論

授業形態

Design for Supportive Environment

単独

3 年次 前期

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
福祉住環境コーディネーター3級検定試験の受験対策講座。
【授業の到達目標】
住環境コーディネーター検定試験に必要な知識を習得すると共に、高齢者や障害者（児）に関わる各専門職の専門
性を理解したうえで福祉住環境コーディネーターの役割を認識し有資格者の責務にうちて理解する。
【授業の概要】
少子高齢社会と住環境の関係性を理解し、住環境整備に伴う当事者や家族と専門職（医療・福祉・介護・建築）と
の調整のための必要な知識を学ぶ。また住環境整備の重要性の理解のため実例紹介やケース検討を行う。
【授業計画と準備学修】
第 １回 福祉環境論を学ぶにあたって（ガイダンス）～資格について・授業の進め方～
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと
〇事後学修 ガイダンスでの不明点・疑問点等を整理
第 ２回 暮らしやすい生活環境を目指して～少子高齢社会の現状と課題・福祉住環境コーディネーター
〇事前学修 テキスト第 1 章 1 節・2 節を事前に読み、不明点をテックしておくこと
〇事後学修 関連分野の過去問の正誤をチェックすること。
第 ３回 在宅生活の維持とケアサービス～介護保険制度・障害者総合支援法
〇事前学修 テキスト第 1 章 3 節を事前に読み、不明点をチェックしておくこと
〇事後学修 関連分野の過去問の正誤をチェックすること
第 ４回 健康と自立を目指して～ライフステージと自立～
〇事前学修 テキスト第 2 章を事前に読み、不明点をチェックしておくこと
〇事後学修 テキスト第 2 章を事前に読み、不明点をチェックしておくこと
第 ５回 バリアフリーとユニバーサルデザイン～安心できる住環境とまちづくり～
〇事前学修 テキスト第 3 章 1 節を事前に読み、不明点をチェックしておくこ
〇事後学修 関連分野の過去問の正誤をチェックすること
第 ６回 生活を支える様々な用具～共用品と福祉用具・自助具の理解～
〇事前学修 テキスト第 3 章 2 節を事前に読み、不明点をチェックしておくこと
〇事後学修 関連分野の過去問の正誤をチェックすること
第 ７回 福祉用具と自助具の具体例
〇事前学修 テキスト第 3 章 2 節から福祉用具・自助具の名称や特徴をチェックしておくこと
〇事後学修 関連分野の過去問の正誤をチェックすること
第 ８回 福祉用具による住環境整備～介護保険と福祉用具
〇事前学修 テキスト第 3 章 2 節から介護保険で利用できる福祉用具をチェックしておくこと
〇事後学修 関連分野の過去問の正誤をチェックすること
第 ９回 安全・安心・快適な住まい～住まいの整備のための基本技術
〇事前学修 テキスト第 4 章 1 節を事前に読み、不明点をチェックしておくこと
〇事後学修 関連分野の過去問の正誤をチェックすること
第 １０回 生活行為に見る安全・安心・快適な住まい～障害の理解と生活行為～
〇事前学修 テキスト第 4 章２節から高齢者や障害者の生活行為の特徴をチェックしておくこと
〇事後学修 関連分野の過去問の正誤をチェックすること
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第 １１回 住宅改修による住環境整備～介護保険と住宅改修～
〇事前学修 テキスト第 4 章から介護保険で利用できる住宅改修についてチェックしておくこと
〇事後学修
関連分野の過去問の正誤をチェックすること
第 １２回 ライフスタイルの多様化と住まい～安心できる住生活とまちづくり～
〇事前学修 テキスト第 5 章を事前に読み、不明点をチェックしておくこと
〇事後学修 関連分野、加えて全分野の過去問の正誤をチェックすること
第 １３回 福祉住環境コーディネーター3 級検定試験を終えて～検定試験までの振り返り～
〇事前学修 講座の感想や検定試験までの取り組みをまとめておく
〇事後学修 検定試験の傾向と対策についてまとめる
第 １４回 高齢者の介護予防の方法論～心身の活動性と住環境～
〇事前学修 要介護状況にならないための方法について各自の提案を持ち寄る
〇事後学修 講義で得た知識をもとにレポートにまとめる
第 １５回 高齢者の介護予防の実践～ケース検討～
〇事前学修 テキストから住環境整備の事例を確認しておくこと
〇事後学修 期末試験の模擬テストを確認しておくこと

【テキスト】
福祉住環境コーディネーター検定試験３級公式テキスト
【参考書・参考資料等】
福祉住環境コーディネーター３級検定試験過去問題集
【成績評価の方法等】
評価が「合」
期末試験 「高齢者と住環境」について実施する。期末試験（７０％）、授業中の質疑応答
等での積極的な取り組み（２０％）、レポート（１０％）
【履修要件等】
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BS19-006090-C
区

分

生活と福祉科目

授業科目
英

訳

配当年次

3 年次 後期

担当教員

伊藤 泰郎

働くための社会学

授業形態

Sociology of Work

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
これまでに学んだ社会学の理論や手法をベースとしつつ、産業社会学や労働社会学について学び、「労働」や「職
業」について考察を深めることを目的とする。
【授業の到達目標】
産業社会学や労働社会学の主要な理論を習得するとともに、多様な視角から「労働」や「職業」について考えるこ
とができる力を獲得する。
【授業の概要】
産業社会学や労働社会学の理論や概念について講述するとともに、「労働」や「仕事」をめぐる諸問題について具
体的に考察する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 イントロダクション
〇事前学修 シラバスに目を通す
〇事後学修 授業の進め方や内容について疑問があれば質問できるようにする
第 ２回 労働と職業をめぐる諸思想
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ３回 雇用システムと賃金のしくみ
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ４回 キャリアと多様な働き方
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ５回 非典型雇用
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ６回 失業と転職
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ７回 性別職域分離
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ８回 技術革新と労働・職場の変化
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ９回 対人サービスにおける感情労働
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １０回 過労死・過労自殺
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
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第 １１回 グローバル化と労働
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １２回 労働者の権利と労働運動（1）
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １３回 労働者の権利と労働運動（2）
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １４回 新しい労働運動とコミュニティ・ユニオン
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １５回 全体のまとめ
〇事前学修 これまでの授業についてもう一度復習しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする

