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コース専門科目（経済・政策分析コース：2年次配当）
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流 通 シ ス テ ム 論 Ａ

ア メ リ カ 経 済 論 ヨ ー ロ ッ パ 経 済 論

政 治 経 済 学 Ⅱ

比 較 経 済 政 策

経 済 数 学 入 門 ロ

経 済 史 入 門

社 会 調 査 法

マ ク ロ 経 済 学 Ⅰ ロ

ミ ク ロ 経 済 学 Ⅱ マ ク ロ 経 済 学 Ⅱ

計 量 経 済 学 Ⅱ

財 政 学 Ｂ

統 計 学 入 門 イ

ミ ク ロ 経 済 学 Ⅰ ロ

コ ー ス 概 説 科 目 経 済 数 学

経 済 政 策

金 融 論 Ⅱ
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経 済 数 学 入 門 イ
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簿 記 入 門 イ

簿 記 入 門 ロ

統 計 学 入 門 ロ

統 計 学

地 域 調 査 法
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観 光 学 概 論

経 営 戦 略 論 マ ー ケ テ ィ ン グ 論 Ａ

マ ク ロ 経 済 学 Ⅰ イ
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観 光 産 業 論 地 域 活 性 化 論

会 計 学 総 論 金 融 論 Ⅰ
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実践で学ぶ地域密着型ビジネスＢ
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海 外 研 修 （ 中 国 ）

海外研修(フランス)海外研修(アメリカ)

商 業 教 育 法

情 報 処 理 ※

商 業 授 業 研 究

商 業 指 導 論 （ 商 業 ）

ド イ ツ 語 会 話 Ⅰ

コ ー ス 概 説 科 目 経 営 学 史

グ ロ ー バ ル 経 営 論 イ ノ ベ ー シ ョ ン 論

コ ー ス 概 説 科 目 観 光 経 済 学

マ ー ケ テ ィ ン グ 論 Ｂ 環 境 シ ス テ ム 論

調 査 デ ー タ 分 析 Ⅰ 管 理 会 計 論

文 化 人 類 学

ア ジ ア 文 化 論 ヨ ー ロ ッ パ 社 会 論

観 光 地 理 学 エ コ ツ ー リ ズ ム 論

マ ー ケ テ ィ ン グ 論 Ｂ 環 境 シ ス テ ム 論

実践で学ぶ地域密着型ビジネスＡ 実践で学ぶ地域密着型ビジネスＢ

倫 理 と 社 会 Ⅰ 倫 理 と 社 会 Ⅱ

※教職課程履修予定者も履修可

地 域 研 究 論 地域活性化プロジェクトⅠ

比 較 近 代 化 論 日 本 社 会 経 済 史

グ ロ ー バ ル 経 営 論 外 国 語 演 習 Ⅰ （ 英 語 ）

コ ー ス 概 説 科 目

実践で学ぶ地域密着型ビジネスＡ 実践で学ぶ地域密着型ビジネスＢ

外国語演習Ⅰ（ドイツ語） 外国語演習Ⅰ（フランス語）

外 国 語 演 習 Ⅰ （ 中 国 語 ） 外 国 語 演 習 Ⅰ （ 韓 国 語 ）



ナンバリングコード B1ECN-bcaE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：310121) 
経済数学入門イ 

Introduction to Mathematics for 

Economics 

科目区分 時間割 
後期水1 

対象年次及び学科 
1～経済学部 

水準・分野 
B1ECN 

DP・提供部局 
bcaE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 天谷 研一 

関連授業科目    経済数学、ミクロ経済学Ⅰ、Ⅱ、 

マクロ経済学Ⅰ、Ⅱ 

履修推奨科目     

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
 ミクロ経済学・マクロ経済学等、経済学を学習する上で必要となる数学のうち、微分・積分に関連する分野を講義

する。 

 

授業の目的 
 ミクロ経済学・マクロ経済学等の経済学では、「生産量を増やすと費用はどれだけ増えるか」「価格を下げると需要

量はどれだけ増えるか」等のように、数量と数量の関係（数学用語を用いれば、変数と変数の関係）を頻繁に議論す

る。とりわけ、「利潤を最大にするにはどれだけの数量を生産すればよいか」等のように、最適化の問題はとりわけ

重要である。このような変数間の関係を議論するために必要な数学的手法が微分・積分である。本講義では、経済学

を学習する上で必要となる微分・積分の手法を学習する。 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

・微分、偏微分、積分の意味を説明できる。 

・基本的な関数の微分、偏微分、積分の計算ができる。 

・経済学において微分、偏微分、積分の手法がどのように使えるのか、簡単な例を用いて説

明することができる。 

・経済学における基本的な最適化問題を解くことができる。 

 

 

成績評価の方法と基準 
宿題（３０％）、期末試験（７０％）により評価します。詳しくは初回授業時に指示します。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

 授業は主に板書およびプロジェクタ投影を使用した講義形式で行います。授業中に適宜問題演習を行います。ま

た宿題として演習問題を課します。 

 予習は必ずしも必要ではありませんが、毎回復習してわからないことをなくすことと、宿題を解いて理解を深め

ることが必要となります。 

 

第１回 イントロダクション、微分・積分とは何か 

 

～第１部 微分の基礎～ 

第２回 微分の基礎的な概念と手法（１） 

第３回 微分の基礎的な概念と手法（２） 

第４回 ２階微分、凸関数・凹関数と最大・最小 

第５回 極限に関する厳密な議論 

 

～第２部 積分の基礎～ 

第６回 不定積分 

第７回 定積分と面積の計算 

第８回 積分の経済学への応用 

 

～第３部 微分の発展～ 

第９回  べき乗・指数関数・対数関数と微分（１） 

第１０回 べき乗・指数関数・対数関数と微分（２） 

第１１回 合成関数の微分 

第１２回 ２変数関数の微分 

第１３回 条件付き最大化問題 

第１４回 微分の経済学への応用 

 

第１５回 まとめ 

 

授業計画は、受講生の理解度をみて必要があれば変更する場合があります。 

1



教科書・参考書等 
下記書籍を購入し参照することを推奨する。ただし、他にも良書はあるので、自分の好みに応じて選んでも良い。 

 

尾山大輔他（編著）『経済学で出る数学：高校数学からきちんと攻める』2012年、日本評論社、2100円＋税 

 

オフィスアワー  月曜日４校時 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
1. 授業内容は連続しているので、前回までの内容をしっかり理解していないとついていけなくなります。 

2. その他の注意事項は、初回授業時に指示します。 
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ナンバリングコード B1ECN-bcaE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：310122) 
経済数学入門ロ 

Introduction to Mathematics for 

Economics 

科目区分 時間割 
後期水1 

対象年次及び学科 
1～経済学部 

水準・分野 
B1ECN 

DP・提供部局 
bcaE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 星野 良明 

関連授業科目    ミクロ経済学I・II，マクロ経済学I・II 

履修推奨科目     

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
ミクロ経済学・マクロ経済学およびその関連科目を学習する上で必要となる基礎数学（特に微分・積分と偏微分）に

ついて，証明よりも公式と解法に重点を置いて講義します．高校数学の復習からはじめて，経済学における活用例を

交えながら解説します． 

授業の目的 
経済学で使う微分・積分と偏微分の基礎を理解する．経済学における記号・数式・グラフの使い方を身につける． 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

１．微分・積分と偏微分の意味を説明することができる． 

２．経済学で使う基本関数について，微分・積分や偏微分を計算できる． 

３．経済学で使う基本関数について，最適化問題を解くことができる． 

 

成績評価の方法と基準 
宿題(30％)と期末試験(70％)で評価します．詳細は初回授業で説明します． 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

【授業の方法】授業は板書と授業資料のプロジェクタ投影を併用して進めます．授業資料は，当日配布する場合と

Moodleから各自印刷して持参してもらう場合があります． 

 

 

【授業計画】進行状況により若干の変更をする可能性があります． 

１．経済学で扱う基本関数（第１～４回） 

[1・２・３次関数，指数法則，累乗関数，ネイピア数e，逆関数，指数関数，対数関数] 

２．微分・積分とその応用   （第４～９回） 

[微分係数と接線，微分公式，第2次導関数，増減と凹凸，不定積分と定積分] 

３．等高線と偏微分   （第10～12回） 

[偏微分係数と偏導関数，偏微分公式，等高線の傾き，全微分と接平面] 

４．２変数最適化問題  （第13～15回） 

[停留点と鞍点，等号制約付き最適化問題] 

 

 

【自学自習に関するアドバイス】講義中に復習のために演習問題を出します．予習は不要ですが，毎回復習してわ

からないことをなくすことと，演習問題を解くことが必要です．また理解を深める上で，エクセルなどPCソフトで

関数グラフを描いてみることも有用です． 

 

 

 

 

 

 

教科書・参考書等 
【教科書】使用しません． 

【参考書】 

・丹野忠晋（2017）『経済数学入門：初歩から一歩ずつ』日本評論社． 

・白石俊輔（2014）『経済学で出る数学：ワークブックでじっくり攻める』日本評論社． 

・尾山大輔・安田洋祐（2013）『経済学で出る数学：高校数学からきちんと攻める』改訂版，日本評論社． 

 

オフィスアワー  木曜日4時限目（予定） 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
最初のうちは高校の復習が多くなりますが，油断せずに継続して出席することが大切です． 
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ナンバリングコード B1ECN-becE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：331010) 
経済史入門 

Introduction to Economic History 

科目区分 時間割 
前期月2 

対象年次及び学科 
1～経済学部 

水準・分野 
B1ECN 

DP・提供部局 
becE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 山本 裕 

関連授業科目    日本社会経済史、経営史 

履修推奨科目    日本社会経済史、経営史 

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
 人々の経済的営みの集積の果てに、今日の私達を取り巻く経済的環境が形成されている、という理解に立った時

に、それでは、どのようにして、今日の経済的環境は形成されてきたといえるのだろうか。  

 本科目は上述した問いに対する学術的接近を、経済史という学問領域より行うこととする。具体的には近代という

時代に着目して、経済史の概説を講義する形態をとって、接近していく。その際、(1)近代の経済を、ヨーロッパを

中心として、①人口、②市場、③工業化、という三点に着目してその発展を考察し、近代以前の時代との連続・非連

続的側面についても併せて考察する。(2)19世紀の世界経済をヨーロッパ・アメリカ・アジア・日本の関係に力点を

置いて、大量生産社会への移行と国際経済の生成・発展に留意しながら考察する。(3)20世紀の世界経済を、二度の

世界戦争と民族独立運動の展開に留意しつつ、ヨーロッパ・アメリカ・アジア・日本の経済的関係の推移に力点を置

きながら考察する。以上のことがらに焦点を合わせて講義を進めていく。 

 

授業の目的 
 近代という時代を中心とした経済史について、その基礎知識の習得を目的とする。今日、私達は経済のグローバル

化を当然のものとして理解している。しかし、人口の増大、市場圏の拡大、機械制大工業による大量生産の実現等が

世界の各地で果たされた結果、ようやく19世紀に国際経済システムが生成されるに至った。以上述べたように、私達

が常識として理解している経済的諸問題を、その端緒から帰結に至るまで歴史的に考え、理解していく。 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

１）近代経済における地域的多様性を説明できる。 

２）一国史的枠組ではなく、諸国家あるいは諸地域間の関連性の中で社会と経済の歴史を解

釈して、具体的に説明できる。 

 

成績評価の方法と基準 
 期末試験（80点）と、2回の授業レポート（計20点）で成績を判断するが、任意の読書レポートを提出した者には、

加点を行う（最大で20点）。また、突発的に授業アンケートを課す可能性があるが、その際、回答者には適宜、若干

の可点を行う（優れた意見の提出者には、更に加点する）。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

 テキストの内容をより深く理解するためのレジュメを配布する（moodleに毎回のレジュメをアップロードする）。

毎回、講義内容について、自筆ノートを作成しまとめなおすことを推奨する（なお、期末試験では、自筆ノートの

み持込可とし、配布資料のノートへの貼り付けを不可とする）。講義期間中、2回、レポートを課す。   

 

 以下の計画に沿って講義を展開する予定だが、履修者諸君の理解度等を勘案し、期待する理解度に到達していな

いと判断した場合には、より、ゆっくりと時間をかけて講義を行うことで、いくつかの講義単元を行わない可能性

があることをあらかじめお断りしておく。 

 

(1)イントロダクション：経済史を学ぶ意味・経済史の学習方法 

(2)～(3)「産業革命」(1)：「産業革命」とは何だったのか？（※講義回数2回） 

(4)～(5)「産業革命」(2)：「産業革命」前史―近世ヨーロッパ経済の諸相とプロト工業化の時代（※講義回数2回） 

(6)「産業革命」(3)：ヨーロッパにおける都市化と工業化①イギリスの事例 

(7)「産業革命」(4)：ヨーロッパにおける都市化と工業化②フランス・「ドイツ」の事例 

(8)「産業革命」(5)：新大陸の工業化と都市化 

(9)国際経済の展開と帝国主義の時代(1)：「大不況期（1873-96）」における産業的競争激化 

(10)国際経済の展開と帝国主義の時代(2)：国際経済の生成と発展 

(11)国際経済の展開と帝国主義の時代(3)：「帝国主義の時代」におけるヨーロッパ・アジア諸国の経済的動向 

(12)20世紀の世界経済(1)：第一次世界大戦～両大戦間期における諸国の経済的動向 

(13)20世紀の世界経済(2)：Managed Economyの時代―世界大恐慌のインパクトと1930～40年代前半における諸国の

動向― 

(14)20世紀の世界経済(3)：第二次世界大戦後の世界経済 

(15)講義の小括 
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 予習については、各回の講義を受講する前に、講義範囲について教科書の指定範囲を読解して、分からない用語

等をメモし、調べておく。また、論旨で分からないところが何処なのかも、事前に各自が把握しておく。復習につ

いては、各回の講義終了後に、講義内容を自筆ノートでまとめ直しておく（前述の如く、期末試験には自筆ノート

のみ持込可とし、配布資料は持込不可とする）。 

 なお、本科目の講義内容は、高校の歴史系科目との接続を考慮している。 

 高校時代購入した世界史の図説集を予習・復習時に用いることで、更なる理解が可能になる。特に世界史の図説

集として、『最新世界史図説タペストリー16訂版』（帝国書院、2018年、940円[税込]。※古い版のものでも問題あり

ません）を推奨する。   

 

教科書・参考書等 
・【教科書】：岡田泰男編『西洋経済史』（八千代出版、1995年、3200円+TAX）。生協の書籍部にて購入のこと。 

・【参考書】：長岡新吉・太田和宏・宮本謙介編『世界経済史入門－欧米とアジア－』（ミネルヴァ書房、1992年、

3,200円+TAX）、北川勝彦他編『概説世界経済史』（昭和堂、2017年、2,300円＋TAX）は、通読を望む。 

 また、各回の講義における配布資料には、参考文献を記載する。 

 

オフィスアワー   水曜日4限・5限（ただし、事前にメール等もらえれば、適宜応対する）。研究室は、幸町南

キャンパス3号館3階13室。メールアドレスは、yamamoto@ec.kagawa-u.ac.jp 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
 本科目は教科書を指定するが、教科書の内容以外についても講義を行う。その旨、了承した上で履修されたい。

講義で扱った内容について、自ら問いを立てるような積極的な受講態度を望みたい。 
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ナンバリングコード B1BSN-bcxE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：320312) 
簿記入門イ 

Introduction to Bookkeeping 

科目区分 時間割 
前期火4 

対象年次及び学科 
1～経済学部 

水準・分野 
B1BSN 

DP・提供部局 
bcxE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 繁本 知宏 

関連授業科目    会計学総論、原価会計論 

履修推奨科目    原価会計論 

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習（とりわけ十分な復習が必要） 

授業の概要 
本授業では入門レベルの商業簿記を講義する。簿記初心者を念頭に置いて授業を進行する。簿記とは、企業や商店な

どの経済活動のうち、金銭的な側面について帳簿に記録・計算して、報告書（財務諸表）を作成するための手続であ

る。簿記は会計学の学習の基礎となるだけでなく、ビジネス社会における共通言語であるため、学生のうちに簿記を

学んでおけば社会人になった時に必ず役に立つだろう。 

授業の目的 
受講生が複式簿記の仕組みや基礎概念を理解し（DPの「知識・理解」）、簿記の技術的能力を身に付けること（DPの「問

題解決・課題探究能力」）が、本授業の目的である。 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

１．複式簿記の仕組みや専門用語を説明できる。 

２．期中取引や決算整理の仕訳を正確に行える。 

３．精算表から財務諸表を正確に作成できる。 

 

成績評価の方法と基準 
期末試験８０％、中間試験２０％ 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

基本的にテキストに沿って授業を進めるが、説明の順序を入れ替えたり、授業では省略する項目もある。授業中に

練習問題を解くことが多いので必ず電卓を持参すること。携帯・スマホ等の電卓機能の使用は禁止する。 

 

（各回の授業内容） 

第 １回： オリエンテーション、簿記の基礎 

第 ２回： 簿記上の取引と勘定 

第 ３回： 仕訳と転記 

第 ４回： 現金・預金取引 

第 ５回： 商品の売買と売上原価 

第 ６回： 掛取引、貸倒れ 

第 ７回： 中間試験 

第 ８回： その他の債権・債務取引 

第 ９回： 手形取引 

第１０回：有価証券取引 

第１１回：有形固定資産取引（１） 

第１２回：有形固定資産取引（２）、資本取引と税金 

第１３回：決算手続（１） 

第１４回：決算手続（２） 

第１５回：総復習 

 上記予定は実際の進捗に応じて変更が有り得る点に注意されたい。 

 

（学習の方法） 

簿記の授業内容は連続性が高いため、一部の項目だけをつまみ食いするような学習は困難である。また、簿記をマ

スターするためには、練習問題を繰り返し解くことが不可欠である。 

 

 

教科書・参考書等 
【教科書】 

伊藤龍峰・長吉眞一・工藤栄一郎・青木康一・仲尾次洋子『簿記入門テキスト（第2版）』中央経済社、2017年 

【参考書】適宜紹介する。 

オフィスアワー   

初回授業時に指定する。ただし指定時間以外であっても、事前に連絡があれば学習相談に随時応じる。 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
講義中の私語や携帯・スマホの使用（カメラ機能の使用を含む）をはじめ、他人の勉学の権利を害するような行為

は厳に慎むこと。そうした行為には厳正に対処する。成績調査は正規の手続を踏むこと。 
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ナンバリングコード B1BSN-bcdE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：320313) 
簿記入門ロ 

Introduction to Bookkeeping 

科目区分 時間割 
前期火4 

対象年次及び学科 
1～経済学部 

水準・分野 
B1BSN 

DP・提供部局 
bcdE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 宮脇 秀貴 

関連授業科目     原価会計論および会計関連の授業 

履修推奨科目     原価会計論 

学習時間   講義90分×15回＋自学自習 

授業の概要 
 簿記や会計は、現在も、ビジネスの場面では「共通言語」として使われています｡そして、その役割が現代では昔

以上に重要になってきています｡なぜだと思いますか？その主な要因の1つは、何と言っても世界へ向けて日本の企

業が情報を発信しなければならなくなったからです｡そこでは、世界の標準にそって物事が進められ、その成果も世

界の報告基準にそって公表されます｡その報告基準が（国際）会計基準であり、その会計基準にそって企業の活動を

記録していく方法が「簿記」なのです｡つまり、「簿記」を学習することは、ビジネスの共通言語を理解するためには

欠かせない要素なのです。 

 この講義では、個人商店の簿記・会計処理に焦点を当てて、簿記の基本要素である「仕訳」、｢転記｣および「帳簿・

勘定の締め切り方」を学習していきます｡簿記は理論だけではなく、技術的な面が非常に重要なので、授業中の演習

や宿題を通して、みなさんには実際に手を動かして技能として覚えてもらう機会が多くなります｡なお、いきなり個

人商店の簿記・会計処理の全てを学ぶことは難しいので、「基本」となるトピックを中心に学習していくことにしま

す。 

 以上の学習を通じて、基本的な簿記の能力を身に付けてもらいます｡ 

授業の目的 
 どのような職業に就いても、自分の会社や部署、担当している仕事の状況は、お金（会計）に関する情報で把握し

なければなりません。そのための基本となる、お金（会計）に関する情報がどのように作られるのか、つまりこの授

業の目的は、「会計情報の「作り方」である複式簿記の基本的な仕組みと処理を理解し、複式簿記の技能（スキル）

を身に付けること」です。 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

 (1)複式簿記の原理を理解し、仕訳、転記および帳簿の締め切りができる 

 (2)個人商店の商業簿記の基本的な処理を理解し実践できる 
 

成績評価の方法と基準 
 期末テスト 

 (ただし、60点に満たない場合には、理解度クイズの得点を加算し、60点以上になれば｢可｣のみを与える。) 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

［授業の方法］ 口述筆記、板書、演習、理解度クイズ 

 

［授業計画（予定）］ 

（第１週）ガイダンス 

（第２週）複式簿記の基礎①(簿記とは？、貸借平均の論理、残高) 

（第３週）複式簿記の基礎②(資産・負債・純資産(資本)・収益・費用とは？) 

（第４週）複式簿記の基礎③(精算表・損益計算書・貸借対照表の作り方) 

（第５週）複式簿記の基礎④(仕訳と転記) 

（第６週）複式簿記の基礎⑤(振り替えとは？、決算とは？) 

（第７～９週）複式簿記の基礎⑥(決算手続きと帳簿の締め切り) 

（第１０週）帳簿体系の基礎＋個別取引(現金、現金出納帳、当座預金) 

（第１１週）商品取引（分記法と３文法、売掛金元帳・買掛金元帳） 

（第１２週）その他の債権･債務①（未収金・未払金、固定資産、売買目的有価証券など） 

（第１３週）手形取引と受取手形記入帳・支払手形記入帳 

（第１４週）決算整理（減価償却、有価証券の時価評価など） 

（第１５週）３分法による決算の処理 

 

［自習学習に関するアドバイス］ 

＜基本＞（第１～１５週）毎週、理解度クイズを提出してもらいます。これを解くことなどを通して復習して下さ

い。 

（第１週）この授業を学ぶ意味と大学で学ぶことを、配布資料をもとに考えてみて下さい。 

（第２～５週）簿記で用いる専門用語、表などへの記入の仕方を復習して下さい。 

（第６週）仕訳と転記を考えずにできるまで、繰り返し復習して下さい。 

（第７週）振り替え手続きと決算の流れを復習して下さい。 

（第８～９週）決算の手続きと帳簿の締め切り方を復習して下さい。 

（第１０～１５週）帳簿体系を理解し、基本的な個別取引の処理や帳簿への記入ができるように復習して下さい。 
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教科書・参考書等 
［教科書］(予定)宮脇秀貴「商業簿記の基礎」セキ株式会社 2019 

［参考書］醍醐 聰｢明解簿記 上｣ 一橋出版、新井益太郎・稲垣富士男「新会計（新訂版）」実教出版 

 

オフィスアワー   毎週水曜日「１５：３０～１７：００」（ただし、会議などでいない場合もある） 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
 必ず予習・復習を行うこと｡特に復習は欠かせません｡簿記は、半分が「理論」で、残り半分が『技能』です。ま

た、積み上げ式なので前回の内容が理解・実践できていないと授業の中盤以降はついてこられなくなります｡前回の

内容が確実かつスピーディーにできるようになってから次回の授業に臨んで下さい。そうでなければ間違いなく単

位を落とします。 
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ナンバリングコード B1BSN-bcdE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：321040) 
原価会計論 

Advanced Bookkeeping 

科目区分 時間割 
後期火4 

対象年次及び学科 
1～経済学部 

水準・分野 
B1BSN 

DP・提供部局 
bcdE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 宮脇 秀貴 

関連授業科目     簿記入門および会計学・経営学関連の授業 

履修推奨科目     簿記入門 

学習時間   講義90分×15回＋自学自習 

授業の概要 
 車や電気製品の原価はどのように決められるのだろう？という疑問を持ったことはありませんか？現代では、製

造業だけでなく、サービス業においても、原価をマネジメントすることがたいへん重要となっています。 

 本講義では、原価の計算の仕方、つまり原価計算の基本的な方法を、複式簿記を用いて説明していきます。なぜな

ら、通常、原価計算は、複式簿記の原理に基づく工業簿記の中で用いられており、この有機的な関連を学習すること

は、企業を会計的な側面で観察する時に非常に役立つからです。具体的には、工業簿記・原価計算のしくみの基礎と

その記帳処理を学習していきます。 

授業の目的 
 「原価（コスト）」の理解は、日常生活だけでなく経営学やマーケティング、会計学を学んでいく上でも重要とな

ります。なぜなら、全ての活動には「原価（コスト）」が必ず関わってくるからです。したがって、この授業の目的

は、「工業簿記と原価計算の基本原理を理解し、実践できる」となります。 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

 (1)複式簿記の原理を理解し、仕訳、転記および帳簿の締め切りができる。 

 (2)製造企業の中で行われる工業簿記のしくみを理解し実践できる。 

 (3)基本的な原価計算の理論を理解し計算ができる。 

 

成績評価の方法と基準 
 期末テスト 

 (ただし、60点に満たない場合には、理解度クイズの得点を加算し、60点以上になれば｢可｣のみを与える。) 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

［授業の方法］口述筆記、板書、プリント配布、理解度クイズ 

 

［授業計画］ 

（第１週）ガイダンス 

（第２～４週）複式簿記の基礎 

（第５～６週）企業活動と工業簿記    

（第７～１１週）原価の構成要素と記帳処理 

（第１２～１３週）総合原価計算と記帳処理 

（第１４・１５週）個別原価計算と記帳処理 

 

［自習学習の］ 

＜原則＞毎週、理解度クイズの提出があるので、それを解くことなどを通して、しっかり復習を進めて下さい。 

（第１週）この授業の位置づけを理解して下さい。 

（第２～４週）複式簿記の基礎の復習です。専門用語、表への記入の仕方、仕訳、転記、振り替え、決算手続きな

ど、複式簿記の総復習です。 

（第５～６週）工業簿記・原価計算の目的や流れを復習して下さい。 

（第７～１１週）材料費、労務費および経費の詳しい処理を復習して下さい。 

（第１２～１３週）総合原価計算の原理と計算を復習して下さい。 

（第１４・１５週）個別原価計算の原理と記帳処理を復習して下さい。 

 

教科書・参考書等 
［教科書］宮脇秀貴「工業簿記の基礎(改訂版)」セキ株式会社，2019年 

［参考書］溝口一雄「例解工業簿記」中央経済社、溝口一雄「最新原価計算講義」中央経済社、岡本 清 ｢原価計

算｣  国元書房 

 

オフィスアワー   毎週水曜日「１５：３０～１７：００」（ただし、会議などでいない場合もある） 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
 必ず予習・復習を行うこと｡特に、復習は欠かせません｡簿記は、半分が「理論」で、残り半分が『技能』です。

また、簿記は積み上げ式なので前回の内容が理解・実践できていないと授業の中盤以降はついてこられなくなりま

す｡前回の内容が確実かつスピーディーにできるようになってから次回の授業に臨んで下さい。 
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ナンバリングコード B1BSN-bcdE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：322131) 
現代企業論 

Contemporary Business 

科目区分 時間割 
後期月2 

対象年次及び学科 
1～経済学部 

水準・分野 
B1BSN 

DP・提供部局 
bcdE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 張 暁紅 

関連授業科目     

履修推奨科目     

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
本講義では、企業はいかなる形態をもつのか、どのように経営活動を行っているのか、現代企業の社会における責任

とはなにか、などの問題について学習する。 

 

授業の目的 
「企業」という組織形態に対する認識を高めつつ、企業統治（コーポレート・ガバナンス）、企業と社会との関係の

知識を得る。 

日頃企業に関するさまざまな話題に関心を持ち、講義内容とリンクさせて思考する習慣をつけること。 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

現代企業に関わる基礎的知識と理論が習得できる。 

新聞やニュースなど、日常的に接する現代企業の話題を講義内容とリンクさせて思考し、分

析することができる。 

 

 

成績評価の方法と基準 
期末試験70％、レポート30％で評価を行う。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

１．ガイダンス：現代企業論講義で何を学ぶか？ 

２．企業の諸形態 

３．株式会社①株式と資本金 

４．株式会社②所有と経営の分離、所有と支配の分離 

５．継続的に財・サービスを提供する機関としての企業①長寿企業 

６．継続的に財・サービスを提供する機関としての企業②企業の製品戦略 

７．企業と社会①企業の経済的な役割 

８．企業と社会②企業の社会的責任 

９．日本のトップマネジメント組織と企業統治①日本的企業統治 

１０．日本のトップマネジメント組織と企業統治②日本的企業統治の形成要因 

１１．欧米諸国のトップマネジメント組織と企業統治 

１２．日本の企業統治の変容①ドキュメンタリー鑑賞 

１３．日本の企業統治の変容②講義 

１４．企業の成長とイノベーション 

１５．まとめ 

定期試験 

 

 

 

 

 

 

 

教科書・参考書等 
教科書は使用しない。レジュメを配布する。 

参考書：①三戸浩・池内秀己・勝部伸夫『企業論』第３版、有斐閣アルマ、2012年 

    ②佐久間信夫編著『よくわかる企業論』第２版、ミネルヴァ書房、2016年 

 

オフィスアワー  火曜日の三時限目。 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
私語などほかの受講生の迷惑をかける行為はしないこと。 
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ナンバリングコード B1BSN-bcxE-2O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：320201) 
経営管理論 

Management and Administration 

 

科目区分 時間割 
前期火5 

対象年次及び学科 
1～経済学部 

水準・分野 
B1BSN 

DP・提供部局 
bcxE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
2O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 塩谷 剛 

関連授業科目    経営戦略論A/B、経営組織論A/B、  

人的資源管理論A/B、イノベーション論、 

経営財務論 

履修推奨科目    経営戦略論A/B、経営組織論A/B、 

 人的資源管理論A/B、イノベーション論、 

経営財務論 

学習時間  講義90分×15回＋自学自習 

授業の概要 
経営管理論は、営利企業に限らず、官庁、学校などの組織における複雑な活動や現象を整理し、深く理解していくた

めの考え方を提供している。経営管理というとビジネスの知識といったイメージを持つかもしれないが、経営管理論

は、企業経営だけではなく、例えば、みなさんが所属している家庭、部活、サークルなどの組織運営やみなさん自身

の意思決定にも応用することができ、ビジネスパーソンのみならず全ての人々にとって有益な学問であると考えら

れる。 

 本講義では、経営管理論とはどのような学問であるか概観し、その基本的に考え方ついて組織と外部環境のマネジ

メントを中心に説明していく。 

授業の目的 
本講義では、経営管理論がどのような分野から成り立っているのかを概観し、各分野にお 

ける基礎知識を習得してもらい、より専門的な科目への橋渡しをすることを目的としている。 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

①経営管理論における各分野の概要を説明できる。 

②経営管理論における各分野の基礎知識について説明できる。 
 

成績評価の方法と基準 
小レポートの提出30点(2点×15回、各300字以上400字以内)＋期末試験70点 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

第 1回：経営管理論とはどのような学問か 

第 2回：企業とはどのような存在か 

第 3回：マネジメントの誕生 

第 4回：組織マネジメントの展開 

第 5回：モティベーション論 

第 6回：リーダーシップ論 

第 7回：組織構造のマネジメント 

第 8回：組織文化のマネジメント 

第 9回：経営組織の環境適応 

第10回：企業戦略のマネジメント 

第11回：競争戦略のマネジメント 

第12回：イノベーションのマネジメント 

第13回：日本企業における人のマネジメント 

第14回：生産管理とその日本的特徴 

第15回：日本企業の財務管理とコーポレート・ガバナンス 

 

【自学自習に関するアドバイス】 

＜予習＞ 

教科書の該当箇所を読んでおくこと。 

＜復習＞ 

教科書の該当箇所を読んでおくこと。教科書の章末問題(Working、Discussiom)に取り組むこと。講義でも章末問題

を一部抜粋し、小レポート課題にする。 

教科書・参考書等 
上野恭裕・馬場大治編(2016)『経営管理論』中央経済社 

オフィスアワー  特に定めない。事前にe-mail等でアポイントメントを取ること。 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
当たり前のことですが、私語、携帯電話の使用は厳禁とします。講義で習った理論を教科書、講義資料等で復習

し、身近な経営現象に当てはめてみることを心がけて下さい。 
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ナンバリングコード B1STT-bcxE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：310141) 
統計学入門イ 

Introduction to Statistics 

統計学の基礎 

科目区分 時間割 
前期水1 

対象年次及び学科 
1～経済学部 

水準・分野 
B1STT 

DP・提供部局 
bcxE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 久松 博之 

関連授業科目    統計学 

履修推奨科目    統計学 

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
統計学の基礎は大きく記述統計と統計的推測に分けられる．このうち「統計学入門」では，データを加工しデータの

持つ情報を読み取る記述統計を中心に学習する．「統計学」では標本を取り出してそれをもとに母集団の特性を推し

測る統計的推測について学習する．この2科目で大学学部基礎レベルの統計学を学習する．   

 

授業の目的 
全ての判断の根拠を問えばそれは統計学である．実際のデータの持つ情報を読み取り，判断のよりどころを得るため

の方法を身につける． 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

1年次前期の「統計学入門」では，データを加工しデータの持つ情報を読み取る記述統計の考

え方が理解できるようになる．1年次後期の「統計学」では，標本を取り出しそれをもとに母

集団の特性を推し測る統計的推測の考え方を理解できるようになる． 

 

成績評価の方法と基準 
期末試験（100点満点）による．課題レポートや宿題を課す場合は，それらの得点を期末試験得点に加算した総合得

点が60点以上を合格とする． 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

【授業の方法】 

 講義ノートによる板書講義．テキストはその都度参照する．配布資料を使って説明する場合がある．随時，練習

問題を解く．Excelを使って処理する課題レポートを課す場合がある． 

 

【授業計画】 

第 １回．統計学とはなにか 

第 ２回．統計データの種類（量的データ，質的データ，時系列データ，多変数データ） 

第 ３回．統計データの尺度（順位尺度，名義尺度，間隔尺度，比率尺度） 

第 ４回．統計表のグラフ表現（度数分布とヒストグラム） 

第 ５回．中心の位置の統計量（最頻値，中央値，平均値） 

第 ６回．中心の位置の統計量（度数分布表の平均，加重平均） 

第 ７回．変化を表す統計量（変化幅，変化率，寄与度，寄与率） 

第 ８回．散らばりの統計量（分散，標準偏差，四分位偏差） 

第 ９回．標準偏差の活用（チェビシェフの不等式，変動係数，標準化） 

第１０回．散らばりのグラフ表現（四分位範囲，箱ひげ図） 

第１１回．2変量の関連性（散布図と相関係数） 

第１２回．確率（確率の定義，条件付き確率，事象の独立性） 

第１３回．確率変数と確率の対応関係 

第１４回．母集団と標本（標本抽出，全数調査と標本調査） 

第１５回．記述統計の総括と推測統計学（統計的推測）へ向けて 

[期末試験] 

 

【自学自習に関するアドバイス】 

 予習はしなくていいが，授業中取ったノートをもとに授業内容を復習すること．宿題を出す場合があるが，それ

は予習ではなくもっぱら復習の手助けになるものと考える． 

 

教科書・参考書等 
教科書：４月時点では『プレステップ 統計学Ⅰ 記述統計学』のみ購入すればよい． 

『プレステップ 統計学Ⅰ 記述統計学』，稲葉由之著，弘文堂，定価1800円＋税 

『プレステップ 統計学Ⅱ 推測統計学』，稲葉由之著，弘文堂，定価1800円＋税 

(注意）授業の第１回～第１１回で『プレステップ 統計学Ⅰ 記述統計学』のすべての章を扱う．第１２回～第１５

回で『プレステップ 統計学Ⅱ 推測統計学』の第１章～第３章を扱う．なお，後期の「統計学」では『プレステッ

プ 統計学Ⅱ 推測統計学』のすべての章を扱う． 
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オフィスアワー  火曜日４限目 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
１．「統計学入門」と「統計学」の2科目で，大学学部基礎レベルの統計学を学習する．後期の「統計学」を必ず履

修すること． 

２．質問がある場合は必ず自筆のノートを持参すること． 

３．スマホ・携帯のカメラ機能での板書撮影を禁止する． 
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ナンバリングコード B1STT-bcxE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：310142) 
統計学入門ロ 

Introduction to Statistics 

科目区分 時間割 
前期水1 

対象年次及び学科 
1～経済学部 

水準・分野 
B1STT 

DP・提供部局 
bcxE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 大野 拓行 

関連授業科目    情報リテラシー 

履修推奨科目    統計学 

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
社会科学を学ぶ際には、これまでに蓄積されてきた理論を学習するとともに、現実のデータから有益な情報を見出す

方法を習得することが大切である。データの特徴を客観的に記述したり、データからの推論を客観的に行う際には、

統計的手法が役立つ。この講義は経済学部の学生が、専門教育や社会に出てから必要となるであろう基本的な統計学

の知識の習得を目的とする授業である。数学の基礎知識は特に必要はないが、四則演算を中心とした計算は頻繁に出

てくるので、こつこつと努力する必要がある授業である。 

 

授業の目的 
記述統計を中心に学習し、データの持つ情報を読み取り判断の拠り所を得るための方法を身につける。 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

・データを整理して、分布の中心や広がりを理解できる。 

・基本統計量により、分布の特性を読み取る能力を養う。 

・正規分布の重要性を理解し、利用できるようになる。 

 

 

 

 

 

成績評価の方法と基準 
授業における演習、中間試験、期末試験などを総合的に見て評価する。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

【授業計画】 

(1)授業の概要 

(2)データの整理 

(3)度数分布表 

(4)ヒストグラム 

(5)基本統計量１ 

(6)基本統計量２ 

(7)基本統計量３ 

(8)基本統計量４ 

(9)分布の形 

(10)正規分布１ 

(11)正規分布２ 

(12)正規分布３ 

(13)相関分析１ 

(14)相関分析２ 

(15)まとめ 

 

【自学自習に関するアドバイス】 

 練習問題を丁寧に解くこと。 

 

 

教科書・参考書等 
特に使用しない。講義用資料をMoodleに掲載する。 

 

オフィスアワー  火曜日４限目 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
授業内容は連続しているので、欠席すると理解できなくなります。 

Moodleを利用します。 
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ナンバリングコード B1STT-bcxE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：310151) 
統計学 

Statistics 

統計学の基礎 

科目区分 時間割 
後期木5 

対象年次及び学科 
1～経済学部 

水準・分野 
B1STT 

DP・提供部局 
bcxE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 久松 博之 

関連授業科目    統計学入門 

履修推奨科目    統計学入門 

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
統計学の基礎は大きく記述統計と統計的推測に分けられる．このうち「統計学入門」では，データを加工しデータの

持つ情報を読み取る記述統計を中心に学習する．「統計学」では標本を取り出してそれをもとに母集団の特性を推し

測る統計的推測について学習する．この2科目で大学学部基礎レベルの統計学を学習する． 

 

授業の目的 
全ての判断の根拠を問えばそれは統計学である．実際のデータの持つ情報を読み取り，判断のよりどころを得るため

の方法を身につける． 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

1年次前期の「統計学入門」では，データを加工しデータの持つ情報を読み取る記述統計の考

え方が理解できるようになる．1年次後期の「統計学」では，標本を取り出しそれをもとに母

集団の特性を推し測る統計的推測の考え方を理解できるようになる． 

 

成績評価の方法と基準 
期末試験（100点満点）による．課題レポートや宿題を課す場合は，それらの得点を期末試験得点に加算した総合得

点が60点以上を合格とする． 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

【授業の方法】 

 講義ノートによる板書講義．テキストはその都度参照する．配布資料を使って説明する場合がある．宿題を出す

場合がある．Excelを使って処理する課題レポートを課す場合がある． 

 

【授業計画】 

第 １回．母集団と標本 

第 ２回．確率と確率変数（確率の定義，条件付き確率と独立性，確率変数の定義） 

第 ３回．確率分布（ベルヌーイ分布，二項分布，確率分布の平均と分散） 

第 ４回．大数の法則（確率変数の期待値と分散，大数の法則） 

第 ５回．中心極限定理（標本平均の分布，標本平均の平均と分散，正規分布） 

第 ６回．正規分布（標準正規分布と正規分布表，正規分布の確率計算） 

第 ７回．正規分布以外の分布（カイ2乗分布，ｔ-分布） 

第 ８回．標本平均値の分布 

第 ９回．後半イントロダクション（統計的推測とは何か），母数の点推定（不偏性） 

第１０回．母平均の区間推定（母分散既知の場合） 

第１１回．母平均の区間推定（母分散未知の場合） 

第１２回．母分散の区間推定（F-分布） 

第１３回．統計的仮説検定（母分散既知の場合） 

第１４回．統計的仮説検定（母分散未知の場合） 

第１５回．調査結果の表現 

[期末試験] 

 

【自学自習に関するアドバイス】 

 予習はしなくていいが，授業中取ったノートをもとに授業内容を復習すること．宿題を出す場合があるが，それ

は予習ではなくもっぱら復習の手助けになるものと考える． 

 

教科書・参考書等 
教科書：『プレステップ 統計学Ⅱ 推測統計学』，稲葉由之著，弘文堂，定価1800円＋税 

オフィスアワー  火曜日４限目 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
１．「統計学入門」と「統計学」の2科目で，大学学部基礎レベルの統計学を学習する．前期の「統計学入門」を必

ず履修しておくこと． 

２．質問がある場合は必ず自筆のノートを持参すること． 

３．スマホ・携帯のカメラ機能での板書撮影を禁止する． 
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ナンバリングコード B1SCL-bceE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：332064) 
社会調査法 

