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 大学コンソーシアム八王子単位互換制度について                                             

 

「大学コンソーシアム八王子」は、地域の特性を活かし、大学・市民・経済団体・企業・行政などが連携・協働し、大学・

学生・市民の皆さんにとって、よりいっそう魅力ある学園都市をめざして、2009年4月に設立されました。 

 大学コンソーシアム八王子の多彩な事業展開のなかに単位互換事業があり、以下の大学・短期大学・高等専門学校（以下「大

学等」という。）では、相互の協力・交流・連携を推進し、教育の活性化と充実に資するとともに、学生に対して多様な学習

機会を提供することを目的として、単位互換協定を締結しました。これらの大学等に在籍する学生は、所属以外の大学等で開

講する授業を、履修料等免除で受講し、試験等に合格すれば単位を修得することができます。 

 

 多摩美術大学、東京工科大学、創価大学、サレジオ工業高等専門学校、ヤマザキ動物看護大学、東京家政学院大学 

  東京工業高等専門学校、山野美容芸術短期大学、東京造形大学、東京純心大学、杏林大学、明星大学、工学院大学 

  帝京大学、帝京大学短期大学、拓殖大学 

 

 

 出願手続きについて                                                   

 

1. 出願資格 

 「大学コンソーシアム単位互換協定」に加盟している大学等に在籍する学生は、所属大学等の許可があれば、誰でも受講

資格があります。ただし、単位認定可能な科目の種類や単位数の上限、或いは出願する科目が卒業要件として認められるか

などは、所属大学等によって異なります。詳細は所属大学等で開催されるガイダンスや担当窓口で確認をしてください。 

また、受入れ大学等と所属大学等の講義時間帯及びキャンパス間（八王子市学園都市センターを含む）の移動時間を十分

考慮して申請してください。 

４年生は卒業必要単位数の確保が十分に見込まれ、単位互換の対象となる単位を卒業所要単位としない、いわゆる余剰単

位として修得する学生が出願してください。 

なお、東京家政学院大学は女子のみが履修対象者です。 

 

2. 出願期間 

出願期間は、所属大学等がそれぞれに定めていますので、それに従ってください。（※各自で確認して下の枠内に記入） 

前期・通年授業 ：   月   日（  ） ～   月   日（  ）（厳守） 

 

後期授業       ：   月   日（  ） ～   月   日（  ）（厳守） 

 【注意】① 出願期間は、所属大学等での通常の授業科目の履修登録期間とは異なることが多いので、必ず担当窓口に確認

してください。 

② 大学等によっては、後期開講科目であっても、前期の履修登録期間内に出願受付を行うことがあります。 

③ 集中講義（夏季または冬季）については、別途出願期間を設けることがあります。この場合は、所属大学等に

おいて掲示などによりお知らせします。 

 

3. 出願書類提出場所 

「単位互換履修申請書」（本履修ガイド巻末に添付）に必要事項を記入の上、所属大学等の担当窓口に提出してください。

受入れ大学等につき１部ずつ記入してください。申請書が不足する場合は、各自でコピーをしてください。 
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4. 履修許可 

提出した申請書は、所属大学等から受入れ大学等に送付されます。出願者多数の場合は選考を行い、結果は所属大学等を

通じて出願者に通知されます。正式な履修許可の後に、はじめて授業に出席する場合は、当日の授業開始15分前までには

受入れ大学等の担当窓口に申し出て、指示に従ってください（受入れ大学等によって、「単位互換履修生証」・学事日程・キ

ャンパスマップなどを配布したり、別途手続きを必要とすることがあります）。この手続きを経ない場合は受講できなくな

ることもありますので、注意してください。 

許可を受けた履修科目の変更または取消しは、原則として認められません。 

なお、出願期間を超えていなければ、申請書を提出する前に授業に出席することは可能です。ただし、その場合は必ず事

前に所属大学等の担当窓口に申し出て、受入れ大学等の許可を受けなければいけません（許可なく他大学等の授業に出席す

ることは認められません）。 

 

 

 受入れ大学等での身分、単位互換履修生証                                          

 