【テキスト】
教科書は使用せず、授業の際に適宜資料を配付する。
【参考書・参考資料等】
自習用として以下を勧めたい。
・上林千恵子編『よくわかる産業社会学』ミネルヴァ書房（2012）
・小川慎一など『産業・労働社会学 : 「働くこと」を社会学する』有斐閣（2015）
【成績評価の方法等】
授業中の小レポート（30％）と学期末のレポート（70％）で成績を評価する。
【履修要件等】
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評価が「合」

BS19-006100-C
区

分

生活と福祉科目

授業科目
英

訳

配当年次

担当教員

山田 陽子

生活と福祉の社会学

授業形態

Sociology of Life and Wellbeing

単独

3 年次 後期

必選別

選択

単位数

【授業の目的】
生活や福祉に関連する社会学の諸理論について学び、自らの生きる社会について考える。
【授業の到達目標】
生活や福祉に関する社会学について理解する。
【授業の概要】
生活や福祉に関する社会学について講義する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 社会学の見方
〇事前学修 社会学に興味関心を持ち、日頃からニュースや文献に触れておく。
〇事後学修 講義内容について復習する。
第 ２回 家族
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習する。
第 ３回 子育てをめぐる問題①
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習する。
第 ４回 子育てをめぐる問題②
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習する。
第 ５回 未婚化、非婚化、少子化
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習する。
第 ６回 少子化と労働、社会保障
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習する。
第 ７回 ケアの社会化、感情労働①
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習する。
第 ８回 ケアの社会化、感情労働② グループディスカッション
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習する。
第 ９回 精神と身体の医療化①
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習する。
第 １０回 精神と身体の医療化②
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習する。
第 １１回 精神と身体の医療化③
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
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2 単位

〇事後学修 講義内容について復習する。
第 １２回 精神と身体の医療化④ グループディスカッション
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習する。
第 １３回 精神と身体の医療化⑤
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習する。
第 １４回 社会的排除と社会的包摂
〇事前学修 前回の講義内容について振り返り、専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 講義内容について復習する。
第 １５回 総括
〇事前学修 これまでの講義内容について復習する。
〇事後学修 期末レポートを作成する。

【テキスト】
講義の中で指示する。
【参考書・参考資料等】
講義の中で指示する。
【成績評価の方法等】
講義期間中の課題提出状況と（40％）と、期末レポート（60％）により評価する。
【履修要件等】
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評価が「合」

BS19-006110-C
区

分

生活と福祉科目

授業科目
英

訳

配当年次

担当教員

堀川 厚士

介護保険技術Ⅱ

授業形態

Clericel work for Care Insurance Ⅱ

単独

3 年次 前期

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
介護保険制度のしくみを理解し、介護報酬等の専門知識を得る。
【授業の到達目標】
介護報酬の算定方法を学び、適切な介護報酬の請求ができる。制度や仕組みを理解し、適切な説明や援助ができる
。介護サービス提供機関や関係機関において事務の必要な力量を身につける。「介護保険事務士」の認定□に合格す
る。
【授業の概要】
介護保険制度のしくみ・体系について理解を深める。個人の理解状況に応じた学習が必要であり、受講者がお互い
援助や交流を行う。授業の1.5倍程度の事前学修・事後学習で個々の疑問や課題を整理し、復習してもらう。
・地域包括支援センターでの実務経験を有する教員が、総合的に関係機関の内容等も紹介でき、生かせる。
【授業計画と準備学修】
第 １回
ガイダンス
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと
〇事後学修 ガイダンスでの不明点・疑問点等を整理
第 ２回 介護保険制度のしくみ（特徴と目的、制度の仕組み、サービス提供の流れ・種類と内容等）
〇事前学修 介護保険制度のしくみについての理解を深めたい点の整理
〇事後学修 介護保険制度のしくみの復習と不明点のチェック
第 ３回 介護保険の支給限度額、給付管理、請求と支払いのしくみ、利用者負担等
〇事前学修 テキスト１の２部～５部まで予習
〇事後学修 学習部分の復習と不明点のチェック、個々の課題整理
第 ４回 医療保険等他制度との関係、介護従事者の基本知識
〇事前学修 テキスト１の６部～７部まで予習
〇事後学修 学習部分の復習と不明点のチェック、個々の課題整理
第 ５回 介護報酬の特徴と原則、居宅サービスの算定（訪問介護、訪問看護、訪問リハビリ等）
〇事前学修 テキスト２のＰ８～Ｐ３７まで予習
〇事後学修 学習部分の復習と不明点のチェック、個々の課題整理
第 ６回 居宅サービスの算定（通所介護、通所リハビリテーション）
〇事前学修 テキスト２のＰ３８～Ｐ４８まで予習
〇事後学修 学習部分の復習と不明点のチェック、個々の課題整理
第 ７回 居宅サービスの算定（短期入所生活介護、短期入所療養介護）等
〇事前学修 テキスト２のＰ４９～Ｐ６２まで予習
〇事後学修 学習部分の復習と不明点のチェック、個々の課題整理
第 ８回 居宅サービスの算定（特定入所者生活介護、通所リハビリテーション）、福祉用具貸与
〇事前学修 テキスト２のＰ６３～Ｐ８０まで予習
〇事後学修 学習部分の復習と不明点のチェック、個々の課題整理
第 ９回 施設サービスの算定
〇事前学修 テキスト２のＰ８１～Ｐ１２４まで予習
〇事後学修 学習部分の復習と不明点のチェック、個々の課題整理
第 １０回 地域密着型サービスの算定①
〇事前学修 テキスト２のＰ１２５～Ｐ１４３まで予習
〇事後学修 学習部分の復習と不明点のチェック、個々の課題整理
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第 １１回 地域密着型サービスの算定②
〇事前学修 テキスト２のＰ１４４～Ｐ１６７まで予習
〇事後学修 学習部分の復習と個々の課題整理
第 １２回 介護レセプトの書き方 （基本知識と居宅サービス）
〇事前学修 テキスト３のＰ６～Ｐ６０まで予習
〇事後学修 学習部分の復習と不明点のチェック、個々の課題整理
第 １３回 介護レセプトの書き方 （支援サービス、施設サービス）
〇事前学修 テキスト３のＰ６６～Ｐ９５まで予習
〇事後学修 学習部分の復習と不明点のチェック、個々の課題整理
第 １４回 「介護保険事務士」模擬試験
〇事前学修 １回から１３回までのふり返り
〇事後学修 模擬試験の自己点検
第 １５回 模擬試験の解説と問題点、強化部分
〇事前学修 個々の模擬試験の振り返り、不明点を整理
〇事後学修 介護保険事務士資格試験に向けての準備学習