Social Research Methods 

科目区分 時間割 
前期木4 

対象年次及び学科 
1～2経済学部 

水準・分野 
B1SCL 

DP・提供部局 
bceE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 緒方 宏海 

関連授業科目    文化人類学 

履修推奨科目    文化人類学 

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
 私たち人間は「社会」の中で生きており、社会集団に属し社会現象や人間の価値観に関連する問題にも遭遇しま

す。とりわけ今日、グローバル化する現代社会の中で、私たちが生きる日本社会のみならず、世界の多様な人びとが

生きる「社会」を様々な角度からとらえ、研究の題材とすることも不可欠です。しかしそもそも、「社会」とは何で

しょうか。それは、どのようにしてとらえることができるのでしょうか。 

 本講義では、第一線で活躍する研究者が、社会または社会集団内における社会事象を実証的にとらえる方法を解説

しながら、フィールドワークの「現場」から捉える基本的な調査方法について学びます。 

 

授業の目的 
「社会」を対象とする社会科学の分野では、多種多様な社会調査の方法が開発され、発展してきました。本講義では

社会調査がますます重要視される中で、第一線で活躍する研究者が、社会調査の歴史や具体的事例、「社会」にフォ

ーカスするための調査方法を紹介し、調査をする上での倫理・心構えなど、社会調査に関する基礎的事項を講義しま

す。また社会の中の人間・文化を分析するために、不可欠な基本的知識として分類カテゴリーの人種・民族・文化に

ついても学ぶ。 

 学生が、社会調査の歴史とその研究蓄積・方法を学ぶことで、自ら社会調査を企画・設計できるように、基本的な

知識と「社会」をとらえ、日本と世界を見渡す姿勢を身につけることを目的とします。  

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

1. 社会調査の基本的考え方、および社会科学の各分野の基本概念を簡潔に説明できる。 

2. 社会調査のプロセスを具体的に述べることができ、実際に基礎的な調査を実施することが

できる。 

3. 調査倫理の問題を踏まえつつ、社会調査の意義について理解し説明することができる。 

 

 

成績評価の方法と基準 
平常点（出席、リアクション・ペーパー）、授業中に行う小テスト（確認テスト）、 

学期末の筆記試験をもとに成績を総合評価する。無断欠席5回で自動的に「不可」となるので注意すること。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

第1週  イントロダクション―社会調査の前提となる、「社会」とはそもそも何か？ 

第2週  社会調査とは何か？  

第3週  研究と社会調査―社会調査の源流：人口調査、貧困調査、国勢調査  

第4週  社会調査の対象と方法 

第5週  社会の中の人間・文化の見方ー基本的分類カテゴリーとしての人種・民族・文化 

第6週  質的調査(１) 質的調査の種類と考え方―シカゴ学派社会学と民族誌の系譜文化人類学 

第7週   質的調査(２) インタビュー調査 

第8週  質的調査(３) フィールドワークの方法 

第9週  質的調査の方法と実例―風水とはなにか？風水師に「風水宝地」を聞き出す方法 

第10週  アルゼンチン・ユダヤ・コミュニティにおける民族誌的調査 

第11週  日本の農山漁村における社会調査 

第12週  観光振興・地域活性化に関わる調査①（地域活性化編） 

第13週  観光振興・地域活性化に関わる調査②（観光振興編） 

第14週 社会調査と現代社会 ―個人情報保護と調査倫理― 

第15週 まとめ 

 

教科書・参考書等 
【教科書】 

特になし。適宜資料を配布します。 

 

【参考書】 

佐藤郁哉『社会調査の考え方（上）（下）』東京大学出版会、2015年、3200円＋税。 

長友敦編『グローバル化時代の文化・社会を学ぶー文化人類学／社会学の新しい基礎教養』世界思想社、2017年、

1900円＋税。 

16



日本文化人類学会（監修）『フィールドワーカーズハンドブック』世界思想社、2011年、2400円＋税。 

 

その他、授業中に紹介します。 

 

オフィスアワー  水曜日15時から17時 南キャンパス2号館3階 緒方宏海研究室 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
※身近な社会現象を社会調査の目でみる姿勢を心がけること。 

※進行状況に応じて内容を調整することがあります。 

※授業中にリアクション・ペーパーの執筆や小テスト（確認テスト）を課す回がある。 

※授業で紹介する参考文献をもとに自主的に研究するよう努めてください。 
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ナンバリングコード B1GEO-bcaE-3O-Lp2 
授業科目名  (時間割コード：332065) 
地域調査法 

GIS Research Methods 

GISの基礎から応用まで 

科目区分 時間割 
前期金5 

対象年次及び学科 
1～2経済学部 

水準・分野 
B1GEO 

DP・提供部局 
bcaE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lp 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 金 徳謙 

関連授業科目     

履修推奨科目     

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
授業では、政府が提供する各種統計データやその他フィールドワークなどで取得したデータを用いて分析します。一

般的に分析の結果を表現するため、多くの場合表やグラフなどが用いられているといえます。この授業では、それら

に加え、GISによる分かりやすいデータの表現および、データの分析方法について学びます。具体的には、空間的な

視点から調査する新しいツール（GIS）を、概念から始まり使い方まで実践的に学びます。 

 

* GIS(Geographic Information System)は地理情報システムといわれ、空間（地球上の場所）を調べる最新の手法で

す。近年、防災対策、地域調査やマーケティングなど、様々な領域で利用されています。さらに生活に密接に関係し

ているカーナビシステムや天気予報などもGISを応用した技術です。 

 

授業の目的 
本授業を受講することにより、GISを用いた調査分析の能力および空間的視点からの考え方を身につけることができ

ます。地域振興策や防災対策を講ずる自治体や一般企業におけるマーケティング、いわゆる組織における意思決定の

ため、精度の高い調査分析は欠かせません。授業では、このような場面に活用できる調査分析の手法を学びます。具

体的には、空間的視点から各種統計データとマップを活かし地域を分析するGISを、基礎概念の理解から実践的な調

査分析ができるレベルまで学びます。 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

GISに関連する用語の意味が理解でき、正しく使うことができる。 

デジタルマップを作成することができる。 

国勢調査やその他の統計データをGISで表現することができる。 

GISを用いて地域の分析ができる。 

 

 

成績評価の方法と基準 
授業で学んだ内容を基に、プロジェクト研究を行います。 

課題プロジェクト研究で評価（100%）します。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

第01回 ガイダンス 

第02回 GISの導入および位置表示 

第03回 地図の表示 

第04回 プリントコンポーザー 

第05回 ファイル形式の理解と取扱：csv・txt・dbf形式など 

第06回 データの取得および表示Ⅰ：統計局のデータ  

第07回 データの取得および表示Ⅱ：国土交通省および国土地理院のデータ 

第08回 空間分析Ⅰ：検索と抽出 

第09回 空間分析Ⅱ：バッファとクリップ 

第10回 空間分析Ⅲ：融合 

第11回 ファイル操作Ⅰ：結合および演算 

第12回 フィールド操作Ⅱ：結合および演算 

第13回 分析結果の表現Ⅰ：クロステーブル 

第14回 分析結果の表現Ⅱ：グラフ表現 

第15回 まとめ 

 

教科書・参考書等 
『観光地域調査法』金徳謙著、美巧社、2,500円（税別）、ISBN: 978-4-86387-075-8 

※生協書籍部でしか購入できません。 

 授業で毎回使いますので、必ず毎回授業に持参してください。教材なしで受講すると内容の理解ができず授業に

ついて来れなくなります。 

 

オフィスアワー  授業終了後。その他にも時間が許す限り応対します。また、メール等での質問の受付も歓迎し

ます。 
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履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
・授業では、パソコンを操作しながら、実践的に学習します。毎回ノートパソコンの持ち込みが必要です。OSは

Windowsを推奨しますが、MacやLinuxなどでもかまいませんが、GISソフトの導入を含むすべての説明は、Windows 

OSについてのみ説明します。 

※GISソフトの使用にWindows OSより高度な知識が必要になります。Windows OS以外で起こる諸問題の概説は授業中

行いません。Windows OS以外のOSを利用する場合、それなりのPCに関する知識が必要です。 

・授業にはUSBメモリ（４GB以上）が必要です。他のデータが入っているものも使用可能ですが、授業のために、４

GB以上のスペースを確保できるものを、かならず用意し、毎回の授業に持参してください。 

・授業の後、内容を繰り返し復習することは欠かせません。とても重要です。 
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ナンバリングコード B1ECN-bcaE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：312011) 
ミクロ経済学Ⅰイ 

Microeconomics I 

科目区分 時間割 
前期火3 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B1ECN 

DP・提供部局 
bcaE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 星野 良明 

関連授業科目    ミクロ経済学II 

履修推奨科目    経済数学入門，経済と数学 

学習時間  講義90分×15回＋自学自習 

授業の概要 
 ミクロ経済学とマクロ経済学は経済学で様々な問題を分析する際の最も基本的な考え方です．経済学部の様々な

科目がミクロ経済学とマクロ経済学を土台にしています．マクロ経済学が一国の景気や失業率など経済全体の活動

に注目するのに対し，ミクロ経済学は経済を構成する個々の消費者や企業の行動に注目します．そして個々の行動

（最適化）と相互関係（均衡）を考慮して，市場・産業，さらには経済全体を分析します． 

 ミクロ経済学Iとミクロ経済学IIでミクロ経済学の全分野の基礎をカバーします．前半の本講義では，（１）需要と

供給，（２）企業行動と供給曲線，（３）消費者行動と需要曲線，（４）部分均衡分析，（５）独占の各トピックを学習

します． 

授業の目的 
 市場経済において，個々の企業や家計がどのように経済活動を行うか，また，企業や家計の経済活動にいかなる相

互依存関係があり，それが資源配分にどのような影響をもたらすかを，ミクロ経済学の手法により理解する．特に，

生産者理論の基礎，消費者理論，部分均衡論，独占の理論を習得する． 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

・完全競争市場における価格と数量が需要と供給の均衡によって決定されることを，部分均

衡の枠組みを用いて説明できる． 

・ミクロ経済学の観点から，企業の生産活動が市場価格にどのように反応するか説明できる． 

・ミクロ経済学の観点から，消費者の需要が所得や市場価格にどのように反応するか説明で

きる． 

・市場均衡が持つ資源配分のメカニズムを，部分均衡の枠組みを用いて説明できる． 

 

成績評価の方法と基準 
宿題（30％）と期末試験（70％）により評価します．詳細は初回授業で説明します． 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

【授業の方法】授業資料をMoodleに公開するので，各自印刷して持参してください（初回を除く）．授業は主に資料

とプロジェクタ投影を用いて進めていきます．演習問題を宿題として課します．予習は必ずしも必要ではありませ

んが，毎回復習してわからないことをなくすことと，問題を解いて理解を確認することが必要となります． 

 

【授業計画】進行状況により若干の変更をする可能性があります． 

１．需要と供給（３回） 

[キーワード：市場経済，需要曲線，供給曲線，均衡，完全競争，比較静学] 

２．企業行動と供給曲線（３回） 

[キーワード：費用関数，限界費用，利潤最大化，供給関数] 

３．消費者行動と需要曲線（４回） 

[キーワード：効用関数，無差別曲線，限界代替率，予算線，効用最大化，需要関数] 

４．部分均衡分析（３回） 

[キーワード：弾力性，市場需要と市場供給，余剰分析，資源配分の効率性] 

５．独占（２回） 

[キーワード：市場の失敗，限界収入，独占価格，死荷重] 

 

【自学自習に関するアドバイス】受講生は毎回の講義内容の復習を中心に自学自習を行ってください．そして講義

中に示す問題や宿題を解いて，計算や作図を行い，自分の理解を確認してください．また，経済学的な考え方の習

得には，単に授業内容を学習するだけでなく，ニュースや身の回りの経済問題に関心を持ち，授業内容との関連性

を考える，つまり理論の世界と現実の世界の間で往復思考を行う姿勢が不可欠です． 

教科書・参考書等 
【教科書】使用しません．講義資料を配布します． 

【参考書】自学自習用に参考書は必要です．自分に合うテキストを手元に用意してください．例えば 

・芦谷政浩(2009)『ミクロ経済学』有斐閣． 

・武隈愼一(2016)『新版 ミクロ経済学』新世社． 

その他は初回授業で紹介します. 

オフィスアワー  木曜日4時限目（予定） 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
 講義内容は積み上げ式ですから，継続的な出席が単位取得の大前提です．試験直前の詰め込み勉強だけでは単位

取得は困難です．その他は初回授業で説明します． 

20



ナンバリングコード B1ECN-bcaE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：312012) 
ミクロ経済学Ⅰロ 

Microeconomics I 

科目区分 時間割 
前期金3 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B1ECN 

DP・提供部局 
bcaE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 星野 良明 

関連授業科目    ミクロ経済学II 

履修推奨科目    経済数学入門，経済と数学 

学習時間  講義90分×15回＋自学自習 

授業の概要 
 ミクロ経済学とマクロ経済学は経済学で様々な問題を分析する際の最も基本的な考え方です．経済学部の様々な

科目がミクロ経済学とマクロ経済学を土台にしています．マクロ経済学が一国の景気や失業率など経済全体の活動

に注目するのに対し，ミクロ経済学は経済を構成する個々の消費者や企業の行動に注目します．そして個々の行動

（最適化）と相互関係（均衡）を考慮して，市場・産業，さらには経済全体を分析します． 

 ミクロ経済学Iとミクロ経済学IIでミクロ経済学の全分野の基礎をカバーします．前半の本講義では，（１）需要と

供給，（２）企業行動と供給曲線，（３）消費者行動と需要曲線，（４）部分均衡分析，（５）独占の各トピックを学習

します． 

授業の目的 
 市場経済において，個々の企業や家計がどのように経済活動を行うか，また，企業や家計の経済活動にいかなる相

互依存関係があり，それが資源配分にどのような影響をもたらすかを，ミクロ経済学の手法により理解する．特に，

生産者理論の基礎，消費者理論，部分均衡論，独占の理論を習得する． 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

・完全競争市場における価格と数量が需要と供給の均衡によって決定されることを，部分均

衡の枠組みを用いて説明できる． 

・ミクロ経済学の観点から，企業の生産活動が市場価格にどのように反応するか説明できる． 

・ミクロ経済学の観点から，消費者の需要が所得や市場価格にどのように反応するか説明で

きる． 

・市場均衡が持つ資源配分のメカニズムを，部分均衡の枠組みを用いて説明できる． 

 

成績評価の方法と基準 
宿題（30％）と期末試験（70％）により評価します．詳細は初回授業で説明します． 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

【授業の方法】授業資料をMoodleに公開するので，各自印刷して持参してください（初回を除く）．授業は主に資料

とプロジェクタ投影を用いて進めていきます．演習問題を宿題として課します．予習は必ずしも必要ではありませ

んが，毎回復習してわからないことをなくすことと，問題を解いて理解を確認することが必要となります． 

 

【授業計画】進行状況により若干の変更をする可能性があります． 

１．需要と供給（３回） 

[キーワード：市場経済，需要曲線，供給曲線，均衡，完全競争，比較静学] 

２．企業行動と供給曲線（３回） 

[キーワード：費用関数，限界費用，利潤最大化，供給関数] 

３．消費者行動と需要曲線（４回） 

[キーワード：効用関数，無差別曲線，限界代替率，予算線，効用最大化，需要関数] 

４．部分均衡分析（３回） 

[キーワード：弾力性，市場需要と市場供給，余剰分析，資源配分の効率性] 

５．独占（２回） 

[キーワード：市場の失敗，限界収入，独占価格，死荷重] 

 

【自学自習に関するアドバイス】受講生は毎回の講義内容の復習を中心に自学自習を行ってください．そして講義

中に示す問題や宿題を解いて，計算や作図を行い，自分の理解を確認してください．また，経済学的な考え方の習

得には，単に授業内容を学習するだけでなく，ニュースや身の回りの経済問題に関心を持ち，授業内容との関連性

を考える，つまり理論の世界と現実の世界の間で往復思考を行う姿勢が不可欠です． 

教科書・参考書等 
【教科書】使用しません．講義資料を配布します． 

【参考書】自学自習用に参考書は必要です．自分に合うテキストを手元に用意してください．例えば 

・芦谷政浩(2009)『ミクロ経済学』有斐閣． 

・武隈愼一(2016)『新版 ミクロ経済学』新世社． 

その他は初回授業で紹介します. 

オフィスアワー  木曜日4時限目（予定） 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
 講義内容は積み上げ式ですから，継続的な出席が単位取得の大前提です．試験直前の詰め込み勉強だけでは単位

取得は困難です．その他は初回授業で説明します． 
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ナンバリングコード B1ECN-bcaE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：312021) 
マクロ経済学Ⅰイ 

Macroeconomics I 

科目区分 時間割 
前期金3 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B1ECN 

DP・提供部局 
bcaE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 持田 めぐみ 

関連授業科目    マクロ経済学Ⅱ、上級マクロ経済学 

履修推奨科目    マクロ経済学Ⅱ、ミクロ経済学Ⅰ・Ⅱ 

学習時間  講義90分×15回＋自学自習 

授業の概要 
 マクロ経済学は、国民所得（ＧＤＰ）、消費、投資、利子率、物価水準、失業率、輸出・輸入などの動きを通して、

経済全体の活動について分析を行う学問です。これらの数値は、新聞やテレビのニュースで取り上げられることも多

いため、皆さんの生活にも身近な学問だといえるでしょう。 

 また、マクロ経済学はミクロ経済学、計量経済学と並んで経済学の基礎科目であり、他の専門科目や現実の経済活

動を理解する上でも、この講義で扱う内容をしっかりと身に付けておくことが重要です。 

 

授業の目的 
 マクロ経済学の基礎理論を学び、理解することを目的としています。また、ニュースで報じられている実際の経済

現象についても、経済学的な視点から考えられるようになることを目指しています。 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

・45度線モデルを理解し、数値例を用いて均衡ＧＤＰの値を求めることができる 

・ＩＳ－ＬＭモデルの基本を理解し、数値例を用いて均衡ＧＤＰと均衡利子率の値を求める

ことができる 

・円高、円安といった為替レートの変化がマクロ経済に与える影響について、簡潔に説明す

ることができる 

 

※試験では上記以外のことも出題します 

 

 

成績評価の方法と基準 
 期末試験の他に、複数回の提出課題を課し、「期末試験９０％＋提出課題１０％」の『総合得点』を用いて評価し

ます。ただし、「期末試験の素点が６０点以上であること」を単位取得の条件とします。 

 他に、宿題、小レポート、確認テストなどを行い、成績評価の加点材料（＝未提出でも減点なし）として用いる場

合もあります。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

1.授業のガイダンス 

2～3.マクロ経済学とは何か？ 

4～7.45度線モデル 

8～14.ＩＳ－ＬＭモデル 

15.授業のまとめ 

 

受講生の理解度等に応じて、上記の計画が変化することもあります。 

 

自主学習のアドバイス 

1.参考書リストの本などマクロのテキストに目を通し、1冊選んで手元に用意しましょう 

2～3.【予習メイン】テキストの該当部分を各自で予習しておきましょう 

4～5.【復習メイン】テキストを読んで、講義範囲外の知識も各自で身に付けましょう 

6～7.【復習メイン】講義内容の理解に加えて、数値例の問題も正しく解けるようにしておきましょう 

8～13.【復習メイン】講義内容の理解に加えて、数値例の問題を正しく解けるようにしておきましょう 

14.【予習メイン】これまでの講義部分でわからない点を明確にしておきましょう 

15.期末試験に向けて総復習しましょう 

                                          

 

 この授業は、受講生が毎回４時間以上の自主学習をしていることを前提に進めます。（←修学案内を参照） 時間

の制約があるため、授業ではマクロ理論モデルの“骨組み”に焦点をしぼって説明します。授業で扱う内容やその

背景を理解するためには、新聞等で報じられる経済ニュースに関心を払いながら、教科書や参考書を使って授業内

容の“肉付け”を各自で行うことが必要となります。講義内容をその場で100％理解する必要はありませんが、授業

のスピードが速いと感じる人は、あらかじめ２時間程度の予習をしてから授業に臨んで下さい。 
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教科書・参考書等 
教科書は指定しません。下記参考書等から自分に合うものを選んで、適宜使用してください。 

  

 中谷巌   『入門マクロ経済学』第５版    日本評論社  2007年 

 伊藤元重 『マクロ経済学』第２版      日本評論社  2012年 

                          など（2019.2月現在 出版年順） 

 

オフィスアワー   初回の授業でお知らせします。 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
※静粛な環境を保つため、なるべく両隣を空けて着席して下さい。試験時は、後ろ２列の着席を禁止します。授業

中の私語や緊急時以外の出入りなど周囲の受講生の迷惑になる行為は厳禁です。受講マナーが守れない場合は、

単位を認定しません。 

※キーボードによる周囲への騒音と授業環境への影響から、授業中のＰＣ・スマートフォンの使用は一切認めませ

ん。投影したスライドや板書の撮影も禁止です。（個別に対応が必要な場合は、申し出て下さい。） 

※授業でわからない点や理解できなかったところは、授業前後やオフィスアワーの時間にぜひ質問しに来て下さ

い。質問者の疑問が解決するだけでなく、その後の授業内容の改善にも大変役立ちます。 

※授業で使用するレジュメ（６０～８０枚程度）はmoodleから各自プリントアウトしてもらう予定です。 
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ナンバリングコード B1ECN-bcaE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：312022) 
マクロ経済学Ⅰロ 

Macroeconomics I 

科目区分 時間割 
前期火3 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B1ECN 

DP・提供部局 
bcaE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 持田 めぐみ 

関連授業科目    マクロ経済学Ⅱ、上級マクロ経済学 

履修推奨科目    マクロ経済学Ⅱ、ミクロ経済学Ⅰ・Ⅱ 

学習時間  講義90分×15回＋自学自習 

授業の概要 
 マクロ経済学は、国民所得（ＧＤＰ）、消費、投資、利子率、物価水準、失業率、輸出・輸入などの動きを通して、

経済全体の活動について分析を行う学問です。これらの数値は、新聞やテレビのニュースで取り上げられることも多

いため、皆さんの生活にも身近な学問だといえるでしょう。 

 また、マクロ経済学はミクロ経済学、計量経済学と並んで経済学の基礎科目であり、他の専門科目や現実の経済活

動を理解する上でも、この講義で扱う内容をしっかりと身に付けておくことが重要です。 

 

授業の目的 
 マクロ経済学の基礎理論を学び、理解することを目的としています。また、ニュースで報じられている実際の経済

現象についても、経済学的な視点から考えられるようになることを目指しています。 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

・45度線モデルを理解し、数値例を用いて均衡ＧＤＰの値を求めることができる 

・ＩＳ－ＬＭモデルの基本を理解し、数値例を用いて均衡ＧＤＰと均衡利子率の値を求める

ことができる 

・円高、円安といった為替レートの変化がマクロ経済に与える影響について、簡潔に説明す

ることができる 

 

※試験では上記以外のことも出題します 

 

 

成績評価の方法と基準 
 期末試験の他に、複数回の提出課題を課し、「期末試験９０％＋提出課題１０％」の『総合得点』を用いて評価し

ます。ただし、「期末試験の素点が６０点以上であること」を単位取得の条件とします。 

 他に、宿題、小レポート、確認テストなどを行い、成績評価の加点材料（＝未提出でも減点なし）として用いる場

合もあります。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

1.授業のガイダンス 

2～3.マクロ経済学とは何か？ 

4～7.45度線モデル 

8～14.ＩＳ－ＬＭモデル 

15.授業のまとめ 

 

受講生の理解度等に応じて、上記の計画が変化することもあります。 

 

 

自主学習のアドバイス 

1.参考書リストの本などマクロのテキストに目を通し、1冊選んで手元に用意しましょう 

2～3. 【予習メイン】テキストの該当部分を各自で予習しておきましょう 

4～5. 【復習メイン】テキストを読んで、講義範囲外の知識も各自で身に付けましょう 

6～7. 【復習メイン】講義内容の理解に加えて、数値例の問題も正しく解けるようにしておきましょう 

8～13.【復習メイン】講義内容の理解に加えて、数値例の問題を正しく解けるようにしておきましょう 

14.【予習メイン】これまでの講義部分でわからない点を明確にしておきましょう 

15.期末試験に向けて総復習しましょう 

                                          

 

 この授業は、受講生が毎回４時間以上の自主学習をしていることを前提に進めます。（←修学案内を参照） 時間

の制約があるため、授業ではマクロ理論モデルの“骨組み”に焦点をしぼって説明します。授業で扱う内容やその

背景を理解するためには、新聞等で報じられる経済ニュースに関心を払いながら、教科書や参考書を使って授業内

容の“肉付け”を各自で行うことが必要となります。講義内容をその場で100％理解する必要はありませんが、授業

のスピードが速いと感じる人は、あらかじめ２時間程度の予習をしてから授業に臨んで下さい。 
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教科書・参考書等 
教科書は指定しません。下記参考書等から自分に合うものを選んで、適宜使用してください。 

  

 中谷巌   『入門マクロ経済学』第５版    日本評論社  2007年 

 伊藤元重 『マクロ経済学』第２版      日本評論社  2012年 

                          など（2019.2月現在 出版年順） 

 

オフィスアワー   初回の授業でお知らせします。 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
※静粛な環境を保つため、なるべく両隣を空けて着席して下さい。試験時は、後ろ２列の着席を禁止します。授業

中の私語や緊急時以外の出入りなど周囲の受講生の迷惑になる行為は厳禁です。受講マナーが守れない場合は、

単位を認定しません。 

※キーボードによる周囲への騒音と授業環境への影響から、授業中のＰＣ・スマートフォンの使用は一切認めませ

ん。投影したスライドや板書の撮影も禁止です。（個別に対応が必要な場合は、申し出て下さい。） 

※授業でわからない点や理解できなかったところは、授業前後やオフィスアワーの時間にぜひ質問しに来て下さ

い。質問者の疑問が解決するだけでなく、その後の授業内容の改善にも大変役立ちます。 

※授業で使用するレジュメ（６０～８０枚程度）はmoodleから各自プリントアウトしてもらう予定です。 
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ナンバリングコード B1ECN-bcaE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：312411) 
ミクロ経済学Ⅱ 

Microeconomics Ⅱ 

科目区分 時間割 
後期火3 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B1ECN 

DP・提供部局 
bcaE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 天谷 研一 

関連授業科目    ミクロ経済学Ⅰ 

履修推奨科目    経済数学入門、経済数学 、ミクロ経済学Ⅰ 

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
 ミクロ経済学とマクロ経済学は経済学で様々な問題を分析する際の最も基本的な考え方です。経済学部で開講さ

れる様々な科目が、ミクロ経済学とマクロ経済学を土台にしています。 

 ミクロ経済学では、経済を構成する個々の経済主体の行動に焦点をあてた分析を行います。すなわち、個々の家計

や企業がどのように経済活動にかんする意思決定を行い、これらの経済主体の間にどのような相互関係があるのか

を考察します。とりわけ、この相互関係において「市場（マーケット）」が果たす役割を考えます（これに対しマク

ロ経済学は景気や失業率など国全体の経済に焦点をあてます）。 

 ミクロ経済学ⅠとⅡでミクロ経済学の全分野の基礎をカバーします。後半の本講義では、(1)企業の行動、(2)一般

均衡分析、(3)ゲーム理論と不完全競争、(4)市場の失敗、の各トピックを扱います。 

授業の目的 
 市場経済において、個々の企業や家計がどのように経済活動を行うか、また、企業や家計の経済活動にいかなる相

互依存関係があり、それが資源配分にどのような影響をもたらすかを、ミクロ経済学の手法により理解する。特に、

企業の行動、一般均衡分析、ゲーム理論と不完全競争、市場の失敗の各トピックを習得する。 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

・ミクロ経済学の観点から、企業の生産活動が市場価格にどのように反応するか説明できる。 

・市場均衡が持つ資源配分のメカニズムを、簡単な一般均衡の枠組みを用いて説明できる。 

・戦略的状況とはいかなるもので、そこでプレイヤーがどのような行動をとると考えられる

か、ゲーム理論の手法を用いて説明できる。 

・市場の失敗とはいかなるもので、その解決のために経済政策がどのように有効となるか、

ミクロ経済学の観点から説明できる。 

 

成績評価の方法と基準 
宿題（３０％）、期末試験（７０％）により評価します。詳しくは初回授業時に指示します。 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

 授業資料をMoodleで公開するので、各自印刷し持参してください。授業は主に資料とプロジェクタ投影を用いて

進めていきます。宿題として演習問題を課します。 

 予習は必ずしも必要ではありませんが、毎回復習してわからないことをなくすことと、宿題を解いて理解を深め

ることが必要となります。 

 また、単に授業内容を学習するのみではなく、ニュースや身の回りの経済問題に関心を持ち、授業内容との関連

性を自ら考える姿勢が求められます。 

 

1. 企業の行動 (4回） 

（キーワード：生産関数、利潤最大化、総費用曲線、可変費用曲線、損益分岐点、操業停止点） 

2. 一般均衡分析 （3回） 

（キーワード：エッジワースボックス、パレート効率、契約曲線、厚生経済学の基本定理） 

3. ゲーム理論と不完全競争 （4回） 

（キーワード：戦略、ナッシュ均衡、クールノー競争、ベルトラン競争、後ろ向き帰納法） 

4. 市場の失敗 （3回） 

（キーワード：外部性、社会的限界費用、コースの定理、ピグー税） 

5. まとめ（1回） 

 

回数はおおよその計画であり、進行状況によっては若干の変更をする可能性があります。 

教科書・参考書等 
特定の教科書は指定しないが、下記の書籍等から自分の好みのものを１冊以上選び、講義と並行して精読するこ

と。 

芦谷政浩『ミクロ経済学』、有斐閣、2009年、3100円＋税 

神取道宏『ミクロ経済学の力』、日本評論社、2014年、3200円＋税 

その他は初回授業時に指示します。 

オフィスアワー  月曜日４時限 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
1. 授業内容は連続しているので、前回までの内容をしっかり理解していないとついていけなくなります。 

2. その他の注意事項は、初回授業時に指示します。 
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ナンバリングコード B1ECN-bcaE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：312412) 
マクロ経済学Ⅱ 

Macroeconomics Ⅱ 

科目区分 時間割 
後期金3 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B1ECN 

DP・提供部局 
bcaE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 宮﨑 浩一 

関連授業科目    ミクロ経済学I、ミクロ経済学II、 

マクロ経済学I、上級マクロ経済学、 

金融論、金融政策、経済政策 

履修推奨科目    経済数学入門、ミクロ経済学I、 

ミクロ経済学II 

学習時間  講義90分×15回＋自学自習 

授業の概要 
経済学における2つの柱（ミクロ経済学とマクロ経済学）の1つであるマクロ経済学について学びます。ミクロ経済学

では、個人や個々の企業の経済活動などを分析しますが、マクロ経済学では、個人や個々の企業の経済活動が集計さ

れた一国全体の経済活動に注目します。例えば、「景気が悪くなった場合、どのような政策を国はとるべきか？」や

「なぜある国は富み、ある国は貧しいのか？」というような疑問にマクロ経済学は答えを与えようとする学問です。

マクロ経済学IIでは、特に「失業」「物価」「経済成長」という点に焦点をあてて講義を行う予定です。 

 

授業の目的 
世の中には日本や諸外国の経済状況や経済政策に関するニュースで溢れています。この講義を受講することでその

ようなニュースを正確に捉えることができるようになり、経済はどのように動いているのかを自分で判断するのに

役に立つでしょう（DPの「知識・理解／広範な人文・社会・自然に関する知識」）。また、今後、マクロ経済学関連の

科目（上級マクロ経済学、金融論、金融政策、経済政策など）を履修する際にこの講義で学んだ知識が役に立つでし

ょう。 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

・「失業率」がどのように計測されるのか理解し、なぜ失業が起こるのか説明できるようにな

る。 

・「物価指数」がどのように計測されるのか理解し、インフレ・デフレの社会に及ぼす影響を

説明できるようになる。 

・各国ごとの生活水準の違いの測定方法を理解し、どうずれば貧しい国を助けることができ

るか経済学的な考えに基づいて提案できるようになる。 

 

 

成績評価の方法と基準 
3回のクラス内小テスト（各10%）と期末試験（70%）で判断します。その他、ボーナスとして課題をいくつか出すか

もしれません。ただし、受講状況や人数に応じて変える可能性があります。詳細は初回の講義の時に説明します。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

講義はレジュメと板書を使用する予定です。講義前には、当日の講義のレジュメをホームページ(Moodle上に作成予

定）上で配布する予定です。 

 

提出不要の練習問題がほぼ毎週ホームページ上で配布されるので、講義の復習と試験の準備に役立ててください。

以下に講義計画を挙げます。なお、以下の講義計画は進行状況により変更する可能性があります。 

 

第 1回：ガイダンス、雇用と失業（1） 

第 2回：雇用と失業（2） 

第 3回：雇用と失業（3） 

第 4回：雇用と失業（4） 

第 5回：小テスト（1）、物価指数とインフレ・デフレ（1） 

第 6回：物価指数とインフレ・デフレ（2） 

第 7回：物価指数とインフレ・デフレ（3） 

第 8回：物価指数とインフレ・デフレ（4） 

第 9回：小テスト（2）、総所得（1） 

第10回：総所得（2） 

第11回：総所得（3） 

第12回：小テスト（3）、経済成長（1） 

第13回：経済成長（2） 

第14回：経済成長（3） 

第15回：経済成長（4） 

第16回：期末試験 
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【自学自習に関するアドバイス】 

・講義内容は積み上げ式なので、わからない箇所が出てきたら、なるだけ早く疑問を解決するように心がけてくだ

さい。後回しにするとわからない部分がどんどん増えてしまいます。解決方法としては、いろいろとあると思いま

すが、講義担当者やよく理解しているクラスメートに聞くのが手っ取り早いと思います。 

・提出不要の練習問題が出ますので、それを利用してしっかり復習してください。中間試験や期末試験前にまとめ

てやるのではなく、配布されたらできるだけ早めに手を付けましょう。 

・経済ニュースを読む習慣を付けましょう。この講義で学んだことを利用してニュースに書かれてあることが理解

できるかどうか、チェックしてみましょう。 

 

教科書・参考書等 
教科書は特にありません。 

その他、参考書として 

・アセモグル・レイブソン・リスト『マクロ経済学』東洋経済新報社、3800円＋税 

・平口良司、稲葉大『マクロ経済学：入門の「一歩手前」から応用まで』有斐閣ストゥディア、2,000円＋税 

・伊藤元重『マクロ経済学』第2版、日本評論社、2,800円＋税 

・福田慎一・照山博司『マクロ経済学・入門』（第5版）、有斐閣アルマ、2,200円＋税 

・マンキュー『マクロ経済学1：入門編』（第4版）、東洋経済新報社、3,800円＋税 

・斎藤誠・岩本康志・太田聰一・柴田章久『マクロ経済学』有斐閣、3,900円＋税 

を挙げておきます。 

 

オフィスアワー  毎週月曜日14時から16時に、南2号館3階の研究室で対応します。それ以外は事前にメールでア

ポを取ってください。 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
・授業中、私語は厳禁ですが、質問やコメント等の発言は積極的にしてください。講義が楽しくなります。また、

あなたの質問がみんなの理解を深めることになります（あなたの持つ疑問は、大抵、他の受講者も疑問に思ってい

ます）。 

・小テストの追試は行わない予定ですので、忘れないように受験してください。 

・授業時間中のスマホや携帯電話の使用は禁止します。 
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ナンバリングコード B3BSN-bcdE-3O-Lg2 
授業科目名  (時間割コード：322199) 
経営戦略論 

Management Strategy 

科目区分 時間割 
前期水2 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B3BSN 

DP・提供部局 
bcdE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lg 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 向 渝 

関連授業科目    経営組織論 

履修推奨科目    経営組織論 

学習時間  講義９０分×１５回＋自学自習 

授業の概要 
本講義は，企業の基本的方向性を設定する経営戦略に焦点をあて，これまでの経営戦略論における論点を提示し，企

業の経営戦略に関するさまざまな分析手法について講義を行う。 

授業の目的 
本講義は，経営戦略論を理解するための枠組み，概念，理論を学ぶ。また，有効な経営行動の表示，それがなぜ有効

なのかの理論的考察も行うと同時にディスカッションを行うための知識を習得しながら，経営戦略論への理解を深

める。 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

この講義の目標は２つあります。 

①経営戦略論の基本的な考え方や理論を理解できている。 

②それを用いて問題を解決するための能力を身につける。 

 

成績評価の方法と基準 
課題の提出・小テスト：40％，期末試験：60％ 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

【授業の方法】 

パワーポイントによる講義を行う。 

 

【授業計画】 

第 1回  ：イントロダクション  

第2～3回：経営戦略とは 

第 4回  ：ミッション 

第 5回  ：ドメイン 

第 6回  ：環境・資源分析 

第 7回  ：成長ベクトル 

第 8回  ：多角化 

第 9回  ：製品・ポートフォリオ・マネジメント 

第10回  ：成長戦略の展開 

第11回  ：業界の構造分析 

第12回  ：競争の基本戦略 

第13回  ：バリューチェーン 

第14回  ：競争戦略の展開 

第15回  ：講義のまとめ 

 

【自学自習に関するアドバイス】 

＜予習＞ 

日頃から新聞やインターネットなどを活用し，企業の経営活動や経営学に関心をもっておくこと。教科書の該当箇

所を読んでおくこと。 

＜復習＞ 

定期的に課題レポートを課すので，それに向けた講義内容の理解を深めておくこと。  

教科書・参考書等 
教科書： 

・井上善海・大杉奉代・森宗一（2015）『経営戦略入門』中央経済社。2,376円 

 

参考書： 

・井上善海（2011）『7つのステップで考える戦略のトータルバランス』中央経済社。1,944円 

・井上善海・佐久間信夫編著（2008）『よくわかる経営戦略論』ミネルヴァ書房。2,700円 

・大滝精一・金井一賴・山田英夫・岩田智（2016）『経営戦略〈第3版〉』有斐閣アルマ。2,160円 

・網倉久永・新宅純二郎（2011）『経営戦略入門』日本経済新聞出版社。3,672円 

オフィスアワー  特に定めない。事前にe-mailでアポイントをとること。 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
進行状況に応じて授業計画を変更することがある。私語など，他の受講者の迷惑になるような行為は慎むこと。 
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ナンバリングコード B1BSN-bcdE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：322190) 
マーケティング論Ａ 

Marketing A 

科目区分 時間割 
前期火1 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B1BSN 

DP・提供部局 
bcdE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 趙  命来 

関連授業科目    マーケティング論B、流通システム論A,B 

履修推奨科目     

学習時間  90分×15回 ＋ 学習時間 

授業の概要 
本講義は、企業のマーケティング活動に焦点を当て、その論理と実際を理解するものである。企業がマーケティング

発想を持つとはどういうことなのか、マーケティング活動（たとえば、市場創造、製品開発、ブランド構築、顧客管

理など）はどのように行われるのかといった企業のマーケティング・マネジメントを学ぶ。 

 

授業の目的 
マーケティング・マネジメントを学ぶことによって、マーケティングが世の中でどのような役目をはたしているの

か、われわれの生活とどのようなかかわりを持つのか、また現場でマーケティングをうまく実践するために理論がど

のように役にたつのかなどを理解する。 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

１．マーケティングの考え方と最低限の基本理論が理解できる。 

２．マーケティングがわれわれの生活にどのようなかかわりをもつかが理解できる。 

３．現場でマーケティングをうまく実践するために理論がどのように役に立つかが理解でき

る。 

 

 

成績評価の方法と基準 
レポート20%、小テスト30%、期末試験50%により評価する。詳細については第1回目の授業で説明する。 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

第 １回：イントロダクション及びマーケティング発想の経営 

第 ２回：マーケティング論のなりたち 

第 ３回：マーケティング論の基本概念 

第 ４回：戦略的マーケティング 

第 ５回：製品のマネジメント 

第 ６回：価格のマネジメント 

第 ７回：広告のマネジメント 

第 ８回：チャネルのマネジメント 

第 ９回：サプライチェーンのマネジメント 

第１０回：営業のマネジメント 

第１１回：顧客関係のマネジメント 

第１２回：顧客理解のマネジメント 

第１３回：ブランド構築のマネジメント 

第１４回：ブランド組織のマネジメント 

第１５回：企業の社会責任 

 

【自学自習に関するアドバイス】 

次回の講義内容について、テキストの各章を事前に読んでおくこと。 

 

教科書・参考書等 
教科書 

石井淳蔵・廣田章光（編）『１からのマーケティング第３版』、碩学舎、2009年 

 

参考書 

石井淳蔵・廣田章光・坂田隆文 (編）『１からのマーケティング・デザイン』、碩学舎、 

石井淳蔵『マーケティングを学ぶ』、ちくま新書、2010年。 

 

オフィスアワー  随時、研究室にて受け付けます。 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
成績評価などの履修上注意事項の説明を行うため、第1回目の授業に必ず出席すること。 

受講のマナー（私語、遅刻など）を守ること。 
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ナンバリングコード  
授業科目名    (時間割コード：331020) 
観光学概論 

Introduction to Tourism 

 

科目区分 時間割 
後期金5 

対象年次及び学科 
1～経済学部 

水準・分野 
B2GEO 

DP・提供部局 
bcd 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 山田 香織, 西成 典久 

関連授業科目     

履修推奨科目     

学習時間  講義90分×15回＋自学自習 

授業の概要 
観光は今日、われわれにとって非常に身近な行動・現象ということができます。では学問的見地にたったとき、わた

したちは、この観光という事象をどう読み解くことができるでしょう？観光とは何でしょう？観光学とはどういう

学問なのでしょう？ 

この講義では、3つの観点から観光に迫ることで、この問いを考えます。ひとつは歴史的観点から。観光に関する歴

史的変遷の理解です。二つ目は産業という側面。観光は今日、持続可能性のある産業、地域振興に有用な産業・実践

として注目されており、これに関する政策や経営、まちづくりの実態把握はさまざまです。最後は現象分析という側

面。日常に浸透している観光をめぐる行為や現象は、社会様態や人びとの価値観、文化特性を映し出す絶好の鏡にも

なりえます。 

ダイナミックな動きのただなかにある観光という事象を多角的に概観することで、観光とは何か、観光学とはいかな

る学問かを思考し、その現場を捉える視点を養いましょう。 

授業は原則、講義形式としますが、テーマ等によってはグループワークをおこなうこともあります。また、授業での

学びを深めるための自学自習を求めることがあります。 

 