1. 受入れ大学等での身分 

 受入れ大学等においては、単位互換履修生（大学等によって呼称は異なる）として扱われます。受入れ大学等の諸規則を

守ることが求められますので、一個人に留まらず、所属大学等の代表であることを十分に自覚して、この単位互換制度を通

して大学等間の交流が円滑に推進できるよう、協力をお願いします。 

 

2. 単位互換履修生証 

 単位互換履修生であることを証する「単位互換履修生証」は、受講を許可された場合に、受入れ大学等から発行されます。

ただし、八王子市学園都市センターで行う授業又は遠隔授業の履修者に対しては、交付しません。 

「単位互換履修生証」は、受入れ大学等に入構する際や図書館等の施設を利用する際、あるいは定期試験を受験する際な

ど、提示を求められる機会がありますので、所属大学等の学生証と一緒に常に携帯してください。 

 なお、記載されている有効期限が切れたとき、または有効期限内であっても、「単位互換履修生証」を使用しなくなった

ときは、すみやかに受け入れ大学等または所属大学等の担当窓口に返却してください。 

 

 

 授業・試験                                                    

 

1. 授業 

休講、補講等の授業に関する通知は、受入れ大学等が通常その大学等の学生に対する方法により行いますので、各自の責

任において確認してください。ただし、緊急に通知する必要がある場合は、所属大学等に通知することがあります。 

ストライキ、事故、災害等に伴う授業の取扱いは、受入れ大学等の定めるところによります。 

 

2. 試験 

試験は、受入れ大学等の定める方法により行います。試験の日程等に関する通知は、受入れ大学等が通常その大学等の学

生に対する方法により行いますので、各自の責任において確認してください。 

受入れ大学等の試験と所属大学等の試験の日時が重複した場合、あるいは受入れ大学等の試験と所属大学等の授業又は補

講の日時が重複した場合は、必ず前もってその旨を所属大学等に相談してください。 

病気等により試験を欠席したときは、受入れ大学等の定めにより追試験の受験を認めることがあります。この場合におい

て、追試験の対象とする欠席理由、手続き、手数料等追試験に関し必要な事項は、受入れ大学等の定めるところによります。 

不合格となった場合の再試験等は行いません。 
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 成績評価・単位認定                                                

 

1. 成績 

成績は、所属大学等から通知します。 

成績評価は、所属大学等の成績評価基準及び表示方法（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄなど）に置き換えて認定します。成績評価に関す

る質問がある場合には、受入れ大学等の定めにより行います。 

 

2. 単位認定 

単位認定科目の名称は、受入れ大学等における科目名とします。ただし、所属大学等によって、類似科目に読み替え、又

は別の科目名称を設ける場合がありますので、出願前に所属大学等に確認をしてください。 

この制度による他大学等での履修及び成績に関する証明は、原則として受入れ大学等では行いません。 

 

 履修料等                                                     

 

単位互換履修生の履修に係る履修料等については、免除されます。 

ただし、教材費等が必要な場合には、実費を徴収されることがあります。 

 

 

 単位互換協定校の201９年度授業期間について                                    

 

開設大学 前期（春学期）授業期間 後期（秋学期）授業期間 

多摩美術大学 4／9（火） ～ ８／3（土） 9／5（木） ～ 1／22（水） 

東京工科大学 4／8（月） ～ 7／26（金） 9／23（月） ～ 1／21（火） 

創価大学 4／4（木） ～ 7／22（月） 9／12（木） ～ 1／14（火） 

サレジオ工業高等専門学校 4／8（月） ～ ８／2（金） 9／9（月） ～ 1／29（水） 

ヤマザキ動物看護大学 4／6（土） ～ 7／27（土） ９／24（火） ～ 2／3（月） 

東京家政学院大学 4／8（月）  ～ 7／26（金） 9／24（火） ～ 1／27（月） 

東京工業高等専門学校 4／10（水） ～ 9／26（木） 9／30（月） ～ 2／19（水） 

山野美容芸術短期大学 4／8（月） ～ 8／9（金） 9／24（火） ～ 2／14（金） 

東京造形大学 4／15（月） ～ 7／27（土） 9／6（金）  ～ 12／26（木） 

東京純心大学 

 