【テキスト】
「介護保険事務講座」テキスト （つしま医療福祉研究財団）
【参考書・参考資料等】
「介護保険事務講座」テキスト テキスト４サービスコード表等、関連資料
【成績評価の方法等】
つしま医療研究財団の実施する「介護保険事務士」試験の合格60点以上
【履修要件等】
・本事業に関連する基礎的な知識を有する者
・電卓・物差し・筆記用具を持参すること

132

評価が「合」

BS19-007010-A
区

分

国際コミュニケーション科目

授業科目
英

訳

配当年次

担当教員

伊藤 泰郎

国際化と日本社会

授業形態

Internationalization and Japanese Society

単独

1 年次 前期

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
日本国内の具体的な事例をもとに、「民族j」や「移民」について考えるために必要な基礎的な知識を習得すること
が目的である。
【授業の到達目標】
国際化が進む日本における民族的マイノリティの状況について理解深めることを目標とする。
【授業の概要】
日本国内の民族的マイノリティを取り上げ、外国人の法的地位、ニューカマーの来住過程、労働や生活、教育など
について講述する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 イントロダクション
〇事前学修 シラバスに目を通す
〇事後学修 授業の進め方や内容について疑問があれば質問できるようにする
第 ２回 日本に住む外国人とニューカマーの来住
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ３回 在留資格
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ４回 国籍
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ５回 エスニックコミュニティの形成
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ６回 地域社会と外国人
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ７回 日本から海外への移民
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ８回 日系外国人の受け入れ
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ９回 技能実習生の受け入れ
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １０回 看護師・介護福祉士の受け入れ
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
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第 １１回 外国人女性と国際結婚
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １２回 外国にルーツを持つ子どもの教育
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １３回 災害と外国人
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １４回 訪日外国人観光客
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １５回 今後の日本の外国人政策
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする

【テキスト】
授業中に資料を配布する
【参考書・参考資料等】
自習用として以下を勧めたい。
・西日本新聞社編『新移民時代―外国人労働者と共に生きる社会へ』明石書店（2017）
・北川由紀彦・丹野 清人編『移動と定住の社会学』放送大学教育振興会（2016）
【成績評価の方法等】
授業中の小レポート（30％）と学期末のレポート（70％）で成績を評価する。
【履修要件等】
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評価が「合」

BS19-007020-A
区

分

国際コミュニケーション科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 後期

担当教員

伊藤 泰郎

国際社会論基礎

授業形態

International Society-Basic

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
日本国内の具体的な事例をもとに、「民族j」や「移民」について考えるために必要な基礎的な知識を習得すること
が目的である。
【授業の到達目標】
国際化が進む日本における民族的マイノリティの状況について理解深めることを目標とする。
【授業の概要】
日本国内の民族的マイノリティを取り上げる。具体的には難民、中国帰国者、アメラジアン、アイヌ民族について
講述する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 イントロダクション
〇事前学修 シラバスに目を通す
〇事後学修 授業の進め方や内容について疑問があれば質問できるようにする
第 ２回 難民（1）：インドシナ難民の受け入れ
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ３回 難民（2）：国際機関と難民法制
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ４回 難民（3）：難民の現状と支援
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ５回 難民（4）：第三国定住と日本の受け入れの現状
〇事前学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
〇事後学修 指示した資料に目を通しておく
第 ６回 中国帰国者（1）：中国東北部への移住
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ７回 中国帰国者（2）：残留婦人・孤児の帰国
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ８回 中国帰国者（3）：現状と課題
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ９回 米軍基地とアメラジアン
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １０回 アイヌ民族（1）：伝統文化
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
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第 １１回 アイヌ民族（2）：文化の継承と創造
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １２回 アイヌ民族（3）：近代以前の歴史
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １３回 アイヌ民族（4）：近代以降の歴史と現状
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １４回 国際社会と先住民族
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １５回 まとめ：日本社会と民族的マイノリティ
〇事前学修 これまでの授業についてもう一度復習しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする

【テキスト】
授業中に資料を配布する
【参考書・参考資料等】
自習用として以下を勧めたい。
・滝澤三郎編『世界の難民をたすける30の方法』合同出版（2018）
・平井美帆『中国残留孤児 70年の孤独』集英社インターナショナル（2015）
・岸政彦『はじめての沖縄』新曜社（2018）
・北海道新聞社編『こころ揺らす:自らのアイヌと出会い、生きていく』北海道新聞社（2018）
【成績評価の方法等】
評価が「合」
授業中の小レポート（30％）と学期末のレポート（70％）で成績を評価する。
【履修要件等】
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BS19-007030-B
区