授業の目的 
上記「授業の概要」に提示した項目について学修することで、観光とは何か、観光の現場で起きている事柄にどうア

プローチすることができるのか、それによって何を明らかにできるのか、そして、観光学とはどういう学問であるの

かを理解します。つまり、本科目では、観光現場を捉える視点を養うことを目的とします。 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

１．観光学という学問領域について説明することができる。 

２．今日における観光現象をとらえるための適切な視点と手法を見極めることができる。 

３．今日における観光現象を多角的に説明することができる。 

４．観光に関する自身の興味関心が大学での専門的な学びとどう関連するのかを説明できる。 

 

成績評価の方法と基準 
授業参加態度、小レポート、期末レポートの成績で評価します。なお、期末レポートの提出は成績評価のために必須

です（未提出の場合は成績評価対象となりません）。 

・授業参加態度（リアクションペーパーの提出状況とその内容） 35点 

・テーマごとの振り返り小レポート 30点 

・期末レポート 35点 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

全15回の授業は、導入（第1回、第2回）とまとめ（第15回）のほかを三部構成（①観光の歴史的変遷（第3回～第5

回）、②観光による産業・地域振興（第6回～第11回）、③社会を映す鏡としての観光現象（第12回～第14回））と

し、以下のとおり順次に学修していく予定です（授業進行等の関係上、予定を変更することがあります）。 

 

(1) 授業のねらいと進め方、観光とは何か？ 

(2) 観光学とはどういう学問なのか？ 

(3) 観光の歴史①―西欧における旅と観光 

(4) 観光の歴史②―日本における旅と観光 

(5) 観光の歴史③―近代化とマスツーリズム、その批判とポスト・マスツーリズム 

(6) 観光動向概観①―観光政策と統計データ 

(7) 観光動向概観②―観光を構成する要素（観光地・観光資源、交通、宿泊、情報等） 

(8) 観光と経営①―マーケティングとブランディング 

(9) 観光と経営②―観光を担う組織、プラットフォーム、人材育成 

(10) 観光と地域振興①―トップダウン型の観光まちづくり 

(11) 観光と地域振興②―ボトムアップ型の観光まちづくり 

(12) 観光と文化①―ホスト-ゲスト関係への着目とその変化 

(13) 観光と文化②― 「観光文化」の創造 

(14) 観光と文化③― みやげものは物語る 

(15) まとめ：観光とは何か、観光学とはどういう学問なのか 
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教科書・参考書等 
教科書：指定しない。適宜授業内でプリント等を配布する。 

参考書：以下以外に、各講義回の内容に関連する参考文献は授業内で紹介する。 

・大橋昭一・山田良治・神田孝治（編著）『ここからはじめる観光学―楽しさから知的好奇心へ』ナカニシヤ出版、

2016年。 

・大橋昭一・橋本和也・遠藤英樹・神田孝治（編著）『観光学ガイドブック―新しい知的領野への旅立ち』2014年。 

・岡本伸之（編著）『観光学入門―ポスト・マス・ツーリズムの観光学』有斐閣アルマ、2001年。 

・橋本和也『地域文化観光論』ナカニシヤ出版、2018年。 

オフィスアワー  授業終了後に応じます。 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
授業中の私語、スマホ・ケータイの操作は厳禁とします。該当する受講生には即時退出していただきます。 
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ナンバリングコード B2SCL-bcxE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：332071) 
グローバル社会概論 

Globalization and Society 

グローバリゼーションと社会 

Globalization and Society 

科目区分 時間割 
後期木4 

対象年次及び学科 
1～経済学部 

水準・分野 
B2SCL 

DP・提供部局 
bcxE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 水野 康一 

関連授業科目     

履修推奨科目     

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
世界の文化と社会についてこれから勉強していくうえで、予備知識として必ず知っておくべき用語や概念について

解説する。それらの用語・概念の歴史的・社会的背景についてもあわせて考察する。 

授業の目的 
グローバル社会・経済を学ぶための基礎的・予備的な知識を得る。私たちが生きている世界の現在の状況と、それに

至るまでの歴史的な背景を、具体的な事例から理解する。 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

世界の国・地域について、具体的にイメージすることができる。世界の言語、文化、社会の幅

広い領域について深い関心を持つ。国際的なことがらについて問題意識を持ち、自分に関わ

る問題として考えることができる。講義で扱った基本的な用語や概念について説明できるよ

うになる。 

 

成績評価の方法と基準 
平常点（授業への参加度をミニレポートで評価）20%、中間試験および期末試験80%により、総合的に評価する。毎回

出席をとるので欠席しないこと。無断欠席5回で自動的に「不可」となるので注意すること。中間試験・期末試験い

ずれも必ず受けること。 

※出席してミニレポート用紙に名前を書くだけでは「平常点」は与えられない。必ず意見・感想・質問などを書いて

提出すること。 

※中間試験と期末試験どちらか一方でも受けないと単位は与えられない。 

※しかるべき理由（病気・怪我、忌引、大会参加等）で欠席する場合は、証明書等を添えて欠席届を提出すること。

就職活動で欠席する場合も、会社説明会等に出席していたことを証明するものを添えて欠席届を提出すること。 

※なお、適正な収容人数を超えた場合、他学部生の受講制限を行う。H29年度以前の入学者で、地域社会システム学

科以外の学生（他学科の2年生以上および他学部生）については、受講人数制限を掛ける。 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

【学習の方法】 

授業は必ずノートを取りながら聴く。配布されるプリント等の資料をしっかり読み、解説された用語・概念をよく

理解する。授業時に紹介される参考文献を読む。 

 

【授業計画】 

（1）世界の国と地域  

（2）世界の国と言語 

（3）言語と文化 

（4）人種と民族 

（5）世界の宗教 

（6）宗教・社会・経済 

（7）政治体制とその歴史 

（8）国家と国民 

（9）中間試験（試験範囲は第1回～第8回） 

（10）経済のしくみ 

（11）帝国主義と植民地主義 

（12）越境・移動・グローバリゼーション 

（13）南北問題と東西冷戦  

（14）ジェンダーとセクシュアリティ 

（15）メディアと社会 

 期末試験（試験範囲は第10回～第15回） 

 

教科書・参考書等 
各教員が随時指定する。 

オフィスアワー  個別の講義内容については各教員に確認すること。 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
この講義で扱う用語・概念はいずれもごく基本的なものです。そのつどしっかり習得すること。遅刻、途中退出厳

禁。 
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ナンバリングコード B2ECN-bcdE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：312031) 
政治経済学Ⅰ 

Political Economy Ⅰ 

科目区分 時間割 
前期月4 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B2ECN 

DP・提供部局 
bcdE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 沖 公祐 

関連授業科目    政治経済学Ⅱ 

履修推奨科目    政治経済学Ⅱ 

学習時間  講義90分×15回＋自学自習 

授業の概要 
マルクス経済学の方法に基づき、資本主義の原理についての基礎的な講義を行なう。資本主義とは、市場を中心とし

た経済システムである。このような経済システムは普遍的なものではなく、資本主義以前には、市場は社会の付属物

にすぎなかった。資本主義は、歴史上のある時点に成立した特殊な経済システムなのである。たとえば、店頭に並ん

でいる商品や財布のなかの貨幣は、一見すると、当たり前のありふれたものに見える。しかし、資本主義を特殊歴史

的なシステムとして捉えるならば、決して自明のものでないことが分かってくる。この講義では、商品、貨幣、資本

などの資本主義の諸要素を当然の前提とするのではなく、「なぜ商品には価格がつくのか」、「市場に貨幣が存在する

理由は何か」、「資本はどのようにして利潤をあげることができるのか」といった一見単純だが、決して簡単ではない

問題についてじっくりと考えていく。 

 

授業の目的 
われわれが目の当たりにする現実の資本主義は、きわめて複雑である。本講義では、マルクス経済学の基礎的知識を

習得すると同時に、この複雑さの背後にある資本主義の基本構造を理解するために必要な抽象的思考力の獲得を目

指す。 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

・マルクス経済学の方法上の特徴を述べることができる。 

・マルクス経済学の基本的概念を説明することができる。 

・剰余価値の発生メカニズムを論理的に説明することができる。 

 

成績評価の方法と基準 
小テストと期末試験によって評価を行なう。配点は、小テスト20点、期末試験80点とする。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

板書および口述筆記による。 

0.ガイダンス（政治経済学とは何か）（1回） 

1.政治経済学の対象と方法（2回） 

2.商品とは何か（1回） 

3.貨幣の機能（2回） 

4.資本の形式（2回） 

5.労働と生産（2回） 

6.価値形成・増殖過程（2回） 

7.剰余価値の生産（2回） 

8.資本主義的生産方法（1回） 

期末試験 

 

【自学自習について】 

自筆ノートおよび授業後web上に掲載する講義概要に基づく復習が中心となる。 

 

 

 

教科書・参考書等 
教科書：使用しない 

参考書：小幡道昭『経済原論』（東京大学出版会） 

    沖公祐『「富」なき時代の資本主義――マルクス『資本論』を読み直す』（現代書館） 

 

オフィスアワー  初回時に指定する。 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
「政治経済学Ⅱ」を併せて受講することを強く推奨する。 
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ナンバリングコード B2ECN-bcxE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：312111) 
計量経済学Ⅰ 

Econometrics Ⅰ 

計量経済学入門 

科目区分 時間割 
前期月5 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B2ECN 

DP・提供部局 
bcxE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 久松 博之 

関連授業科目    統計学入門，統計学，マクロ経済学Ⅰ 

 

履修推奨科目    統計学入門，統計学，マクロ経済学Ⅰ 

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
計量経済学（Econometrics）の基礎について講義する．経済理論（仮説）が，現実の経済の動きをうまく説明してい

るかどうか検証するための統計学的な手法を身につける． 

 

授業の目的 
計量経済学の基本的な考え方を習得し，実際の経済統計データを使って計量経済分析ができるようになる． 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

・基本統計量，散布図と相関係数を理解する． 

・回帰モデルと最小２乗法の考え方を理解する． 

・Excelを使って回帰分析ができるようになる． 

 

成績評価の方法と基準 
期末試験（100点満点）による．課題レポートや宿題を課す場合は，それらの得点を期末試験得点に加算した総合得

点が60点以上を合格とする． 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

【講義の方法】 

講義ノートによる板書講義．教科書はその都度参照する．配布資料を使って説明する場合がある．宿題を課す場合

がある．Excelを使って処理する課題レポートを課す場合がある． 

【講義計画】 

第１回：計量経済学とは何か 

第２回：経済統計データについて 

第３回：データの整理（１）：基本統計量：平均，分散ほか 

第４回：データの整理（２）：散布図と相関係数 

第５回：最小2乗法：散布図への回帰直線のあてはめ 

第６回：最小2乗法：最小2乗推定量 

第７回：回帰分析の各種指標（１）：決定係数 

第８回：回帰分析の各種指標（２）：ｔ－値（t－検定） 

第９回：単回帰モデルの推定：実証分析の進め方 

第10回：モデルの仮定と最小２乗推定量の性質 

第11回：回帰分析の各種指標（３）：自由度修正済み決定係数 

第12回：回帰分析の各種指標（４）誤差項の系列相関とダービン・ワトソン検定 

第13回：単回帰モデルから重回帰モデルへ 

第14回：重回帰モデルの推定 

第15回：授業の総括と計量経済学Ⅱへ向けて 

[期末試験] 

 

【自学自習に関するアドバイス】 

 予習はしなくていいが，授業中取ったノートをもとに授業内容を復習すること．宿題を出す場合があるが，それ

は予習ではなくもっぱら復習の手助けになるものと考える． 

 

教科書・参考書等 
教科書：『入門計量経済学』 山本拓・竹内明香著 新世社 定価2500円＋税  

参考書：随時指示する． 

オフィスアワー  火曜日４限目 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
１．統計学入門，統計学の単位を取得している方が望ましい． 

２．質問がある場合は必ず自筆のノートを持参すること． 

３．スマホ・携帯のカメラ機能での板書撮影を禁止する． 
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ナンバリングコード B2ECN-bcdE-3O-Lg2 
授業科目名  (時間割コード：312125) 
経済政策 

Economic Policy 

科目区分 時間割 
前期火2 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B2ECN 

DP・提供部局 
bcdE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lg 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 岡田 徹太郎 

関連授業科目    （特）比較経済政策 

履修推奨科目    政治経済学I 

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
 経済政策の基本的な枠組みについて解説する。 

 受講者は、本講義と並行して、政府や国会、日本銀行などで、どのような政策の発動が議論されているか、ニュー

スに注意を払うことが望ましい。 

 アクティブラーニングを導入し、授業内容への深い理解に結び付けるためのグループ討論を行なう。座席を指定席

とするので指示に従うこと。 

授業の目的 
 経済政策の基礎を理解することを目的とし、さまざまな疑問に対する回答を、自ら導き出せるようにする。 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

１．経済政策の基礎について説明できる。 

２．政府の役割や機能について説明できる。 

３．経済政策の課題について説明できる。 

 

成績評価の方法と基準 
 グループワークへの取り組み20点、レポート20点、小テスト10点、期末試験50点の合計100点満点とし、学則にし

たがった成績をつける。 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

・授業計画 

 

 板書筆記・口述筆記による。 

 

 (1) 経済学と経済政策  

  (2) 経済学とは何か 

  (3) 経済政策とは何か 

  (4) 経済政策を理解するためのキーワード(国民経済計算) 

  (5) 経済政策を理解するためのキーワード(雇用統計) 

  (6) 政府を概観する 

  (7) 政府の役割 

  (8) 市場の失敗 

  (9) 政府の失敗 

 (10) 政府の課題 

 (11) 日本経済をめぐる課題 

 (12) 長期不況とデフレ経済 

 (13) 長期不況からの脱出 

 (14) 経済政策をめぐる諸問題 

 (15) 新時代の経済政策 

 

・自学自習に関するアドバイス 

 

 講義毎に、指定教科書の該当範囲を指定するので、講義前に教科書を熟読し、予習をすること。加えて、講義後

にレポートを課すので、講義内容を振り返り、復習し、まとめ・疑問・感想などを取りまとめて提出すること。 

 

教科書・参考書等 
・教科書 

 田代洋一・萩原伸次郎・金沢史男編『現代の経済政策（第4版）』有斐閣ブックス，2011年，2900円． 

 

・参考書 

 経済辞典として、金森久雄・荒憲治郎・森口親司編『有斐閣 経済辞典』第5版、を指定する。 

 

オフィスアワー   火曜日IV時限 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
 大教室におけるアクティブラーニングで学修します。授業に積極的に関わってください。 
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ナンバリングコード B2ECN-badE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：312131) 
社会政策Ａ 

Social Policy A 

科目区分 時間割 
後期木2 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B2ECN 

DP・提供部局 
badE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 佐藤 忍 

関連授業科目    社会政策B 

履修推奨科目    経済政策、財政学、福祉経済論 

学習時間  講義９０分×１５回＋自学自習 

授業の概要 
私たちはこれからいろんな試練を乗り越えなければならない。まず最初に、就職という難関が待っている。希望どお

りに就職できたとして、今度は厳しい競争社会のなかで生活の糧を稼がなければならない。死ぬまで働き続けるわけ

にもいかない。老後はどうする？ 

 私たちは生活上の諸問題をいろんな手段で解決しなければならない。自分自身で処理できることもあれば、他者の

助けを必要とすることもある。市場経済による処理はそのひとつである。家族、仲間、企業などの内部における相互

扶助もある。そして政府も一定の枠組みを提供している。社会政策とは、生活上の諸問題を処理するための社会的な

働きかけであり、仕組みである。 

 

 この社会政策Aでは、社会政策(Sozialpolitik)という政策概念について、歴史と現状の両面から、講義する。 

授業の目的 
社会政策とは、「生きる」「働く」「老いる」といった私たちの生活のあり方を根底から規定する諸政策の総称である。

この授業は、社会政策の史的展開を踏まえて今日的課題を探求することを目的とする。 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

１．生活保護の仕組みを説明できる。 

２．現代の貧困について自分のこととして理解できる。 
 

成績評価の方法と基準 
練習問題（宿題）、期末試験等に基づき総合して評価する。 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

口述筆記と板書による。 

ガイダンス………………………………………………………(1) 

 

Ⅰ 社会政策とは 

  （１）社会というもの……………………………………(2) 

  （２）政策という働きかけ………………………………(3～4) 

Ⅱ 社会政策の諸領域 

  （１）生きる 

    １．救貧法……………………………………………(5～6) 

    ２．公的扶助…………………………………………(7～8) 

    ３．現代の貧困………………………………………(9～10) 

  （２）働く・老いる 

    １．工場法……………………………………………(11) 

    ２．最低賃金…………………………………………(12) 

    ３．社会保険…………………………………………(13～14) 

 

まとめ……………………………………………………………(15)    

 

 

香川労働局の講演のほか、現在の身の回りの社会問題に関連するビデオ鑑賞を適宜授業の進行に合わせて組み入れ

る。 

教科書・参考書等 
使用しない。 

小川喜一編『社会政策の歴史』有斐閣、１９７７年。 

玉井金五・大森真紀編『新版 社会政策を学ぶ人のために』世界思想社、２００４年。 

成瀬龍夫『総説 現代社会政策』桜井書店、２００６年。 

オフィスアワー  火曜3時限目 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
現実の身のまわりの生活の中に様々な形で社会政策が滲透していることを、そして同時に様々な問題を抱えている

ことを実感し、確かめながら、受講してください。 
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ナンバリングコード B2BSN-bacE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：320303) 
会計学総論 

Basic Accounting 

科目区分 時間割 
前期金1 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B2BSN 

DP・提供部局 
bacE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 朴 恩芝 

関連授業科目    会計学関連科目 

履修推奨科目    簿記原理 

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
本授業では、会計学の基礎的な知識を習得することに、重点を置きます。 

まず、会計とは何か、なぜ会計情報が必要なのかの定義から、営利企業の開示する会計情報の機能、そこから企業活

動の大まかな流れを読み取ります。 

そのうえで、その根底にある理論的な概念と考え方について学習します。 

このように、本授業では、会計学の詳細「各論」の基礎となる「総論」について学習します。 

 

授業の目的 
講義を通して、会計全般の基礎的な知識を身に着けることを目的とします。 

これからの、より専門的な会計授業、つまり「各論」の学習に対応できるよう、基礎的な会計への理解と体力づくり

のために、この授業は欠かせません。 

また、企業の会計情報から企業の経済活動の実態を読み取る能力も備えましょう。 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

1．会計の基本的な仕組みを学習することで、企業の財務情報の全体像が理解できます。 

2. 企業の経済活動をまとめた財務情報が、会計理論と基準、根拠となる考え方によって異な

ることを知ることができます。 

3．そのうえで、今の会計情報がどのような考え方に基づいてできているのかを理解すること

ができます。 

 

成績評価の方法と基準 
受講態度（10％）、中間テスト（40％）、期末テスト（50％） 

中間テストで合格点をとった人のみ期末定期試験が受けられます。 

なお、受講態度は出席を意味するものではありません。 

あくまでも受講時の態度です。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

まず、会計、主に財務会計の基礎概念を丁寧に説明します。 

そのうえで、会計情報を作る基礎として会計理論と基準、処理方法について理解を深めます。 

進行状況によっては、内容が前後したり、省略することもあります。 

 

第 1回 共通言語としての会計 

第 2回 会計の情報利用者ｔ財務諸表の基礎 

第 3回－第4回 会計理論と会計基準 

第 5回－第6回 利益測定と資産評価の基礎 

第 7回－第9回 資産と損益項目 

第10回 中間総括 

第11回－第12回 負債項目 

第13回－第14回 純資産項目 

第15回 連結財務諸表 

期末試験 

 

 

教科書・参考書等 
テキスト 必要に応じて適時指示します。 

参考書 桜井久勝『財務会計講義（最新版）』中央経済社。 

オフィスアワー  木曜3限 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
 受講のマナーを守ってください。守らない場合は単位を認めません。 

 簿記の知識があると、より授業内容が分かりやすくなります。事前に必要な基礎内容を学習してからの受講が望

ましいです。 

 なお、講義初日には必ず出席してください。必要な注意事項や講義計画、試験などに関する説明を行います。 
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ナンバリングコード B2ECN-bcdE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：312151) 
金融論Ⅰ 

Monetary Economics Ⅰ 

科目区分 時間割 
前期金2 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B2ECN 

DP・提供部局 
bcdE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 藤原 敦志 

関連授業科目    金融論Ⅱ 

履修推奨科目    金融論Ⅱ、金融政策Ⅰ・Ⅱ 

学習時間  講義90分×15回＋自学自習 

授業の概要 
この授業では、教科書に沿って、大きく、貨幣と金融取引、取引費用に対処する金融の仕組み、金融機関について学

ぶ。具体的には、貨幣と決済、金融とその機能、取引費用とリスク、情報の非対称性と返済のリスク、流動化・証券

設計・情報生産や担保・保証や分散化などの金融の仕組み、そして金融機関の1つである金融仲介機関について学ぶ。

適宜、世間で話題になっているホットトピックスを「現実の金融問題」として紹介する。 

 

授業の目的 
・貨幣と決済について理解する。 

・金融とその機能について理解する。 

・取引費用に対処する金融の仕組みについて理解する。 

・金融仲介機関について理解する。 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

・貨幣と決済について説明できる。 

・金融とその機能について説明できる。 

・取引費用に対処する金融の仕組みについて説明できる。 

・金融仲介機関について説明できる。 

 

成績評価の方法と基準 
中間試験94点・期末試験94点、感想文12点の合計200点満点で評価する（ただし中間試験を受けていても、期末試験

を受験しなかった学生は成績評価の対象としない）。定期試験では、教科書からの出題は、重要語句や重要な論点を

理論的に自分の言葉で説明できることを中心に要求する。現実の金融問題からの出題は、その出来事の流れを理解し

ていること、またそれらと教科書の内容との関連性を説明できることを要求する。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

基本的に教科書の要点を板書しながら説明する。現実の金融問題については、ビデオやパワーポイントで説明し、

学生に感想を書いて提出してもらう。 

 

第1・2回   ガイダンス、貨幣と決済 

第3・4回   金融とその機能 

第5回     取引費用とリスク 

第6回      情報の非対称性と返済のリスク 

第7回      金融の仕組み（1）流動化 

第8回      中間試験 

第9回      金融の仕組み（1）証券設計、情報生産 

第10回     金融の仕組み（2）担保、保証 

第11・12回 金融の仕組み（3）分散化 

第13・14回 金融機関（1）金融仲介機関 

第15回     まとめ、予備日 

 

上記の内容に加えて、適宜、現実の金融問題を盛り込む予定である。 

 

（以上は大まかな予定であり、小さな変更の可能性はある） 

 

【自学自習に関するアドバイス】 

・予習・復習として教科書の相当する部分を熟読する。 

・現実の金融問題の際に配布した資料と教科書の関連性を考え、さらに詳しい情報を自分でも調べてみる。 

教科書・参考書等 
（教科書）内田浩史（2016）『金融』有斐閣、3400円（税別）。金融論Ⅰではこの本の第1章～第8章までを取り扱う

予定である。また金融論Ⅱ（後期開講）でも同じ教科書を用い、残りの章を取り扱う予定である。 

オフィスアワー  最初の授業で周知する。 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
金融論Ⅰと金融論Ⅱはセットで受けてほしい。 
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ナンバリングコード B2BSN-bcdE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：322245) 
リスクと保険 

Introduction to Risk and Insurance 

科目区分 時間割 
後期水1 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B2BSN 

DP・提供部局 
bcdE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 安井 敏晃 

関連授業科目    保険システム論等 

履修推奨科目    保険システム論 

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
 我々は，様々なリスクに取り囲まれており，それらのリスクに対処する必要があることはいうまでもない。 

 本講義では，保険を中心にリスク処理手段についてごく基礎的な内容を概説する。 

 

授業の目的 
リスクおよび保険のごく初歩的な知識を身につけることを目的とする。 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

リスクの処理手段に関心をもつことができる。 

保険制度の初歩的な知識を修得する。 
 

成績評価の方法と基準 
期末試験により評価する（100％）。 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

口述筆記，板書等 

 

(1) ～ (4) リスク及びその類概念 

(5) ～ (7) 保険の仕組み 

(8) ～(11) リスク・マネジメントの枠組み 

(12) ～(13) リスク・コントロール 

(14) リスク・ファイナンス 

(15) まとめ 

 

自学自習について 

 授業中の指示に従い，提示された書籍，新聞記事などを確認すること。 

 必ず復習しておくこと。 

 

 なお，授業計画を変更することがあるので注意されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教科書・参考書等 
教科書：使用しない。 

参考書：適宜指示する。 

 

オフィスアワー  水曜日の2校時。変更する場合には講義中に指示する。 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
 シラバスで授業計画を示しているが、教育効果を高めるために，実際の進度状況をみながら授業計画を変更する

ことがあるので注意されたい。 

 講義中には，私語ならびに本講義と関係のない作業をしてはならない。度重なる場合には単位を認定しない。 

 講義中には写真撮影・録音を禁じる。携帯・スマートホンの電源を切っておくこと。 
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ナンバリングコード B2ECN-bcxE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：312141) 
財政学Ａ 

Public Finance A 

科目区分 時間割 
前期金4 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B2ECN 

DP・提供部局 
bcxE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 長山 貴之 

関連授業科目    財政学Ｂ 

履修推奨科目    ミクロ経済学Ⅰおよびマクロ経済学Ⅰ 

学習時間  講義90分×15回＋自学自習 

授業の概要 
財政学は租税論、公債論、予算論、経費論、財政政策、地方財政論などから構成されるが、この講義は主として租税

論を取扱う。詳細な理論的分析ではなく広範な制度的解説を行うことを心掛ける。具体的には、我が国の基幹税の仕

組みを一通り教える。例えば、所得税、相続税、贈与税には累進税率が、法人税には比例税率が、それぞれ採用され

ている。また、消費税には比例税率が採用されているが、所得に対する逆進性がある。なお、この講義はミクロ経済

学およびマクロ経済学の基礎的知識を前提にする。 

 

授業の目的 
租税に関する主要な制度を理解する（ＤＰの「知識・理解」に対応）と共に、それらの制度が抱える課題を探求でき

るようになる（ＤＰの「問題解決・課題探求能力」に対応）。 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

(1)租税に関する主要な制度を説明できる。 

(2)租税に関する主要な制度が抱える課題を分析できる。 
 

成績評価の方法と基準 
期末課題および期末試験。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

【授業方法】 

資料を配付し、板書で補足する。 

【授業計画】 

(1)  租税の概念 

(2)  日本の税制 

(3)  所得税Ⅰ 

(4)  所得税Ⅱ 

(5)  所得税Ⅲ 

(6)  所得税Ⅳ 

(7)  所得税Ⅴ 

(8)  法人税Ⅰ 

(9)  法人税Ⅱ 

(10)  消費税Ⅰ 

(11)  消費税Ⅱ 

(12)  消費税Ⅲ 

(13)  相続税 

(14)  贈与税 

(15)  まとめ 

 

 

 

 

 

教科書・参考書等 
なし。 

 

オフィスアワー  月曜日３時限目。 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
私語厳禁。 
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ナンバリングコード B3BSN-bcdE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：322142) 
企業倫理 

Business Ethics 

企業統治と企業倫理 

科目区分 時間割 
前期金2 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B3BSN 

DP・提供部局 
bcdE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 山口 尚美 

関連授業科目    現代企業論、経営学史 

履修推奨科目     

学習時間  講義90分×15回＋自学自習 

授業の概要 
 相次ぐ企業不祥事を契機として、「企業の社会的責任」に関する研究ならびに企業実践上の取り組みが関心を集め

ている。企業が自身を取り巻くステークホルダーに対して責任ある事業活動を行っていくためには、２つの重要な観

点がある。１つめは、企業戦略のうちにステークホルダーへの責任を組み込むべく、経営者を規律づけること、すな

わち企業統治である。２つめは、企業行動の倫理性を確保すべく、企業組織のあらゆる意思決定過程に倫理的判断を

組み込むこと、すなわち企業倫理の確立である。 

 この授業では、企業統治と企業倫理の基本的な概念、学問的性格、実践上の課題に関する理解を深め、社会に対し

て責任ある企業行動を確保するために必要な考えを学ぶ。 

 

授業の目的 
 この授業を通じて、企業統治と企業倫理の基本的な概念、学問的性格、実践上の課題に関する理解を深め、社会に

対して責任ある企業行動を確保するために必要な考えを学ぶ。 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

・企業倫理の概念を、他の類似概念（コンプライアンス、ステークホルダー戦略、リスク・マ

ネジメント、企業統治など）と混同せず、しっかりと理解すること。 

・企業統治と企業倫理の補完関係がなぜ重要かを理解すること。 

・アメリカ、ドイツ、日本の企業統治と企業倫理の特徴を理解すること。 

・日本企業の問題行為を防止するためには何が必要か、自分なりの意見を持つこと。 

・現実の企業行動を、経済合理性のみならず、倫理性の観点からも、批判的に考察・評価で

きるようになること。 

 

 

成績評価の方法と基準 
学期末試験70％、授業内で提示する課題30％ 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

【授業計画】 

（1）ガイダンス：この授業で何を学ぶのか 

（2）日本企業による問題行為の推移と「企業の社会的責任」 

（3）現代の大企業の性格：企業形態から見る株式会社 

（4）企業統治の論点：経営者の規律づけを考える 

（5）企業統治の国際比較：制度と実態 

（6）アメリカ型企業統治の問題：エンロン事件を考える 

（7）なぜ倫理が必要か：啓発的自己利益と決疑論の問題 

（8）文化相対主義の問題と倫理的客観主義 

（9）功利主義の視点 

（10）義務論の視点 

（11）徳理論の視点 

（12）企業倫理の国際比較1：利益と倫理の関係について 

（13）企業倫理の国際比較2：倫理規範の設定について 

（14）企業統治と企業倫理の統合の視点 

（15）総復習とまとめ 

 

【自学自習の方法】 

・テキストの指定した箇所や配布したプリントを、事前にしっかり読み込んでくること。 

・企業不祥事に関するニュースを気に掛け、なるべく多くの事例を知っておくこと。 

・普段の生活の中で、自分自身の行為についても、倫理的衝突が生じていないかどうかを常に意識し、倫理的内省

を心掛けるようにすること。 

 

教科書・参考書等 
【教科書】 

・風間信隆編著（2019）『よくわかるコーポレート・ガバナンス』ミネルヴァ書房。 
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【参考書】 

・佐久間信夫編著（2017）『コーポレート・ガバナンス改革の国際比較：多様化するステークホルダーへの対応』ミ

ネルヴァ書房。 

・D・スチュアート著，企業倫理研究グループ訳（2001）『企業倫理』白桃書房。 

・風間信隆・松田健編著（2018）『実践に学ぶ経営学』文眞堂。 

 

【より深く学ぶために】 

＜アメリカの企業倫理＞ 

・リン・シャープ・ペイン著，鈴木主税・塩原通緒訳（2004）『バリュー・シフト：企業倫理の新時代』毎日新聞

社。 

・ノーマン・E・ボウイ著，中谷常次・勝西良典監訳（2009）『利益につながるビジネス倫理：カントと経営学の架

け橋』晃洋書房。 

＜ドイツの企業倫理＞ 

・万仲脩一（2004）『企業倫理学：シュタインマン学派の学説』ふくろう出版。 

＜日本の企業倫理＞ 

・渋沢栄一著，守屋淳訳（2010）『現代語訳 論語と算盤』筑摩書房。 

 

オフィスアワー  金曜日14:30～15:30（7号館2階・山口研究室） 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
大人として当たり前のマナーをもって授業にのぞみましょう。 

質問はオフィスアワーの他、授業終了後に教室でも受け付けます。 
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ナンバリングコード B3BSN-bcdE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：322019) 
経営組織論 

Organization Theory 

科目区分 時間割 
前期火4 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B3BSN 

DP・提供部局 
bcdE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 松岡 久美 

関連授業科目    経営管理論、経営戦略論、人的資源管理論 

履修推奨科目     

学習時間  講義90分×15回＋自学自習 

授業の概要 
経営組織のマネジメントにかかわる諸理論を紹介した上で，今日の企業経営におけるマネジメント上の課題につい

て検討する． 

授業の目的 
この授業では，組織現象に対するさまざまな研究アプローチや基礎理論にかかわる知識を習得する（学士課程のDP

「知識・理解」に対応）．また，それらの知識を活かし，企業活動に関わる組織的な課題を整理し，自己の問題意識

と関連づけて探求できるようになることを授業の目的とする（学士課程のDP「問題解決・課題探求能力」に対応）． 

 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

組織のマネジメントに関わる基礎的な理論を理解し，説明することができる． 

企業活動に関わる組織的な課題について理論と関連付けて説明を行うことができる． 
 

成績評価の方法と基準 
コメントカード（30%），期末試験（70％）により評価する． 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

【授業計画】 

  １．イントロダクション（組織論とはどのような学問か） 

  ２．組織を動かす基本設計 

  ３．組織を動かすメカニズム 

  ４．効率的に目標を達成する――組織の構造 

  ５．個人に能力を発揮してもらう――モティベーションとリーダーシップ 

  ６．ベクトルを揃える 

  ７．より良い意思決定を行う 

  ８．環境と折り合う 

  ９．個々人の成長を促す 

 １０．新たなことを学ぶ 

 １１．外の力を活かす 

 １２．組織を変える 

 １３．事例検討１ 

 １４．事例検討２  

 １５．まとめ 

 

進捗状況に合わせ，授業計画を修正する場合がある． 

 

【授業および学習の方法】 

経営組織のマネジメントにかかわる諸理論について講義する．理論と現実の接合がはかれるよう，適宜，事例の紹

介やエクササイズ，映像教材等を使用する．基本的にテキストに沿って進めるので，事前に予習して内容を把握し

ておくことが望ましい．授業後に参考になった点，質問等のコメントをカードに記入してもらい，回収する

（moodle上で実施する場合もある）． 

 

教科書・参考書等 
鈴木竜太（2018）『経営組織論 (はじめての経営学)』東洋経済新報社 （税込み2376円/生協にて販売） 

オフィスアワー  開講時にアナウンスする． 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
遅刻，私語厳禁． 

積極的な質問を歓迎する． 

授業関連の補足説明等はmoodleに掲載するので必ず確認すること． 

17E以前の学生には経営組織論Aとの読み替え科目となります（経営組織論Aの単位を修得済みの学生は本講義は受講

できません）． 
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ナンバリングコード B2BSN-bcxE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：322170) 
人的資源管理論Ａ 

Human Resource managament A 

科目区分 時間割 
後期月5 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B2BSN 

DP・提供部局 
bcxE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 青木 宏之 

関連授業科目    人的資源管理論B 

履修推奨科目    経営組織論A、経営学原論 

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
人的資源管理論は、報酬管理、業務管理、キャリア管理、雇用管理、労使関係管理などの5つの領域からなりたって

おり、企業内における人材の問題全般と関わる。この人的資源管理論Aの授業では、人材という経営資源の効果的な

活用のあり方を理解するために、主要領域のうち、とくに報酬管理と業務管理について検討する。具体的な制度の仕

組みと機能、制度間の相互関係などに注目しながら解説を進める。 

 

授業の目的 
人的資源管理の主要領域のうち、とくに報酬管理、業務管理に関する制度、運用実態、それらに影響を与える社会・

経済的背景を理解することを目的とする。 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

この授業の目的は以下の３点である。 

・日本企業の報酬管理の歴史を説明することができる。 

・日本企業の業務管理の特徴について説明することができる。 

・日本における1990年代以降の成果主義化に関して、制度的実態およびそれをもたらした社

会的背景について説明することができる。 

 

成績評価の方法と基準 
期末テストで成績評価を行う。 

リアクションペーパー、小テストなどで加点を行うことがある。 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

【授業計画】 

以下は、授業の進度によって変更することがある。 

 

(1) 人的資源管理論の学び方 

(2) 賃金の決め方 

(3) 賃金体系史 

(4) 賃金の上がり方  

(5) 賃金の経済理論 

(6) 人事制度  

(7) 人事評価  

(8) 大卒ホワイトカラーの人的資源管理 

(9) 賃金、昇進の人的資源管理：国際比較  

(10) 開発技術者の仕事管理：組立産業 

(11) 開発技術者の仕事管理：装置産業 

(12) 成果主義 

(13) 成果主義と業績管理 

(14) 業績管理と生産管理 

(15) 講義のまとめ 

 

【自学学習の方法】 

授業中に関連文献、参考資料を指摘します。その指示に従って予習・復習をすること。とくに、労働政策研究・研

修機構や厚生労働省のHPでは、参考文献や資料を入手することができるので、積極的に活用してほしい。 

教科書・参考書等 
【参考書】 

佐藤博樹・藤村博之・八代充史著（2011）『新しい人事労務管理第４版』有斐閣アルマ。2000円 

オフィスアワー  木曜三時間目 

必ずメールでアポイントを取ること。 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
・参考書を購入しなくても授業に出席すれば十分な理解を得ることはできる。 

・正規の手続きによらない定期試験の成績調査には応じない。 

・パワーポイントのシートは配布しないので、授業中の指示に従ってノートを作成すること。 

・人的資源管理論は、経営学、経済学の諸領域と密接に関連しています。詳しくはその都度指摘しますが、多様な

関連性を意識して学ぶことが大切です。 
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ナンバリングコード B2BSN-becE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：322260) 
流通システム論Ａ 

Distribution System Theory A 

 

科目区分 時間割 
後期火1 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B2BSN 

DP・提供部局 
becE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 渡邉 孝一郎 

関連授業科目    流通システム論B、マーケティング論A,B 

履修推奨科目    経営学関連科目 

学習時間  講義90分×15回＋自学自習 

授業の概要 
現代の経済社会において快適な日常生活を送るためには流通は欠かせない。ただ、この快適な生活を支えている流通

システムは自然にできあがったものではなく、革新的な商業者が絶え間ない試行錯誤によって生み出してきたもの

である。 

 そこで本講義では、流通システムの役割・意義・特徴等の理解から始まり、個別業態の具体的な成立過程や内容・

特徴・課題点などを社会的・歴史的・理論的背景と連動させながら理解する。特に、この講義では流通システムの革

新性の発展過程に注目する。 

 

授業の目的 
いつ・どこで・誰によって・どのような背景のもと、日本の流通システムが出来上がってきたのか、それを理解する。 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

この講義の到達目標は以下の4つである。 

1.流通に関する基礎的な知識・理論を習得できる 

2.流通システムが発展してきた革新の過程を社会的・歴史的・理論的背景とともに理解でき 

る 

3.流通システムに関する抽象的概念と具体的事例を結びつける論理的思考力を身につけられ

る 

4.日常の出来事について、流通・流通システムの視点から考えることができる 

 

 

成績評価の方法と基準 
評価方法は講義への理解度(15%)、中課題(15%)、最終試験(70%)で判断する。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

【授業計画】 

(１)はじめに：授業オリエンテーションと、流通に対する関心を引き出します 

(２)流通システム論の基礎：①流通とは？：流通の役割や特徴など、流通の基礎的な知識を学びます 

(３)流通システム論の基礎：②売買集中の原理他：商業者の存在意義に関する基礎的理論等を学びます 

(４)流通システム論の基礎：③日本の流通構造：日本における流通構造の変化・特徴について学びます 

(５)小売業態の革新：①商店街：流通システムを支えてきた商店街の革新性について学びます 

(６)小売業態の革新：②呉服系百貨店：流通近代化の先端事例である呉服系百貨店の革新性について学びます 

(７)小売業態の革新：③電鉄系百貨店：新しい形としての百貨店である電鉄系百貨店の革新性について学びます 

(８)小売業態の革新：④流通系列化：流通系列化とは何か、なぜ流通系列化という現象が発生したかについて学び

ます 

(９)小売業態の革新：⑤総合スーパー：1960年代以降の流通近代化の象徴である総合スーパーの革新性について学

びます 

(10)小売業態の革新：⑥食品スーパー：日常生活に密着した食品スーパーの革新性について学びます 

(11)小売業態の革新：⑦コンビニエンスストア：現代生活に欠かせなくなったコンビニの革新性について学びます 

(12)卸売業の革新：消費者の見えないところで流通を支える卸売業とは何かについて学びます 

(13)流通システム論の応用：①延期と投機の理論他：流通システムの効率性を考える上で欠かせない理論等につい

て学びます 

(14)流通システム論の応用：②商業集積と外部性：商業集積が成立する根拠や商業集積の管理問題等について学び

ます 

(15)おわりに：これまでの授業の復習と試験について解説します 

    

【自学自習に関するアドバイス】 

事前学習：身のまわりの流通活動や市場の動きに日頃から関心を持ち、興味を持ったものをメモすること 

事後学習：次の講義までに、配布プリント・参考書等の該当箇所をふりかえり、自身の講義ノートを補完すること 

 

教科書・参考書等 
教科書：特に指定なし。（講義中配布のプリントで対応） 
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参考書：①石原武政・竹村正明・細井謙一編著(2018)『１からの流通論 第２版』碩学舎(2400円＋税) ②崔相

鐵・岸本徹也編著(2018)『１からの流通システム』碩学舎(2400円＋税) 

 