【現代文化】 4／8（月） ～ 8／7（水） 9／20（金） ～ 2／1（土） 

【看護】 4／8（月） ～ 8／9（金） 9／20（金） ～ 2／13（木） 

杏林大学 4／4（木） ～ 7／24（水） 9／18（水） ～ 1／16（木） 

明星大学 4／8（月） ～ 7／27（土） 9／9（月） ～ 1／25（土） 

工学院大学 ４／6（土） ～ 8／8（木） ９／13（金） ～ １／31（金） 

帝京大学 ４／5（金） ～ 7／29（月） ９／17（火） ～ １／20（月） 

帝京大学短期大学 ４／5（金） ～ 7／29（月） ９／17（火） ～ １／20（月） 

拓殖大学 ４／8（月） ～ 7／27（土） ９／14（土） ～ １／20（月） 

※ この制度を利用して他大学等で履修する場合には、受入れ大学等の学事日程で受講することになります。 

※ 年度末考査等の詳細な日程については、履修許可後に受入れ大学等で確認してください。 
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 単位互換協定大学等・大学コンソーシアム八王子事務局                          
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大学コンソーシアム八王子事務局 

（八王子市学園都市センター内） 

 

〒192-0083 東京都八王子市旭町９－１ 八王子東急スクエアビル11階 

TEL：042-646-5740  FAX：042-646-2663 

http://www.gakuen-hachioji.jp/
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No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

1 多摩美術大学 西洋美術史概論A 
中村 隆夫 

美術学部 教授 
4 通年 火 30 13:00～14:30 

多摩美術大学 

八王子キャンパス 
5 

 

【到達目標】 

西洋美術史の大まかな流れを理解し、歴史的背景や様式的特徴及び画家の特徴がわかるようになることを目標とする。 

 

【授業の概要】 

大まかな時代背景と美術の特徴について解説する。概論というと表面的な内容に陥りやすく印象も薄くなりがちなので、何人かの画家について多少詳しく論じる予定で

ある。この授業の受講者した学生は、初めての作品を見たときに、どの時代のどの国のものかおおよその見当がつくようになるはずである。 

大きな時代と様式の特徴を捉えるのは大前提であるが、知らなかった画家や作品に出合うことの喜びを味わい、また自分の作品制作におけるヒントや美術に対するさら

に深い興味を持ってもらえればと思う。 

 

【授業内容】 

1. イタリア・ルネサンス 

2. イタリア・ルネサンス 

3. 北方ルネサンス（ヤン・ファン・エイク、ヒエロニムス・ボッシュ、ブリ

ューゲル、デューラー、ホルバイン他） 

4. 北方ルネサンス（ヤン・ファン・エイク、ヒエロニムス・ボッシュ、ブリ

ューゲル、デューラー、ホルバイン他） 

5. イタリア・マニエリスム（ポントルモ、ブロンツィーノ、パルミジアニー

ノ他） 

6. イタリア・バロック（カラヴァッジオ、ベルニーニ他） 

7. イタリア・バロック（カラヴァッジオ、ベルニーニ他） 

8. スペイン・バロック（エル・グレコ、スルバラン、ムリーリョ、ベラスケ

ス他） 

9. 17世紀ベルギー・オランダ（ルーベンス、レンブラント、フェルメール他） 

10. 17世紀ベルギー・オランダ（ルーベンス、レンブラント、フェルメール他） 

11. 17 世紀フランス（ジョルジュ・ドラ・トゥール、クロード・ロラン、ニコ

ラ・プッサン） 

12. ロココ美術（ヴァトー、フラゴナール、ブーシェ他） 

13. 新古典主義（ダヴィッド、グロ、ジロデ、アングル他） 

14. 新古典主義（ダヴィッド、グロ、ジロデ、アングル他） 

15. 前期のまとめ 

16. フランス・ロマン主義（ジェリコー、ドラクロワ） 

17. ドイツ・ロマン主義（フリードリヒ、ルンゲ） 

18. イギリス・ロマン主義（ターナー、コンスタブル） 

19. バルビゾン派（ルソー、ドービニー、コロー、ミレー他） 

20. 印象派（モネ、ルノワール、ピサロ、シスレー、ドガ） 

21. 印象派（モネ、ルノワール、ピサロ、シスレー、ドガ） 

22. 新印象主義（スーラ、シニャック他） 

23. ゴーギャン 

24. ゴッホ 

25. フォーヴィスム 

26. キュビスム 

27. キュビスム 

28. シュルレアリスム 

29. シュルレアリスム 

30. 後期のまとめ 

【成績評価方法】 

出席とテストを総合して評価する。 

 