分

国際コミュニケーション科目

授業科目
英

訳

配当年次

2 年次 前期

担当教員

崔 博憲

国際社会学

授業形態

International Sociology

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
近代以降の世界構造を理解するための基本的な枠組みや概念を学び、国際社会の現状を多面的・多層的視座から考
えることを目的とする。
【授業の到達目標】
授業を通じて、現代世界の成り立ちを理解し、国際社会やグローバル化を考える基礎的な力をつける。
【授業の概要】
近代以降、国民国家と資本主義が世界の在り方に決定的な影響を与えている点をふまえたうえで、「西洋と東洋」
「日本とアジア」「先進国と途上国」の関係性や文化、民族、宗教といった概念について考察する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 イントロダクション
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 ２回 わたしたちは世界をどのように認識しているのか？①
〇事前学修 自分が抱く外国や国際社会に対するイメージを言語化しておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 ３回 わたしたちは世界をどのように認識しているのか？②
〇事前学修 授業のテーマに関するニュースや事件・問題を新聞やネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 ４回 国民国家論①
〇事前学修 授業のテーマに関するニュースや事件・問題を新聞やネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 ５回 国民国家論②
〇事前学修 授業のテーマに関するニュースや事件・問題を新聞やネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 ６回 オリエンタリズム論①
〇事前学修 授業のテーマに関するニュースや事件・問題を新聞やネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 ７回 オリエンタリズム論②
〇事前学修 授業のテーマに関するニュースや事件・問題を新聞やネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 ８回 中間まとめ（ディスカッション）
〇事前学修 これまでの授業で学んだことを振り返り、自分の意見をまとめておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 ９回 世界システム論
〇事前学修 授業のテーマに関するニュースや事件・問題を新聞やネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 １０回 現代世界において文化とは何か
〇事前学修 授業のテーマに関するニュースや事件・問題を新聞やネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
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第 １１回 現代世界において民族・人種とは何か
〇事前学修 授業のテーマに関するニュースや事件・問題を新聞やネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 １２回 現代世界において宗教とは何か
〇事前学修 授業のテーマに関するニュースや事件・問題を新聞やネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 １３回 現代世界とジェンダー
〇事前学修 授業のテーマに関するニュースや事件・問題を新聞やネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 １４回 創られる「われわれ」と「かれら」
〇事前学修 授業のテーマに関するニュースや事件・問題を新聞やネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 １５回 振り返りとまとめ
〇事前学修 これまでの授業で学んだことを振り返り、自分の意見をまとめておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。

【テキスト】
特に指定しない。授業で使用する教材となる資料やテキストは配布する。
【参考書・参考資料等】
西川長夫『国境の越え方＜増補版＞』平凡社ライブラリー
【成績評価の方法等】
小テスト（40％）課題提出(30%)、授業への取り組み(30%)
【履修要件等】
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評価が「合」

BS19-007040-B
区

分

国際コミュニケーション科目

授業科目
英

訳

配当年次

2 年次 前期

担当教員

伊藤 泰郎

人権と社会A

授業形態

Human Rights and Society A

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
日本社会の具体的な事例に関する基本的な知識を習得するとともに、それをベースとして人権について考察するこ
とを目的とする。
【授業の到達目標】
社会の一員として、また自分の問題として、履修者それぞれが人権について考える核になるものを作り上げること
を目標にしたい。
【授業の概要】
Aでは在日コリアンを中心に取り上げる。渡日や日本への定住の歴史、広島での被爆、生活や差別の状況、権利の保
障などについて講述する。また、ハンセン病元患者に対する差別についても取り上げる。
【授業計画と準備学修】
第 １回 イントロダクション
〇事前学修 シラバスに目を通す
〇事後学修 授業の進め方や内容について疑問があれば質問できるようにする
第 ２回 渡日の歴史（1）：日本の植民地支配
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ３回 渡日の歴史（2）：日本への渡航過程
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ４回 軍都廣島の形成
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ５回 渡日の歴史（3）：戦時中の強制動員
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ６回 朝鮮人被爆者
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ７回 戦後の生活と差別の状況
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ８回 識字と夜間中学
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ９回 在日コリアンと地域社会
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １０回 在日外国人の参政権と公務就任権
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
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第 １１回 民族教育と教育の権利
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １２回 フィールドワークと講演（学外授業）
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １３回 在日コリアンの若い世代
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １４回 ハンセン病患者・回復者への差別
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １５回 ハンセン病患者・回復者の権利回復と課題
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする

【テキスト】
授業中に資料を配布する
【参考書・参考資料等】
自習用として以下を勧めたい。
・小熊英二・姜尚中『在日一世の記憶』集英社（2008）
・市場淳子『ヒロシマを持ちかえった人々』（新装増補版）凱風社（2005）
・山陽新聞社編『語り継ぐハンセン病』山陽新聞社（2017）
【成績評価の方法等】
評価が「合」
授業中の小レポート（30％）・フィールドワークのレポート（30％）・学期末のレポート（
40％）で成績を評価する。
【履修要件等】
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BS19-007050-B
区