オフィスアワー  特に定めない。事前にe-mailでアポイントをとること。 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
私語をはじめとする授業の妨げとなる行為、また授業参加への意欲が著しく低下している学生については、教育的

指導を行う。 

なお、この講義は流通システム論Ｂと関連しており、流通システムをより理解するためにも引き続き流通システム

論Ｂを履修することが望ましい。 
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ナンバリングコード B2GEO-bceE-3O-Lg2 
授業科目名    (時間割コード：331025) 
観光産業論 

Tourism Industry 

科目区分 時間割 
前期集中 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B2GEO 

DP・提供部局 
bceE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lg 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 二ツ山 達朗 

関連授業科目     

履修推奨科目     

学習時間  講義90分×15回＋自学自習 

授業の概要 
本授業では、観光現象を成り立たせている観光産業に焦点をあて、各産業と観光現象の関係について多角的に考察す

る講義を行います。 

具体的には、観光客と観光資源をつなぐ観光媒体としての、旅客輸送サービス、宿泊サービス、アトラクション・文

化サービス、飲食サービス、旅行業・ガイドなどのアクターについて理解を深めます。また、スポーツツーリズムや

イベントツーリズム、シェアリングエコノミーなど、近年に隆盛している様々な事例を紹介することで、今後の観光

産業のあり方についても考察を深めてゆきます。 

授業は原則的に講義形式としますが、受講人数によってはワークショップなどのアクティブラーニングを取り入れ

る場合があります。 

 

授業の目的 
観光産業の諸相について基礎的な事項を幅広く学ぶことで、各産業と観光現象の関係について多角的な知識を身に

付け、理解を深めること目指します(DPのb)。また、これらの知識・理解を用いて、地域の観光産業についての問題

解決・課題探求能力を養うことを目的とします(DPのce)。 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

１、観光産業についての基礎的知識を習得し、観光産業と観光現象の関係について理解を深

め、説明できるようになる。 

２、様々な観光現象を分析する視座を得るとともに、それらを説明できるようになる。 

３、様々な事例を通して観光産業を多角的に考察し説明することができる。 

 

 

成績評価の方法と基準 
リアクションペーパー、小レポート、期末レポートで評価します。 

リアクションペーパーの内容：30％ 

小レポート：20％ 

期末レポート：50％ 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

(1)講師の紹介、授業の進め方、ルール、成績評価についての説明／導入として観光を構成する要素について理解を

深めます。（これまで履修した観光関連科目の内容を復習してくること） 

(2)観光媒体の分類：観光客と観光資源をつなぐソフトアクターとハードアクターについて理解を深めます。（観光

媒体にはどのような種類があるのか、できるだけ列挙してくること） 

(3)「ツアーとガイド事業者」：ガイドやガイドブックがどのように観光をつくるのか理解を深めます。（ブーアステ

ィンによる「擬似イベント」概念の理解を深めてくること） 

(4)「旅客輸送サービス」①：鉄道・バスからみる現代の観光産業と交通運輸について理解を深めます。（旅客輸送

サービス①についての課題資料に取り組んでくること） 

(5)「旅客輸送サービス」②：航空会社・クルーズからみる現代の観光産業と交通運輸について理解を深めます。

（旅客輸送サービス②についての課題資料に取り組んでくること） 

(6)「宿泊サービス」：旅館、ホテル、簡易宿泊所、下宿営業からみる宿泊サービスについて理解を深めます。（宿泊

サービスについての課題資料に取り組んでくること） 

(7)「アトラクション・文化サービス」：博物館、美術館、テーマパークなどを成り立たせている要素について理解

を深めます。（自身の体験をもとに、これらの観光資源のどの要素に魅了されたのかを分析してくること） 

(8)「飲食サービス」：フードツーリズムとおみやげからみる観光産業について理解を深めます。（これまでもらった

お土産の共通点を分析してくること） 

(9)「旅行業・その他の予約サービス」：旅行代理店がつくる観光商品について理解を深めます。（旅行代理店の誕生

と変化がもたらした観光の変容について考察してくること） 

(10)イベントツーリズムの可能性：スポーツツーリズムとツーリズムスポーツの事例からイベントツーリズムにつ

いて理解を深めます（自身が行っている/サポートしているスポーツの経済規模について調べてくること） 

(11)宗教と観光の関係：聖地の観光地化について考察を深めます（四国遍路もしくは金刀比羅宮の現状について調

べてくること） 

(12)コンベンションセンターとMICE：MICEがもたらすインバウンド効果について理解を深めます。（コンサートの経

済効果について調べてくること） 
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(13)観光におけるメディアについて、プロモーションビデオとフォトジェニックの事例から理解を深めます（お気

に入りの市町村公式プロモーションビデオを探してくること） 

(14)観光産業のこれから：レンタルサービスとシェアリングエコノミーを事例に、観光産業のオルタナティブにつ

いて考察を深めます。（シェアリングエコノミーの種類とサービスについて調べてくること） 

(15)まとめ：これまでの振り返りと補足、レポートについて（これまでの修学内容を復習してくること） 

 

教科書・参考書等 
教科書：指定しません。適宜授業内でプリント等を配布します。 

参考書：『よくわかる観光社会学』、安村克己・遠藤英樹・寺岡伸悟・堀野正人編著、ミネルヴァ書房、2011年、

2,600円＋税 

 

オフィスアワー  授業終了後に応じます。 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
受講生の反応等によって、授業計画に若干の変更が生じる場合があります。 

授業中の私語、スマホ・ケータイの操作は禁止します。 
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ナンバリングコード B3GEO-becE-3O-Lf2 
授業科目名  (時間割コード：333201) 
地域活性化論 

Regional Vitalization Studies 

科目区分 時間割 
前期金1 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B3GEO 

DP・提供部局 
becE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lf 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 原 直行 

関連授業科目    とくになし 

履修推奨科目    とくになし 

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
 農山漁村地域・多自然地域での活性化を中心に、地域活性化全般について講義する。先進事例を中心に活性化手法

（地域づくり手法）について説明する。また、教員が携わっているフィールド（地域）での取組みとその手法につい

ても解説する。 

 授業中に受講生の考えを発表する機会を作るので、能動的な姿勢での受講が求められる。単位認定の条件として、

受講生は各自でまち歩き、グリーン・ツーリズム、エコツーリズムのツアーに参加すること。 

 

授業の目的 
地域活性化に必要な知識を習得する。グリーン・ツーリズムなどの観光やアートによる地域活性化等の事例を知ると

同時に、地域の課題解決方法についても理解する。 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

・農山漁村を中心に地域活性化の現状についての知識を習得できる。 

・グリーン・ツーリズムなどの観光やアートによる地域活性化等の事例についての知識を習

得できる。 

・地域の課題解決方法について理解できる。 

 

成績評価の方法と基準 
①受講生各自で参加したまち歩き、グリーン・ツーリズム、エコツーリズムツアーについてのレポート（形式自由。

800字程度） 

②上記とは別に課題レポート 

③期末テスト 

※予定であり変更の可能性があるので、講義には出席し、教員の説明をよく聞くこと 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

第１回 地域活性化とは 

第２回 地域づくり手法 

第３回 経済的地域活性化 

第４回  RESUSの活用 

第５回 観光情報の活用 

第６回 観光DMO（香川県） 

第７回 観光DMO（先進事例） 

第８回 地域観光と旅行会社との連携事業 

第９回 地域交通と鉄道会社との連携事業 

第10回 グリーン・ツーリズム論 

第11回 瀬戸内地域活性化プロジェクトの事例 

第12回 アートによる活性化 

第13回 瀬戸内海と里海 

第14回 移住・定住 

第15回 まとめ 

 

※進捗状況によって内容や順番が変更することがある。 

 

※自学自習は授業の前後に適宜指示する。 

 

教科書・参考書等 
とくになし。参考文献は講義時に適宜紹介する。 

 

オフィスアワー  木曜１限 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
地域活性化、とくに農山漁村、多自然地域での活性化に興味のある学生の受講を希望する。 
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ナンバリングコード B2GEO-bdeE-3O-Lg2 
授業科目名  (時間割コード：333191) 
まちづくり論 

Town Planning and Design 

観光振興・景観デザインの視点から地域

づくりを考える 

科目区分 時間割 
前期火2 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B2GEO 

DP・提供部局 
bdeE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lg 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 西成 典久 

関連授業科目    地域活性化プロジェクト 

履修推奨科目    観光・地域振興コース関連科目 

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
 近年、「まちづくり」という言葉は急速に社会に広まり、一般的な概念として定着してきています。しかし、その

概念がカバーする守備範囲は極めて広く、地域経済、環境、政治、福祉、医療、子育て、コミュニティなど、あらゆ

る分野が「まちづくり」の領域に接合されています。 

 「まちづくり」という概念はこうした総合性・接続性にこそ大きな特徴があり、ある特定の領域を対象とする既成

の学問分野とは一線を画しています。 

 

 本講義では、「まちづくり」という概念が有する総合性、あるいは既成の学問知をつなげていく特性を十分に理解

したうえで、なぜいま「まちづくり」が求められているのかについて、具体的な事例をもとにしながら講義を進めて

いきます。 

 また、本講義では「まちづくり」を一般的概念として総合的に説明するだけでなく、特に「観光」と「景観」とい

う専門的視点から、それぞれに必要とされる知識や考え方について、理解を深めていきます。 

授業の目的 
①地域の問題から「まちづくり」「観光」を理解する  

よりよい地域社会へと導く解決策（道筋）として、「まちづくり」と「観光」に求められている社会的役割を理解し

ます。 

 

②「景観」の価値に対する感性を鍛える 

これまで茫漠と見ていた外的環境に対して、美や問題点を発見できる感覚を研ぎ澄ます訓練をします。 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

①「まちづくり」と「観光」に求められている社会的役割が説明できる。 

②「景観」の価値に対する感性を鍛え、景観の価値について他人と議論することができる。 
 

成績評価の方法と基準 
レポートおよびテストで成績を評価します。 

毎授業でやるリアクションシートで、しっかり書けていれば加点評価していきます。 

中間テストを行い、あまりにも成績の悪い学生は単位取得の資格を失います。 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

基本的に講義形式をとりますが、適宜学生が発表する機会や質疑の時間を設け、できる限り参加型（ワークショッ

プ形式）の講義とします。 

 

＜序編＞ 

(1) 「まちづくり論」ガイダンス（概要と講義スケジュール） 

(2) 「日本の地域をめぐる諸問題」 

(3) 「解決策としての観光まちづくり」 

＜基礎知識編＞ 

(4) 「観光を知る」その１ 近代社会と観光の誕生 

(5) 「観光を知る」その２ 変化する観光とニューツーリズム 

(6) ワークショップ① 

(7) 「景観を知る」その１ 工場景観と棚田の風景 

(8) 「景観を知る」その２ 良い景観と悪い景観をめぐって 

(9) 「景観を知る」その３ 景観の価値と捉え方 

(10) ワークショップ② 

(11) 「まちづくりを知る」その１ まちづくり概念の台頭 

(12) 「まちづくりを知る」その２ コミュニティデザイン 

(13) 「まちづくりを知る」その３ 世界と日本の創造都市 

＜結編＞ 

(14) ワークショップ③ 

(15) 「まちづくり論」まとめ 

 

※第一回の授業ガイダンスは必ず出席してください。 

※中間テストおよび期末テストを予定しています。 
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【自学自習に関するアドバイス】 

4回～6回 観光の歴史に関する情報を調べる。 

7回～10回 景観に関する情報を調べ、文献を読む。 

11回～13回 授業で紹介する文献を読む。 

 

教科書・参考書等 
西村幸夫編「まちづくり学」、中村良夫「風景からのまちづくり」、山崎亮「コミュニティデザイン」など。 

テーマによって適宜紹介します。 

 

オフィスアワー  随時、研究室（南3号館3階）にて受け付けます。 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
受講希望の学生は必ず「デジカメ」（スマホも可）を用意してください。写真を撮影する課題があります。 
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ナンバリングコード B2ECN-bceE-3N-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：332070) 
アジア経済論 

Asian Economy 

科目区分 時間割 
前期集中 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B2ECN 

DP・提供部局 
bceE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3N 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 李 素軒 

関連授業科目    アジア社会論、アジア文化論 

履修推奨科目     

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
アジア地域の経済発展過程を歴史的に鳥瞰し、その特性を理解するための理論や概念を紹介・解説する。また、アジ

ア金融危機の経緯とその後の地域経済・金融協力の動きを検討し、今後の方向性について議論する。 

 

授業の目的 
(1)アジア経済論の基礎知識を習得する。（DPコード：b,e） 

(2)多様な理論的観点に対して、それらを正しく理解し、批判的に考える力を身に付ける。（DPコード：c） 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

(1)アジア諸国の経済発展過程に対して理論的概念を的確に使いながら説明することができ

る。 

(2) 1970年代以降のアジア諸国な急速な経済成長および1990年代末のアジア金融危機をめぐ

る多様な理論的観点を正確に理解し、それを批判的に検討した上、自分の考えを述べるこ

とができる。 

 

 

成績評価の方法と基準 
平常点（質問カード等）30% + 授業発表又は期末レポート70% 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

第1回 : シラバスを用いた授業ガイダンス アジア経済へのアプローチ 

第2回 : グローバル・ヒストリーから見たアジア 中華文明と「大分岐」 

第3回 : 東アジアの経済成長1 「東アジアの奇跡」とキャッチアップ工業化(1) 

第4回 : 東アジアの経済成長1 「東アジアの奇跡」とキャッチアップ工業化(2) 

第5回 : 東アジアの経済成長2 アジア金融危機と「奇跡」の再考(1) 

第6回 : 東アジアの経済成長2 アジア金融危機と「奇跡」の再考(2) 

第7回 : 東南アジア諸国の経済成長 「緑の革命」と脱農業化(1) 

第8回 : 東南アジア諸国の経済成長 「緑の革命」と脱農業化(2) 

第9回 : 中国の社会主義市場経済(1) 

第10回 : 中国の社会主義市場経済(2) 

第11回 : アジア諸国の貧困と格差問題(1) 

第12回 : アジア諸国の貧困と格差問題(2) 

第13回 : アジア地域の経済・金融協力(1) 

第14回 : アジア地域の経済・金融協力(2) 

第15回 : 復習、学生発表又は討論 

 

 

 

教科書・参考書等 
教科書 

『現代アジア経済論 -- 「アジアの世紀」を学ぶ 』、遠藤環・伊藤亜聖・大泉啓一郎・後藤健太編、有斐閣ブック

ス、 2018年、定価 2,916円 

参考書 

『現代アジア経済論』、原洋之介著、岩波書店、2001年、2200円（税抜） 

『キャッチアップ工業化論-アジア経済の軌跡と展望-』、末廣昭著、名古屋大学出版会、2000年、3500円（税抜） 

『新興アジア経済論-キャッチアップを超えて』、末廣昭著、岩波書店、2014年、2400円（税抜） 

 

オフィスアワー   

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
毎回教科書及び参考文献の関連する部分を読んでおくことを勧めます。授業が終わる10-15分前に質問カードを配布

し質問・コメント等を書いてもらいます。教員へのフィードバックなどに積極的に活用してください。 
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ナンバリングコード B2SCL-bceE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：332069) 
アメリカ経済論 

American Economy 

科目区分 時間割 
後期水2 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B2SCL 

DP・提供部局 
bceE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 加藤 美穂子 

関連授業科目    経済政策 

履修推奨科目    経済政策 

学習時間  講義90分×15回 +自学自習 

授業の概要 
 20世紀末に冷戦が終焉してからグローバル化が加速して、アメリカ・モデルのインパクトを受けながら、世界中の

国々で経済社会の構造変化が進んでいる。そのインパクトの発信元であるアメリカ自身も、その国内では20世紀型の

構造から21世紀型への変化が進行しており、そのことが、世界規模の構造変化を促進している。 

 本講義では、このアメリカ・モデルの理念とデザインを理解するために、アメリカの経済社会の全体構造とその国

際的な経済関係、そして、アメリカ経済の基幹分野である自動車産業、食糧・農業分野などを考察する。 

 教科書に沿って授業を進めるが、受講者の理解を助けるために、授業内容に関連する参考資料や新聞記事、映像な

ども紹介する。受講生に、意見や感想を求めることもある。 

授業の目的 
 アメリカ自由主義は個人の自立的な生活と人生を基盤とするため、個人にとっての「就労機会」の存在が必要不可

欠であり、そのためにアメリカ経済の安定と成長が求められる。世界規模でのグローバル化が進展する中で、アメリ

カの経済社会は脱工業化とサービス化とIT化による構造変化の中で、新たな「就労機会」の創出が求められる。 

 本講義では、このアメリカ経済社会の本質的な理念とデザインとダイナミズムを考察する。 

 第1に、国内の経済社会の基本構造を分析した上で、その国際的な経済関係を検討し、アメリカ・モデルの本質と

特徴を理解することを目指す(共通教育スタンダードの「広範な人文・社会・自然に関する知識」に対応)。 

 第2に、21世紀のグローバル化という環境変化の中で進行する、アメリカの基軸産業や労使関係の具体像を、グロ

ーバルな国際展開も視野に入れて考察し、世界的な構造変化の潮流を論理的・多角的に検討する思考力の育成を目指

す(共通教育スタンダードの「21世紀社会の諸問題に対する探求能力」に対応)。 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

(1)アメリカ自由主義の理念と関連づけて経済社会の基本構造を説明できる。 

(2)アメリカ国内の労働編成の変化を説明できる。 

(3)アメリカの貿易構造の変化を説明できる。 

(4)20世紀の基軸産業である自動車産業の21世紀における再編について説明できる。 

(5)19世紀の基軸産業である農業・食料関連産業の21世紀における新たな展開について説明で

きる。 

 

成績評価の方法と基準 
小課題30％、期末テスト70％ 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

【授業の方法】 

・授業はテキストに沿って進めるため、授業時にテキストを必ず持参する必要がある。また、適宜、他の参考文献

や新聞記事、映像資料、英文資料などを補助教材として使用する。 

・受講者に、授業内に意見や感想を求めることがある。 

・必要に応じて、パワーポイントや板書によってメモを示す。口頭でのみ行った説明と共に書き取ること。 

・授業内に出された課題は、必ず期日までに提出すること。課題への取り組みを前提として、授業を進める。 

 

【授業計画】 

第1回：ガイダンス 

第2回：アメリカ経済社会の基本構造(1) 

第3回：アメリカ経済社会の基本構造(2) 

第4回：アメリカ経済社会の基本構造(3) 

第5回：アメリカの貿易構造の変化(1) 

第6回：アメリカの貿易構造の変化(2) 

第7回：自動車産業とグローバル化(1) 

第8回：自動車産業とグローバル化(2) 

第9回：自動車産業とグローバル化(3) 

第10回：農業・食料産業：内と外のグローバル化(1) 

第11回：農業・食料産業：内と外のグローバル化(2) 

第12回：農業・食料産業：内と外のグローバル化(3) 

第13回：サービス産業の拡大(1) 

第14回：サービス産業の拡大(2) 

第15回：アメリカ経済社会の理念 
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【自学自習について】 

・授業の予習・復習として、テキストと授業内の配布資料を読んでおくこと。 

・授業後には、テキストで確認した要点や口頭での説明、パワーポイントや板書の内容を、ノートに整理しなおし

てまとめておくこと。 

・授業に関する連絡や小課題の提出は、Moodleを通じて行う。詳細は、授業内に指示する。 

 

教科書・参考書等 
河崎信樹・吉田健三・田村太一(2018)『アメリカの経済社会：理念とダイナミクス』東京大学出版会 

 

オフィスアワー  水12：00-13：00 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
普段より、新聞やニュースに関心を持ち、見聞きしておくことを推奨する。 
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ナンバリングコード B2SCL-becE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：332029) 
ヨーロッパ経済論 

European Economy 

科目区分 時間割 
前期未定 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B2SCL 

DP・提供部局 
becE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 日臺 健雄 

関連授業科目    ヨーロッパ社会論，ヨーロッパ文化論 

履修推奨科目    経済史入門，グローバル社会概論， 

アメリカ経済論，アジア経済論 

学習時間  講義90分×15回＋自学自習 

授業の概要 
ヨーロッパ経済の歴史と現状について概説します。 

イギリスのEUからの離脱など現在進行形で変化しつつあるヨーロッパ経済について，イギリス，フランス，ドイツな

どの西ヨーロッパ諸国だけでなく，ポーランド，チェコ，ロシアなどの旧社会主義国についても対象としつつ，映像

資料を積極的に用いながら解説をおこないます。 

 

授業の目的 
ヨーロッパ経済の歴史と現状について基本的な知識を身につけることを第1の目的とします。そして，ヨーロッパと

いう日本から地理的には離れている地域について，イギリスのEU離脱など重要なニュースに関心をもって深く理解

できるようになることを第2の目的とします。さらに，グローバル資本主義の中でのヨーロッパ経済の位置と今後の

動向について，専門的な知識をもとに考察する能力を身につけることを第3の目的とします。（b,e) 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

・ヨーロッパ経済の歴史と現状について，基本的知識を習得できる 

・ヨーロッパ経済の現状における諸問題を発見，分析できる 

・ニュースで見聞きするヨーロッパ経済に関する情報を歴史的，専門的に考察できる 

 

成績評価の方法と基準 
期末テスト100％。 

なお，すぐれた質問や意見の提出者には期末テストの点数に加点する場合があります。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

1. ガイダンス 

2. ヨーロッパの地理 

3. ヨーロッパの統合と分断（1）：2つの世界大戦 

4. ヨーロッパの統合と分断（2）：冷戦の開始と東西分断 

5. ヨーロッパの統合と分断（3）：ECの成立 

6. ヨーロッパの統合と分断（4）：東欧・ソ連の市場経済への移行 

7. EUの成立と経済統合の実態  

8. EUの東方拡大 

9. ロシア経済の危機と成長 

10. 市場経済移行国の多様性と共通点 

11. リーマン・ショックの発生と影響 

12. ギリシャ・ショックの発生と影響 

13. ヨーロッパ経済における不安定要因 

14. イギリスのEUからの離脱とその影響 

15. 授業の総括と今後の展望 

※進行状況に応じて授業計画を変更することがあります。 

 

【自学自習に関するアドバイス】 

ヨーロッパ経済の現状や歴史に関心を持った上で新聞などの報道やドキュメンタリーをチェックし，不明な点は参

考書などを参照して調べておくこと。 

また，ヨーロッパ経済の現状や歴史を，日本やアメリカ，アジアにおける経済の現状や歴史と比較しつつ，他の授

業の内容と関連づけて理解するよう心がけておくこと。 

 

教科書・参考書等 
特定の教科書を使用することはありません。 

参考書は次の通りです。 

・田中素香他著『現代ヨーロッパ経済 第5版』有斐閣，2018年 

・SGCIME編『現代経済の解読 第3版』御茶の水書房，2017年 

・SGCIME編『グローバル資本主義の変容と中心部経済』日本経済評論社，2015年 

・SGCIME編『グローバル資本主義と新興経済』日本経済評論社，2015年 
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オフィスアワー  非常勤講師による集中講義のため，講義期間中に対応します。 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
・進行状況に応じて授業計画を変更することがあります。 

・私語など他の受講者の迷惑となる行為を禁じます。他の受講者が平穏に授業を受ける権利を侵害した場合，期末

試験の点数から減点します。 

 

57



ナンバリングコード B3OTH-baxE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：301000) 
コース概説科目 

科目区分 時間割 
前期水1 

対象年次及び学科 
2～2経済学部 

水準・分野 
B3OTH 

DP・提供部局 
baxE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 青木 宏之, 嘉本  慎介 

関連授業科目     

履修推奨科目     

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
 経済学部の教育カリキュラムは、経済学を中心として「経済・政策分析」、「会計・ファイナンス」、「経営・イノベ

ーション」、「観光・地域振興」、「グローバル社会経済」の5つのコースから編成されている。2年次後期からはこの5

つのコースのひとつを興味関心・適性・将来の進路に合わせて選択して、コースが提供するコース専門科目を中心に

学修していきながら、各コースが修学案内に掲げている能力を養成していくことになる。これを踏まえて、この授業

では、各コースのコース専門科目や各コースとつながりが深い授業科目を担当する数名の先生が、コースを代表して

担当する授業科目の内容やその周辺の学問領域などについて紹介する。 

 

授業の目的 
 経済学部の教育カリキュラムが提供する5つのコースの特色と各コースの学問領域において研究対象となる経済・

経営・社会・文化に関わる現象や問題のいくつかについて理解する。（学士課程のDP「知識・理解」に対応） 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

 経済学部の教育カリキュラムが提供する5つのコースの特色を説明できるようになる。 

 興味関心・適性・将来の進路に合わせて、適切なコースを選択できるようになる。 

 

 

成績評価の方法と基準 
 レポート（5回）と出席によって単位の認定を行う。5回以上欠席した場合は単位を認めない。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

第 1回 経済・政策分析コース① 

第 2回 経済・政策分析コース② 

第 3回 経済・政策分析コース③ 

第 4回 会計・ファイナンスコース① 

第 5回 会計・ファイナンスコース② 

第 6回 会計・ファイナンスコース③ 

第 7回 経営・イノベーションコース① 

第 8回 経営・イノベーションコース② 

第 9回 経営・イノベーションコース③ 

第10回 観光・地域振興コース① 

第11回 観光・地域振興コース② 

第12回 観光・地域振興コース③ 

第13回 グローバル社会経済コース① 

第14回 グローバル社会経済コース② 

第15回 グローバル社会経済コース③ 

 

 

 

 

 

 

 

教科書・参考書等 
 必要に応じて資料を配布する。 

 

オフィスアワー   

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
 
 

58



ナンバリングコード B3ECN-bcdE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：310130) 
経済数学 

Mathematics for Economics 

経済と数学      

Economics and Mathematics 

科目区分 時間割 
後期火2 

対象年次及び学科 
1～経済学部 

水準・分野 
B3ECN 

DP・提供部局 
bcdE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 ラナデ 

関連授業科目    ミクロ経済学・マクロ経済学およびその関連科

目 

履修推奨科目    履修にあたって必要とされる科目はありませ

ん． 

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
経済学ではツールとして数学が積極的に活用されています．しかしこの点が経済学を学習する際の障害になる場合

も多いようです．そこでこの講義では，経済学を学習するための数学的トレーニングとして線形代数の基本的内容

を，経済学における活用例を素材に学びます． 

高校数学の復習から始め，経済学では数学をどのように使うのかを例を交えながら解説します． 

 

授業の目的 
授業の目的・達成目標 

１． 線形代数の基本的内容の学習を通じて，経済学における記号・数式・グラフの使い方を身につけること． 

２． 数学への苦手意識がある人は，それを解消すること． 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

１.直線について問題をとける。 

２.行列は専門的につかえる。 
 

成績評価の方法と基準 
宿題&class-work（4割）と期末試験（6割）により評価します。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

授業及び学習の方法 

授業は主に板書によります．宿題&class-workとして演習問題を課します． 

予習は不要ですが，毎回復習してわからないことをなくすことと、演習問題を解くことが必要です 

１．産業連関表 （2回） 

２．ベクトルと行列 （4回） 

３．逆行列と連立方程式 （4回） 

４．行列の固有値 （3回） 

５．行列ゲームと線形計画法 （2回） 

６．まとめ （1回） 

 

 

 

進行状況により、変更をする可能性があります 

 

 

 

 

 

 

教科書・参考書等 
教科書は使用しませんが、参考書は以下のものです。 

石村園子（2000）『やさしく学べる線形代数』 共立出版． 

その他参考書については開講時に紹介します． 

 

オフィスアワー  毎日１８時以降 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
履修上の注意は初回授業で説明します． 
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ナンバリングコード B3ECN-bcdE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：312032) 
政治経済学Ⅱ 

Political Economy Ⅱ 

科目区分 時間割 
後期木3 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B3ECN 

DP・提供部局 
bcdE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 沖 公祐 

関連授業科目    政治経済学Ⅰ 

履修推奨科目    政治経済学Ⅰ 

学習時間  講義90分×15回＋自学自習 

授業の概要 
「政治経済学Ⅰ」を踏まえたうえで、資本主義の原理についての発展的な講義を行う。マルクス経済学の特徴は、資

本主義的生産が1回かぎりのものではなく、繰り返しの過程であることを重視するところにある。本講義では、はじ

めに、資本主義おいて、社会全体がいかにして繰り返し再生産され、さらには、発展していくかを明らかにする。次

いで、「政治経済学Ⅰ」では簡単化のために捨象しておいた資本間の競争という要因を導入し、市場を通じて社会的

再生産が編成される仕組みを説明する。併せて、資本の競争を補足する諸機構、すなわち、地代､商業資本､信用機構

についても解説する。最後に、長期的な動態に目を移し、資本主義経済の発展が、好況→恐慌→不況→好況…という

ダイナミズムを描くことを示す。 

 

授業の目的 
「政治経済学Ⅰ」では、資本主義の基本的な仕組みを把握することに主眼が置かれたが、この講義では、資本主義経

済の全体像に一歩一歩近づいていくことになる。「政治経済学Ⅰ」と「政治経済学Ⅱ」を併せて学ぶことで、現実経

済を分析するための目が養われることが期待できる。 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

・再生産表式を導き出すことができる。 

・資本主義的市場における価格決定メカニズムを説明することができる。 

・地代、商業資本、信用の基本的概念を説明することができる。 

・景気循環の原理的メカニズムを説明することができる。 

 

 

成績評価の方法と基準 
小テストと期末試験によって評価を行なう。配点は、小テスト20点、期末試験80点とする。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

板書および口述筆記による。 

0.ガイダンス（1回） 

1.資本の蓄積（1回） 

2.再生産表式（2回） 

3.利潤（3回） 

4.地代（2回） 

5.商業資本（1回） 

6.信用機構（3回） 

7.景気循環（2回） 

期末試験 

 

【自学自習について】 

自筆ノートおよび授業後web上に掲載する講義概要に基づく復習が中心となる。 

 

 

 

 

 

教科書・参考書等 
教科書：使用しない 

参考書：小幡道昭『経済原論』（東京大学出版会） 

    沖公祐『「富」なき時代の資本主義――マルクス『資本論』を読み直す』（現代書館） 

 

オフィスアワー  初回時に指定する。 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
この講義は「政治経済学Ⅰ」の内容を前提としている。履修希望者は、「政治経済学Ⅰ」を必ず履修しておくこと。 
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ナンバリングコード B3ECN-bcxE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：312112) 
計量経済学Ⅱ 

Econometrics Ⅱ 

計量経済学入門 

 

科目区分 時間割 
後期月5 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B3ECN 

DP・提供部局 
bcxE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 久松 博之 

関連授業科目    統計学入門，統計学，計量経済学Ⅰ， 

マクロ経済学Ⅰ，マクロ経済学Ⅱ 

履修推奨科目    統計学入門，統計学，計量経済学Ⅰ， 

マクロ経済学Ⅰ，マクロ経済学Ⅱ 

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
計量経済学（Econometrics）の理論とデータを用いた実証分析の方法について講義する．計量経済学Ⅰで学習した単

回帰分析の理論を基礎にして，重回帰分析の理論とその応用を中心に説明する． 

授業の目的 
計量経済学の考え方を身につけ，実際の経済データを使って計量経済分析が出来るようになる． 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

・重回帰モデルと最小２乗法の考え方を理解する．多重共線性，関数型と推定式，ダミー変

数とその応用，分布ラグモデルの考え方を理解する． 

・実際のデータを使って重回帰分析ができるようになる． 

 

成績評価の方法と基準 
期末試験（100点満点）の得点，課題レポートや宿題を課す場合はそれらの得点を合計した総合得点が60点以上を合

格とする． 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

【講義の方法】 

基本的には講義ノートによる板書講義．必要に応じてテキストを参照する場合がある．テキストの説明では不十分

だと思われる箇所は，配布資料を使って説明する．データを用いた分析を身に付けるために，Excelによる実習を行

い実習課題を課す場合がある．必要に応じて適宜，宿題を課す場合がある． 

 

【講義計画】 

第１回：１．授業ガイダンス，単回帰モデルから重回帰モデルへ 

第２回：２．重回帰モデルの推定と検定 

第３回：２．１最小２乗推定量の導出 

第４回：２．２最小２乗推定量の推定量特性 

第５回：２．３ 多重共線性 

   ：２．４ 重回帰分析の各種指標 

第６回：３．関数形と推定式 

    ３．１関数形の種類 

第７回：３．２実証分析の手順：対数線形モデルの実際のデータへの応用 

第８回：４．ダミー変数 

    ４．１ 定数項ダミー  

第９回：４．２ 季節ダミー 

    ４．３係数ダミー 

第10回：５．構造変化の検定 

    ５．１ ゼロ制約のＦ-検定  

    ５．２ 構造変化のF-検定 

第11回：６．ラグ変数 

    ６．１ 分布ラグモデル  

    ６．２ 幾何級数型分布ラグモデル： コイック・ラグ 

第12回：６．３ 部分調整モデル 

    ６．４ 適合的期待モデル 

        ６．５ コクラン・オーカット法 

第13回：７．同時方程式モデル 

        ７．１ 同時方程式モデルとは何か 

    ７．２ 同時方程式バイアス 

第14回：７．３ ２段階最小２乗法（２ＳＬＳ） 

第15回：７．４ 同時方程式モデルを使った内挿と外挿 

    ７．５ 実際のマクロ計量モデル 

期末試験 
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＊テキスト出版社のWebサイトからExcelデータと処理方法を説明したpdfをダウンロードしてExcelによる計量経済

分析の実習を行う関係で，テキストでは扱われていないトピック（部分調整モデル，適合的期待モデル，同時方程

式モデル）を省略する場合がある． 

 

【自学自習に関するアドバイス】 

 予習はしなくていいが，授業中取ったノートをもとに授業内容を復習すること．宿題を出す場合があるが，それ

は予習ではなくもっぱら復習の手助けになるものと考える． 

 

教科書・参考書等 
教科書：『入門計量経済学』 山本拓・竹内明香著 新世社 定価2500円＋税  

参考書：随時指示する． 

 

オフィスアワー  火曜日４限目 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
１．計量経済学Ⅰの単位を取得している方が望ましい． 

２．統計学入門，統計学の単位を取得している方が望ましい． 

３．質問がある場合は自筆のノートを持参すること． 

４．スマホ・携帯のカメラ機能での板書撮影を禁止する． 
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ナンバリングコード B3ECN-bcxE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：312142) 
財政学Ｂ 

Public Finance B 

科目区分 時間割 
後期金4 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B3ECN 

DP・提供部局 
bcxE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 長山 貴之 

関連授業科目    財政学Ａ 

履修推奨科目    ミクロ経済学Ⅰおよびマクロ経済学Ⅰ 

学習時間  講義90分×15回＋自学自習 

授業の概要 
財政学は租税論、公債論、予算論、経費論、財政政策、地方財政論などから構成されるが、この講義は主として地方

財政論を取扱う。詳細な理論的分析ではなく広範な制度的解説を行うことを心掛ける。具体的には、我が国の地方公

共団体の歳入および歳出の仕組みを一通り教える。例えば、地方税は地公共団体が自ら徴収するが、地方譲与税、地

方交付税、国庫支出金は国が徴収して地方公共団体に配付する。また、地方債は原則として投資的経費にしか充当で

きない。なお、この講義は経済学の基礎的知識を前提にする。 

 

授業の目的 
地方財政に関する主要な制度を理解する（ＤＰの「知識・理解」に対応）と共に、それらの制度が抱える課題を探究

できるようになる（ＤＰの「問題解決・課題探求能力」に対応）。 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

(1)地方財政に関する主要な制度を説明できる。 

(2)地方財政に関する主要な制度が抱える課題を分析できる。 
 

成績評価の方法と基準 
期末課題および期末試験。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

【授業方法】 

資料を配付し、板書で補足する。 

【授業計画】 

(1)地方公共団体 

(2)財政指標 

(3)歳入 

(4)地方税Ⅰ 

(5)地方税Ⅱ 

(6)地方税Ⅲ 

(7)地方税Ⅳ 

(8)地方譲与税 

(9)地方交付税Ⅰ 

(10)地方交付税Ⅱ 

(11)国庫支出金 

(12)地方債 

(13)歳出Ⅰ 

(14)歳出Ⅱ 

(15)まとめ 

 

 

 

 

 

教科書・参考書等 
なし。 

 

オフィスアワー  月曜日３時限目。 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
私語厳禁。 
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ナンバリングコード B3ECN-bcaE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：312152) 
金融論Ⅱ 

Monetary Economics Ⅱ 

科目区分 時間割 
後期金2 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B3ECN 

DP・提供部局 
bcaE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 藤原 敦志 

関連授業科目    金融論Ⅰ 

履修推奨科目    金融論Ⅰ、金融政策Ⅰ・Ⅱ 

学習時間  講義90分×15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
この授業では、教科書に沿って、大きく、金融機関と金融市場、金融のマクロ的側面について学ぶ。具体的には、様々

な金融市場、金融仲介機関以外の金融機関、資金循環と金融システム、金融政策と経済の実物面・金融面、金融シス

テムの問題と金融危機、金融制度と公的介入・プルーデンス政策などについて学ぶ。適宜、世間で話題となっている

ホットトピックを「現実の金融問題」として紹介する。 

 

授業の目的 
・金融機関と金融市場を理解する。 

・金融のマクロ的側面を理解する。 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

・金融機関と金融市場を説明できる。 

・金融のマクロ的側面を説明できる。 

 

 

成績評価の方法と基準 
中間試験94点・期末試験94点、感想文12点の合計200点満点で評価する（ただし中間試験を受けていても期末試験を

受験しなかった場合は成績評価の対象とはしない）。定期試験では、教科書からの出題は、重要語句や重要な論点を

理論的に自分の言葉で説明できることなどを中心に要求する。現実の金融問題からの出題は、その出来事の流れを理

解していること、またそれらと教科書の内容との関連性を説明できることなどを要求する。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

基本的に教科書の要点を板書しながら説明する。現実の金融問題については、ビデオやパワーポイントで説明し、

学生に感想を書いて提出してもらう。 

 

第1回       ガイダンス、金融論Ⅰの復習 

第2回・第3回   金融市場 

第4回・第5回   金融機関（2）金融仲介機関以外の金融機関 

第6回・第7回   資金循環と金融システム 

第8回          中間試験 

第9回・第10回  金融政策と経済の実物面・金融面 

第11回・第12回 金融システムの問題と金融危機 

第13回・第14回 金融制度と公的介入・プルーデンス政策 

第15回         まとめ、予備日 

 

上記の内容に加えて、適宜、現実の金融問題を盛り込む予定である。 

 

【自学自習に関するアドバイス】 

・予習・復習として教科書の相当する部分を熟読する 

・現実の金融問題の際に配布した資料と教科書の関連性を考え、さらに詳しい情報を自分でも調べてみる 

 

教科書・参考書等 
（教科書）内田浩史（2016）『金融』有斐閣、3400円（税別）。金融論Ⅱではこの本の第9章～第14章までを取り扱う

予定である。 

 

オフィスアワー  最初の授業で周知する。 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
金融論Ⅰの続きとして授業を進めるため、金融論Ⅰを受講した後に金融論Ⅱを受講することを勧める。もし金融論

Ⅰを受講せずに金融論Ⅱを受講する場合は、教科書の第1章～第8章を事前に読んでおくことを勧める。 
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ナンバリングコード B3SCL-bceE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：332230) 
日本社会経済史 

Economic History of Japanese Society 

科目区分 時間割 
後期火4 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B3SCL 

DP・提供部局 
bceE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 山本 裕 

関連授業科目    経済史入門、経営史 

履修推奨科目    経済史入門、経営史 

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
 近現代日本社会経済史の概説を講義する。 

 その際、 

 ①経済成長のマクロ的考察にとどまらず、人々の暮らしと経済との相互関係及びその推移を重視する。 

 ②日本と東アジアとの経済的関係の歴史的推移を重視する。 

 以上の二つの点に留意して講義を進めていく。 

 

授業の目的 
 近現代日本の社会経済史の基礎知識を習得する。習得する上で、経済学・歴史学の方法論をもって、幕末開港から

現在に至る時代を考察して、近現代日本の社会と経済の大きな流れに留意していく。 

 特に、 

 ①様々な経済現象が人々の暮らしを大きく規定してきたこと。 

 ②近現代日本の社会経済が東アジアの諸地域と密接に関係してきたことについて理解を深めることを目的とする。 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

１）近現代日本における地域的多様性を説明できる。 

２）一国史的枠組にとどまらず、「アジアの中の日本」・「世界の中の日本」といった、諸国家

あるいは諸地域間の関連性の中で近現代日本の社会と経済の歴史を解釈して、具体的に

説明できる。 

 

成績評価の方法と基準 
 期末試験（80点）と、２回の授業レポート（計20点）で成績を判断するが、任意の読書レポートを提出した者には、

加点を行う（最大で20点）。また、突発的に授業アンケートを課す可能性があるが、その際、回答者には適宜、若干

の可点を行う（優れた意見の提出者には、更に加点する）。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

 テキストの内容をより深く理解するためのレジュメを配布する（moodleに毎回のレジュメをアップロードする）。

毎回、講義内容について、自筆ノートを作成しまとめなおすことを推奨する（なお、期末試験では、自筆ノートの

み持込可とする）。講義期間中、2回、レポートを課す。  

 

 以下の計画に沿って講義を展開する予定だが、履修者諸君の理解度等を勘案し、期待する理解度に到達していな

いと判断した場合には、より、ゆっくりと時間をかけて講義を行うことで、いくつかの講義単元を行わない可能性

があることをあらかじめお断りしておく。 

 

(1) イントロダクション：日本社会経済史を学ぶ意味・経済史の学習方法 

(2) 近世から近代へ：幕末開港と明治維新－経済から見た幕末・維新期－ 

(3)～(4)「産業革命」と伝統的要素－生産技術と市場制度、近代産業と在来産業－ 

(5) 日清・日露戦争と対外経済「進出」・植民地経営－その社会的影響－ 

(6) 両大戦間期日本の社会と経済(1)：大戦好況・バブルの発生・バブル崩壊後の長期不況が与えた様々な影響 

(7) 両大戦間期日本の社会と経済(2)：産業と企業を中心に 

(8) 両大戦間期日本の社会と経済(3)：人々の生活を中心に 

(9) 両大戦間期日本の社会と経済(4)：「植民圏」の社会と経済－台湾・朝鮮・「満洲」－ 

(10) 戦時期の日本経済と社会(1)：戦時統制経済期の産業と企業 

(11) 戦時期の日本経済と社会(2)：日本とアジアの戦時動員－都市・農村・「植民圏」の生活－ 

(12) 戦後改革の諸相－農地改革・労働改革が地域の社会経済にもたらしたもの－  

(13) 高度成長の時代－地域から見た高度経済成長とアジアを中心とした国際関係の推移－ 

(14) 高度経済成長の終焉と安定成長、バブルの発生・崩壊－人々の生活から考える－ 

(15) 講義の小括  

 予習については、各回の講義を受講する前に、講義範囲について教科書の指定範囲を読解して、分からない用語

等をメモし、調べておく。また、論旨で分からないところが何処なのかも、事前に各自が把握しておく。復習につ

いては、各回の講義終了後に、講義内容を自筆ノートでまとめ直しておく（前述の如く、期末試験には自筆ノート

のみ持込可とし、配布資料は持込不可とする）。 
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教科書・参考書等 
【教科書】宮本又郎編『改訂新版 日本経済史』（放送大学教育振興会、2012年、2700円+TAX）。生協の書籍部にて購

入のこと。 

 

 各回の講義において参考文献を提示するが、大門正克・安田常雄・天野正子編『近代社会を生きる』（吉川弘文

館、2003年、2,800円＋TAX）、同編『戦後経験を生きる』（吉川弘文館、2003年、2,800円＋TAX）、岡部牧夫『満州

国』（講談社学術文庫、2007年、960円＋TAX）武田晴人『新版 日本経済の事件簿―開国からバブル崩壊まで』（日

本経済評論社、2009年、3,000円＋TAX）、沢井実・谷本雅之『日本経済史―近世から現代まで』（有斐閣、2016年、

3,700円＋TAX）、武田晴人『日本経済史』（有斐閣、2019年、3400円＋TAX）は通読を望む。 

 

 また、講義において提示する図・写真等については、黒田日出男監修・帝国書院編集部編『図説 日本史通覧』

（帝国書院、2019年、930円[税込]）を用いていくこととする。視覚的理解をより一層求めたいと考える受講者は、

上記書籍、あるいは、高校生向けの日本史図録・図説等を手許に置いて予習・復習することを推奨する。 

 

オフィスアワー   水曜日6限・７限（ただし、事前にメール等もらえれば、適宜応対する）。  

 教員のメールアドレスは以下の通り。 

 yamamoto@ec.kagawa-u.ac.jp 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
 本科目は教科書を指定するが、教科書の内容以外についても講義を行う。その旨、了承した上で履修されたい。

講義で扱った内容について、自ら問いを立てるような積極的な受講態度を望みたい。 

 

66



ナンバリングコード B3ECN-bcdE-3O-Lg2 
授業科目名  (時間割コード：312126) 
（特）比較経済政策 

Compare Economic Policy 

科目区分 時間割 
後期月3 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B3ECN 

DP・提供部局 
bcdE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lg 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 岡田 徹太郎 

関連授業科目     

履修推奨科目    経済政策 

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
 経済政策にかかわる様々なトピック（各論）を取り上げる。 

 受講者は、本講義と並行して、政府や国会、日本銀行などで、どのような政策の発動が議論されているか、ニュー

スに注意を払うことが望ましい。 

 

授業の目的 
 経済政策に関わるトピックを深く理解することを目的とし、さまざまな疑問に対する回答を、自ら導き出せるよう

にする。 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

１．金融政策の課題について説明できる。 

２．雇用政策の課題について説明できる。 

３．福祉政策の課題について説明できる。 

 

成績評価の方法と基準 
グループワークへの取り組み20点、レポート20点、小テスト10点、期末試験50点の合計100点満点とし、学則にした

がった成績をつける。 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

・授業計画 

 

 板書・口述筆記による。 

 

 (1) 資本主義社会と経済政策 

 (2) 金融政策(1)―金融とは何か 

 (3) 金融政策(2)―預金通貨と信用創造 

 (4) 金融政策(3)―中央銀行の金融政策I 

 (5) 金融政策(4)―中央銀行の金融政策II 

 (6) 金融政策(5)―バブルの発生と崩壊 

 (7) 金融政策(6)―金融政策の課題 

 (8) 雇用政策(1)―日本的雇用慣行 

 (9) 雇用政策(2)―雇用の現況と課題 

 (10) 福祉政策(1)―福祉政策の目的 

 (11) 福祉政策(2)―年金保険 

 (12) 福祉政策(3)―医療保険 

 (13) 福祉政策(4)―公的扶助（生活保護） 

 (14) 福祉政策(5)―セーフティ・ネットの再構築 

 (15) 福祉政策(6)―福祉政策の未来 

 

・自学自習に関するアドバイス 

 

 講義毎に、指定教科書の該当範囲を指定するので、講義前に教科書を熟読し、予習をすること。加えて、講義後

にレポートを課すので、講義内容を振り返り、復習し、まとめ・疑問・感想などを取りまとめて提出すること。 

 

教科書・参考書等 
・教科書 

 田代洋一・萩原伸次郎・金沢史男編『現代の経済政策（第4版）』有斐閣ブックス，2011年． 

 

・参考書 

 経済辞典として、金森久雄・荒憲治郎・森口親司編『有斐閣 経済辞典』第5版、を指定する。 

 

オフィスアワー   火曜日IV時限 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
 大教室におけるアクティブラーニングで学修します。授業に積極的に関わってください。 
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ナンバリングコード B3OTH-baxE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：301000) 
コース概説科目 

科目区分 時間割 
前期水1 

対象年次及び学科 
2～2経済学部 

水準・分野 
B3OTH 

DP・提供部局 
baxE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 青木 宏之, 嘉本  慎介 

関連授業科目     

履修推奨科目     

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
 経済学部の教育カリキュラムは、経済学を中心として「経済・政策分析」、「会計・ファイナンス」、「経営・イノベ

ーション」、「観光・地域振興」、「グローバル社会経済」の5つのコースから編成されている。2年次後期からはこの5

つのコースのひとつを興味関心・適性・将来の進路に合わせて選択して、コースが提供するコース専門科目を中心に

学修していきながら、各コースが修学案内に掲げている能力を養成していくことになる。これを踏まえて、この授業

では、各コースのコース専門科目や各コースとつながりが深い授業科目を担当する数名の先生が、コースを代表して

担当する授業科目の内容やその周辺の学問領域などについて紹介する。 

 

授業の目的 
 経済学部の教育カリキュラムが提供する5つのコースの特色と各コースの学問領域において研究対象となる経済・

経営・社会・文化に関わる現象や問題のいくつかについて理解する。（学士課程のDP「知識・理解」に対応） 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

 経済学部の教育カリキュラムが提供する5つのコースの特色を説明できるようになる。 

 興味関心・適性・将来の進路に合わせて、適切なコースを選択できるようになる。 

 

 

成績評価の方法と基準 
 レポート（5回）と出席によって単位の認定を行う。5回以上欠席した場合は単位を認めない。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

第 1回 経済・政策分析コース① 

第 2回 経済・政策分析コース② 

第 3回 経済・政策分析コース③ 

第 4回 会計・ファイナンスコース① 

第 5回 会計・ファイナンスコース② 

第 6回 会計・ファイナンスコース③ 

第 7回 経営・イノベーションコース① 

第 8回 経営・イノベーションコース② 

第 9回 経営・イノベーションコース③ 

第10回 観光・地域振興コース① 

第11回 観光・地域振興コース② 

第12回 観光・地域振興コース③ 

第13回 グローバル社会経済コース① 

第14回 グローバル社会経済コース② 

第15回 グローバル社会経済コース③ 

 

 

 

 

 

 

 

教科書・参考書等 
 必要に応じて資料を配布する。 

 

オフィスアワー   

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
 
 

68



ナンバリングコード B3BSN-bcaE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：322165) 
管理会計論 

Management Accounting 

科目区分 時間割 
後期火2 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B3BSN 

DP・提供部局 
bcaE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 朴 鏡杓 

関連授業科目    会計・経営学関連科目 

履修推奨科目    簿記・会計関連科目 

学習時間  講義90分×15回＋自学自習 

授業の概要 
マネジメントのための会計である管理会計を初めて学ぶ学生のための授業です。本授業では、管理会計の基本的な概

念、技法、考え方などを学習し、さらに経営管理にどのように実践されているかについて考えていきます。 

授業の目的 
経営管理に役立つ管理会計の基礎知識を身につけること(DPの「知識・理解」に対応)を目指します。 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

１．財務諸表をもとに企業活動を評価できる。 

２．利益管理と原価管理に役立つ原価概念、諸技法を説明できる。 

３．意思決定と業績評価のための管理会計技法を習得できる。 

４．経営管理プロセスで管理会計情報がどのように役立つのかついて説明できる。 

 

 

成績評価の方法と基準 
レポート（0~10％）、中間テスト（40~50％）、期末テスト（40~50％）の成績などを総合的に評価して最終成績を決定

します。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

口述筆記、プリント、Power Pointなどを活用して説明します。 

 

第 1回  イントロダクション【授業の概要と進め方】 

第 2回  管理会計のフレームワーク 

第 3回  原価の概念 

第 4回  標準原価管理① 

第 5回  標準原価管理② 

第 6回  財務分析① 

第 7回  財務分析② 

第 8回  中間テスト 

第 9回  利益計画① 

第10回 利益計画② 

第11回 事業部制会計 

第12回 設備投資の経済計算 

第13回 ABC/ABM 

第14回 原価企画 

第15回 品質原価計算 

第16回 期末テスト 

 

教科書・参考書等 
【教科書】 

高梠 真一編著『管理会計入門ゼミナール』創成社、2012年（生協の書籍部にて購入） 

【参考書】 

講義において適宜紹介します。 

 

オフィスアワー  月曜日3時限目、朴研究室において随時、質問・相談などに応じます。 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
授業計画は、授業の開始時点での予定であり，開始後の進捗状況により変更する場合があります。 
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ナンバリングコード B3ECN-bcaE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：312152) 
金融論Ⅱ 

Monetary Economics Ⅱ 

科目区分 時間割 
後期金2 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B3ECN 

DP・提供部局 
bcaE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 藤原 敦志 

関連授業科目    金融論Ⅰ 

履修推奨科目    金融論Ⅰ、金融政策Ⅰ・Ⅱ 

学習時間  講義90分×15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
この授業では、教科書に沿って、大きく、金融機関と金融市場、金融のマクロ的側面について学ぶ。具体的には、様々

な金融市場、金融仲介機関以外の金融機関、資金循環と金融システム、金融政策と経済の実物面・金融面、金融シス

テムの問題と金融危機、金融制度と公的介入・プルーデンス政策などについて学ぶ。適宜、世間で話題となっている

ホットトピックを「現実の金融問題」として紹介する。 

 

授業の目的 
・金融機関と金融市場を理解する。 

・金融のマクロ的側面を理解する。 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

・金融機関と金融市場を説明できる。 

・金融のマクロ的側面を説明できる。 

 

 

成績評価の方法と基準 
中間試験94点・期末試験94点、感想文12点の合計200点満点で評価する（ただし中間試験を受けていても期末試験を

受験しなかった場合は成績評価の対象とはしない）。定期試験では、教科書からの出題は、重要語句や重要な論点を

理論的に自分の言葉で説明できることなどを中心に要求する。現実の金融問題からの出題は、その出来事の流れを理

解していること、またそれらと教科書の内容との関連性を説明できることなどを要求する。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

基本的に教科書の要点を板書しながら説明する。現実の金融問題については、ビデオやパワーポイントで説明し、

学生に感想を書いて提出してもらう。 

 

第1回       ガイダンス、金融論Ⅰの復習 

第2回・第3回   金融市場 

第4回・第5回   金融機関（2）金融仲介機関以外の金融機関 

第6回・第7回   資金循環と金融システム 

第8回          中間試験 

第9回・第10回  金融政策と経済の実物面・金融面 

第11回・第12回 金融システムの問題と金融危機 

第13回・第14回 金融制度と公的介入・プルーデンス政策 

第15回         まとめ、予備日 

 

上記の内容に加えて、適宜、現実の金融問題を盛り込む予定である。 

 

【自学自習に関するアドバイス】 

・予習・復習として教科書の相当する部分を熟読する 

・現実の金融問題の際に配布した資料と教科書の関連性を考え、さらに詳しい情報を自分でも調べてみる 

 

教科書・参考書等 
（教科書）内田浩史（2016）『金融』有斐閣、3400円（税別）。金融論Ⅱではこの本の第9章～第14章までを取り扱う

予定である。 

 

オフィスアワー  最初の授業で周知する。 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
金融論Ⅰの続きとして授業を進めるため、金融論Ⅰを受講した後に金融論Ⅱを受講することを勧める。もし金融論

Ⅰを受講せずに金融論Ⅱを受講する場合は、教科書の第1章～第8章を事前に読んでおくことを勧める。 
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ナンバリングコード B3ECN-bcxE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：312142) 
財政学Ｂ 

Public Finance B 

科目区分 時間割 
後期金4 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B3ECN 

DP・提供部局 
bcxE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 長山 貴之 

関連授業科目    財政学Ａ 

履修推奨科目    ミクロ経済学Ⅰおよびマクロ経済学Ⅰ 

学習時間  講義90分×15回＋自学自習 

授業の概要 
財政学は租税論、公債論、予算論、経費論、財政政策、地方財政論などから構成されるが、この講義は主として地方

財政論を取扱う。詳細な理論的分析ではなく広範な制度的解説を行うことを心掛ける。具体的には、我が国の地方公

共団体の歳入および歳出の仕組みを一通り教える。例えば、地方税は地公共団体が自ら徴収するが、地方譲与税、地

方交付税、国庫支出金は国が徴収して地方公共団体に配付する。また、地方債は原則として投資的経費にしか充当で

きない。なお、この講義は経済学の基礎的知識を前提にする。 

 

授業の目的 
地方財政に関する主要な制度を理解する（ＤＰの「知識・理解」に対応）と共に、それらの制度が抱える課題を探究

できるようになる（ＤＰの「問題解決・課題探求能力」に対応）。 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

(1)地方財政に関する主要な制度を説明できる。 

(2)地方財政に関する主要な制度が抱える課題を分析できる。 
 

成績評価の方法と基準 
期末課題および期末試験。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

【授業方法】 

資料を配付し、板書で補足する。 

【授業計画】 

(1)地方公共団体 

(2)財政指標 

(3)歳入 

(4)地方税Ⅰ 

(5)地方税Ⅱ 

(6)地方税Ⅲ 

(7)地方税Ⅳ 

(8)地方譲与税 

(9)地方交付税Ⅰ 

(10)地方交付税Ⅱ 

(11)国庫支出金 

(12)地方債 

(13)歳出Ⅰ 

(14)歳出Ⅱ 

(15)まとめ 

 

 

 

 

 

教科書・参考書等 
なし。 

 

オフィスアワー  月曜日３時限目。 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
私語厳禁。 

 

71



 

ナンバリングコード B3BSN-bacE-3O-Ex2 
授業科目名    (時間割コード：320126) 
調査データ分析Ⅰ 

Analysis of Survey Data Ⅰ 

科目区分 時間割 
前期集中 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B3BSN 

DP・提供部局 
bacE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Ex 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 松下 将章 

関連授業科目    統計学入門、経営統計学 

履修推奨科目    統計学入門、経営統計学 

学習時間  （講義90分 × 4回 + 自学自習）× 4日 

授業の概要 
本講義では、量的研究における研究の設計、および量的データの処理・分析について学ぶ。統計分析の技法を習得す

るとともに、量的データにもとづく研究課題の設定の方法についても学ぶ。これらの取り組みを通じて、量的データ

を用いて卒業論文を書くための方法を理解することが、最終的な目標である。 

授業の目的 
得られた量的データにもとづいて、研究課題を設定する方法や、量的データに対して統計分析を行なうための知識・

技能を習得する。 

（DPの知識・理解、および問題解決・課題探求能力に相当） 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

・統計分析に関する基礎的な知識を獲得することができる。 

・量的データを、統計的手法を用いて分析することができる。 

 

 

成績評価の方法と基準 
講義中に指示する演習問題（50%）、および最終レポート（50%）の成績で評価する。 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

第 1回：研究の方法とリサーチ・デザイン① 

第 2回：研究の方法とリサーチ・デザイン② 

第 3回：データ解析の準備① 

第 4回：データ解析の準備② 

第 5回：平均の差の検定① 

第 6回：平均の差の検定② 

第 7回：分散分析① 

第 8回：分散分析② 

第 9回：因子分析 

第10回：変数の作成（合成変数、ダミー変数、天井効果、床効果、信頼性分析） 

第11回：相関分析、偏相関分析（相関と因果） 

第12回：回帰分析① 

第13回：回帰分析② 

第14回：演習① 

第15回：演習② 

 

【授業および学習の方法】 

 講義においては、講義資料とともに、演習用のデータを用いる。講義では、演習用のデータをもとに統計ソフト

で分析し、分析の仕方や結果の見方について学んでいく。 

 

 

 

 

教科書・参考書等 
講義資料をもとに講義する。講義資料の作成にあたって参考にした文献を下記する。 

向後千春・冨永敦子（2007）『統計学がわかる ハンバーガーショップでむりなく学ぶ、やさしく楽しい統計学』技

術評論社. 

向後千春・冨永敦子（2008）『統計学がわかる【回帰分析・因子分析編】アイスクリームで味わう、“関係”の統計

学』技術評論社. 

 

オフィスアワー  初回授業時に指示する。 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
講義中に取り組む演習問題が成績評価に含まれるため、欠席をしないこと。 
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ナンバリングコード B3BSN-cbdE-3O-Lg2 
授業科目名  (時間割コード：323693) 
（特）実践で学ぶ地域密着型ビジネスA 

Special Lecture 

科目区分 時間割 
前期水4～5 

対象年次及び学科 
1～経済学部 

水準・分野 
B3BSN 

DP・提供部局 
cbdE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lg 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 藤村 和宏, 宮脇 秀貴, 松岡 久美 

関連授業科目    （特）実践で学ぶ地域密着型ビジネスB、 

経営関連科目 

履修推奨科目    マーケティング論Ａ、マーケティング論Ｂ、 

経営組織論、経営戦略論、原価会計論 

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
 本講義では、理論と実践の対話を通じて地域密着型ビジネスの基礎を学びます。講義は、香川県に本社を置く“あ

なぶきグループ”と協働で開講するものであり、ＣＳ（顧客満足）やマーケティングの側面から、各業界の動向なら

びに企業における実務上の課題や問題解決の方法について、現場体験や講義、受講生同士および受講生と同グループ

の社員が議論を行うことにより学習する。講義終盤では、授業で学んだ内容を踏まえた上で、業界や企業の今後のあ

るべき方向性について、学生グループによる企画提案を行う。 

 

授業の目的 
 企業の付加価値は、市況および競合を見据えた戦略と顧客に受け入れられる価値提供によって成り立っている。本

講義では、現場体験や第一線で事業展開に関わっているゲスト講師からの解説を交え、地域密着型の経営を具現化す

る為に、ＣＳ（顧客満足）やマーケティングが実際の事業遂行場面でどの様に具現化されているのかを学ぶととも

に、今後の事業や企業活動のあるべき方向性について探求することを目的としている（学士課程のDP「問題解決・課

題探求能力」「知識・理解」に対応）。さらに、実社会における企業の事業活動をより身近に感じてもらい、受講生が

社会に出た際に役立つ経験をしてもらうことを目的としている（学士課程のDP「倫理観・社会的責任」に対応）。 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

１．新聞や専門誌のマーケティングやＣＳに関する記事を理解できる。 

２．企業が直面する課題をマーケティングやＣＳの側面も含めて多面的に理解できる。 

３．課題を発見・探求し、その解決に向けて思考できる主体性や積極的な姿勢が身につく。 

 

成績評価の方法と基準 
成績評価は、以下の４項目の合計点によって行う。 

 ①毎回の講義ごとに課すレポート（30点） 

 ②最終レポートあるいは最終プレゼンテーション（30点） 

 ③ディスカッションへの貢献度（30点） 

 ④取組み姿勢（10点） 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

【授業計画並びに授業及び学習の方法】   

 あなぶきグループが展開する３つの事業分野（マンション分譲、その他不動産、ホテル、施設運営部門）を具体

的な事例として取り上げ、施設見学、事業展開に関わっている社員からの解説、ディスカッションを１つのモジュ

ールとして授業を実施する。各業界の動向、各業界におけるＣＳやマーケティングの考え方が事業展開の中でどの

ように実践されているかを体験する。なお、専門分野の異なる教員３名（藤村、宮脇、松岡）も講義に参加し、各

専門分野の観点からコメントや問題点の整理、議論の促進などを行うことにより、多面的に理解できるように支援

する。 

 

第１回     イントロダクション：グループ事業のイントロダクションと各業界の動向 

第２・３回 ホテル、施設運営部門① ホテル施設見学 

       ホテル、施設運営部門② ホテル部門（講義） 

第４・５回 ホテル、施設運営部門③ 県民ホール等施設見学 

       ホテル、施設運営部門④ 公民連携事業部（講義） 

第６・７回 マンション事業① モデルルーム等施設見学 

       マンション事業② マンション営業本部（講義）  

第８・９回 マンション事業③ マンション開発本部（講義） 

       マンション事業④ ディスカッション 

第10･11回  マーケティング戦略 

      ＣＳ（Ｃｕｓｔｏｍｅｒ Ｓａｔｉｓｆａｃｔｉｏｎ） 

第12･13回  その他不動産① 民泊・簡易宿所施設見学 

      その他不動産② その他不動産に関して（講義） 

第14･15回  学生からの提案発表・まとめ 

 

 ＊本講義は、２コマ連続・隔週で実施する。講義開始時にスケジュール表を配布する。    

 ＊各講義で取り上げる事業分野や施設訪問については、順番や対象が変更となる場合がある。 
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【自学自習についてのアドバイス】   

 各業界の特徴や現状について、自分自身で事前に調べておくこと。  

 

教科書・参考書等 
基本資料は講義ごとに配布する。参考文献等は随時指示する。 

 

オフィスアワー  授業後に質問に応じる。 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
●「（特）実践で学ぶCS・マーケティングA」の単位を取得済みの学生は、本講義を受講できない。 

●施設訪問等、学外での活動を伴うため、学研災・学研賠あるいは同等の保険に加入していることを受講の条件と

する。 

●班編成によるディスカッションと発表を行うことから、最大募集人数は約４０名とする。人員超過の場合は調整

を行う。選考手続きについては、掲示板に掲示する。 

●遅刻厳禁。１０分以上遅れた場合、講義の妨げになるので、入室を禁止する。 
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ナンバリングコード B3BSN-cbdE-3O-Lg2 
授業科目名  (時間割コード：323694) 
（特）実践で学ぶ地域密着型ビジネスB 

Special Lecture 

科目区分 時間割 
後期水4～5 

対象年次及び学科 
1～経済学部 

水準・分野 
B3BSN 

DP・提供部局 
cbdE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lg 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 藤村 和宏, 宮脇 秀貴, 松岡 久美 

関連授業科目    （特）実践で学ぶ地域密着型ビジネスA、 

経営関連科目 

履修推奨科目    マーケティング論Ａ、マーケティング論Ｂ、 

経営組織論、経営戦略論、原価会計論 

 

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
 本講義では、理論と実践の対話を通じて地域密着型ビジネスの基礎を学びます。講義は、前期開講の「（特）実践

で学ぶ地域密着型ビジネスＡ」の後編として、香川県に本社を置く“あなぶきグループ”と協働で開講するものであ

り、ＣＳ（顧客満足）やマーケティングの側面から、各業界の動向ならびに企業における実務上の課題や問題解決の

方法について、現場体験や講義、受講生同士および受講生と同グループの社員が議論を行うことにより学習する。講

義終盤では、授業で学んだ内容を踏まえた上で、業界や企業の今後のあるべき方向性について、学生グループによる

企画提案を行う。 

授業の目的 
 本講義では、現場体験や第一線で事業展開に関わっているゲスト講師からの解説を交え、地域密着型の経営を具現

化する為に、ＣＳ（顧客満足）やマーケティングの考え方が、実際の事業遂行場面でどの様に具現化されているのか

を学ぶとともに、今後の事業や企業活動のあるべき方向性について探求することを目的としている（学士課程のDP

「問題解決・課題探求能力」「知識理解」に対応）。さらに、実社会における企業の事業活動をより身近に感じてもら

い、受講生が社会に出た際に役立つ経験をしてもらうことを目的としている（学士課程のDP「倫理観・社会的責任」

に対応）。 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

１．新聞や専門誌のマーケティングやＣＳに関する記事を理解できる。 

２．企業が直面する課題をマーケティングやＣＳの側面も含めて多面的に理解できる。 

３．課題を発見・探求し、その解決に向けて思考できる主体性や積極的な姿勢が身につく。 

 

成績評価の方法と基準 
成績評価は、以下の４項目の合計点によって行う。 

 ①毎回の講義ごとに課すレポート（30点） 

 ②最終レポートあるいは最終プレゼンテーション（30点） 

 ③ディスカッションへの貢献度（30点） 

 ④取組み姿勢（10点） 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

【授業計画並びに授業及び学習の方法】   

 あなぶきグループが展開する４つの事業分野（ハウジング、シニア事業、トラベル事業、人材サービス事業）を

事例として取り上げ、施設見学や事業展開に関わっている社員からの解説、ディスカッションを１つのモジュール

として授業を実施する。各業界の動向、各業界におけるＣＳやマーケティングの考え方が事業展開の中でどのよう

に実践されているかを体験する。なお、専門分野の異なる教員３名（藤村、宮脇、松岡）も講義に参加し、各専門

分野の観点からコメントや問題点の整理、議論の促進などを行うことにより、多面的に理解できるように支援す

る。 

 

第１回     イントロダクション：グループ事業のイントロダクションと各業界の動向 

第２・３回 ハウジング事業① 施設見学  ＰＭアカデミー 

       ハウジング事業② 管理研修施設（講義） 

第４・５回 ハウジング事業③ マンション分譲管理事業（講義） 

       ハウジング事業④ マンション賃貸仲介事業部（講義） 

第６・７回 シニア事業部①  シニア施設見学 

       シニア事業部②  シニア事業部（講義）  

第８・９回 スーパーマーケット事業① スーパーマーケット事業（講義） 

       スーパーマーケット事業② ディスカッション 

第10･11回  人材サービス事業① 物流、オフィス施設見学 

      人材サービス事業② 人材サービス（講義） 

第12･13回  トラベル事業① トラベル事業（講義） 

      トラベル事業② ディスカッション 

第14･15回  学生からの提案発表・まとめ   

＊本講義は2コマ連続・隔週で実施する。講義開始時にスケジュール表を配布する。    

＊各講義で取り上げる事業分野や施設訪問については、順番や対象が変更となる場合がある。 
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【自学自習についてのアドバイス】   

 各業界の特徴や現状について、自分自身で事前に調べておくこと。  

  

教科書・参考書等 
基本資料は講義ごとに配布する。参考文献等は随時指示する。 

 

オフィスアワー  授業後に質問に応じる。 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
●「（特）実践で学ぶCS・マーケティングB」の単位を取得済みの学生は、本講義を受講できない。 

●施設訪問等、学外での活動を伴うため、学研災・学研賠あるいは同等の保険に加入していることを受講の条件と

する。 

●班編成によるディスカッションと発表を行うことから、最大募集人数は約４０名とする。人員超過の場合は調整

を行う。選考手続きについては、掲示板に掲示する。 

●遅刻厳禁。１０分以上遅れた場合、講義の妨げになるので、入室を禁止する。 
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ナンバリングコード B3OTH-baxE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：301000) 
コース概説科目 

科目区分 時間割 
前期水1 

対象年次及び学科 
2～2経済学部 

水準・分野 
B3OTH 

DP・提供部局 
baxE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 青木 宏之, 嘉本  慎介 

関連授業科目     

履修推奨科目     

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
 経済学部の教育カリキュラムは、経済学を中心として「経済・政策分析」、「会計・ファイナンス」、「経営・イノベ

ーション」、「観光・地域振興」、「グローバル社会経済」の5つのコースから編成されている。2年次後期からはこの5

つのコースのひとつを興味関心・適性・将来の進路に合わせて選択して、コースが提供するコース専門科目を中心に

学修していきながら、各コースが修学案内に掲げている能力を養成していくことになる。これを踏まえて、この授業

では、各コースのコース専門科目や各コースとつながりが深い授業科目を担当する数名の先生が、コースを代表して

担当する授業科目の内容やその周辺の学問領域などについて紹介する。 

 

授業の目的 
 経済学部の教育カリキュラムが提供する5つのコースの特色と各コースの学問領域において研究対象となる経済・

経営・社会・文化に関わる現象や問題のいくつかについて理解する。（学士課程のDP「知識・理解」に対応） 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

 経済学部の教育カリキュラムが提供する5つのコースの特色を説明できるようになる。 

 興味関心・適性・将来の進路に合わせて、適切なコースを選択できるようになる。 

 

 

成績評価の方法と基準 
 レポート（5回）と出席によって単位の認定を行う。5回以上欠席した場合は単位を認めない。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

第 1回 経済・政策分析コース① 

第 2回 経済・政策分析コース② 

第 3回 経済・政策分析コース③ 

第 4回 会計・ファイナンスコース① 

第 5回 会計・ファイナンスコース② 

第 6回 会計・ファイナンスコース③ 

第 7回 経営・イノベーションコース① 

第 8回 経営・イノベーションコース② 

第 9回 経営・イノベーションコース③ 

第10回 観光・地域振興コース① 

第11回 観光・地域振興コース② 

第12回 観光・地域振興コース③ 

第13回 グローバル社会経済コース① 

第14回 グローバル社会経済コース② 

第15回 グローバル社会経済コース③ 

 

 

 

 

 

 

 

教科書・参考書等 
 必要に応じて資料を配布する。 

 

オフィスアワー   

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
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ナンバリングコード B3BSN-bcdE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：320103) 
経営学史 

History of Business Administration 

科目区分 時間割 
後期金2 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B3BSN 

DP・提供部局 
bcdE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 山口 尚美 

関連授業科目    企業倫理 

履修推奨科目     

学習時間  講義90分×15回＋自学自習 

授業の概要 
 経営学は、19世紀末から20世紀初頭に掛け、工業化の急速な進展と企業規模の拡大を背景に、主としてドイツとア

メリカにおいて登場した学問である。 

 ドイツ経営学は、商科大学の中心科目を懸賞論文によって模索する中で生成され、度重なる学問的な方法論争を経

て、理論的性格を強めながら発展していった。ドイツ経営学は、経済学の一部門として、国民経済学との連関を有す

るものとして確立したことから、経営経済学（Betriebswirtschaftskehre）と呼ばれる。 

 それに対し、アメリカ経営学は、テイラーが工場における効率的な管理手法である科学的管理法を提示したとお

り、経営管理に関する現場の問題解決を図り、経営者に対し指針を示すための実践的な経営管理論（Business 

Administration／Management）として誕生している。その後、社会学や心理学など様々なアプローチを取り入れなが

ら、学際的な学問として発展してきた。 

 この授業では、ドイツ経営学とアメリカ経営学の流れを追うことから経営学の歴史を学ぶ。前半でドイツ経営学の

学説史を、後半でアメリカ経営学の学説史を学び、最後にドイツとアメリカの経営学が日本の経営学にどのように影

響しているか、また日本独自の経営理論（日本的経営論）がいかなるものかを学ぶ。 

 

授業の目的 
この授業では、ドイツ経営学とアメリカ経営学の流れを追うことから経営学の歴史を学ぶ。 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

・ドイツ経営学とアメリカ経営学の特徴をそれぞれ理解すること。 

・それぞれの学説について、その背後にある問題意識まで深く理解すること。（いかなる課題

を解決するために登場した学説であるのか。いかなる時代の、いかなる政治・経済・社会的

状況を受けて展開されてきた学説であるのか。） 

・それぞれの経営理論について、技術的に身につけるだけではなく、方法論的基礎まで、深

く理解すること。 

・日本の経営学の特徴を理解すること。 

 

 

成績評価の方法と基準 
学期末試験70％、授業内で提示する課題30％ 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

【授業計画】 

（1）ガイダンス：この授業で何を学ぶのか 

（2）ドイツ経営学の誕生：商科大学の設立と私経済学論争の展開 

（3）経営経済学の発展：ニックリッシュとシュマーレンバッハ 

（4）第二次世界大戦後の経営経済学の展開：グーテンベルク・パラダイム 

（5）社会的市場経済の政策と企業体制論の展開 

（6）経営経済学における規範主義の方向：価値自由と科学的基礎づけの課題 

（7）アメリカ経営学の誕生：テイラーの科学的管理法とフォード・システム 

（8）メイヨーらのホーソン実験と人間関係論 

（9）ウェーバーの官僚制論 

（10）バーナードの組織論 

（11）サイモンの意思決定論 

（12）企業戦略論の展開 

（13）新制度経済学の潮流 

（14）ドイツ経営学・アメリカ経営学の日本経営学への影響と日本的経営論 

（15）総復習とまとめ 

 

【自学自習の方法】 

・テキストの指定した箇所や配布したプリントを、事前にしっかり読み込んでくること。 

教科書・参考書等 
【教科書】 

井原久光（2008）『テキスト経営学：第3版』ミネルヴァ書房。 
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【プリント配布予定】 

岡田昌也・永田誠・吉田修（1980）『ドイツ経営学入門』有斐閣。 

 

【参考書】 

ジェイムス・アベグレン著，山岡洋一訳（2004）『日本の経営』日本経済新聞社。 

 

オフィスアワー  金曜日14:30～15:30（7号館2階・山口研究室） 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
大人として当たり前のマナーをもって授業にのぞみましょう。 

質問は授業終了後、教室でも受け付けます。 
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ナンバリングコード B3BSN-bcdE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：323100) 
グローバル経営論 

Global Management 

 

科目区分 時間割 
後期金4 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B3BSN 

DP・提供部局 
bcdE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 向 渝 

関連授業科目    経営戦略論、経営組織論 

履修推奨科目    経営戦略論、経営組織論 

学習時間  講義90分×15回 ＋自学自習 

授業の概要 
国籍や業種を問わず、企業が国境を越えてまたは国境を跨いで生産・販売などの活動を行うのはもはや一般的であ

る。このような国際化している企業（多国籍企業）の諸活動を研究対象とした学問は国際経営論である。本講義では、

多国籍企業の諸活動について、理論と実態の両方から体系的に説明し、国際経営論の基礎を学ぶ。 

授業の目的 
本講義の目的は、経営戦略論と経営組織論をベースとして、グローバル化する経営の諸問題を理解するための考え方

を学ぶことである。 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

①国際経営とは何かを理解すること 

②国際経営に関する理論体系を理解すること 

③ベーシックな戦略論や組織論の理論を用いて、国際経営に関する諸問題を分析し、その分

析結果をアウトプットとして発表できること。 

④将来、国際ビジネスで活躍する時に必要な基礎知識と発想力を身に付けること。 

 

成績評価の方法と基準 
期末試験（100％）により評価する。なお、記述の内容はもちろんのこと、誤字・脱字がなく、読みやすい文章を高

く評価する。 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

授業は基本的にパワーポイントを使った講義形式で進める。また、ビデオなどの視聴覚教材も適宜使用する。 

 受講生は日頃から日本経済新聞や『日経ビジネス』『週刊ダイヤモンド』などのビジネス誌に目を通し、企業の経

営動向について観察する習慣を付けてください。 

 

第 1回：   イントロダクション－国際経営の基礎知識 

第 2回：  多国籍企業の歴史    

第 3回：   海外直接投資論 

第 4回：   プロダクト・サイクル仮説と優位性の移転 

第 5回：   多国籍企業の組織デザイン 

第 6回：  トランスナショナル型組織  

第 7回：   国際的な活動の配置と調整 

第 8回：   海外子会社論 

第 9回：   グローバル・イノベーション論 

第10回：  国際パートナシップ 

第11回：  国際マーケティング 

第12回：  国際生産 

第13回：  国際研究開発 

第14回：  国際的なサプライチェーン・マネジメント：調達と製販統合 

第15回：  国際人的資源管理 

 

＊進捗状況などに応じて、授業計画を変更する場合がある。 

 

【自学自習に関するアドバイス】 

講義前・講義後には、テキストの関連内容について予習・復習するのを薦める。 

教科書・参考書等 
教科書： 

・大木清弘（2017）『コア・テキスト 国際経営』新世社。2,500円（教科書は、受講生が各自で入手すること。） 

 

参考書： 

・中川功一・林正・多田和美・大木清弘（2015）『はじめての国際経営』有斐閣。1,800円 

・浅川和宏（2003）『グローバル経営入門』日本経済新聞社。2,800円 

・江夏健一・桑名義晴編（2012）『理論とケースで学ぶ国際ビジネス（三訂版）』同文館出版。3,000円 

・安室憲一（2007）『新グローバル経営論』白桃書房。3,500円 

・吉原英樹（2011）『国際経営（第3版） 』有斐閣。2,000円 

・吉原英樹・白木三秀・新宅純二郎・浅川和宏編（2013）『ケースに学ぶ国際経営』有斐閣。2,800円 
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オフィスアワー  特に定めない。事前にe-mail等でアポイントメントを取ってください。 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
授業中の私語と携帯電話の使用を慎むこと。 
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ナンバリングコード B3BSN-bceE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：320200) 
イノベーション論 

Innovation Management 

 

科目区分 時間割 
後期月2 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B3BSN 

DP・提供部局 
bceE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 塩谷 剛 

関連授業科目    経営管理論、経営戦略論A/B、経営組織論A/B 

履修推奨科目    経営管理論、経営戦略論A/B、経営組織論A/B 

学習時間  講義90分×15回＋自学自習 

授業の概要 
ビジネスの課題や顧客ニーズが多様化する中で、企業が継続的に成長・発展していくため 

には「イノベーション」の遂行が不可欠である。本講義では、事例を交えながら技術、製 

品開発などイノベーション・マネジメントの諸問題について解説していく。さらに、イノ 

ベーションを促進させる要因について検討していく。 

授業の目的 
本講義の目的は、経営戦略論、経営組織論などを基礎に、イノベーション・マネジメント 

に関する諸問題について議論・分析するために必要な考え方を学ぶことである。 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

①イノベーション・マネジメントに関する諸問題について企業の戦略・組織などの視点から

説明できる。 

②イノベーション促進のために必要な行動や組織デザインを提案できる。 

 

成績評価の方法と基準 
小レポートの提出30点(2点×15回、各300字以上400字以内)＋期末試験70点 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

第 1回：イノベーション・マネジメントの全体像 

第 2回：技術と経営 

第 3回：競争優位と競争戦略 

第 4回：経営戦略と技術 

第 5回：技術と制度 

第 6回：イノベーションの理論 

第 7回：製品開発プロセス 

第 8回：製品開発とマーケティング 

第 9回：製品開発の組織 

第10回：技術と組織間関係 

第11回：大量生産システム 

第12回：イノベーションと組織学習①：両利きの経営 

第13回：イノベーションと組織学習②：トランザクティブ・メモリー、SECIモデル 

第14回：イノベーションとソーシャル・ネットワーク①：弱い紐帯(つながり) 

第15回：イノベーションとソーシャル・ネットワーク②：ストラクチャル・ホール 

 

【自学自習に関するアドバイス】 

＜予習＞ 

教科書の該当箇所を読んでおくこと。 

＜復習＞ 

教科書の該当箇所を読んでおくこと。教科書の章末問題(Working、Discussiom)に取り組むこと。講義でも章末問題

を一部抜粋し、小レポート課題にする。 

教科書・参考書等 
教科書①原拓志・宮尾学編(2017)『技術経営』中央経済社(第1回～第11回) 

教科書②入山章栄「世界標準の経営理論」第14回、第15回、第17回、第27回、 

第28回『ハーバード・ビジネスレビュー』2015年11月号、2015年12月号、 

2016年2月号、2016年12月号、2017年1月号、 

ダイヤモンド社(第12回～第15回) 

※①は購入すること。②はPDFでダウンロード出来るようにする。 

オフィスアワー  特に定めない。事前にe-mail等でアポイントメントを取ること。 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
当たり前のことですが、私語、携帯電話の使用は厳禁とします。イノベーション論は、経営戦略論、経営組織論、

マーケティング論等の知識を総動員した、いわば経営学の総合格闘技とも言えます。本講義の履修前、あるいは並

行して関連科目を履修することによって、より一層イノベーション論の理解が深まります。 
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ナンバリングコード B3BSN-bcdE-3O-Lb2 
授業科目名  (時間割コード：322200) 
マーケティング論Ｂ 

Marketing B 

科目区分 時間割 
後期月3 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B3BSN 

DP・提供部局 
bcdE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lb 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 藤村 和宏 

関連授業科目    経営関連科目 

履修推奨科目    マーケティング論Ａ 

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
 マーケティングとは、同一の消費者ニーズをターゲットとする競争企業に対抗しながら、企業が消費者との間で両