分

国際コミュニケーション科目

授業科目
英

訳

配当年次

2 年次 後期

担当教員

崔 博憲

グローバル化論

授業形態

Theory of Globalization

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
現代世界において急速に進むグローバル化を具体的に理解し、それが引き起こす問題と可能性を多面的 ・多層的視
座から考えることを目的とする。
【授業の到達目標】
授業を通じて、現代世界の変化の意味を考え、国際化やグローバル化を考える基礎的な力をつける。
【授業の概要】
グローバル化とは本質的に何を意味しているかを学び、それによって世界がどう変化しているかを考える。 主にア
ジアに焦点をあて、グローバル化の具体的な問題や人びとが直面している変化をとりあげる。
【授業計画と準備学修】
第 １回 イントロダクション
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 ２回 グローバル化とは何か
〇事前学修 自分が抱くグローバル化についてのイメージや知識を確認しておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 ３回 資本主義市場経済の世界化と深化①
〇事前学修 授業のテーマに関するニュースや事件・問題を新聞やネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 ４回 資本主義市場経済の世界化と深化②
〇事前学修 授業のテーマに関するニュースや事件・問題を新聞やネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 ５回 グローバル化と格差
〇事前学修 授業のテーマに関するニュースや事件・問題を新聞やネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 ６回 グローバル化と移動
〇事前学修 授業のテーマに関するニュースや事件・問題を新聞やネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 ７回 グローバル化と均質化／多様化
〇事前学修 授業のテーマに関するニュースや事件・問題を新聞やネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 ８回 グローバル化と受容／抵抗
〇事前学修 授業のテーマに関するニュースや事件・問題を新聞やネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 ９回 中間まとめ（ディスカッション）
〇事前学修 これまでの授業で学んだことを振り返り、自分なりの意見をまとめておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 １０回 グローバル化のなかのアジア①
〇事前学修 授業のテーマに関するニュースや事件・問題を新聞やネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
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第 １１回 グローバル化のなかのアジア②
〇事前学修 授業のテーマに関するニュースや事件・問題を新聞やネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 １２回 グローバル化のなかの日本①
〇事前学修 授業のテーマに関するニュースや事件・問題を新聞やネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 １３回 グローバル化のなかの日本②
〇事前学修 授業のテーマに関するニュースや事件・問題を新聞やネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 １４回 グローバル化のなかの日本③
〇事前学修 授業のテーマに関するニュースや事件・問題を新聞やネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 １５回 振り返りとまとめ
〇事前学修 これまでの授業で学んだことを振り返り、自分なりの意見をまとめておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。

【テキスト】
特に指定しない。授業で使用する教材となる資料やテキストは配布する。
【参考書・参考資料等】
伊豫谷登士翁『グローバリゼーションとは何か』平凡社新書
【成績評価の方法等】
小テスト（40％）課題提出(30%)、授業への取り組み(30%)
【履修要件等】
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評価が「合」

BS19-007060-B
区

分

国際コミュニケーション科目

授業科目
英

訳

配当年次

2 年次 後期

担当教員

伊藤 泰郎

人権と社会B

授業形態

Human Rights and Society B

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
日本社会の具体的な事例に関する基本的な知識を習得するとともに、それをベースとして人権について考察するこ
をと目的とする。
【授業の到達目標】
社会の一員として、また自分の問題として、履修者それぞれが人権について考える核になるものを創り上げること
を目標としたい。
【授業の概要】
Bでは被差別部落を中心に取り上げる。まず、被差別部落の現状と差別の実態について講述した後、被差別部落の歴
史について講述する。また、ホームレスの人々、HIV陽性者・AIDS患者、セクシュアルマイノリティについても取り上
げたい。
【授業計画と準備学修】
第 １回 イントロダクション
〇事前学修 シラバスに目を通す
〇事後学修 授業の進め方や内容について疑問があれば質問できるようにする
第 ２回 被差別部落の現状と差別
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ３回 日本の被差別身分（1）：中世まで
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ４回 日本の被差別身分（2）：江戸時代
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ５回 被差別部落と近代（1）：明治以降の状況
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ６回 被差別部落と近代（2）：戦前の運動
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ７回 戦後の運動と同和対策事業
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ８回 被差別部落のこれから
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 ９回 HIV 陽性者・AIDS 患者（1）：世界の現状
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １０回 HIV 陽性者・AIDS 患者（2）：日本におけるこれからの課題
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
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第 １１回 ホームレス（1）：居住不安定層の現状
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １２回 ホームレス（2）：様々な支援のあり方
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １３回 セクシャルマイノリティ（1）：セクシュアリティマイノリティとは
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １４回 セクシャルマイノリティ（2）：同性婚
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする
第 １５回 セクシャルマイノリティ（3）：学校や職場の取り組み
〇事前学修 指示した資料に目を通しておく
〇事後学修 講義で学んだ内容をまとめ、疑問があれば質問できるようにする

【テキスト】
授業中に資料を配布する
【参考書・参考資料等】
自習用として以下を勧めたい。
・内田龍史編『部落問題と向きあう若者たち』解放出版社（2014）
・薬師実芳・笹原千奈未・古堂達也・小川奈津己『LGBTってなんだろう？』合同出版（2014）
【成績評価の方法等】
授業中の小レポート（30％）と学期末のレポート（70％）で成績を評価する。
【履修要件等】
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評価が「合」

BS19-007070-C
区

分

国際コミュニケーション科目

授業科目
英

訳

配当年次

3 年次 前期

担当教員

崔 博憲

文化交流史

授業形態

Cross Cultural Interaction

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
戦前から戦後に至るまでの日本の異民族・外国人政策の歴史と、広島を中心に当時の日本における多文化・多民族
状況について理解することを目的とする。
【授業の到達目標】
授業を通じて、日本社会や地域の多様性や国際化の歴史を理解することで、生活世界のグローバル化に向き合うた
めの基礎的な力を育む。
【授業の概要】
資料や文献から戦前や戦後における日本社会と行った異民族・外国人との関係について学ぶ。そうした歴史を物語
る県内の史的跡地や当時を知る人物を訪ね、日本社会の多文化・多民族の歴史について具体的な認識を深める。
【授業計画と準備学修】
第 １回 イントロダクション
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 ２回 近代日本における国際意識の生成①
〇事前学修 授業のテーマに関するニュースや事件・問題を新聞やネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 ３回 近代日本における国際意識の生成②
〇事前学修 授業のテーマに関するニュースや事件・問題を新聞やネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 ４回 帝国日本のなかの異民族①
〇事前学修 授業のテーマに関するニュースや事件・問題を新聞やネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 ５回 帝国日本のなかの異民族②
〇事前学修 授業のテーマに関するニュースや事件・問題を新聞やネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 ６回 戦後日本社会と外国人①
〇事前学修 授業のテーマに関するニュースや事件・問題を新聞やネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 ７回 戦後日本社会と外国人②
〇事前学修 授業のテーマに関するニュースや事件・問題を新聞やネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 ８回 グローバル化時代の日本社会と外国人①
〇事前学修 授業のテーマに関するニュースや事件・問題を新聞やネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 ９回 グローバル化時代の日本社会と外国人②
〇事前学修 授業のテーマに関するニュースや事件・問題を新聞やネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 １０回 中間まとめ（ディスカッション）
〇事前学修 これまでの授業で学んだことを振り返り、自分なりの意見をまとめておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
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第 １１回 戦前・戦中の広島のなかの非日本人・外国人戦後の広島と外国人
〇事前学修 授業のテーマに関するニュースや事件・問題を新聞やネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 １２回 戦後の広島と外国人
〇事前学修 授業のテーマに関するニュースや事件・問題を新聞やネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 １３回 学外学習①（フィールドワーク）
〇事前学修 訪問先やテーマに関する情報を新聞・ネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 １４回 学外学習②（フィールドワーク）
〇事前学修 訪問先やテーマに関する情報を新聞・ネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 １５回 振り返りとまとめ
〇事前学修 これまでの授業で学んだことを振り返り、自分なりの意見をまとめておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。