者（企業及び消費者）が満足できるような長期的な交換（取引）関係を形成・維持するための市場活動である。この

ことから、マーケティングの展開においては、消費者（顧客）満足の向上を図りながら、競争優位を形成・維持する

ことが求められる。したがって本講義では、このことを達成する手段としての４Ｐｓ（Ｐroduct, Price, Promotion, 

Place）について、学生が主体的に行うケース発表および討議を中心として考察を行なう。 

 また、従来のマーケティングの対象は有形財（モノ）であったが、経済のサービス化とともに、営利および非営利

サービスが経済において重要な役割を経たすようになっており、且つ競争も激化していることから、サービスもマー

ケティングの重要な対象となっている。そこで本講義では、有形財（モノ）との比較で、サービス・マーケティング

の特質についても考察を行なう予定である。 

授業の目的 
 マーケティングの具体的戦略（マーケティング・ミックス）に関する専門的知識を習得するとともに、マーケティ

ング戦略に関する問題を自ら発見し解決できる能力を身につけるための基礎を養う。 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

１．新聞や専門誌のマーケティング戦略に関する記事を理解できる。 

２．市場で展開されているマーケティングに関心を持ち、具体的な活動から企業の意図や目

標を解釈・説明できる。 

 

成績評価の方法と基準 
 期末試験、e-ラーニング、および講義への参加度により評価し（100点＋α）、60点以上を合格とする。 

 期末試験にはＡタイプとＢタイプがあり、どちらかを選択する。Ａタイプはケース発表(20点)を行い、それをケー

ス・レポート(50点)として提出したものが選択できる（試験なし）。Ｂタイプは期末試験のみで、配点は70点である。 

 e-ラーニングについては、10点満点のものを３回課する（10点×３回）。 

 講義への参加度とは、学生が行うケース発表に対する質問での参加度であり、１回の質問に対して１点を与える

（１点×質問数）。また、ケース発表に対する評価への参加度であり、評価に参加するごとに１点を与える（１点×

参加回数） 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

 学生によるケース発表と質疑応答を中心に、パワーポイント、ビデオ、プリントを使用しながら口述筆記で行な

う。講義資料については、必要に応じて各自で藤村研究室のホームページからダウンロードしてして下さい。な

お、ダウンロードに必要なパスワード等は第1回目の講義で提示します。 

 第１回      マーケティングの基礎概念 

 第２回 ５回   製品戦略 

 第６回 ９回   価格戦略 + ケース発表と討議 

 第10回 13回  プロモーション戦略 + ケース発表と討議 

 第14回 15回  流通戦略 + ケース発表と討議 

   

【自学自習についてのアドバイス】   

 第２回 ５回   ４つの戦略に関する配布資料を読む。  

 第６回 15回  発表ケースに関する資料を収集し、討議内容を考える。 

 

教科書・参考書等 
 ４つの戦略に関する資料を配布する。なお、資料は藤村研究室のHPから各自でダウンロードして下さい。 

 

【参考】 

 青木幸弘編、『ケースで学ぶマーケティング』、有斐閣、2015年。  

 青木幸弘・恩蔵直人編、『製品・ブランド戦略』、有斐閣、2004年。 

 藤村和宏著、『医療サービスと顧客満足』、医療文化社、2009年。 

オフィスアワー   月曜日の10時～12時 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
 講義中および講義後の質問を歓迎します。もし対面での質問が嫌な場合は、用紙に記入し、講義後に提出して下

さい。口頭あるいは用紙で出された重要な質問については、次の講義時間の最初に回答します。 

 １０分以上遅れた場合、講義の妨げになるので、入室を禁止します。 

 また、講義中の会話や携帯電話は禁止します。注意を３度受けた学生は成績評価の対象から除外します。 
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ナンバリングコード B3BSN-bdcE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：320124) 
環境システム論 

Introduction to Environmental 

Problem 

科目区分 時間割 
後期木3 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B3BSN 

DP・提供部局 
bdcE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 古川 尚幸 

関連授業科目    商品システム論、商品実験 

履修推奨科目    資源エネルギー論 

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
現代社会の大きな流れのひとつとして、地球環境に負荷を与えない、循環型社会システムの構築が模索されていま

す。産業構造に目を転じてみても、このような環境への関心の高まりや、それに伴う社会的ニーズを背景として、環

境ビジネスという産業が生まれ、その市場は大きく成長しようとしています。この授業では、これからの循環型社会

システムを理解するために必要な基礎知識の修得を目的とし、様々な地球環境問題、廃棄物問題、リサイクル問題に

ついて、その基礎から最新のトピックスまでを解説する予定です。 

授業の目的 
企業経営や市民生活と環境問題の関わりについて、基礎的な知識を習得することを目的とします。 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

①企業経営と環境問題の関わりについて説明できる。 

②市民生活と環境問題の関わりについて説明できる。 

③習得した基礎知識をもとに、刻々と変化する環境問題について、内容を判断し、自分の意

見を構築できる。 

 

１つの目安として、資源エネルギー論とあわせて履修することで、環境社会検定試験（東京

商工会議所主催）に合格する程度の基礎知識の修得を目標とします。 

 

 

成績評価の方法と基準 
以下の２つのうち、いずれか各受講生の希望により、成績評価の方法を選択できます。  

（1）期末テスト（100点）により認定します。 

（2）期末テスト（50点）および環境社会検定試験（50点）により認定します。 

 

すでに環境社会検定試験に合格している者、または2019年度後期までに合格した者に50点を与えます。 

 

なお、確認テストは出席状況の把握や授業内容の理解度を確認するために行うので、その結果は単位認定に影響しま

せん。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

【授業計画】 

(1)イントロダクション 

(2)地球温暖化の現状 

(3)地球温暖化に対する取り組み １ 

(4)地球温暖化に対する取り組み ２ 

(5)オゾン層破壊 

(6)その他の環境問題 １ 

(7)その他の環境問題 ２ 

(8)廃棄物問題の現状 

(9)リサイクルの現状 

(10)リサイクル法 １ 

(11)リサイクル法 ２ 

(12)環境問題に対する消費者の取り組み 

(13)環境問題に対する企業の取り組み 

(14)ゲストスピーカーによる講演 

(15)まとめ 

(16)期末試験 

 

【授業方法】 

プリントを配付し、それらを中心に授業を行います。授業ごとに穴埋め形式の確認テストを行います。この確認テ

ストは前回の授業内容から重要なキーワードについて出題します。 

 

新聞やテレビ等を積極的に利用し、普段から環境問題やエネルギー問題に興味を持つよう心掛けてください。 
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教科書・参考書等 
教科書： 

使用しません 

 

参考書： 

三橋規宏『環境経済入門』（日本経済新聞出版社、2013年、1000円＋税） 

足達英一郎『環境経営入門』（日本経済新聞出版社、2009年、860円＋税） 

 

オフィスアワー  金曜日4時限目 

経済学部2号館2F古川研究室 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
特にありません。環境社会検定試験の詳細については、東京商工会議所HPを参照してください。 
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ナンバリングコード B3BSN-bacE-3O-Ex2 
授業科目名    (時間割コード：320126) 
調査データ分析Ⅰ 

Analysis of Survey Data Ⅰ 

科目区分 時間割 
前期集中 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B3BSN 

DP・提供部局 
bacE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Ex 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 松下 将章 

関連授業科目    統計学入門、経営統計学 

履修推奨科目    統計学入門、経営統計学 

学習時間  （講義90分 × 4回 + 自学自習）× 4日 

授業の概要 
本講義では、量的研究における研究の設計、および量的データの処理・分析について学ぶ。統計分析の技法を習得す

るとともに、量的データにもとづく研究課題の設定の方法についても学ぶ。これらの取り組みを通じて、量的データ

を用いて卒業論文を書くための方法を理解することが、最終的な目標である。 

授業の目的 
得られた量的データにもとづいて、研究課題を設定する方法や、量的データに対して統計分析を行なうための知識・

技能を習得する。 

（DPの知識・理解、および問題解決・課題探求能力に相当） 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

・統計分析に関する基礎的な知識を獲得することができる。 

・量的データを、統計的手法を用いて分析することができる。 

 

 

成績評価の方法と基準 
講義中に指示する演習問題（50%）、および最終レポート（50%）の成績で評価する。 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

第 1回：研究の方法とリサーチ・デザイン① 

第 2回：研究の方法とリサーチ・デザイン② 

第 3回：データ解析の準備① 

第 4回：データ解析の準備② 

第 5回：平均の差の検定① 

第 6回：平均の差の検定② 

第 7回：分散分析① 

第 8回：分散分析② 

第 9回：因子分析 

第10回：変数の作成（合成変数、ダミー変数、天井効果、床効果、信頼性分析） 

第11回：相関分析、偏相関分析（相関と因果） 

第12回：回帰分析① 

第13回：回帰分析② 

第14回：演習① 

第15回：演習② 

 

【授業および学習の方法】 

 講義においては、講義資料とともに、演習用のデータを用いる。講義では、演習用のデータをもとに統計ソフト

で分析し、分析の仕方や結果の見方について学んでいく。 

 

 

 

 

教科書・参考書等 
講義資料をもとに講義する。講義資料の作成にあたって参考にした文献を下記する。 

向後千春・冨永敦子（2007）『統計学がわかる ハンバーガーショップでむりなく学ぶ、やさしく楽しい統計学』技

術評論社. 

向後千春・冨永敦子（2008）『統計学がわかる【回帰分析・因子分析編】アイスクリームで味わう、“関係”の統計

学』技術評論社. 

 

オフィスアワー  初回授業時に指示する。 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
講義中に取り組む演習問題が成績評価に含まれるため、欠席をしないこと。 
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ナンバリングコード B3BSN-bcaE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：322165) 
管理会計論 

Management Accounting 

科目区分 時間割 
後期火2 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B3BSN 

DP・提供部局 
bcaE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 朴 鏡杓 

関連授業科目    会計・経営学関連科目 

履修推奨科目    簿記・会計関連科目 

学習時間  講義90分×15回＋自学自習 

授業の概要 
マネジメントのための会計である管理会計を初めて学ぶ学生のための授業です。本授業では、管理会計の基本的な概

念、技法、考え方などを学習し、さらに経営管理にどのように実践されているかについて考えていきます。 

授業の目的 
経営管理に役立つ管理会計の基礎知識を身につけること(DPの「知識・理解」に対応)を目指します。 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

１．財務諸表をもとに企業活動を評価できる。 

２．利益管理と原価管理に役立つ原価概念、諸技法を説明できる。 

３．意思決定と業績評価のための管理会計技法を習得できる。 

４．経営管理プロセスで管理会計情報がどのように役立つのかついて説明できる。 

 

 

成績評価の方法と基準 
レポート（0~10％）、中間テスト（40~50％）、期末テスト（40~50％）の成績などを総合的に評価して最終成績を決定

します。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

口述筆記、プリント、Power Pointなどを活用して説明します。 

 

第 1回  イントロダクション【授業の概要と進め方】 

第 2回  管理会計のフレームワーク 

第 3回  原価の概念 

第 4回  標準原価管理① 

第 5回  標準原価管理② 

第 6回  財務分析① 

第 7回  財務分析② 

第 8回  中間テスト 

第 9回  利益計画① 

第10回 利益計画② 

第11回 事業部制会計 

第12回 設備投資の経済計算 

第13回 ABC/ABM 

第14回 原価企画 

第15回 品質原価計算 

第16回 期末テスト 

 

教科書・参考書等 
【教科書】 

高梠 真一編著『管理会計入門ゼミナール』創成社、2012年（生協の書籍部にて購入） 

【参考書】 

講義において適宜紹介します。 

 

オフィスアワー  月曜日3時限目、朴研究室において随時、質問・相談などに応じます。 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
授業計画は、授業の開始時点での予定であり，開始後の進捗状況により変更する場合があります。 
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ナンバリングコード B3BSN-cbdE-3O-Lg2 
授業科目名  (時間割コード：323693) 
（特）実践で学ぶ地域密着型ビジネスA 

Special Lecture 

科目区分 時間割 
前期水4～5 

対象年次及び学科 
1～経済学部 

水準・分野 
B3BSN 

DP・提供部局 
cbdE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lg 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 藤村 和宏, 宮脇 秀貴, 松岡 久美 

関連授業科目    （特）実践で学ぶ地域密着型ビジネスB、 

経営関連科目 

履修推奨科目    マーケティング論Ａ、マーケティング論Ｂ、 

経営組織論、経営戦略論、原価会計論 

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
 本講義では、理論と実践の対話を通じて地域密着型ビジネスの基礎を学びます。講義は、香川県に本社を置く“あ

なぶきグループ”と協働で開講するものであり、ＣＳ（顧客満足）やマーケティングの側面から、各業界の動向なら

びに企業における実務上の課題や問題解決の方法について、現場体験や講義、受講生同士および受講生と同グループ

の社員が議論を行うことにより学習する。講義終盤では、授業で学んだ内容を踏まえた上で、業界や企業の今後のあ

るべき方向性について、学生グループによる企画提案を行う。 

 

授業の目的 
 企業の付加価値は、市況および競合を見据えた戦略と顧客に受け入れられる価値提供によって成り立っている。本

講義では、現場体験や第一線で事業展開に関わっているゲスト講師からの解説を交え、地域密着型の経営を具現化す

る為に、ＣＳ（顧客満足）やマーケティングが実際の事業遂行場面でどの様に具現化されているのかを学ぶととも

に、今後の事業や企業活動のあるべき方向性について探求することを目的としている（学士課程のDP「問題解決・課

題探求能力」「知識・理解」に対応）。さらに、実社会における企業の事業活動をより身近に感じてもらい、受講生が

社会に出た際に役立つ経験をしてもらうことを目的としている（学士課程のDP「倫理観・社会的責任」に対応）。 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

１．新聞や専門誌のマーケティングやＣＳに関する記事を理解できる。 

２．企業が直面する課題をマーケティングやＣＳの側面も含めて多面的に理解できる。 

３．課題を発見・探求し、その解決に向けて思考できる主体性や積極的な姿勢が身につく。 

 

成績評価の方法と基準 
成績評価は、以下の４項目の合計点によって行う。 

 ①毎回の講義ごとに課すレポート（30点） 

 ②最終レポートあるいは最終プレゼンテーション（30点） 

 ③ディスカッションへの貢献度（30点） 

 ④取組み姿勢（10点） 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

【授業計画並びに授業及び学習の方法】   

 あなぶきグループが展開する３つの事業分野（マンション分譲、その他不動産、ホテル、施設運営部門）を具体

的な事例として取り上げ、施設見学、事業展開に関わっている社員からの解説、ディスカッションを１つのモジュ

ールとして授業を実施する。各業界の動向、各業界におけるＣＳやマーケティングの考え方が事業展開の中でどの

ように実践されているかを体験する。なお、専門分野の異なる教員３名（藤村、宮脇、松岡）も講義に参加し、各

専門分野の観点からコメントや問題点の整理、議論の促進などを行うことにより、多面的に理解できるように支援

する。 

 

第１回     イントロダクション：グループ事業のイントロダクションと各業界の動向 

第２・３回 ホテル、施設運営部門① ホテル施設見学 

       ホテル、施設運営部門② ホテル部門（講義） 

第４・５回 ホテル、施設運営部門③ 県民ホール等施設見学 

       ホテル、施設運営部門④ 公民連携事業部（講義） 

第６・７回 マンション事業① モデルルーム等施設見学 

       マンション事業② マンション営業本部（講義）  

第８・９回 マンション事業③ マンション開発本部（講義） 

       マンション事業④ ディスカッション 

第10･11回  マーケティング戦略 

      ＣＳ（Ｃｕｓｔｏｍｅｒ Ｓａｔｉｓｆａｃｔｉｏｎ） 

第12･13回  その他不動産① 民泊・簡易宿所施設見学 

      その他不動産② その他不動産に関して（講義） 

第14･15回  学生からの提案発表・まとめ 

 

 ＊本講義は、２コマ連続・隔週で実施する。講義開始時にスケジュール表を配布する。    

 ＊各講義で取り上げる事業分野や施設訪問については、順番や対象が変更となる場合がある。 

88



【自学自習についてのアドバイス】   

 各業界の特徴や現状について、自分自身で事前に調べておくこと。  

 

教科書・参考書等 
基本資料は講義ごとに配布する。参考文献等は随時指示する。 

 

オフィスアワー  授業後に質問に応じる。 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
●「（特）実践で学ぶCS・マーケティングA」の単位を取得済みの学生は、本講義を受講できない。 

●施設訪問等、学外での活動を伴うため、学研災・学研賠あるいは同等の保険に加入していることを受講の条件と

する。 

●班編成によるディスカッションと発表を行うことから、最大募集人数は約４０名とする。人員超過の場合は調整

を行う。選考手続きについては、掲示板に掲示する。 

●遅刻厳禁。１０分以上遅れた場合、講義の妨げになるので、入室を禁止する。 
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ナンバリングコード B3BSN-cbdE-3O-Lg2 
授業科目名  (時間割コード：323694) 
（特）実践で学ぶ地域密着型ビジネスB 

Special Lecture 

科目区分 時間割 
後期水4～5 

対象年次及び学科 
1～経済学部 

水準・分野 
B3BSN 

DP・提供部局 
cbdE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lg 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 藤村 和宏, 宮脇 秀貴, 松岡 久美 

関連授業科目    （特）実践で学ぶ地域密着型ビジネスA、 

経営関連科目 

履修推奨科目    マーケティング論Ａ、マーケティング論Ｂ、 

経営組織論、経営戦略論、原価会計論 

 

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
 本講義では、理論と実践の対話を通じて地域密着型ビジネスの基礎を学びます。講義は、前期開講の「（特）実践

で学ぶ地域密着型ビジネスＡ」の後編として、香川県に本社を置く“あなぶきグループ”と協働で開講するものであ

り、ＣＳ（顧客満足）やマーケティングの側面から、各業界の動向ならびに企業における実務上の課題や問題解決の

方法について、現場体験や講義、受講生同士および受講生と同グループの社員が議論を行うことにより学習する。講

義終盤では、授業で学んだ内容を踏まえた上で、業界や企業の今後のあるべき方向性について、学生グループによる

企画提案を行う。 

授業の目的 
 本講義では、現場体験や第一線で事業展開に関わっているゲスト講師からの解説を交え、地域密着型の経営を具現

化する為に、ＣＳ（顧客満足）やマーケティングの考え方が、実際の事業遂行場面でどの様に具現化されているのか

を学ぶとともに、今後の事業や企業活動のあるべき方向性について探求することを目的としている（学士課程のDP

「問題解決・課題探求能力」「知識理解」に対応）。さらに、実社会における企業の事業活動をより身近に感じてもら

い、受講生が社会に出た際に役立つ経験をしてもらうことを目的としている（学士課程のDP「倫理観・社会的責任」

に対応）。 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

１．新聞や専門誌のマーケティングやＣＳに関する記事を理解できる。 

２．企業が直面する課題をマーケティングやＣＳの側面も含めて多面的に理解できる。 

３．課題を発見・探求し、その解決に向けて思考できる主体性や積極的な姿勢が身につく。 

 

成績評価の方法と基準 
成績評価は、以下の４項目の合計点によって行う。 

 ①毎回の講義ごとに課すレポート（30点） 

 ②最終レポートあるいは最終プレゼンテーション（30点） 

 ③ディスカッションへの貢献度（30点） 

 ④取組み姿勢（10点） 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

【授業計画並びに授業及び学習の方法】   

 あなぶきグループが展開する４つの事業分野（ハウジング、シニア事業、トラベル事業、人材サービス事業）を

事例として取り上げ、施設見学や事業展開に関わっている社員からの解説、ディスカッションを１つのモジュール

として授業を実施する。各業界の動向、各業界におけるＣＳやマーケティングの考え方が事業展開の中でどのよう

に実践されているかを体験する。なお、専門分野の異なる教員３名（藤村、宮脇、松岡）も講義に参加し、各専門

分野の観点からコメントや問題点の整理、議論の促進などを行うことにより、多面的に理解できるように支援す

る。 

 

第１回     イントロダクション：グループ事業のイントロダクションと各業界の動向 

第２・３回 ハウジング事業① 施設見学  ＰＭアカデミー 

       ハウジング事業② 管理研修施設（講義） 

第４・５回 ハウジング事業③ マンション分譲管理事業（講義） 

       ハウジング事業④ マンション賃貸仲介事業部（講義） 

第６・７回 シニア事業部①  シニア施設見学 

       シニア事業部②  シニア事業部（講義）  

第８・９回 スーパーマーケット事業① スーパーマーケット事業（講義） 

       スーパーマーケット事業② ディスカッション 

第10･11回  人材サービス事業① 物流、オフィス施設見学 

      人材サービス事業② 人材サービス（講義） 

第12･13回  トラベル事業① トラベル事業（講義） 

      トラベル事業② ディスカッション 

第14･15回  学生からの提案発表・まとめ   

＊本講義は2コマ連続・隔週で実施する。講義開始時にスケジュール表を配布する。    

＊各講義で取り上げる事業分野や施設訪問については、順番や対象が変更となる場合がある。 
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【自学自習についてのアドバイス】   

 各業界の特徴や現状について、自分自身で事前に調べておくこと。  

  

教科書・参考書等 
基本資料は講義ごとに配布する。参考文献等は随時指示する。 

 

オフィスアワー  授業後に質問に応じる。 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
●「（特）実践で学ぶCS・マーケティングB」の単位を取得済みの学生は、本講義を受講できない。 

●施設訪問等、学外での活動を伴うため、学研災・学研賠あるいは同等の保険に加入していることを受講の条件と

する。 

●班編成によるディスカッションと発表を行うことから、最大募集人数は約４０名とする。人員超過の場合は調整

を行う。選考手続きについては、掲示板に掲示する。 

●遅刻厳禁。１０分以上遅れた場合、講義の妨げになるので、入室を禁止する。 
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ナンバリングコード B3OTH-baxE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：301000) 
コース概説科目 

科目区分 時間割 
前期水1 

対象年次及び学科 
2～2経済学部 

水準・分野 
B3OTH 

DP・提供部局 
baxE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 青木 宏之, 嘉本  慎介 

関連授業科目     

履修推奨科目     

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
 経済学部の教育カリキュラムは、経済学を中心として「経済・政策分析」、「会計・ファイナンス」、「経営・イノベ

ーション」、「観光・地域振興」、「グローバル社会経済」の5つのコースから編成されている。2年次後期からはこの5

つのコースのひとつを興味関心・適性・将来の進路に合わせて選択して、コースが提供するコース専門科目を中心に

学修していきながら、各コースが修学案内に掲げている能力を養成していくことになる。これを踏まえて、この授業

では、各コースのコース専門科目や各コースとつながりが深い授業科目を担当する数名の先生が、コースを代表して

担当する授業科目の内容やその周辺の学問領域などについて紹介する。 

 

授業の目的 
 経済学部の教育カリキュラムが提供する5つのコースの特色と各コースの学問領域において研究対象となる経済・

経営・社会・文化に関わる現象や問題のいくつかについて理解する。（学士課程のDP「知識・理解」に対応） 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

 経済学部の教育カリキュラムが提供する5つのコースの特色を説明できるようになる。 

 興味関心・適性・将来の進路に合わせて、適切なコースを選択できるようになる。 

 

 

成績評価の方法と基準 
 レポート（5回）と出席によって単位の認定を行う。5回以上欠席した場合は単位を認めない。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

第 1回 経済・政策分析コース① 

第 2回 経済・政策分析コース② 

第 3回 経済・政策分析コース③ 

第 4回 会計・ファイナンスコース① 

第 5回 会計・ファイナンスコース② 

第 6回 会計・ファイナンスコース③ 

第 7回 経営・イノベーションコース① 

第 8回 経営・イノベーションコース② 

第 9回 経営・イノベーションコース③ 

第10回 観光・地域振興コース① 

第11回 観光・地域振興コース② 

第12回 観光・地域振興コース③ 

第13回 グローバル社会経済コース① 

第14回 グローバル社会経済コース② 

第15回 グローバル社会経済コース③ 

 

 

 

 

 

 

 

教科書・参考書等 
 必要に応じて資料を配布する。 

 

オフィスアワー   

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
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ナンバリングコード B3GEO-bcdE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：331065) 
観光経済学 

Tourism Economics 

 

科目区分 時間割 
後期未定 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B3GEO 

DP・提供部局 
bcdE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 ラナデ 

関連授業科目   ミクロ経済学・マクロ経済学およびその関連科目 

履修推奨科目   履修にあたって必要とされる科目はありません． 

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習(12月25から1月7日の間集中で行う予定） 

授業の概要 
経済学ではミクロ経済学の問題はよく勉強をされています．しかし観光問題とミクロ経済の関係はまだはっきりさ

れていません。そこでこの講義では，経済学及び観光を学習するための数学を使って新しいIdeaは出されます。 

 

授業の目的 
授業の目的・達成目標 

１． 線形代数と微分―積分の基本的内容の学習を通じて，観光の分析をする。 

２． 観光部門でプロになるのためどの知識必要かについて理解をする。 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

1.直線最大化問題をとける。 

2.確率専門的につかえる。 
 

成績評価の方法と基準 
宿題&class-work（4割）と期末試験（6割）により評価します。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

授業及び学習の方法 

授業は主に板書によります．宿題&class-workとして演習問題を課します． 

予習は不要ですが，毎回復習してわからないことをなくすことと、演習問題を解くことが必要です 

１．観光格の行動、Demand分析 （4回） 

２．観光Service Providerの行動、Supply分析 （4回） 

３．Community行動 （2回） 

４．外部性問題（2回） 

５．環境と観光 （2回） 

６．まとめ （1回） 

 

 

進行状況により、変更をする可能性があります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教科書・参考書等 
教科書は使用しませんが、参考書については開講時に紹介します． 

 

オフィスアワー  毎日１８時以降 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
履修上の注意は初回授業で説明します． 
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ナンバリングコード B3GEO-becE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：331040) 
観光地理学 

Geography of Tourism 

科目区分 時間割 
後期火1 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B3GEO 

DP・提供部局 
becE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 高橋 昂輝 

関連授業科目    地域研究論 

履修推奨科目    地域研究論 

学習時間  講義90分×15回 + 自学自習 

授業の概要 
 観光地理学は，人文地理学の下位分野の一つであり，観光現象に関連する空間・地域の動向，およびそれに関わる

人間の行動や人間への影響などを分析の対象とする。この授業では，近年，世界各地で観光現象が活発化している背

景や要因を説明したうえ，種々の社会理論も取り入れつつ，空間的な視点から人間と観光地の諸関係について講義す

る。 

 

授業の目的 
 本授業の目的は，観光を地域振興の手段として捉えるのみならず，権力関係や虚構性などに根差した空間的現象と

して，多面的に読み解く力を獲得することである（DP：地域理解，知識・理解に対応）。また，これを通じ，産業革

命以降における空間の再編過程と場所の消費に関する理解を深めることも本授業の目的の一つである。 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

１．観光現象が生じる背景や要因を説明することができる。 

２．観光地や観光空間が，形成・生産される過程とメカニズムを説明することができる。 

３．地域の構成要素が，観光の資源・商品となる過程とメカニズムを説明することができる。 

 

 

成績評価の方法と基準 
・授業内課題：30％ 

・試験：70％ 

※但し，全授業内課題のうち，２/３以上の提出を単位取得の要件とする。授業内課題は，不定期に複数回実施する。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

【授業計画】 

第１回 導入 

第２回 時間 空間の圧縮 

第３回 コロニアリズムと観光地 

第４回 交通網と観光地 

第５回 観光地の境界性 

第６回 観光空間の生産 

第７回 観光の大衆化と観光地 

第８回 自然環境の観光消費 

第９回 農村空間の商品化 

第10回 都市文化と観光空間 

第11回 観光地のドラマトゥルギー 

第12回 宗教空間／観光空間の相克 

第13回 郷土料理と観光のまなざし 

第14回 超空間の形成とディズニー化 

第15回 総括 

 

【授業内の学習方法】 

・授業には必ず地図帳（中学・高校で使用したもので可）を持参し，説明にあがる国・地域・都市，河川・山脈な

どの位置をその都度確認する。 

・板書やスライドの内容のみならず，口頭で説明される内容にも注意を払い，ノートを取る。 

 

【自学自習】 

・授業で紹介された文献を読む。 

・新聞・テレビ・インターネット等で，国内外のニュースを読むまたは見る。 

・観光地に行く際には，観光地としてその地域を観察するのみならず，地域住民の日常空間として，その地域がい

かなるものであるかについても考える。 

 

教科書・参考書等 
教科書：特に指定しない。授業中にプリントを配布するほか，地図帳を使用する。 

参考書：授業内において，適宜紹介する。 
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オフィスアワー  木曜日５時限目（教員研究室）  

※そのほか，事前に連絡をもらえれば，出来る限り対応します。 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
・私語および教室への無用な出入りを厳禁とする。 

・教室内では，スマートフォンなどのカメラを使った撮影を一切禁じる。 
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ナンバリングコード B3GEO-becE-3O-Lf2 
授業科目名  (時間割コード：331076) 
エコツーリズム論 

Eco-Tourism 

科目区分 時間割 
後期木2 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B3GEO 

DP・提供部局 
becE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lf 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 原 直行 

関連授業科目    とくになし 

履修推奨科目    とくになし 

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
 エコツーリズムやインタープリテーションについて、フィールドで実際に調査し、学びながら最後は実践する講義

である。フィールドとしては栗林公園を予定している。 

 受講生はフィールド（栗林公園）について綿密に調べ、エコツアーのガイド手法を学びながら、フィールドワーク

を繰り返し（授業内外で７～８回は通うことになる）、最終的には実際に観光客にガイドをすることを目標とする。 

 予習復習にかなりの時間を要するので、受講する場合はそのことをよく理解しておくこと。 

 

授業の目的 
エコツーリズム、インタープリテーションについての知識を習得する。また、エコツーリズム、インタープリテーシ

ョンをフィールドで実践することにより、地域理解や知識を深めると同時に、コミュニケーション力を習得する。 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

・エコツーリズム、インタープリテーションについての知識を習得できる。 

・エコツーリズム、インタープリテーションをフィールドで実践することにより、地域理解

や知識を深めると同時に、コミュニケーション力を習得できる。 

 

成績評価の方法と基準 
①講義への参加、フィールドワークへの参加 

②教室での発表とレポート 

③フィールドでの発表とレポート 

全部で４回提出するレポートはそれぞれかなり調べることがあるので、レポート作成には時間がかかる。 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

第１回 エコツーリズムとは 

第２回 インタープリテーション① 

第３回 インタープリテーション② 

第４回  フィールドワーク① 

第５回 フィールドワーク② 

第６回 フィールドワークの成果報告（レポート１回目） 

第７回 フィールドワーク③ 

第８回 フィールドワーク④ 

第９回 発表準備 

第10回 教室での発表①（レポート２回目） 

第11回 教室での発表②（レポート２回目） 

第12回 フィールドでの発表①（レポート３回目） 

第13回 フィールドでの発表②（レポート３回目） 

第14回 フィールドでの発表③（レポート３回目） 

第15回 フィールドでの発表④（レポート３回目） 

最終レポート（レポート４回目） 

 

※進捗状況によって内容が変更することがある。 

※自学自習は授業の前後に適宜指示する。 

 

 

教科書・参考書等 
とくになし。参考文献は講義時に適宜紹介する。 

 

オフィスアワー  木曜１限 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
観光ガイドに興味のある学生やコミュニケーション力を高めたい学生の受講を希望する。 

授業の準備はかなり時間がかかることをあらかじめ了解しておくこと。 
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ナンバリングコード B3BSN-bcdE-3O-Lb2 
授業科目名  (時間割コード：322200) 
マーケティング論Ｂ 

Marketing B 

科目区分 時間割 
後期月3 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B3BSN 

DP・提供部局 
bcdE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lb 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 藤村 和宏 

関連授業科目    経営関連科目 

履修推奨科目    マーケティング論Ａ 

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
 マーケティングとは、同一の消費者ニーズをターゲットとする競争企業に対抗しながら、企業が消費者との間で両

者（企業及び消費者）が満足できるような長期的な交換（取引）関係を形成・維持するための市場活動である。この

ことから、マーケティングの展開においては、消費者（顧客）満足の向上を図りながら、競争優位を形成・維持する

ことが求められる。したがって本講義では、このことを達成する手段としての４Ｐｓ（Ｐroduct, Price, Promotion, 

Place）について、学生が主体的に行うケース発表および討議を中心として考察を行なう。 

 また、従来のマーケティングの対象は有形財（モノ）であったが、経済のサービス化とともに、営利および非営利

サービスが経済において重要な役割を経たすようになっており、且つ競争も激化していることから、サービスもマー

ケティングの重要な対象となっている。そこで本講義では、有形財（モノ）との比較で、サービス・マーケティング

の特質についても考察を行なう予定である。 

授業の目的 
 マーケティングの具体的戦略（マーケティング・ミックス）に関する専門的知識を習得するとともに、マーケティ

ング戦略に関する問題を自ら発見し解決できる能力を身につけるための基礎を養う。 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

１．新聞や専門誌のマーケティング戦略に関する記事を理解できる。 

２．市場で展開されているマーケティングに関心を持ち、具体的な活動から企業の意図や目

標を解釈・説明できる。 

 

成績評価の方法と基準 
 期末試験、e-ラーニング、および講義への参加度により評価し（100点＋α）、60点以上を合格とする。 

 期末試験にはＡタイプとＢタイプがあり、どちらかを選択する。Ａタイプはケース発表(20点)を行い、それをケー

ス・レポート(50点)として提出したものが選択できる（試験なし）。Ｂタイプは期末試験のみで、配点は70点である。 

 e-ラーニングについては、10点満点のものを３回課する（10点×３回）。 

 講義への参加度とは、学生が行うケース発表に対する質問での参加度であり、１回の質問に対して１点を与える

（１点×質問数）。また、ケース発表に対する評価への参加度であり、評価に参加するごとに１点を与える（１点×

参加回数） 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

 学生によるケース発表と質疑応答を中心に、パワーポイント、ビデオ、プリントを使用しながら口述筆記で行な

う。講義資料については、必要に応じて各自で藤村研究室のホームページからダウンロードしてして下さい。な

お、ダウンロードに必要なパスワード等は第1回目の講義で提示します。 

 第１回      マーケティングの基礎概念 

 第２回 ５回   製品戦略 

 第６回 ９回   価格戦略 + ケース発表と討議 

 第10回 13回  プロモーション戦略 + ケース発表と討議 

 第14回 15回  流通戦略 + ケース発表と討議 

   

【自学自習についてのアドバイス】   

 第２回 ５回   ４つの戦略に関する配布資料を読む。  

 第６回 15回  発表ケースに関する資料を収集し、討議内容を考える。 

 

教科書・参考書等 
 ４つの戦略に関する資料を配布する。なお、資料は藤村研究室のHPから各自でダウンロードして下さい。 

 

【参考】 

 青木幸弘編、『ケースで学ぶマーケティング』、有斐閣、2015年。  

 青木幸弘・恩蔵直人編、『製品・ブランド戦略』、有斐閣、2004年。 

 藤村和宏著、『医療サービスと顧客満足』、医療文化社、2009年。 

オフィスアワー   月曜日の10時～12時 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
 講義中および講義後の質問を歓迎します。もし対面での質問が嫌な場合は、用紙に記入し、講義後に提出して下

さい。口頭あるいは用紙で出された重要な質問については、次の講義時間の最初に回答します。 

 １０分以上遅れた場合、講義の妨げになるので、入室を禁止します。 

 また、講義中の会話や携帯電話は禁止します。注意を３度受けた学生は成績評価の対象から除外します。 
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ナンバリングコード B3BSN-bdcE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：320124) 
環境システム論 

Introduction to Environmental 

Problem 

科目区分 時間割 
後期木3 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B3BSN 

DP・提供部局 
bdcE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 古川 尚幸 

関連授業科目    商品システム論、商品実験 

履修推奨科目    資源エネルギー論 

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
現代社会の大きな流れのひとつとして、地球環境に負荷を与えない、循環型社会システムの構築が模索されていま

す。産業構造に目を転じてみても、このような環境への関心の高まりや、それに伴う社会的ニーズを背景として、環

境ビジネスという産業が生まれ、その市場は大きく成長しようとしています。この授業では、これからの循環型社会

システムを理解するために必要な基礎知識の修得を目的とし、様々な地球環境問題、廃棄物問題、リサイクル問題に

ついて、その基礎から最新のトピックスまでを解説する予定です。 

授業の目的 
企業経営や市民生活と環境問題の関わりについて、基礎的な知識を習得することを目的とします。 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

①企業経営と環境問題の関わりについて説明できる。 

②市民生活と環境問題の関わりについて説明できる。 

③習得した基礎知識をもとに、刻々と変化する環境問題について、内容を判断し、自分の意

見を構築できる。 

 

１つの目安として、資源エネルギー論とあわせて履修することで、環境社会検定試験（東京

商工会議所主催）に合格する程度の基礎知識の修得を目標とします。 

 

 

成績評価の方法と基準 
以下の２つのうち、いずれか各受講生の希望により、成績評価の方法を選択できます。  

（1）期末テスト（100点）により認定します。 

（2）期末テスト（50点）および環境社会検定試験（50点）により認定します。 

 

すでに環境社会検定試験に合格している者、または2019年度後期までに合格した者に50点を与えます。 

 

なお、確認テストは出席状況の把握や授業内容の理解度を確認するために行うので、その結果は単位認定に影響しま

せん。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

【授業計画】 

(1)イントロダクション 

(2)地球温暖化の現状 

(3)地球温暖化に対する取り組み １ 

(4)地球温暖化に対する取り組み ２ 

(5)オゾン層破壊 

(6)その他の環境問題 １ 

(7)その他の環境問題 ２ 

(8)廃棄物問題の現状 

(9)リサイクルの現状 

(10)リサイクル法 １ 

(11)リサイクル法 ２ 

(12)環境問題に対する消費者の取り組み 

(13)環境問題に対する企業の取り組み 

(14)ゲストスピーカーによる講演 

(15)まとめ 

(16)期末試験 

 

【授業方法】 

プリントを配付し、それらを中心に授業を行います。授業ごとに穴埋め形式の確認テストを行います。この確認テ

ストは前回の授業内容から重要なキーワードについて出題します。 

 

新聞やテレビ等を積極的に利用し、普段から環境問題やエネルギー問題に興味を持つよう心掛けてください。 
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教科書・参考書等 
教科書： 

使用しません 

 

参考書： 

三橋規宏『環境経済入門』（日本経済新聞出版社、2013年、1000円＋税） 

足達英一郎『環境経営入門』（日本経済新聞出版社、2009年、860円＋税） 

 

オフィスアワー  金曜日4時限目 

経済学部2号館2F古川研究室 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
特にありません。環境社会検定試験の詳細については、東京商工会議所HPを参照してください。 
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ナンバリングコード B3GEO-becE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：332170) 
地域研究論 

Research Strategies in Human 

Geography 

科目区分 時間割 
後期木4 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B3GEO 

DP・提供部局 
becE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 高橋 昂輝 

関連授業科目    観光地理学 

履修推奨科目    観光地理学 

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
 本授業では，地域に関する研究を遂行するにあたり，必要となる様々な概念，方法論などについて，主に人文地理

学の枠組みに基づいて講義する。授業計画の前半部において，学史，地域概念，立地論などの基礎的事項を解説する。

また，後半部では，問題意識に根差した複数のテーマを設定し，事例とともに分析方法を紹介する。 

 

授業の目的 
 本授業の目的は，地域を対象とした研究をおこなうにあたり，必要不可欠な基礎知識を修得し，そのうえで，対象

の地域やテーマに対応した適切な分析方法を理解することである（DP：地域理解，知識・理解に対応）。また，授業

の最終的なゴールは，地域を対象とした研究の計画を受講者自らが設計できるようになることである（DP：問題解

決・課題探求能力に対応）。 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

１．地域に関する学問の歴史や系譜を理解し，説明できる。 

２．地域に関する諸概念を理解し，説明できる。 

３．地域に関する様々な分析方法を理解し，説明できる。 

４．地域に関する研究計画を適切に設計できる。 

 

成績評価の方法と基準 
授業内課題：30％ 

中間試験：30％ 

期末レポート：40％ 

※但し，全授業内課題のうち，２/３以上の提出を単位取得の要件とする。授業内課題は，不定期に複数回実施する。 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

【授業計画】 

第１回 導入：地理学と地域研究 

第２回 地域研究の手順 

第３回 地図の種類と読み方 

第４回 地域概念 

第５回 農業立地論 

第６回 工業立地論 

第７回 都市の空間構造 

第８回 中間試験 

第９回 時間・行動と地域 

第10回 子ども・若者と地域 

第11回 政治と地域 

第12回 健康と地域 

第13回 不平等と地域 

第14回 災害と地域 

第15回 総括 

 

【授業内の学習方法】 

・授業には必ず地図帳（中学・高校で使用したもので可）を持参し，説明にあがる国・地域・都市，河川・山脈な

どの位置をその都度確認する。 

・板書やスライドの内容のみならず，口頭で説明される内容にも注意を払い，ノートを取る。 

 

【自学自習】 

・授業で紹介された文献を読む。 

・新聞・テレビ・インターネット等で，国内外のニュースを読むまたは見る。 

教科書・参考書等 
教科書：特に指定しない。適宜プリントを配布するほか，地図帳を使用する。 

参考書： 

・野間春雄ほか編著（2017）『ジオ・パルNEO ―地理学・地域調査便利帖―（第２版）』海青社．2,700円（税込）． 

・村山祐司編著（2003）『シリーズ人文地理学２：地域研究』朝倉書店．3,800円＋税． 
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オフィスアワー  木曜日５時限目（教員研究室） 

※そのほか，事前に連絡をもらえれば，出来る限り対応します。 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
・私語および教室への無用な出入りを厳禁とする。 

・教室内では，スマートフォンなどのカメラを使った撮影を一切禁じる。 
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ナンバリングコード B4GEO-ceaE-3O-Lf2 
授業科目名  (時間割コード：333220) 
地域活性化プロジェクトⅠ 

Project on Regional VitalizationⅠ 

 

 

科目区分 時間割 
後期未定 

対象年次及び学科 
2～2経済学部 

水準・分野 
B4GEO 

DP・提供部局 
ceaE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lf 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 原 直行, 古川 尚幸, 西成 典久 

関連授業科目    瀬戸内地域活性化プロジェクト 

履修推奨科目    瀬戸内地域活性化プロジェクト 

学習時間  授業90分×5回程度＋フィールドワーク（45時間以上）＋自学自習 

授業の概要 
自治体等と連携し、各地域が有する課題を発見・探求し、解決策を考え、実践するというフィールドワークを取り入

れた、プロジェクト型の授業である。 

 

 

授業の目的 
授業終了時には以下の到達目標の達成を通じて、地域に愛着を持ち自信をもって社会に出ることができる。 

 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

1.地域の課題解決に参画し、実際に地域に貢献できる。 

2.地域の課題解決に参画することにより、課題探求・解決力が身につく。 

3.地域の課題解決に参画することにより、能動的な学習をもたらす主体的な学びができる。 

 

 

成績評価の方法と基準 
授業およびフィールドワークへの参加時間・参加態度（積極性など）・参加内容（取り組み内容）、活動報告会での発

表内容、レポート等により総合的に判断する。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

本授業は登録は後期であるが、年間を通して活動する。 

したがって、以下の１５回分の構成は目安程度として考えてもらいたい。 

１．プロジェクト対象地域についての学修① 

２．プロジェクト対象地域についての学修② 

３．フィールドワーク① 

４．フィールドワーク② 

５．フィールドワーク③ 

６．フィールドワーク④ 

７．フィールドワーク⑤ 

８．進捗状況の報告 

９．フィールドワーク⑥ 

１０．フィールドワーク⑦ 

１１．フィールドワーク⑧ 

１２．フィールドワーク⑨ 

１３．フィールドワーク⑩ 

１４．活動報告会のための学修 

１５．活動報告会 

 

 

自学自習について 

期間中、地域に関する資料収集や読解を行い、地域についての理解を深める。さらに、実践活動についても全国各

地の取組事例を調べて課題解決策を考える。 

 

 

 

教科書・参考書等 
とくになし 

 

オフィスアワー  複数教員で担当するので、最初の講義時に教員ごとにオフィスアワーを知らせる。 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
原則として瀬戸内地域活性化プロジェクトや、担当教員と１年次から地域活動を行ってきた学生のみ受講できる。 
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ナンバリングコード B3BSN-cbdE-3O-Lg2 
授業科目名  (時間割コード：323693) 
（特）実践で学ぶ地域密着型ビジネスA 

Special Lecture 

科目区分 時間割 
前期水4～5 

対象年次及び学科 
1～経済学部 

水準・分野 
B3BSN 

DP・提供部局 
cbdE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lg 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 藤村 和宏, 宮脇 秀貴, 松岡 久美 

関連授業科目    （特）実践で学ぶ地域密着型ビジネスB、 

経営関連科目 

履修推奨科目    マーケティング論Ａ、マーケティング論Ｂ、 

経営組織論、経営戦略論、原価会計論 

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
 本講義では、理論と実践の対話を通じて地域密着型ビジネスの基礎を学びます。講義は、香川県に本社を置く“あ

なぶきグループ”と協働で開講するものであり、ＣＳ（顧客満足）やマーケティングの側面から、各業界の動向なら

びに企業における実務上の課題や問題解決の方法について、現場体験や講義、受講生同士および受講生と同グループ

の社員が議論を行うことにより学習する。講義終盤では、授業で学んだ内容を踏まえた上で、業界や企業の今後のあ

るべき方向性について、学生グループによる企画提案を行う。 

 

授業の目的 
 企業の付加価値は、市況および競合を見据えた戦略と顧客に受け入れられる価値提供によって成り立っている。本

講義では、現場体験や第一線で事業展開に関わっているゲスト講師からの解説を交え、地域密着型の経営を具現化す

る為に、ＣＳ（顧客満足）やマーケティングが実際の事業遂行場面でどの様に具現化されているのかを学ぶととも

に、今後の事業や企業活動のあるべき方向性について探求することを目的としている（学士課程のDP「問題解決・課

題探求能力」「知識・理解」に対応）。さらに、実社会における企業の事業活動をより身近に感じてもらい、受講生が

社会に出た際に役立つ経験をしてもらうことを目的としている（学士課程のDP「倫理観・社会的責任」に対応）。 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

１．新聞や専門誌のマーケティングやＣＳに関する記事を理解できる。 

２．企業が直面する課題をマーケティングやＣＳの側面も含めて多面的に理解できる。 

３．課題を発見・探求し、その解決に向けて思考できる主体性や積極的な姿勢が身につく。 

 

成績評価の方法と基準 
成績評価は、以下の４項目の合計点によって行う。 

 ①毎回の講義ごとに課すレポート（30点） 

 ②最終レポートあるいは最終プレゼンテーション（30点） 

 ③ディスカッションへの貢献度（30点） 

 ④取組み姿勢（10点） 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

【授業計画並びに授業及び学習の方法】   

 あなぶきグループが展開する３つの事業分野（マンション分譲、その他不動産、ホテル、施設運営部門）を具体

的な事例として取り上げ、施設見学、事業展開に関わっている社員からの解説、ディスカッションを１つのモジュ

ールとして授業を実施する。各業界の動向、各業界におけるＣＳやマーケティングの考え方が事業展開の中でどの

ように実践されているかを体験する。なお、専門分野の異なる教員３名（藤村、宮脇、松岡）も講義に参加し、各

専門分野の観点からコメントや問題点の整理、議論の促進などを行うことにより、多面的に理解できるように支援

する。 

 

第１回     イントロダクション：グループ事業のイントロダクションと各業界の動向 

第２・３回 ホテル、施設運営部門① ホテル施設見学 

       ホテル、施設運営部門② ホテル部門（講義） 

第４・５回 ホテル、施設運営部門③ 県民ホール等施設見学 

       ホテル、施設運営部門④ 公民連携事業部（講義） 

第６・７回 マンション事業① モデルルーム等施設見学 

       マンション事業② マンション営業本部（講義）  

第８・９回 マンション事業③ マンション開発本部（講義） 

       マンション事業④ ディスカッション 

第10･11回  マーケティング戦略 

      ＣＳ（Ｃｕｓｔｏｍｅｒ Ｓａｔｉｓｆａｃｔｉｏｎ） 

第12･13回  その他不動産① 民泊・簡易宿所施設見学 

      その他不動産② その他不動産に関して（講義） 

第14･15回  学生からの提案発表・まとめ 

 

 ＊本講義は、２コマ連続・隔週で実施する。講義開始時にスケジュール表を配布する。    

 ＊各講義で取り上げる事業分野や施設訪問については、順番や対象が変更となる場合がある。 
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【自学自習についてのアドバイス】   

 各業界の特徴や現状について、自分自身で事前に調べておくこと。  

 

教科書・参考書等 
基本資料は講義ごとに配布する。参考文献等は随時指示する。 

 

オフィスアワー  授業後に質問に応じる。 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
●「（特）実践で学ぶCS・マーケティングA」の単位を取得済みの学生は、本講義を受講できない。 

●施設訪問等、学外での活動を伴うため、学研災・学研賠あるいは同等の保険に加入していることを受講の条件と

する。 

●班編成によるディスカッションと発表を行うことから、最大募集人数は約４０名とする。人員超過の場合は調整

を行う。選考手続きについては、掲示板に掲示する。 

●遅刻厳禁。１０分以上遅れた場合、講義の妨げになるので、入室を禁止する。 
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ナンバリングコード B3BSN-cbdE-3O-Lg2 
授業科目名  (時間割コード：323694) 
（特）実践で学ぶ地域密着型ビジネスB 

Special Lecture 

科目区分 時間割 
後期水4～5 

対象年次及び学科 
1～経済学部 

水準・分野 
B3BSN 

DP・提供部局 
cbdE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lg 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 藤村 和宏, 宮脇 秀貴, 松岡 久美 

関連授業科目    （特）実践で学ぶ地域密着型ビジネスA、 

経営関連科目 

履修推奨科目    マーケティング論Ａ、マーケティング論Ｂ、 

経営組織論、経営戦略論、原価会計論 

 

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
 本講義では、理論と実践の対話を通じて地域密着型ビジネスの基礎を学びます。講義は、前期開講の「（特）実践

で学ぶ地域密着型ビジネスＡ」の後編として、香川県に本社を置く“あなぶきグループ”と協働で開講するものであ

り、ＣＳ（顧客満足）やマーケティングの側面から、各業界の動向ならびに企業における実務上の課題や問題解決の

方法について、現場体験や講義、受講生同士および受講生と同グループの社員が議論を行うことにより学習する。講

義終盤では、授業で学んだ内容を踏まえた上で、業界や企業の今後のあるべき方向性について、学生グループによる

企画提案を行う。 

授業の目的 
 本講義では、現場体験や第一線で事業展開に関わっているゲスト講師からの解説を交え、地域密着型の経営を具現

化する為に、ＣＳ（顧客満足）やマーケティングの考え方が、実際の事業遂行場面でどの様に具現化されているのか

を学ぶとともに、今後の事業や企業活動のあるべき方向性について探求することを目的としている（学士課程のDP

「問題解決・課題探求能力」「知識理解」に対応）。さらに、実社会における企業の事業活動をより身近に感じてもら

い、受講生が社会に出た際に役立つ経験をしてもらうことを目的としている（学士課程のDP「倫理観・社会的責任」

に対応）。 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

１．新聞や専門誌のマーケティングやＣＳに関する記事を理解できる。 

２．企業が直面する課題をマーケティングやＣＳの側面も含めて多面的に理解できる。 

３．課題を発見・探求し、その解決に向けて思考できる主体性や積極的な姿勢が身につく。 

 

成績評価の方法と基準 
成績評価は、以下の４項目の合計点によって行う。 

 ①毎回の講義ごとに課すレポート（30点） 

 ②最終レポートあるいは最終プレゼンテーション（30点） 

 ③ディスカッションへの貢献度（30点） 

 ④取組み姿勢（10点） 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

【授業計画並びに授業及び学習の方法】   

 あなぶきグループが展開する４つの事業分野（ハウジング、シニア事業、トラベル事業、人材サービス事業）を

事例として取り上げ、施設見学や事業展開に関わっている社員からの解説、ディスカッションを１つのモジュール

として授業を実施する。各業界の動向、各業界におけるＣＳやマーケティングの考え方が事業展開の中でどのよう

に実践されているかを体験する。なお、専門分野の異なる教員３名（藤村、宮脇、松岡）も講義に参加し、各専門

分野の観点からコメントや問題点の整理、議論の促進などを行うことにより、多面的に理解できるように支援す

る。 

 

第１回     イントロダクション：グループ事業のイントロダクションと各業界の動向 

第２・３回 ハウジング事業① 施設見学  ＰＭアカデミー 

       ハウジング事業② 管理研修施設（講義） 

第４・５回 ハウジング事業③ マンション分譲管理事業（講義） 

       ハウジング事業④ マンション賃貸仲介事業部（講義） 

第６・７回 シニア事業部①  シニア施設見学 

       シニア事業部②  シニア事業部（講義）  

第８・９回 スーパーマーケット事業① スーパーマーケット事業（講義） 

       スーパーマーケット事業② ディスカッション 

第10･11回  人材サービス事業① 物流、オフィス施設見学 

      人材サービス事業② 人材サービス（講義） 

第12･13回  トラベル事業① トラベル事業（講義） 

      トラベル事業② ディスカッション 

第14･15回  学生からの提案発表・まとめ   

＊本講義は2コマ連続・隔週で実施する。講義開始時にスケジュール表を配布する。    

＊各講義で取り上げる事業分野や施設訪問については、順番や対象が変更となる場合がある。 
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【自学自習についてのアドバイス】   

 各業界の特徴や現状について、自分自身で事前に調べておくこと。  

  

教科書・参考書等 
基本資料は講義ごとに配布する。参考文献等は随時指示する。 

 

オフィスアワー  授業後に質問に応じる。 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
●「（特）実践で学ぶCS・マーケティングB」の単位を取得済みの学生は、本講義を受講できない。 

●施設訪問等、学外での活動を伴うため、学研災・学研賠あるいは同等の保険に加入していることを受講の条件と

する。 

●班編成によるディスカッションと発表を行うことから、最大募集人数は約４０名とする。人員超過の場合は調整

を行う。選考手続きについては、掲示板に掲示する。 

●遅刻厳禁。１０分以上遅れた場合、講義の妨げになるので、入室を禁止する。 
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ナンバリングコード B3OTH-baxE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：301000) 
コース概説科目 

科目区分 時間割 
前期水1 

対象年次及び学科 
2～2経済学部 

水準・分野 
B3OTH 

DP・提供部局 
baxE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 青木 宏之, 嘉本  慎介 

関連授業科目     

履修推奨科目     

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
 経済学部の教育カリキュラムは、経済学を中心として「経済・政策分析」、「会計・ファイナンス」、「経営・イノベ

ーション」、「観光・地域振興」、「グローバル社会経済」の5つのコースから編成されている。2年次後期からはこの5

つのコースのひとつを興味関心・適性・将来の進路に合わせて選択して、コースが提供するコース専門科目を中心に

学修していきながら、各コースが修学案内に掲げている能力を養成していくことになる。これを踏まえて、この授業

では、各コースのコース専門科目や各コースとつながりが深い授業科目を担当する数名の先生が、コースを代表して

担当する授業科目の内容やその周辺の学問領域などについて紹介する。 

 

授業の目的 
 経済学部の教育カリキュラムが提供する5つのコースの特色と各コースの学問領域において研究対象となる経済・

経営・社会・文化に関わる現象や問題のいくつかについて理解する。（学士課程のDP「知識・理解」に対応） 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

 経済学部の教育カリキュラムが提供する5つのコースの特色を説明できるようになる。 

 興味関心・適性・将来の進路に合わせて、適切なコースを選択できるようになる。 

 

 

成績評価の方法と基準 
 レポート（5回）と出席によって単位の認定を行う。5回以上欠席した場合は単位を認めない。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

第 1回 経済・政策分析コース① 

第 2回 経済・政策分析コース② 

第 3回 経済・政策分析コース③ 

第 4回 会計・ファイナンスコース① 

第 5回 会計・ファイナンスコース② 

第 6回 会計・ファイナンスコース③ 

第 7回 経営・イノベーションコース① 

第 8回 経営・イノベーションコース② 

第 9回 経営・イノベーションコース③ 

第10回 観光・地域振興コース① 

第11回 観光・地域振興コース② 

第12回 観光・地域振興コース③ 

第13回 グローバル社会経済コース① 

第14回 グローバル社会経済コース② 

第15回 グローバル社会経済コース③ 

 

 

 

 

 

 

 

教科書・参考書等 
 必要に応じて資料を配布する。 

 

オフィスアワー   

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
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ナンバリングコード B3SCL-bceE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：332131) 
文化人類学 

Culture Anthropology 

科目区分 時間割 
後期木1 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B3SCL 

DP・提供部局 
bceE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 緒方 宏海 

関連授業科目    社会調査法 

履修推奨科目     

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
 文化人類学とは、一言でいえば「他者」を理解する技法である。より具体的には「他者」の有する観念と行動を翻

訳する技法である。それは、異文化に対する理解や異なる文化を持つ人々の生活様式を記述し、理解する技法とも言

える。本講義では文化人類学の基礎的な理論と方法を習得し、且つ現代社会を理解する上で不可欠なテーマ、宗教、

経済、観光、死の人類学などをサブテーマとする。 

 

授業の目的 
 この授業の目的は、文化人類学で検討されてきた主要な理論と方法論をたどりながら、文化人類学的な視点・ 考

え方を体系的に学ぶとともに、「他者」 を理解しようという文化人類学的視点から、自分自身がもっている思い込み

や常識をいったん括弧に括って客観的に見つめ直す作業を行うことにある。 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

1.文化人類学の基本的な視点、考え方、理論を習得する。 

2.文化人類学の視点から具体的な事例を検討することによって、文化と社会の多様性を理解

する。 

3.上記のことを通じて、異文化とともに自分の属する社会と文化について深く理解し分析す

る能力を身につける。 

 

 

成績評価の方法と基準 
講義中に課すリアクション・ペーパーと学期末の筆記試験をもとに成績を総合評価する。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

第1週 イントロダクション―文化人類学の共通関心と基本作業               

第2週 類人猿とヒトの違いは何か？―文化の進化・文化の伝播 

第3週 衣服の起源は羞恥心からか？―経済の技術・生活の技術 

第4週 「文化的他者」と社会の見方―イギリスの社会人類学の礎とアメリカの文化人類学 

第5週 男になる女になる性をゆさぶる「第三の性」―ジェンダー・性別役割・セクシュアリティ 

  

第6週 冥婚・事実婚・同性婚・一夫多妻婚―さまざまな婚姻のかたち 

第7週  血のつながりと「親子の関係」、祖先のつくり方―世界の家族と親族 

第8週  宗教とはなにか？呪いは効くのか？―宗教の形態、呪術、邪術、妖術   

第9週 「異界」のつくりかた―死の表象と霊魂、憑依、シャーマニズム 

 

第10週 なぜ人食いをするのか？―生と死、カニバリズム、死の人類学 

第11週 人がなぜ人の首を狩るのか？―アジアにおける首狩りの社会史  

第12週 なぜ「贈り物」と「お返し」をするのか？―贈与と交換、経済人類学   

 

第13週 日本はどのように語られたか？―海外の文化人類学的・社会学的日本研究 

第14週 「文化」の売り方と買い方―民族と観光、観光人類学 

第15週 まとめ 

 

 

教科書・参考書等 
ハンドアウトを配布する。 

参考文献は講義時に適宜紹介する。 

 

オフィスアワー  水曜日14時から17時、南キャンパス2号館3階緒方宏海研究室。 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
授業中にリアクション・ペーパーの執筆を課す回がある。 

授業で紹介する参考文献をもとに自主的に研究するよう努めてください。 
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ナンバリングコード B3SCL-bcaE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：332041) 
アジア文化論 

Asian Culture 

東アジアの伝統と現代 

科目区分 時間割 
後期金2 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B3SCL 

DP・提供部局 
bcaE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 髙橋 明郎 

関連授業科目    中国文化論、アジア経済論、アジア社会論  

外国語演習(中国語） 

履修推奨科目     

学習時間  講義90分 X  15回＋自学自習 

授業の概要 
この授業では、まず文化研究の様々な立場を紹介したうえで、東アジア、特に中国・台湾・日本の文化と社会につい

てについて、いくつかのトピックを切り口に、文化政策と関連させながら解説する。 

授業の目的 
 アジアは中東から日本にまでを含む非常に広大な地域である。この講義では日本を含む東アジアの文化と、それを

生んだ背景について理解する。(DPの「知識・理解」に対応）文化研究で用いられる手法を知ると同時に、東アジア

における社会と文化の関係を知ることで、文化の継承の課題について考える。（DPの「問題解決・課題探求能力」に

対応） 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

１ 文化研究の様々な姿勢について知り応用できる。 

２ 東アジアの文化の背景にある儒教・道教などの宗教と、文化とのつながりについて認識

することができる。 

３ 中国・日本・台湾間の文化の影響関係について認識することができる。 

４ 文化政策が文化の発展や継承にどう影響するか、自分の身近な問題として捉えられる。 

 

成績評価の方法と基準 
数回のレポートの得点（４０％）＋試験の成績（６０％）に出席率を乗した数値により判定する。欠席の回に対応す

る課題提出は認めない。 

忌引・疾病による出席停止・交通機関の運休などにより欠席した場合、レポート提出上の配慮はする。ただし、これ

らの場合も含め欠席が5回を超えた学生は成績評価対象としない。（これ以内でも欠席が多かったりレポート不提出

が多い場合は、自動的に合格可能性は低下する） 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

講義形式で行い、教科書は使用しない。 

 

 この講義は以下の内容で行うが、受講生の順序などについては変更される場合がある。 

 

第１～２回 文化研究の流れ（基本的な考え方を知る） 

    ・文化研究の発展 

    ・文化研究の手法 

    ・従来の学問分野と学際的考え方 

    ・西洋の文化理論の変遷と東洋での受容・応用 

 

第３～４回 トピック１：日本文化の中に中国文化はどのように反映されたか 

 

第５～７回 トピック２：儒教と国家組織 

   統治の道具としての儒教 

   科挙 

 

第８～９回 トピック３：道教 

   道教の神々 

   道教と日本文化 

   道教と祭祀 

 

第１０～１３回 トピック４：芸能の伝承と社会 

   京劇・越劇・歌仔戯・布袋劇 

   歌舞伎・講談・落語 

 

第１５・１６回 トピック５：他者の目でアジア文化を見る 

   西洋文化の流入とその影響 

   ヨーロッパに於ける中国・日本 

 

なお、途中２，３回フィルムを使用することがある。（時間と回数は受講者の理解度による） 
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教科書・参考書等 
教科書：特に使用しない 

参考書：tba 

 

オフィスアワー  金曜５時間目、研究室 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
１ 座席指定とする予定なので、最初の授業に必ず出席すること 

２ 30分以内の遅刻者は指定するエリアの座席に着席すること（他の座席にいた場合出席票や資料は交付しない） 

３ 文字化が難しいもの以外は資料配布はしないので、きちんとノートを取る事。カメラ（機能）での板書および

映像資料の撮影は認めない。 

４ 講義中の出入りは慎むこと。・スマートフォンなどは電源を切ったうえ鞄の中等にしまうこと。机上 机の下な

どを問わず、使用している場合出席票を没収する。（留学生が日本語の理解のた め電子辞書などを使用する場

合はこの限りでない） 

５ 映像資料使用中の居眠りなどの場合も３と同じ処置を取る。 

６ 「高学年教養科目」として履修する場合、2年次以上の学生のみ受講できる。 
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ナンバリングコード B3SCL-bdcE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：332040) 
ヨーロッパ社会論 

European Society 

現代ヨーロッパの社会変動 

科目区分 時間割 
後期水2 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B3SCL 

DP・提供部局 
bdcE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 園部 裕子 

関連授業科目    現代フランス研究など、ヨーロッパ関係の科目 

履修推奨科目    現代フランス研究など、ヨーロッパ関係の科目 

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自宅学習 

授業の概要 
現在、ヨーロッパでは進行しつつあった統合のゆくえが問われつつある。統合はどのような歴史的過程のなかで発起

され、どのような手続きを経て進展してきたのだろうか。また、統合とともにヨーロッパの〈内部〉や〈外部〉との

間には、どのような変化が見られ、そこからどのような問題が生じてきたのだろうか。「ヨーロッパ」は決して一枚

岩ではなく、多様な文化・言語・民族、制度をもつ個々の国家の間で、絶えず分裂と統合が繰り返されている、激動

する社会である。また、ヨーロッパは常に外部社会との関わりの中で存在し、人や文化の交流があり、多くの移住者

が流入している。そのなかで市民はいったいどのように行動しているのか。統合が目指す社会のあり方を探り、その

過程で生じている社会変動について、具体的な事例をもとに検討する。 

 

授業の目的 
社会科学の方法論をもってヨーロッパを分析する視点を養う。 

現代ヨーロッパの統合の進展と、社会変動の課題を理解する。 

ヨーロッパという社会が静的、固定的なものではなく、流動的で変動する社会であることを理解する。 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

・ナショナリズムと国民国家、現代ヨーロッパ統合と市民社会についての基本用語を理解し

て使える。 

・ 現代ヨーロッパ社会における国家と地域の位置づけを理解する。 

・ 現代ヨーロッパ社会で起こっている変動について説明できる。 

 

成績評価の方法と基準 
①出席と授業中の小レポート（30％）、②新書程度の課題図書を1冊以上読んで執筆する中間レポート（30％）、③論

述形式の学期末試験（40％）により総合的に評価する。 

 

①、②、③のいずれかの要素が不足していたり、そろっていても理解度、習熟度が極端に不十分な場合は、単位は認

定されない。講義をもとに、自分で疑問をもち、問いを立ててそれについて調べたり読んだりしてオリジナルな視点

から文章にまとめる訓練をどれだけ積んだかが評価される。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

【授業および学習の方法】 

・授業は講義が中心になる。担当教員が現地調査中に収集した写真等の資料や、テーマに関連するビデオなどの視

聴覚教材も利用する。 

 

・毎回の講義で学んだことを感想、質問、疑問などと共に小レポートにまとめてもらう。それをもとに次の授業で

質疑応答やテーマに関する議論をしたい。 

 

・課題図書を読むことは、前提となる知識を身につけるために必要になる。 

 

【重要】まず講義内容を理解することが大前提（理解度は小レポートで把握する）。その上で受講者には、自分なり

の疑問をもち、新聞を読んだりニュースを見たりする習慣を付け、文献を探して読むなど、自分で積極的に調べ、

読み、行動し、考えることが求められる。そうした努力は、このシラバスを読んだ日から、始めておくことが望ま

しい。 

 

【講義計画予定（一部変更する場合がある）】 

1 導入：国境とは何か？ 

2 国民国家とヨーロッパ 1  

3 国民国家とヨーロッパ 2 

4 国民国家とヨーロッパ 3 

5 統合の歩み 1 

6 統合の歩み 2 

7 ヨーロッパの地域と言語 1 

8 ヨーロッパの地域と言語 2 
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9 ヨーロッパの地域と言語 3 

10 拡大交渉と〈外部〉 1 

11 拡大交渉と〈外部〉 2 

12 統合の理念と市民社会 1 

13 統合の理念と市民社会 2 

14 統合の理念と市民社会 3 

15 まとめ 

 

教科書・参考書等 
ハンドアウトを用意する。 

【参考書】 

・大澤真幸・姜尚中編、2009『ナショナリズム論・入門』有斐閣アルマ 

・塩川信明、2008『民族とネイション  ナショナリズムという難問』岩波新書 

その他、講義中に参考文献リストを配布する。 

 

オフィスアワー   

研究室：南3号館3階 

オフィスアワー：講義中に指示する。事前にメールで予約のこと。 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
最初の授業に出席して講義の流れを把握すること。小レポートを特別な理由なしに4回以上提出しなかった場合、中

間レポート未提出の場合、レポート等でコピペなど不正が見つかった場合、それ以降の受講資格はないものとす

る。私語、居眠りなど講義に対して積極的な姿勢が見られない者は欠席扱いとし、退出させる。 
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ナンバリングコード B3SCL-bcxE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：332205) 
比較近代化論 

Comparative Studies of Modernization 

科目区分 時間割 
後期木3 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B3SCL 

DP・提供部局 
bcxE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 金澤 忠信 

関連授業科目    グローバル社会概論 

履修推奨科目    ヨーロッパ文化論 

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
まず「近代化」とは何かを問い、それが我々の生活や社会にどのような影響を及ぼしているのかについて考察する。

近代化の過程およびその問題点について、日本とヨーロッパ諸国を比較し、相互の影響関係を分析する。特に、19世

紀において国民国家という巨大な共同体が要請され、創設される歴史的背景および歴史的条件について、帝国主義、

資本主義、科学技術、教育制度、学問・芸術、マスメディアなど、様々な角度から究明していく。 

授業の目的 
日本の近代化は「欧米化」とほぼ同義であるため、日本の近代化について議論するためには、まず19世紀から20世紀

にかけてのヨーロッパ各国あるいはアメリカの政治・経済・社会・文化についての幅広い知識が必要となる。そのう

えで、欧米の文物のうち、日本がどれを、どのような条件のもとで、どのように受容したか、そしてそれがどのよう

な効果をもたらしたかについて明らかにしなければならない。また、日本が世界にたいしてどのような影響を与え、

世界からどのように見られていたのかについても考慮に入れる。こうした様々な視点からの複合的な考察を通じて、

歴史的事象としての近代化が、現代の人間の考え方や生き方に及ぼしている影響を解明する。 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

日本以外の国・地域における事象・事件であっても、積極的に問題意識を持ち、自分に直接

関わる問題として考えることができる。 現在の自分の生活が、近代ヨーロッパの思想・文化

にいかに影響を受けているかについて、深く認識・自覚することができる。現代社会のあり

方を、その創設や発展といった歴史的経緯をたどる作業を通じて考察することができる。 

 

成績評価の方法と基準 
平常点（出席、毎回のミニレポート）30%、中間レポート30%、学期末試験40%により、総合的に評価する。 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

【授業計画】 

(1) イントロダクション（本講義の概要、授業の進め方、単位の取り方など） 

(2) 近代化とは何か 

(3) 19世紀ヨーロッパ情勢(1) 

(4) 19世紀ヨーロッパ情勢(2) 

(5) 帝国主義の時代(1) 

(6) 帝国主義の時代(2) 

(7) 日本の近代化(1) 

(8) 日本の近代化(2) 

(9) 受容と翻訳の問題(1) 

(10) 受容と翻訳の問題(2) 

(11) 近代化がもたらしたもの(1) 

(12) 近代化がもたらしたもの(2) 

(13) 近代と現代(1) 

(14) 近代と現代(2) 

(15) まとめ 

 

【学習の方法】 

授業は必ずノートを取りながら聞く。配布されるプリント等の資料をしっかり読み、自分の関心・疑問を明確化す

る。毎回ミニレポートに意見・感想・質問などを書く。課題が与えられたときは、必ず調べて事前に知識・情報を

得ておく。授業時に紹介される参考文献、映画作品などはできるだけ事前に観たり聴いたりしておく。 

 

教科書・参考書等 
高津春繁、『比較言語学入門』、岩波文庫、1992年、780＋税。 

福澤諭吉、『文明論之概略』、岩波書店、1995年、940円＋税。 

柳父章『翻訳語成立事情』、岩波書店、1982年、700円＋税。 

※いずれも購入の必要はないが、講義のなかで必ず言及するので、なるべく事前に読んでおくこと。 

オフィスアワー  月曜4時限目。幸町南キャンパス3号館2階、金澤研究室。 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
歴史的研究にもとづいた授業で、難しそうに見えるかもしれませんが、専門用語などはできるだけ平易な解説を心

がけます。雑学的知識よりも問題意識を持つことを学んでください。 
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ナンバリングコード B3SCL-bceE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：332230) 
日本社会経済史 

Economic History of Japanese Society 

科目区分 時間割 
後期火4 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B3SCL 

DP・提供部局 
bceE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 山本 裕 

関連授業科目    経済史入門、経営史 

履修推奨科目    経済史入門、経営史 

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
 近現代日本社会経済史の概説を講義する。 

 その際、 

 ①経済成長のマクロ的考察にとどまらず、人々の暮らしと経済との相互関係及びその推移を重視する。 

 ②日本と東アジアとの経済的関係の歴史的推移を重視する。 

 以上の二つの点に留意して講義を進めていく。 

 

授業の目的 
 近現代日本の社会経済史の基礎知識を習得する。習得する上で、経済学・歴史学の方法論をもって、幕末開港から

現在に至る時代を考察して、近現代日本の社会と経済の大きな流れに留意していく。 

 特に、 

 ①様々な経済現象が人々の暮らしを大きく規定してきたこと。 

 ②近現代日本の社会経済が東アジアの諸地域と密接に関係してきたことについて理解を深めることを目的とする。 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

１）近現代日本における地域的多様性を説明できる。 

２）一国史的枠組にとどまらず、「アジアの中の日本」・「世界の中の日本」といった、諸国家

あるいは諸地域間の関連性の中で近現代日本の社会と経済の歴史を解釈して、具体的に

説明できる。 

 

成績評価の方法と基準 
 期末試験（80点）と、２回の授業レポート（計20点）で成績を判断するが、任意の読書レポートを提出した者には、

加点を行う（最大で20点）。また、突発的に授業アンケートを課す可能性があるが、その際、回答者には適宜、若干

の可点を行う（優れた意見の提出者には、更に加点する）。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

 テキストの内容をより深く理解するためのレジュメを配布する（moodleに毎回のレジュメをアップロードする）。

毎回、講義内容について、自筆ノートを作成しまとめなおすことを推奨する（なお、期末試験では、自筆ノートの

み持込可とする）。講義期間中、2回、レポートを課す。  

 

 以下の計画に沿って講義を展開する予定だが、履修者諸君の理解度等を勘案し、期待する理解度に到達していな

いと判断した場合には、より、ゆっくりと時間をかけて講義を行うことで、いくつかの講義単元を行わない可能性

があることをあらかじめお断りしておく。 

 

(1) イントロダクション：日本社会経済史を学ぶ意味・経済史の学習方法 

(2) 近世から近代へ：幕末開港と明治維新－経済から見た幕末・維新期－ 

(3)～(4)「産業革命」と伝統的要素－生産技術と市場制度、近代産業と在来産業－ 

(5) 日清・日露戦争と対外経済「進出」・植民地経営－その社会的影響－ 

(6) 両大戦間期日本の社会と経済(1)：大戦好況・バブルの発生・バブル崩壊後の長期不況が与えた様々な影響 

(7) 両大戦間期日本の社会と経済(2)：産業と企業を中心に 

(8) 両大戦間期日本の社会と経済(3)：人々の生活を中心に 

(9) 両大戦間期日本の社会と経済(4)：「植民圏」の社会と経済－台湾・朝鮮・「満洲」－ 

(10) 戦時期の日本経済と社会(1)：戦時統制経済期の産業と企業 

(11) 戦時期の日本経済と社会(2)：日本とアジアの戦時動員－都市・農村・「植民圏」の生活－ 

(12) 戦後改革の諸相－農地改革・労働改革が地域の社会経済にもたらしたもの－  

(13) 高度成長の時代－地域から見た高度経済成長とアジアを中心とした国際関係の推移－ 

(14) 高度経済成長の終焉と安定成長、バブルの発生・崩壊－人々の生活から考える－ 

(15) 講義の小括  

 予習については、各回の講義を受講する前に、講義範囲について教科書の指定範囲を読解して、分からない用語

等をメモし、調べておく。また、論旨で分からないところが何処なのかも、事前に各自が把握しておく。復習につ

いては、各回の講義終了後に、講義内容を自筆ノートでまとめ直しておく（前述の如く、期末試験には自筆ノート

のみ持込可とし、配布資料は持込不可とする）。 

114



教科書・参考書等 
【教科書】宮本又郎編『改訂新版 日本経済史』（放送大学教育振興会、2012年、2700円+TAX）。生協の書籍部にて購

入のこと。 

 

 各回の講義において参考文献を提示するが、大門正克・安田常雄・天野正子編『近代社会を生きる』（吉川弘文

館、2003年、2,800円＋TAX）、同編『戦後経験を生きる』（吉川弘文館、2003年、2,800円＋TAX）、岡部牧夫『満州

国』（講談社学術文庫、2007年、960円＋TAX）武田晴人『新版 日本経済の事件簿―開国からバブル崩壊まで』（日

本経済評論社、2009年、3,000円＋TAX）、沢井実・谷本雅之『日本経済史―近世から現代まで』（有斐閣、2016年、

3,700円＋TAX）、武田晴人『日本経済史』（有斐閣、2019年、3400円＋TAX）は通読を望む。 

 

 また、講義において提示する図・写真等については、黒田日出男監修・帝国書院編集部編『図説 日本史通覧』

（帝国書院、2019年、930円[税込]）を用いていくこととする。視覚的理解をより一層求めたいと考える受講者は、

上記書籍、あるいは、高校生向けの日本史図録・図説等を手許に置いて予習・復習することを推奨する。 

 

オフィスアワー   水曜日6限・７限（ただし、事前にメール等もらえれば、適宜応対する）。  

 教員のメールアドレスは以下の通り。 

 yamamoto@ec.kagawa-u.ac.jp 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
 本科目は教科書を指定するが、教科書の内容以外についても講義を行う。その旨、了承した上で履修されたい。

講義で扱った内容について、自ら問いを立てるような積極的な受講態度を望みたい。 
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ナンバリングコード B3BSN-bcdE-3O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：323100) 
グローバル経営論 

Global Management 

 

科目区分 時間割 
後期金4 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B3BSN 

DP・提供部局 
bcdE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 向 渝 

関連授業科目    経営戦略論、経営組織論 

履修推奨科目    経営戦略論、経営組織論 

学習時間  講義90分×15回 ＋自学自習 

授業の概要 
国籍や業種を問わず、企業が国境を越えてまたは国境を跨いで生産・販売などの活動を行うのはもはや一般的であ

る。このような国際化している企業（多国籍企業）の諸活動を研究対象とした学問は国際経営論である。本講義では、

多国籍企業の諸活動について、理論と実態の両方から体系的に説明し、国際経営論の基礎を学ぶ。 

授業の目的 
本講義の目的は、経営戦略論と経営組織論をベースとして、グローバル化する経営の諸問題を理解するための考え方

を学ぶことである。 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

①国際経営とは何かを理解すること 

②国際経営に関する理論体系を理解すること 

③ベーシックな戦略論や組織論の理論を用いて、国際経営に関する諸問題を分析し、その分

析結果をアウトプットとして発表できること。 

④将来、国際ビジネスで活躍する時に必要な基礎知識と発想力を身に付けること。 

 

成績評価の方法と基準 
期末試験（100％）により評価する。なお、記述の内容はもちろんのこと、誤字・脱字がなく、読みやすい文章を高

く評価する。 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

授業は基本的にパワーポイントを使った講義形式で進める。また、ビデオなどの視聴覚教材も適宜使用する。 

 受講生は日頃から日本経済新聞や『日経ビジネス』『週刊ダイヤモンド』などのビジネス誌に目を通し、企業の経

営動向について観察する習慣を付けてください。 

 

第 1回：   イントロダクション－国際経営の基礎知識 

第 2回：  多国籍企業の歴史    

第 3回：   海外直接投資論 

第 4回：   プロダクト・サイクル仮説と優位性の移転 

第 5回：   多国籍企業の組織デザイン 

第 6回：  トランスナショナル型組織  

第 7回：   国際的な活動の配置と調整 

第 8回：   海外子会社論 

第 9回：   グローバル・イノベーション論 

第10回：  国際パートナシップ 

第11回：  国際マーケティング 

第12回：  国際生産 

第13回：  国際研究開発 

第14回：  国際的なサプライチェーン・マネジメント：調達と製販統合 

第15回：  国際人的資源管理 

 

＊進捗状況などに応じて、授業計画を変更する場合がある。 

 

【自学自習に関するアドバイス】 

講義前・講義後には、テキストの関連内容について予習・復習するのを薦める。 

教科書・参考書等 
教科書： 

・大木清弘（2017）『コア・テキスト 国際経営』新世社。2,500円（教科書は、受講生が各自で入手すること。） 

 

参考書： 

・中川功一・林正・多田和美・大木清弘（2015）『はじめての国際経営』有斐閣。1,800円 

・浅川和宏（2003）『グローバル経営入門』日本経済新聞社。2,800円 

・江夏健一・桑名義晴編（2012）『理論とケースで学ぶ国際ビジネス（三訂版）』同文館出版。3,000円 

・安室憲一（2007）『新グローバル経営論』白桃書房。3,500円 

・吉原英樹（2011）『国際経営（第3版） 』有斐閣。2,000円 

・吉原英樹・白木三秀・新宅純二郎・浅川和宏編（2013）『ケースに学ぶ国際経営』有斐閣。2,800円 
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オフィスアワー  特に定めない。事前にe-mail等でアポイントメントを取ってください。 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
授業中の私語と携帯電話の使用を慎むこと。 
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ナンバリングコード B3SCL-abxE-3N-Ex2 
授業科目名  (時間割コード：332451) 
外国語演習Ⅰ（英語） 

Foreign Languages Ⅰ 

時事英語 

科目区分 時間割 
後期金1 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B3SCL 

DP・提供部局 
abxE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3N 

授業形態 
Ex 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 水野 康一 

関連授業科目    Communicative English I-IV，ビジネス英語 

履修推奨科目    アメリカ社会論 

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習（週３時間） 

授業の概要 
アメリカの社会，経済などの時事問題について，アメリカのニュース放送を視聴しながら学習する。聞き取りの訓練

も行う。 

 

授業の目的 
アメリカの社会，経済などの時事問題に関するニュース放送を視聴し，実用英語の読み聞きに習熟することを目的と

する。 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

１）英字新聞やニュース映像の内容を概ね理解できる程度の英語読解力，聞き取り能力の習

得している。 

２）アメリカの社会・経済が抱えている問題を理解できる。 

３）TOEICで50～100点のスコアアップを目的とする。 

 

成績評価の方法と基準 
毎週の課題提出および中間・期末試験の成績を総合して評価する。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

一週間前にテキスト（プリント）を配布するので，授業までに音声ファイルを聞いてディクテーションおよび日本

語訳を行う。自宅学習は毎回３時間程度を想定している。授業では，テキストの内容を確認し，自ら修正したもの

を毎回提出する。 

 

(1) ガイダンス 

(2)～(7) 聴解・読解演習 

(8) 中間試験 

(9)～(14) 聴解・読解演習  

(15) 期末試験 

 

また，希望者を対象に週１回のチュートリアル（火曜午後を予定）を実施する。英語ニュースの学習のほか，

TOEIC/TOEFL対策の演習を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教科書・参考書等 
【教科書】アメリカのニュース番組（NBC Nightly News）のほか，インターネットニュースなどを教材とする。 

 

【参考書】適宜，指示する。 

 

オフィスアワー  木曜３校時 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
初回授業において，授業の進め方についての重要事項を説明し，次回の課題（宿題）を出すので，必ず出席するこ

と。 
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ナンバリングコード B3SCL-abeE-3O-Ex2 
授業科目名  (時間割コード：332453) 
外国語演習Ⅰ（ドイツ語） 

Foreign Languages Ⅰ 

科目区分 時間割 
後期木4 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B3SCL 

DP・提供部局 
abeE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Ex 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 最上 英明 

関連授業科目     

履修推奨科目     

学習時間  授業90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
ドイツ語の初級文法で１年次に学習した事項を復習し、学習しなかった事項も学びながら、ドイツ語の読解力を養成