【テキスト】
特に指定しない。授業で使用する教材となる資料やテキストは配布する。
【参考書・参考資料等】
杉原達編『戦後日本の＜帝国＞経験』青弓社
【成績評価の方法等】
小テスト（40％）課題提出(30%)、授業への取り組み(30%)
【履修要件等】
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評価が「合」

BS19-007080-C
区

分

国際コミュニケーション科目

授業科目
英

訳

配当年次

3 年次 前期

担当教員

古関 喜之

アジア社会論A

授業形態

Asian Society A

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
中国および台湾の地理的位置、自然環境、民族構成について学ぶ。
【授業の到達目標】
1．中国および台湾の地理的位置、自然環境、民族構成について説明できるようになる。
2．中国および台湾社会を自力で理解していく力を身につけることができるようになる。
【授業の概要】
本講義は現在、世界経済と文化の中心地として、大きな飛躍の時代を迎えているアジア、特に東アジア文化圏と多
民族国家の中国と台湾を取り上げ、中国および台湾の自然環境、暮らし、民族問題、社会における多様な価値観、少
数民族・原住民の文化について解説する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 オリエンテーションと導入
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 オリエンテーションでの内容について理解を深めておくこと。
第 ２回 中国の地形の特徴
〇事前学修 地図帳を用い、中国の地形の特徴について気付いた点をまとめておくこと。
〇事後学修 地形の特徴について整理し、理解しておくこと。
第 ３回 中国の個別の地形（山地・丘陵・盆地・平原）
〇事前学修 地図帳で主要な地形の位置を確認しておくこと。
〇事後学修 個別の地形について整理し、理解しておくこと。
第 ４回 中国の気候―季節による違い 課題提出（次回返却と解説）
〇事前学修 気圧配置と季節風の関係について調べておくこと。
〇事後学修 夏季および冬季の気候の成り立ちについて理解を深めておくこと。
第 ５回 中国の気候―地域による違い
〇事前学修 第 4 回の内容を基に、地域による気候の違いについて調べておくこと。
〇事後学修 地域による気候の差異を整理し、理解しておくこと。
第 ６回 中国の自然と暮らし（ディスカッション）
〇事前学修 これまでの授業をふまえ、テーマについて情報を収集しておくこと。
〇事後学修 話し合った内容についてまとめておくこと。（次回提出）
第 ７回 中国の民族問題
〇事前学修 少数民族の分布について調べておくこと。
〇事後学修 漢民族と少数民族の問題を整理し、理解しておくこと。
第 ８回 台湾の範囲 課題提出（次回返却と解説）
〇事前学修 地図帳を用い、台湾の位置と範囲について調べておくこと。
〇事後学修 台湾の地理的範囲と行政的範囲を整理し、理解しておくこと。
第 ９回 地理的位置と自然環境
〇事前学修 地理的位置と自然環境との関連性について調べておくこと。
〇事後学修 地理的位置と自然環境について整理し、理解しておくこと。
第 １０回 地理的位置と人文環境
〇事前学修 17 世紀以降の台湾の歴史について調べておくこと。
〇事後学修 地理的位置と人文環境との関連性について整理し、理解しておくこと。
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第 １１回 台湾の地形の特徴
〇事前学修 地図帳を用い、台湾の地形の特徴について気付いた点をまとめておくこと。
〇事後学修 地形の特徴について整理しておくこと。
第 １２回 台湾の個別の地形（山地・丘陵・盆地・平原・海岸）
〇事前学修 地図帳で主要な地形の位置を確認しておくこと。
〇事後学修 個別の地形について整理し、理解しておくこと。
第 １３回 台湾の気候
〇事前学修 季節風と気候の関係について調べておくこと。
〇事後学修 地域による気候の差異を整理し、理解しておくこと。
第 １４回 台湾の民族構成 課題提出（次回返却と解説）
〇事前学修 原住民の分布について調べておくこと。
〇事後学修 各種族の文化・風習について整理し、理解しておくこと。
第 １５回 全体の振り返り
〇事前学修 これまでの授業でわからなかった点をチェックしておくこと。
〇事後学修 授業での振り返りで不十分だった部分を確認すること。

【テキスト】
なし。プリントを適宜配布する。
【参考書・参考資料等】
台湾―四百年の歴史と展望（伊藤潔、中公新書）また、授業の中で適宜紹介する。
【成績評価の方法等】
レポート（70％）、授業中の課題（30％）で評価する。
【履修要件等】
中国・台湾に関心があり、中国語の履修経験があることが望ましい。
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BS19-007090-C
区