する。日独交流の歴史を紹介したテキストを読み進めながら、日独文化交流への理解も深める。 

 

授業の目的 
ドイツ語の初級文法を修得する。初歩的なドイツ語の読解力を確実に身につける。 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

平易なドイツ語の文章が読めるようになる。 

ドイツ語を通して、日独文化交流に関する知識を得ることができる。 

ドイツ語検定試験３級に合格できるドイツ語能力を獲得することができる。 

 

成績評価の方法と基準 
授業への参加状況が評価の中心になるが、試験の成績も含めて、総合的に評価する。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

テキストを分担して読み進めていく。 

(1)  オリエンテーション 

(2)～(15)  テキストの読解 

(16)  期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教科書・参考書等 
教科書：『日独交流400年』 杉谷恭一他（白水社） 2200円 

参考書：『必携ドイツ文法総まとめ－改訂版－』中島・平尾・朝倉著（白水社） 

 初中級の学習に耐える独和辞典（『アポロン』、『アクセス』など、１年次に使用した辞書で可） 

 

オフィスアワー  月曜４時限目、またはメールでの相談。 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
予習と出席が必須であることは言うまでもない。 
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ナンバリングコード B3SCL-abxE-3O-Ex2 
授業科目名  (時間割コード：332454) 
外国語演習Ⅰ（フランス語） 

Foreign Languages Ⅰ 

科目区分 時間割 
後期月5 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B3SCL 

DP・提供部局 
abxE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Ex 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 ﾓｰﾘｴｰﾙ ﾌﾗﾝｿﾜ 

関連授業科目    ヨーロッパ文化論、ヨーロッパ社会論、 

比較近代化論 

履修推奨科目    フランス語I, II, III，フランス語会話III 

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
テキスト『時事フランス語 2019年度版（  la page - actualit s fran aises 2019）』を用いて、フランスの社会

や文化に関する理解の向上を目指す。フランス人の思考法や日常生活を知り、日本人とフランス人の違いについて議

論する。 

 

授業の目的 
授業では、身近なトピックを掲載するテクストを通して、生きたフランス語を読み解く力をつける。基礎的な文法事

項を復習し、語彙やさまざまな表現を身に付けつつ、フランス語の長文を正確に読み、仏文読解のテクニックを学

ぶ。フランスの政治・経済・社会・文化を知ることを目的とする。 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

フランス語の基礎的運用能力の定着を目指すと同時に、フランス語の初歩的なテクストを読

解できる力を習得する。現代のフランス人の考え方やフランスが直面している社会問題を知

る。 

 

成績評価の方法と基準 
平常点（授業への積極的な参加および宿題）、中間試験、期末試験により、総合的に評価する。平常点40%、中間試験

30%、期末試験30%。少なくとも2/3（10回）は出席すること。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

【授業の方法】 

教科書は全部で20 課あるが、授業ではそのうち半分程度を扱う。詳細については初回の授業で指示する。毎回の授

業で読む課の予習復習を必ずする。 

 

【授業計画】 

第1回 オリエンテーション（この授業の概要、単位の取り方、学習の仕方の説明） 

第2～7回 教科書 第1～4課 

第8回 中間試験 

第9～15回 教科書 第5～9課 

学期末試験 

 

【自学自習に関するアドバイス】 

講読の授業なので、指定されている範囲の文章に目を通し、わからない語彙の意味と用法を調べ、ノートに記入す

る。その内容を覚え、定期的に復習する。また、事前に教材の文法事項を予習し、練習問題をこなし、不明な点が

あれば、授業で積極的に質問をする。 

 

 

 

 

教科書・参考書等 
加藤晴久／ミシェル・サガズ、『時事フランス語 2019年度版（  la page - actualit s fran aises 2019）』、朝日

出版社、1,900円＋税（生協の書籍部にて購入）。 

 

オフィスアワー  講義終了後 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
読解力と異文化の理解力を養う授業なので、フランス語を学ぶ意欲と、フランスに関心のある学生を歓迎します。

長文を読む・理解することは大変なので、安易な気持ちで履修すると授業について行けなくなるでしょう。難しい

ことに挑戦する一方、様々なテーマについて議論し、楽しい授業を行うつもりです。 
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ナンバリングコード B3SCL-abxE-3N-Ex2 
授業科目名  (時間割コード：332452) 
外国語演習Ⅰ（中国語） 

Foreign Languages Ⅰ 

科目区分 時間割 
後期月2 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B3SCL 

DP・提供部局 
abxE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3N 

授業形態 
Ex 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 髙橋 明郎 

関連授業科目    外国語会話（中国語） 

履修推奨科目    アジア社会論、アジア経済論、アジア文化論 

学習時間  授業90分×15回＋自学自習 

授業の概要 
 中国語学習１年半以上のレベルを対象に、映画・ドラマ・バラエティ番組・ドキュメンタリーなどを題材とし、日

本語との置き換えを念頭に、よく使用されるフレーズを学習する。最初は日本語の音声に中国語字幕が付されている

ものから始め、後半は音声も中国語の字幕付き映像を使用する。対象とする教材は教員が指示した候補の中から自由

に選ぶことができる。 

 

授業の目的 
 既に学習した語法や語彙が、実際の場面でどのように使われているかを確認しながら、中国語の言い回しや、スピ

ードに慣れる。（DPの「言語運用能力」に対応」） 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

1. 放送や映像で使用されている中国語のうち頻出する表現に慣れる。 

2. 日本語でよく使うフレーズは中国語でどう表現されるかを理解する。 

3. 映像の背景となる中華圏の習慣について理解する。 

4. 中国語の自然なスピードで文を読むことができる。 

5. 頻出する漢字の発音は辞書を頼らずに発音できる。 

 

 

成績評価の方法と基準 
 割り当てられた部分の準備と授業時間内の各種練習の成果による。最終試験（口頭表現中心、試験期間の試験は行

わない）の比率は４０％。平常のエクササイズと課題の得点は６０％で、その得点に出席率をかけて判定する。また

5回欠席した学生は受講したものとみなさない。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

第１週     担当グループの編成（特別履修プログラムの学生とその他の学生をペアにします）と以後の準備方法

の説明              

第２週～第６週  音声が日本語、中国語字幕の教材による練習 

第７週 ここまでの表現のエクササイズ 

第８週～第１４週 音声、字幕とも中国語の教材による練習 

第１５週  後半の表現のエクササイズ 

 

学習の方法 担当部分についての資料作成 

①セリフ及び字幕を簡体字で筆写し、ピンインを付ける。なぜ字幕のような中国語になるかについて、既習の語法

を復習して、説明できるよう準備する（前半）字幕を簡体字で筆写し、ピンインを付し、訳をつける。（後半） 

②各授業後指示されたフレーズについてまとめて、次週までに中国語⇔日本語の転換ができるようにする。 

（なお、受講者の数や構成によって指示する予習内容が変わることがある） 

 

 

 

 

教科書・参考書等 
 教科書は不要だが、現代中国語辞典（光生館）中日辞典（小学館）レベルの辞書は必要。電子辞書でも可。 

 

オフィスアワー  月曜 5時間目 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
 共通教育の中国語４単位以上修得している学生が履修できるが、２年前期まで継続して履修していた方が望まし

い。（グローバル人材プログラムの学生は上記単位数の限りではない） 

 字幕の多くは繁体字で付いており、簡体字、繁体字双方に慣れてもらう。 

「高学年教養科目」として履修する場合も、2年次以上で上記条件を満たした者に限る。 

（中国語検定3級、HSK4級以上を既に取得している1年生は受講を認める場合があるので、直接担当教員に照会する

こと） 
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ナンバリングコード B3SCL-abxE-3O-Ex2 
授業科目名  (時間割コード：332455) 
外国語演習Ⅰ（韓国語） 

Foreign Languages Ⅰ 

科目区分 時間割 
後期金4 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B3SCL 

DP・提供部局 
abxE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Ex 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 河  智弘 

関連授業科目    初修外国語「韓国語」 

履修推奨科目     

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
全学共通教養科目の初修外国語「韓国語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」の単位を取得した学生を対象に、引き続き韓国語能力を維持し

伸ばすことができるような内容を扱う。 

韓国語の基礎を確認しながら、中級レベルの韓国語力、特に読解力・作文力を身につける。 

時事的な話題の読解や、自ら表現する作文力を通じて中級レベルの韓国語を身につける。あわせて現在、韓国で起こ

っていることについての知識や関心を涵養する。 

 

 

授業の目的 
韓国語の基礎を確認をして確実に身に付け、さらに上の中級レベルの韓国語の力を獲得する。 

 

 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

語彙・文法において中級レベルの韓国語を身につける（韓国語能力検定３・４級レベル、な

いしハングル能力検定試験４・３級レベル） 

 

 

成績評価の方法と基準 
中間・期末試験、出席、宿題を含む授業参加態度を総合的に判断する。 

 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

教材に沿って学び進め、そのあいまあいまに、学んだ文法事項や表現が出てくる文章を課題文章として読む作業

や、作文作業を織り込む。 

 

※全学共通教養科目の初修外国語「韓国語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」の単位を取得済みの学生のみ履修可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教科書・参考書等 
初回授業で指示する。 

 

 

オフィスアワー  授業時間後に休み時間に質問・相談に対応する。 

 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
全学共通教養科目の初修外国語の韓国語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの単位を取得済みであること。 

担当教員（河（ハ））は韓国語ネイティブであるので、積極的に「韓国語で」関わってほしい。 
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ナンバリングコード B2OTH-abxE-3O-Ef2 
授業科目名  (時間割コード：303641) 
（特）海外研修（アメリカ） 

Special Lecture 

科目区分 時間割 
後期集中 

対象年次及び学科 
1～経済学部 

水準・分野 
B2OTH 

DP・提供部局 
abxE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Ef 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 川端 美都子 

関連授業科目    外国語演習（英語），観光英語，ビジネス英語，

アメリカ社会論 

履修推奨科目    Communicative English I, II（全学共通教育） 

学習時間  研修事前指導 30分 ×10回 ＋ 現地研修 8日間 + 自学自習 

授業の概要 
年度末の春休み期間中にアメリカの大学（ハワイ大学マノア校）において一週間の語学研修を行う（定員15名を教員

が引率，費用は参加者負担）。 

授業の目的 
英語運用能力の向上とともに，将来英語圏への長期留学を実現させるために必要な基礎的知識，技能の習得をめざ

す。 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

１）海外において，日常生活に困らない程度の英語運用能力を身につける。 

２）現代アメリカの社会，文化，経済について理解し，簡単な英語で説明できる。 

３）将来，留学や海外旅行に自分の力で出かけることができる。 

 

成績評価の方法と基準 
事前指導への参加，現地英語研修の修了，団体行動および自由行動において責任のある行動をとること，提出された

レポートなどにより，総合的に評価する。 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

出発前に５時間程度（３０分×１０回）担当教員より事前指導を受講。 

 

現地では，午前，大学内の英語研修施設において現地教員の英語指導を受ける。午後はセミナー形式の講義を聞い

たり，現地学生と交流を行う。週末の自由行動（観光）を含めた研修旅行全体についてのレポートを帰国後作成す

る。 

 

研修プログラムの概要（2019年3月の例）は以下の通り。尚、スケジュール等については変更される場合がある。 

 

第１日     高松空港集合 ホノルル空港着 

        各自ホテルにチェックイン 

第２日 午前  オリエンテーション，英語研修 

    午後  自由行動 

第３日 午前  英語研修 

    午後  文化交流 

第４日 午前  英語研修、教育活動 

第５日，第６日 自由行動 

第７日 午前  英語研修 

    午後  文化交流、フラ 

第８日 午前  英語研修 

    午後  修了式，お別れパーティー 

第９日     ホノルル空港より帰国（翌日着） 

 

教科書・参考書等 
参加者で協力して，研修ハンドブックを作成。 

オフィスアワー  月曜日4コマ目 

経済学部3号館3階  川端研究室 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
全学年受講可能だが，海外旅行未経験の１，２年生の参加が望ましい。 

受講申し込み方法は、後期に掲示にて案内する。事前に留学ガイダンス，4月の海外研修報告会，10月の海外研修説

明会（いずれも日時は掲示板にて案内します）に参加し，情報収集しておくこと。費用は，過去の事例から行く

と，渡航，研修，宿泊，保険料で計25万円程度（為替レート，燃油追加料金等により変動あり）。海外研修説明会の

終了後より参加者の募集を行うので，それまでに参加の意思を固めておくこと。なお，参加希望者が少ない場合，

研修の中止もある。留学生，他学部生の参加については，担当教員に相談すること。 
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ナンバリングコード B2OTH-abxE-3O-Pf2 
授業科目名  (時間割コード：303645) 
（特）海外研修（フランス） 

Special Lecture 

科目区分 時間割 
後期集中 

対象年次及び学科 
1～経済学部 

水準・分野 
B2OTH 

DP・提供部局 
abxE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Pf 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 金澤 忠信 

関連授業科目    ヨーロッパ社会論、ヨーロッパ文化論、 

ヨーロッパ思想史、比較近代化論 

履修推奨科目    フランス語I、フランス語II、フランス語III、

フランス語会話、外国語演習（フランス語） 

学習時間  事前研修 ＋ 自学自習 ＋ 現地でのフランス語研修（4時間×5日×2週） ＋ 実地見学  

＋ レポート執筆 ＋ 報告会での発表 

授業の概要 
①トゥールでのフランス語研修 

②現地での実践的研修 

(1)ホームステイ 

(2)全体行動（引率教員とともに） 

(3)自由行動（グループごとに事前に計画を立て、目的をもって自主的に研修） 

③事前・事後研修 

(1)事前研修（フランス語の学習、備知識の習得、自由行動の計画書作成） 

(2)事後研修（研修レポート作成および報告会への参加） 

 

授業の目的 
トゥールの語学学校でフランス語の基礎（語彙・文法）と会話を学び、ホームステイで現地の人々と交流しながら、

生活のなかで生きたフランス語を身につける。 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

現地で買い物をする際にお店の人とフランス語で会話することができる。フランス語研修で

友達を作り、その後フランス語で手紙やメールのやりとりをする。 
 

成績評価の方法と基準 
事前研修で作成する企画書（しおり）、語学学校の修了証書、現地での活動への積極的な参加、研修レポート、報告

会での発表 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

事前研修として、現地での活動の計画を立て、しおりを作成する。 

フランス語の授業で学んだことを繰り返し復習し、現地での語学学校の授業に備える。 

読む・書くだけでなく、話す・聞く練習も毎日行う。 

語学研修の授業では、間違いを恐れず、自分から話すよう努力し、クラスメイトと友達になる。 

事後研修として、研修レポートを作成し、報告会に参加して発表する。 

 

日程は、2020年3月上旬頃、約2週間の予定。 

 

教科書・参考書等 
特になし。 

 

オフィスアワー  事前に連絡・相談してください。 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
全学共通科目の「フランス語」を4単位以上取得していることが履修の条件です。 

多額の費用（30万円程度）がかかりますので、あらかじめ計画を立てておく必要があります。 

経済学部以外の学生も参加できますが、単位として認定されるかどうかは所属学部に確認してください。 

経済学部生が4人以下の場合は、実施されないことがあります。 

参加者15名前後を予定していますが、申込者多数の場合、選考を行うことがあります。 

研修の日程が追試験期間と重なる場合があります。追試験を受けられなくなるか、あるいは予定どおり研修に参加

できなくなる場合もあるので注意してください。 

現地での研修を成功させるためには、事前研修が非常に重要です。なるべく毎回参加してください。 

危機管理セミナーに必ず出席してください。 
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ナンバリングコード B2OTH-abeE-3N-Pg2 
授業科目名  (時間割コード：303644) 
（特）海外研修（中国） 

Special Lecture 

 

科目区分 時間割 
後期集中 

対象年次及び学科 
1～経済学部 

水準・分野 
B2OTH 

DP・提供部局 
abeE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3N 

授業形態 
Pg 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 緒方 宏海 

関連授業科目    社会調査法・文化人類学 

履修推奨科目    社会調査法・文化人類学 

学習時間  事前研修説明会30分×4回、現地上海大学中国語授業180分×9回、帰国研修報告90分×1回、 

現地見学研修など8時間。 

授業の概要 
 本講義は主に香川大学と国際学術交流協定を結んでいる中国上海大学において行う。中国人講師が中国語の講義

を担当し、「読む・書く・聞く・話す」四つの能力のうち、特に「聞く・話す」に重点を置きながら、標準的な日常

会話ができる語学力を習得する。また、中国の地理・文化・歴史・社会・生活・習慣などについてより深く理解し、

将来グローバル社会で幅広く活躍できる実践的な異文化コミュニケーション技能や国際社会への適応力、世界につ

いて意欲的に学び続ける力を育むことをめざす。 

 

授業の目的 
アジアや中国に関心を持つ学生が、約二週間、世界をリードするグローバル都市上海において、中国の歴史・文化・

政治・経済・社会を知ることができる各地を訪問・見学し、知識と認識を深め、各自が専門的な学習をおこなう際の

国際的視野を広げると同時に、また現地で中国語を実際に活用することによって、中国語の実践的な運用・コミュニ

ケーション能力を習得することを目的とする。 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

1.中級程度の中国語の運用能力を身につける。 

2.上海での生活体験を通じて国際的視野を広げ、中国に関する幅広い知識や経験を身につけ

る。 

3.海外での滞在経験を通じて、日本社会・文化の良さを再認識し国際的な発信力を身につけ

る。 

4.異文化コミュニケーション実践に必要な知識や態度を身につける。 

 

 

成績評価の方法と基準 
事前研修の参加状況、上海大学の中国語の成績、現地での活動参加状況・帰国報告会での発表の内容などを総合的に

評価する。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

（１）事前研修（安全講習・上海の社会事情） 

（２）現地研修（上海大学2週間） 

（３）帰国報告会にて発表 

 

 

 

 

 

 

 

教科書・参考書等 
特になし。 

 

オフィスアワー  火曜日15時～17時 南キャンパス2号館3階緒方宏海研究室。 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
・中国語を４単位以上修得していることが履修条件である。 

・経済学部以外の学生も参加できる。 

・経済学部の希望学生が4名以下の場合は、実施しない可能性がある。 

・現地の研修を安全に成功させるためには、事前研修は必ず出席すること。 

・必ず保護者の十分な理解と了承を得てから研修に参加すること。 

・必要経費は自費負担となるため、余裕をもって準備すること。 

・海外での生活・授業・集団活動のため、各自できちんと自己管理・危機管理・協調行動できるようにすること。 

・対人関係など社会の基本的なルール・マナーを守ること。 
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ナンバリングコード B3OTH-dbeE-2O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：302610) 
現代経済社会事情 

Issues about Modern Economics and 

Society 

科目区分 時間割 
後期火4 

対象年次及び学科 
2～2経済学部 

水準・分野 
B3OTH 

DP・提供部局 
dbeE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
2O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 実施委員会 

関連授業科目     

履修推奨科目     

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
 現代社会の第一線で活躍されている経済人を講師に迎え、社会が直面している様々な課題について講義してもら

う。さらに、大学での勉強が社会とどのようにつながっており、大学で何を学んでおくべきか、人生で重要なこと、

就職事情等にも触れてもらう予定である。 

 

授業の目的 
 社会・経済の最前線で生起している課題について広く知り、受講生の経済・経営・社会に対する関心を高める。ま

た社会の第一線の話を聞くなかで、大学卒業後の進路やキャリア等に対する指針を得る（学士課程のDP「倫理観・社

会的責任」「知識・理解」に対応）。 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

・社会・経済全般への深い見方ができ、問題意識を持つことができるようになる。 

・自身の進路やキャリアの確認、見直しができるようになる。 

 

 

成績評価の方法と基準 
 出席（受講態度含む）、毎回のレポートによって単位認定を行う。 

 単位認定には少なくとも10回以上のレポート提出を要求する。 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

 講師及び講義題目についての詳しい内容は、7月下旬までに掲示する予定である。 

 

 参考までに、平成30年度の講師は以下の通りであった。 

 

第 1回 （ガイダンス） 

第 2回 日本マクドナルドホールディングス株式会社社外取締役 他 

第 3回 日本貿易振興機構（JETRO）香川係長 

第 4回 香川県交流推進部長 

第 5回 公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所 四国支所長 

第 6回 高松国税局長 

第 7回 くりや株式会社 代表取締役 

第 8回 日本銀行高松支店 支店長 

第 9回 財務省主計局調査課 課長補佐 

第10回 特定非営利活動法人 DREAMISLAND 理事長 

第11回 スマイルゲート株式会社 代表取締役 他 

第12回 一般社団法人ソシオデザイン 代表理事 

第13回 神戸税関 坂出税関支署長 

第14回 香川大学インターナショナルオフィス客員教授（前職：JICAザンビア事務所長） 

第15回 （まとめ） 

 

教科書・参考書等 
必要に応じて、資料配布 

 

オフィスアワー  未定 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
 今年度の講師・講義題目、受講要領、および、受講調整の方法については、別途、掲示を行うので必ず確認する

こと。外部から講師を招いての講義になるので、くれぐれも講師に対して失礼のないような受講態度が求められ

る。学生の受講態度がそのまま香川大学経済学部の評価につながることを決して忘れないこと。注意を守る自信の

ない学生はこの科目を履修しないこと。また、講義題目は変更されることがあるので、授業やレポート提出前にHP

で確認すること。 
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ナンバリングコード B3SCL-abxE-3O-Ex2 
授業科目名  (時間割コード：332497) 
（特）ドイツ語会話Ⅰ 

Special Lecture 

科目区分 時間割 
後期月1 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B3SCL 

DP・提供部局 
abxE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Ex 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 ﾌﾛﾘｱﾝ･ﾉｲﾏﾝ 

関連授業科目     

履修推奨科目     

学習時間  授業90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
この授業は日常生活に必要な基礎的ドイツ語会話ができるようになることを目的にする。文法を中心に速く進むこ

とより、学んだ文法を自然に使えるようになることを優先する。言語だけではなく、ドイツ事情（政治 文化 歴史）

についても話し合う。 

 

授業の目的 
日常生活に必要な基礎的なドイツ語会話ができるようになる。 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

ドイツ語会話の能力を身につけることができる。 

ドイツ語の文章が読めるようになる。 
 

成績評価の方法と基準 
評価は試験だけでは行わない。授業中に積極的に発表するなどの授業参加態度を重視する。50％は授業中の積極性、

残りは口頭及び筆記試験により評価される。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

第１回 オリエンテーション 

 

第２回 第15回 会話練習 短いテキストの読解 発表 

 

第16回 期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教科書・参考書等 
基本的に印刷資料を用意する。 

 

オフィスアワー  初回の授業で説明する。 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
主に会話の授業なので、積極的な参加態度が求められる。 
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ナンバリングコード B3OTH-fbaE-5O-Le2 
授業科目名  (時間割コード：303810) 
商業教育法 

Commercial Teaching Methods 

科目区分 時間割 
前期水3 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B3OTH 

DP・提供部局 
fbaE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
5O 

授業形態 
Le 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 穴吹 忠義 

関連授業科目     

履修推奨科目     

学習時間  講義 90分 × 15回 ＋ 自学自習 15時間 

授業の概要 
商業（ビジネス）教育とは何か、その理念と内容を理解し指導方法について学ぶ。高等学校学習指導要領「商業」の

解説を中心に、商業教育の歴史および商業に関する教科・科目の概要とその指導方法を学習し、高等学校における商

業教育のこれからの展望を考える。 

 

授業の目的 
教員の免許状取得のための必修科目 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

１）商業（ビジネス）教育の基本理念を理解し、商業に関する教育内容を体系的に分類・把握

する。 

２）それぞれの学習分野について基礎的・基本的知識と指導法を身につける。 

 

 

成績評価の方法と基準 
学習指導要領に示された当該教科の目標や内容及び教育課程の理解度によって評価をし、筆記試験（７０％）、発表・

レポートの提出（２０％）、教材作成（１０％）の割合で評価する。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

第１回：高等学校教育の現状と商業教育‥専門教科としての商業の意義を考える 

第２回：学習指導要領「商業」の内容と変遷‥商業教育の歴史を調べる 

第３回：教科・商業科の目標‥専門教科としての特色ある目標を暗唱する 

第４回:教科の組織（商業科の科目編成、分野構成）‥分野別に20科目を体系的に考察する 

第５回:商業の科目体系、基礎的科目としての「ビジネス基礎」の指導内容の要点 

‥指導法を把握する     

第６回:総合的科目としての「課題研究」「総合実践」「ビジネス実務」の指導内容の要点 

‥指導法を把握する 

第７回：マーケティング分野３科目の指導内容の要点‥指導法を把握する 

第８回：ビジネス経済分野３科目の指導内容の要点‥指導法を把握する 

第９回：会計分野５科目の指導内容の要点‥指導法を把握する 

第10回:ビジネス情報分野５科目の指導内容の要点‥指導法を把握する 

第11回:教科・商業の全分野についての学習内容の要点と発展的学習について 

‥商業教育の本質を考察する  

第12回:学習評価と観点別評価基準について‥評価の重要性と評価方法を把握する 

第13回:教材作成の基本とプレゼンテーション（ICT機器、教材の活用を含む） 

‥自主教材を作成する  

第14回:教育課程編成の事例研究 ‥理想のｶﾘｷｭﾗﾑ及び条件付きのｶﾘｷｭﾗﾑを試作する 

第15回:これからの商業教育のあり方‥時代に対応した実学としての商業教育を考察する 

定期試験（筆記試験） 

 

 

教科書・参考書等 
教科書： 

文部科学省『高等学校学習指導要領解説 商業編』（最新版 実教出版） 

 

参考書・参考資料等： 

吉野弘一著『商業科教育法 －２１世紀のビジネス教育－』(実教出版) 

 

オフィスアワー  水曜日午後２時３０分から午後３時 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
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ナンバリングコード B3OTH-fcbE-5O-Ee2 
授業科目名  (時間割コード：303820) 
商業授業研究 

Commercial Lesson Research 

科目区分 時間割 
後期水3 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B3OTH 

DP・提供部局 
fcbE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
5O 

授業形態 
Ee 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 穴吹 忠義 

関連授業科目     

履修推奨科目     

学習時間  講義90分×15回 ＋ 自学自習30時間 

授業の概要 
授業での指導方法を習得する。授業の展開を計画し（PLAN）、学習指導案を作成した上で模擬授業を実践し（DO）、最

後に評価し（CHECK）、次の授業計画に活かし向上する（ACTION）。 

 

授業の目的 
教員の免許状取得のための必修科目 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

 

１）模擬授業を多く体験することで商業の主な科目で指導に必要な知識・技術・評価方法を

身につける。 

 

２）自信を持って授業できるようにする。 

 

 

成績評価の方法と基準 
基礎的な学習指導理論を理解し、具体的な授業場面を想定した授業設計をし、模擬授業の実施結果により評価し、発

表・レポートの提出（２０％）、教材の作成（２０％）、授業実践（６０％）の割合で最終評価をする。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

第 １回：授業研究の目的と意義‥よい授業の条件を考察する 

第 ２回：効果的な教材の作成および教材研究の要点‥プレゼンソフトで教材を作成する 

第 ３回：作成した教材の発表（ICT機器、教材の活用を含む）‥自作教材をプレゼン発表する 

第 ４回：プレゼンテーションの技法と授業（ICT機器、教材の活用を含む）‥教材を改善する 

第 ５回：授業の組み立てと学習指導案の事例研究および学習指導案の作成‥指導案を試作する 

第 ６回：授業研究＝高校現場での授業見学‥実際の授業を見学して指導法を参考にする 

第 ７回：授業研究＝高校現場での授業見学‥実際の授業を見学して指導法を参考にする 

第 ８回：模擬授業・批評による授業研究【経済のしくみ】（板書等利用）‥指導計画を実施する 

第 ９回：模擬授業・批評による授業研究【経済活動と流通】（板書等利用）‥指導計画を実施する 

第１０回：模擬授業・批評による授業研究【小売業者】（ICT利用）‥ﾌﾟﾚｾﾞﾝ利用の指導を実施する 

第１１回：模擬授業・批評による授業研究【卸売業者】（ICT利用）‥ﾌﾟﾚｾﾞﾝ利用の指導を実施する 

第１２回：模擬授業・批評による授業研究【企業と経営組織】（ICT利用）‥ﾌﾟﾚｾﾞﾝ利用の指導を実施する 

第１３回：模擬授業・批評による授業研究【売買取引の手順】（ICT利用）‥ﾌﾟﾚｾﾞﾝ利用の指導を実施する 

第１４回：模擬授業・批評による授業研究【売買計算】（板書等利用）‥指導計画を実施する 

第１５回：授業研究のまとめと教育実習について‥模擬授業実施後の反省をする 

定期試験（最終の模擬授業） 

 

 

 

 

 

 

教科書・参考書等 
教科書： 

文部科学省『高等学校学習指導要領解説 商業編』(最新版 実教出版) 

 

参考書・参考資料等： 

商業科目の文部科学省検定済みの高校の教科書 

 

オフィスアワー  水曜日午後２時３０分から午後３時 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
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ナンバリングコード B3ECN-bcxE-3O-Lb2 
授業科目名  (時間割コード：312160) 
情報処理 

Information Processing 

科目区分 時間割 
後期木4 

対象年次及び学科 
1～経済学部 

水準・分野 
B3ECN 

DP・提供部局 
bcxE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
3O 

授業形態 
Lb 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 横山 佳充 

関連授業科目    統計学 経済学入門 情報リテラシー 

履修推奨科目    経済統計 

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
 本授業ではExcelを用いて、経済情報などのデータをどのように処理すべきか、その技術を習得することを目標と

し、計算機による実習を行う。授業で扱うデータは主に経済（一部経営）のデータであり、経済理論や統計学など各

種の知識を応用し、情報処理という形でデータ処理を行い、我々の意思決定にとって明確な資料を作成することので

きるような能力を培うことを目的とする。 

授業の目的 
１年次に学習した統計学、情報リテラシーの知識を元にExcelによるデータ分析を習得する。 

本授業では特に、経済データを用いることで、経済データの処理技術を学び分析を行えるようにする。学生はデータ

を扱う上で計算機の必要性を実感できるようになる。 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

・統計学で学んだ知識をExcelを用いたデータ分析で活用できるようになる。 

・情報処理基礎で修得したExcelの技能を上達させる。 

・計量経済学で学ぶ回帰分析ができるようになる。 

 

成績評価の方法と基準 
 基本的にレポート30％、テスト結果70％で評価するが、参加する人数により計算機演習が十分可能でありレポート

を多く課すことのできる場合にはレポートの比重を高める可能性がある。また出席も加味する。なお、毎回計算機演

習を行うので、出席やレポートの提出はmoodleを用いて管理する。詳細は１回目の授業で周知する。 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

以下の予定で、講義を行う。 

 

第１章 Excel の基本操作 

 

第２章 Excel によるデータベース操作 

 

第３章 データの記述と要約 

 

第４章 相関と回帰 

 

第５章 データからの推測 

 

第６章 マーケティングへの統計分析の活用 

 

第７章 公的統計の活用（１）―人口統計― 

 

第８章 公的統計の活用（２）―国民経済計算― 

 

第９章 計量経済分析 

 

第10章 産業連関分析 

 

第11章 経済理論モデルとシミュレーション 

教科書・参考書等 
『はじめよう 経済学のための情報処理［第４版］』、山下ほか、日本評論社 

オフィスアワー  火曜日4時限目 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
授業はmoodleを用いて、提出物や出席の管理を行います。欠席が3回を超えると、自動的に授業を放棄したとみなし

ます。また、授業中は授業に集中してください。問題がある場合退席していただくことがあります。 特に携帯電

話・スマホ等不必要なものを机上に置くことや触ることはやめましょう。即刻単位が出ないことも含めて、厳正に

対応します。 

教職課程（商業）履修者及び履修予定者に限り18E・19E（対象年次の例外）も履修可とします。 
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ナンバリングコード B3OTH-fbcE-5O-Lx2 
授業科目名  (時間割コード：303830) 
職業指導論（商業） 

Career Guidance (commercial) 

科目区分 時間割 
前期集中 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B3OTH 

DP・提供部局 
fbcE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
5O 

授業形態 
Lx 

単位数 
2 

 
 

担当教員名 
 穴吹 忠義, 松岡 久美, 細見 正樹 

関連授業科目    商業教育法、商業授業研究 

履修推奨科目     

学習時間  講義90分 × 12回 ＋ インターンシップ3日間 ＋ 自学自習 

授業の概要 
商業高等学校における職業指導を念頭において、生徒の職業選択を指導・支援するために必要な知識を、理論と実践

の両面で習得できるよう指導する。 

 

授業の目的 
本授業では、商業高等学校における職業指導を念頭において、生徒の職業選択を指導・支援するために必要な知識

を、理論と実践の両面で習得することをねらいとする。 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

本授業の到達目標は、３点ある。 

１）進路・職業指導の場面において、生徒が自己開示できるコミュニケーションの場づくり

の重要性を説明できる。 

２）キャリアの形成とキャリア生活の概要について説明できる。 

３）学校現場における職業指導の課題についてインターンシップを体験することで理解し、

職業指導の在り方を理論と実践の両面で考察することができる。 

 

 

成績評価の方法と基準 
中間レポート４０％、研修現場での取組及びグループ討議・発表４０％、最終レポート２０％により総合的に評価す

る。 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

【授業計画】 

第 １回：オリエンテーション／アイスブレーキング（担当：松岡） 

第 ２回：働き方の変化とさまざまなキャリア（担当：松岡） 

第 ３回：キャリア・デザイン（自分に合った職業とは何か）（担当：松岡） 

第 ４回：求職・求人と就職活動（担当：松岡） 

第 ５回：職業生活の実際（１）日本的雇用のもとでの働き方（担当：細見） 

第 ６回：職業生活の実際（２）多様な働き方（担当：細見） 

第 ７回：職業生活の実際（３）今後の働き方、中間レポートについて（担当：細見） 

第 ８回：高校における進路・職業指導の方法の実際について（担当：穴吹） 

第 ９回：商業高等学校における職業体験（１）大型食品スーパーのインターンシップ事前指導（担当：穴吹） 

第１０回：商業高等学校における職業体験（２）インターンシップ実習・第１日目：商品管理（担当：穴吹） 

第１１回：商業高等学校における職業体験（３）インターンシップ実習・第２日目：販売・接客（担当：穴吹） 

第１２回：商業高等学校における職業体験（４）インターンシップ実習・第３日目：売場業務全般（担当：穴吹） 

第１３回：商業高等学校における職業体験（５）大型食品スーパーのインターンシップ事後指導（担当：穴吹） 

第１４回：産業現場および学校現場における職業指導の課題の探求（１）グループ討議 （担当：穴吹） 

第１５回：産業現場および学校現場における職業指導の課題の探求（２）発表と全体交流，最終レポートの課題と

書き方について（担当：穴吹） 

 

＊本講義は、夏期の集中講義で実施する（９月中を予定。詳細な日程は別途、掲示する）。 

 

【授業及び学習の方法】 

第１回～７回：キャリアの形成とキャリア生活の概要にかかわる理論的な内容、および、コミュニケーションの場

づくりについての座学による授業となる。学んだ内容を踏まえ中間レポートを執筆してもらう。 

第８回～１５回：大型食品スーパーでのインターンシップを実際に体験することを通して、職業指導のあり方や課

題について理論と実践の双方から学ぶこととなる。授業内容には、研修現場での取り組み、それらを踏まえたグル

ープ討議などが含まれる。学んだ内容を踏まえ最終レポートを執筆してもらう。 

 

教科書・参考書等 
教科書： 

・阿部正浩・松繁寿和 (編著)（2014）『キャリアのみかた 改訂版』有斐閣、2,052円（税込み） 

・文部科学省：高等学校学習指導要領解説商業編（文科省ホームページ） 

・文部科学省：高等学校キャリア教育の手引き（文科省ホームページ） 
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参考書・参考資料等： 

・金井壽宏（2002）『働くひとのためのキャリア・デザイン』PHP新書 

・大久保幸夫（2016）『キャリア・デザイン入門[I]基礎力編（第２版）』日経文庫 

・下村英雄（2009）『キャリア教育の心理学』東海教育出版会 

・上林憲雄ほか(2018)『経験から学ぶ人的資源管理 新版』有斐閣 

 

オフィスアワー  授業終了後に質問に対応する。 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
学外での実習を伴うため、事前に学研災・学研賠または同等の保険に加入しておくこと。 
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ナンバリングコード B4OTH-cdxE-5O-Lx1 
授業科目名  (時間割コード：303840) 
（特）倫理と社会Ⅰ 

Special Lecture 

倫理と社会（Ethics and Society） 

科目区分 時間割 
前期火5 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B4OTH 

DP・提供部局 
cdxE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
5O 

授業形態 
Lx 

単位数 
1 

 
 

担当教員名 
 長山 貴之 

関連授業科目     

履修推奨科目     

学習時間  講義90分×8回＋自学自習 

授業の概要 
【キーワード】倫理 

この授業では、社会における倫理的な問題について取り上げます。例えば、、安楽死は社会的な幸福を増大させるの

でしょうか。また、社会的な幸福を増大させるとしたら、安楽死は良いことなのでしょうか。このような問題に対す

る現実的な解決策を提示します。但し、解決策がひとつだけとは限りません。そのような場合には、どの解決策を選

択すべきかを学生の皆さんに考えてもらいます。 

 

授業の目的 
この授業では、動物実験、ギャンブル、ドラッグを例に、功利主義学派の主張とそれに対応する政策について、他学

派と比較しながら考えていきます（ＤＰの「問題解決・課題探求能力」に対応）。 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

1. 現代社会の諸課題に関して、功利主義学派の主張とそれに対応する政策を説明できる。  

成績評価の方法と基準 
期末課題と期末試験によって評価します。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

【授業計画】 

第１回 倫理学と公共政策（ベンサムと最大幸福原理） 

第２回 動物実験に関する功利主義者の主張とそれに対応する政策 

第３回 動物実験に関する他学派の主張とそれに対応する政策 

第４回 ギャンブルに関する功利主義者の主張とそれに対応する政策 

第５回 ギャンブルに関する他学派の主張とそれに対応する政策 

第６回 ドラッグに関する功利主義者の主張とそれに対応する政策 

第７回 ドラッグに関する他学派の主張とそれに対応する政策 

第８回 まとめ（第１Ｑ末試験を含む） 

 

【授業及び学習の方法】 

授業は講義形式で行います。 

必要な資料は配付しますが、参考書は購入して下さい。 

 

【自学自習のためのアドバイス】 

参考書を読むと、授業の理解が深まります。 

 

 

教科書・参考書等 
【教科書】 

ジョナサン・ウルフ[著]／大澤律・原田健二朗[訳]『「正しい政策」がないならどうすべきか：政策のための哲学』

勁草書房，2016年．（購入不要） 

【参考書】 

マイケル・サンデル[著]／鬼澤忍[訳]『これからの「正義」の話をしよう：いまを生き延びるための哲学』早川書

房，2010年． 

 

オフィスアワー  月曜日３時限目 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
教科書を購入する必要はありません。 
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ナンバリングコード B4OTH-cdxE-5O-Lx1 
授業科目名  (時間割コード：303841) 
（特）倫理と社会Ⅱ 

Special Lecture 

倫理と社会（Ethics and Society） 

科目区分 時間割 
前期火5 

対象年次及び学科 
2～経済学部 

水準・分野 
B4OTH 

DP・提供部局 
cdxE 

対象学生・特定プロ
グラムとの対応 
5O 

授業形態 
Lx 

単位数 
1 

 
 

担当教員名 
 長山 貴之 

関連授業科目     

履修推奨科目     

学習時間  講義90分×8回＋自学自習 

授業の概要 
【キーワード】倫理 

この授業では、社会における倫理的な問題について取り上げます。例えば、安楽死は社会的な幸福を増大させるので

しょうか。また、社会的な幸福を増大させるとしたら、安楽死は良いことなのでしょうか。このような問題に対する

現実的な解決策を提示します。但し、解決策がひとつだけとは限りません。そのような場合には、どの解決策を選択

すべきかを学生の皆さんに考えてもらいます。 

 

授業の目的 
この授業では、健康、障碍、自由市場を例に、功利主義学派の主張とそれに対応する政策について、他学派と比較し

ながら考えていきます（ＤＰの「問題解決・課題探求能力」に対応）。 

 

到達目標 
学習・教育到達目標 

(工学部JABEE基準) 

1. 現代社会の諸課題に関して、功利主義学派の主張とそれに対応する政策を説明できる。  

成績評価の方法と基準 
期末課題と期末試験によって評価します。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

【授業計画】 

第１回 倫理学と公共政策（ロールズと格差原理） 

第２回 健康に関する功利主義者の主張とそれに対応する政策 

第３回 健康に関する他学派の主張とそれに対応する政策 

第４回 障碍に関する功利主義者の主張とそれに対応する政策 

第５回 障碍に関する他学派の主張とそれに対応する政策 

第６回 自由市場に関する功利主義者の主張とそれに対応する政策 

第７回 自由市場に関する他学派の主張とそれに対応する政策 

第８回 まとめ（第２Ｑ末試験を含む） 

 

【授業及び学習の方法】 

授業は講義形式で行います。 

必要な資料は配付しますが、参考書は購入して下さい。 

 

【自学自習のためのアドバイス】 

参考書を読むと、授業の理解が深まります。 

 

 

教科書・参考書等 
【教科書】 

ジョナサン・ウルフ[著]／大澤律・原田健二朗[訳]『「正しい政策」がないならどうすべきか：政策のための哲学』

勁草書房，2016年．（購入不要） 

【参考書】 

マイケル・サンデル[著]／鬼澤忍[訳]『これからの「正義」の話をしよう：いまを生き延びるための哲学』早川書

房，2010年． 

 

オフィスアワー  月曜日３時限目 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
教科書を購入する必要はありません。 
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