分

国際コミュニケーション科目

授業科目
英

訳

配当年次

3 年次 後期

担当教員

崔 博憲

地域国際化論

授業形態

Regional Globalization

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
近年の日本社会の国際化・グローバル化がどのように展開しているのかを具体的に理解することで、地域社会の変
化とその意味を実践的に考える力を養うことを目的とする。
【授業の到達目標】
授業を通じて、地域社会において具体的に進むグローバル化の実態を理解することで、その変化に向き合うための
基礎的な力を育む。
【授業の概要】
文献や資料から1980年代以降の在日外国人の動態変化を把握したうえで、広島を中心に日本社会では、そうした変
化がどのような事態や問題を生み出しているのかを具体的な場所や人物を通じて理解する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 イントロダクション
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 ２回 在日外国人の動向①（1980～）
〇事前学修 自分が知る地域の国際化について簡単にまとめておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 ３回 在日外国人の動向②（1990～）
〇事前学修 授業のテーマに関するニュースや事件・問題を新聞やネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 ４回 在日外国人の動向③（2000～）
〇事前学修 授業のテーマに関するニュースや事件・問題を新聞やネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 ５回 在日外国人の動向④（2010～）
〇事前学修 授業のテーマに関するニュースや事件・問題を新聞やネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 ６回 グローバル化と地域社会
〇事前学修 授業のテーマに関するニュースや事件・問題を新聞やネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 ７回 広島で働き暮らす外国人①
〇事前学修 授業のテーマに関するニュースや事件・問題を新聞やネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 ８回 広島で働き暮らす外国人②
〇事前学修 授業のテーマに関するニュースや事件・問題を新聞やネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 ９回 中間まとめ（ディスカッション）
〇事前学修 これまでの授業で学んだことを振り返り、自分なりの意見をまとめておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 １０回 日本で暮らし働く外国人を支える活動①
〇事前学修 授業のテーマに関するニュースや事件・問題を新聞やネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
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第 １１回 日本で暮らし働く外国人を支える活動②
〇事前学修 授業のテーマに関するニュースや事件・問題を新聞やネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 １２回 広島で暮らし働く外国人を支える活動
〇事前学修 授業のテーマに関するニュースや事件・問題を新聞やネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 １３回 学外学習①（フィールドワーク）
〇事前学修 訪問先やテーマに関する情報を新聞・ネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 １４回 学外学習②（フィールドワーク）
〇事前学修 訪問先やテーマに関する情報を新聞・ネット等で調べておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。
第 １５回 振り返りとまとめ
〇事前学修 これまでの授業で学んだことを振り返り、自分なりの意見をまとめておくこと。
〇事後学修 授業で使用された用語や解説を確認しておくこと。

【テキスト】
特に指定しない。授業で使用する教材となる資料やテキストは配布する。
【参考書・参考資料等】
宮島喬・鈴木江里子『外国人労働者受け入れを問う』岩波ブックレット
【成績評価の方法等】
小テスト（40％）課題提出(30%)、授業への取り組み(30%)
【履修要件等】
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BS19-007100-C
区

分

国際コミュニケーション科目

授業科目
英

訳

配当年次

3 年次 後期

担当教員

古関 喜之

アジア社会論B

授業形態

Asian Society B

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
中国および台湾の人口問題、歴史、社会構造について学ぶ。
【授業の到達目標】
1．中国および台湾の人口問題、歴史、社会構造について説明できるようになる。
2．中国および台湾社会を自力で理解していく力を身につけることができるようになる。
【授業の概要】
本講義は現在、世界経済と文化の中心地として、大きな飛躍の時代を迎えているアジア、特に東アジア文化圏と多
民族国家の中国と台湾を取り上げ、中国および台湾の人口問題、社会（構造）、歴史、日本との関係について解説す
る。
【授業計画と準備学修】
第 １回 オリエンテーションと導入
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 オリエンテーションでの内容について理解を深めておくこと。
第 ２回 中国の人口問題―一人っ子政策 課題提出（次回返却と解説）
〇事前学修
一人っ子政策について調べておくこと。
〇事後学修 一人っ子政策の経緯と問題点を整理し、理解しておくこと。
第 ３回 中国の人口問題―一人っ子政策廃止後（ディスカッション）
〇事前学修 一人っ子政策廃止後の状況について情報を収集しておくこと。
〇事後学修 話し合った内容についてまとめておくこと。（次回提出）
第 ４回 中国の社会構造―改革開放前
〇事前学修 中国の戸籍制度について調べておくこと。
〇事後学修 戸籍制度がもたらす社会的影響を整理し、理解しておくこと。
第 ５回 中国の社会構造―改革開放後
〇事前学修 改革開放後の社会変化について調べておくこと。
〇事後学修 改革開放後の社会構造について整理し、理解しておくこと。
第 ６回 中国の経済発展と問題
〇事前学修 経済特区と農民工につい調べておくこと。
〇事後学修 経済発展に伴う問題について整理し、理解しておくこと。
第 ７回 中国のまとめ 課題提出（次回返却と解説）
〇事前学修 これまでの授業でわからなかった点をチェックしておくこと。
〇事後学修 授業での振り返りで不十分だった部分を確認すること。
第 ８回 台湾の人口とその構成
〇事前学修 漢民族の移住と台湾原住民との関係性について調べておくこと。
〇事後学修 民族構成について整理し、理解しておくこと。
第 ９回 台湾の人口問題
〇事前学修 最近における台湾の人口問題について調べておくこと。
〇事後学修 台湾の人口問題を整理し、日本と比較しておくこと。
第 １０回 日本の統治政策
〇事前学修 日本の台湾統治の状況について情報を収集しておくこと。
〇事後学修 2 つの統治政策について整理し、理解しておくこと。
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第 １１回 台湾からみた日本統治時代
〇事前学修 台湾からみた日本統治時代について情報を収集しておくこと。
〇事後学修 日本・台湾の双方から台湾統治を評価し、理解しておくこと。
第 １２回 湾生からみた日本統治時代（ディスカッション）
〇事前学修 「湾生」とは何か調べておくこと。
〇事後学修 話し合った内容についてまとめておくこと。（次回提出）
第 １３回 灌漑化と農業地域
〇事前学修 八田與一について調べておくこと。
〇事後学修 嘉南平原の水利灌漑事業について整理し、理解しておくこと。
第 １４回 戦後の台湾社会
〇事前学修 二・二八事件について調べておくこと。
〇事後学修 国民党政権および台湾の民主化について理解を深めておくこと。
第 １５回 全体の振り返り
〇事前学修 これまでの授業でわからなかった点をチェックしておくこと。
〇事後学修 授業での振り返りで不十分だった部分を確認すること。

【テキスト】
なし。プリントを適宜配布する。
【参考書・参考資料等】
格差で読み解く現代中国（王文亮、ミネルヴァ書房）また、授業の中で適宜紹介する。
【成績評価の方法等】
レポート（70％）、授業中の課題（30％）で評価する。
【履修要件等】
中国・台湾に関心があり、中国語の履修経験があることが望ましい。

152

評価が「合」

BS19-008010-B
区

分

演習科目

授業科目
英

訳

配当年次

2 年次 通年

担当教員

伊藤 泰郎、古関 善之、崔 博憲 、
竹元 雅彦、山田 陽子、山本 昌弘

社会学基礎ゼミナール

授業形態

Sociology : Basic Seminar

クラス分け

必選別

必修

単位数

4 単位

【授業の目的】
専門教育課程の学習に先だって、受講生が社会学の学習方法等を学ぶことを目的とする。
【授業の到達目標】
文献の収集能力の向上、社会学の基礎概念の修得、プレゼン能力の向上、思索する力の向上。
【授業の概要】
ゼミナール形式により各自が卒業論文に取り組むための研究を深め、その成果を各自が発表する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 各ゼミの紹介と受講生の各ゼミへのふりわけ
第 ２回 以降は各担当教員に委ねられる
〇事前学修 ゼミ選びに関して熟考すること。
〇事後学修 担当教員の指示に従い学修すること。

【テキスト】
各指導教員による。
【参考書・参考資料等】
各指導教員による。
【成績評価の方法等】
各指導教員による。

評価が「合」

【履修要件等】
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BS19-008020-C
区

分

演習科目

授業科目
英

訳

配当年次

3 年次 通年

担当教員

池本 良教、伊藤 泰郎、古関 善之、
崔 博憲、竹元 雅彦、山田 陽子、
山本昌弘

社会学演習 Ⅰ

授業形態

Seminar of Sociology Ⅰ

クラス分け

必選別

必修

単位数

4 単位

【授業の目的】
・論文やレポート作成に必要な能力を養う。
・ゼミでの報告や議論などを通じて、自分自身の研究テーマを深める。
【授業の到達目標】
・論文やレポート作成に必要な能力を習得する。
・卒業論文の執筆に向けて、自分の研究テーマを明確化する。
【授業の概要】
ゼミ形式による授業を行う。授業の進め方は各担当教員による。
【授業計画と準備学修】
第 １回 各ゼミの紹介と受講生の各ゼミへのふりわけ。
第 ２回 以降は各担当教員に委ねられる。

【テキスト】
各指導教員による。
【参考書・参考資料等】
各指導教員による。
【成績評価の方法等】
各指導教員による。
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【履修要件等】

155

156

BS19-008030-D
区

分

演習科目

授業科目
英

訳

配当年次

4 年次 通年

担当教員

池本 良教、伊藤 泰郎、古関 善之、
崔 博憲、竹元 雅彦、山田 陽子、
山本 昌弘

社会学演習 Ⅱ

授業形態

Seminar of Sociology Ⅱ

クラス分け

必選別

必修

単位数

4 単位

【授業の目的】
・論文やレポート作成に必要な能力を養う。
・ゼミでの報告や議論などを通じて、自分自身の研究テーマを深める。
【授業の到達目標】
・論文やレポート作成に必要な能力を習得する。
・卒業論文の執筆に向けて、自分の研究テーマを明確化する。
【授業の概要】
ゼミ形式による授業を行う。授業の進め方は各担当教員による。
【授業計画と準備学修】
第 １回 各ゼミの紹介と受講生の各ゼミへのふりわけ。
第 ２回 以降は各担当教員に委ねられる。

【テキスト】
各指導教員による。
【参考書・参考資料等】
各指導教員による。
【成績評価の方法等】
各指導教員による。

評価が「合」

【履修要件等】
前期および後期のはじめに、社会学演習Ⅱに関する詳しいガイダンスを実施する。受講生は必ず出席すること。
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BS19-008040-D
区

分

演習科目

担当教員

授業科目
英

訳

配当年次

池本 良教、伊藤 泰郎、古関 善之、
崔 博憲 、竹元 雅彦、山田 陽子、
山本 昌弘

卒業論文

授業形態

Graduation Thesis

クラス分け

4 年次 通年

必選別

必修

単位数

4 単位

【授業の目的】
現代社会学科で学んだ様々な知識を基礎としつつ、自己の関心に沿って選定したテーマについての研究を行い、
その成果を論文として表現する。
【授業の到達目標】
論文完成までの過程を通じて、観察力、分析力、読解力、表現力などを高め、卒業論文を完成させる。
【授業の概要】
担当教員の指導のもと、テーマの設定、先行研究・関連資料・統計データ等の資料収集、必要に応じて量的・質
的調査の実施、収集した資料や調査データの分析や考察、それらを踏まえた論文の執筆を行う。
【授業計画と準備学修】
論文指導については各指導教員による。
なお、提出および審査のスケジュールは以下の通りである。（日程に若干の変更はあり得るが、その場合
には履修年度の早い段階で通知を行う。）
・題目の提出（10 月末）
・卒業論文の提出（1 月 15 日）
・口頭試問（1 月下旬～2 月初め）：主査と副査の 2 名で実施する

【テキスト】
各指導教員による。
【参考書・参考資料等】
各指導教員による。
【成績評価の方法等】
卒業論文の内容と口頭試問の結果を踏まえ、主査と副査の2名により審査を行う（100％）
【履修要件等】
履修の前年度までに90単位を修得していること。
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