【教科書】 

特になし 

 

【参考書、教材等】 

必要に応じて紹介する。 

 

【履修上の注意事項】 

当然のことであるが、授業に出席し、強い好奇心を持って話を聞き、スライドを見、ノートを取ることが大切である。参考文献を挙げてあるので、特に興味を覚えたこ

と、あるいは聞き逃してしまったことを、授業の後に読んで調べることも積極的に行って欲しい。質問があれば遠慮なくして欲しい。 

 

※ この授業は、4／9（火）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

2 多摩美術大学 西洋美術史概論B 
諸川 春樹 

美術学部 教授 
4 通年 木 30 13:00～14:30 

多摩美術大学 

八王子キャンパス 
5 

 

【到達目標】 

西洋美術史を五千年にも及ぶきわめて長い時間の枠内でとらえながら、社会と美術の関係について基本的な見通しを持てることを目標にします。 

 

【授業の概要】 

西洋美術の作品を理解するためには、一度西洋美術史全体を見渡しておくのが便利です。洞窟壁画から始めてルネサンス美術、印象派を経て20世紀のシュルレアリスム

までを通観し、併せて作品が生み出された社会的背景も解説します。西洋美術史が苦手な諸君にもおすすめです。 

 

【授業内容】 

第1回：古代地中海美術  

第2回：古代ギリシャ美術１  

第3回：古代ギリシャ美術２  

第4回：ローマ美術１  

第5回：ローマ美術２  

第6回：初期キリスト教美術  

第7回：ビザンティン美術  

第8回：初期中世美術  

第9回：ロマネスク美術  

第10回：ゴシック美術  

第11回：ルネサンスの始まり  

第12回：初期ルネサンス美術１  

第13回：初期ルネサンス美術２  

第14回：イタリア盛期ルネサンス美術１  

第15回：イタリア盛期ルネサンス美術２  

第16回：16世紀ヴェネツィア派  

２０１９年度 開講科目について 
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第17回：マニエリスム美術  

第18回：北方ルネサンス美術１  

第19回：北方ルネサンス美術２  

第20回：バロック美術１  

第21回：バロック美術２  

第22回：ロココ美術  

第23回：新古典主義美術とロマン派  

第24回：写実主義  

第25回：印象派  

第26回：印象派以降の美術  

第27回：アール・ヌーボーと世紀末１  

第28回：アール・ヌーボーと世紀末２  

第29回：20世紀前半の美術１  

第30回：20世紀前半の美術２ 

 

【成績評価方法】 

各単元ごとに小テストを行い、その合計点を60パーセント、出席点を40パーセントとしてその合計で評価します。   

 

【教科書】 

プリントを使用します。なお講義と並行して参照すると効果的な文献を、オリエンテーション時に紹介します。   

 

【参考書、教材等】 

適宜紹介します。 

 

【履修上の注意事項】 

美術史の基本になる講義ですから、1 年次に履修することが望ましい。また配布するコピーが散逸するのを防ぐためにクリヤーファイルの使用をおすすめします。内容

は西洋美術史概論Cと同じですが、開講される 曜日が異なるために一部変更になることがあります。 また概論Bを履修できなかった場合に、概論Cに出席することも

できます。その場合には教員にその旨、申し出てください。 

 

※ この授業は、4／11（木）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

3 多摩美術大学 西洋美術史研究Ⅰ 
中村 隆夫 

美術学部 教授 
4 通年 火 30 10:40～12:10 

多摩美術大学 

八王子キャンパス 
5 

 

【到達目標】 

20世紀美術を振り返りつつ、さまざまな考え方を知ることによって、発想の豊かさを養ってもらいたい。 

 

【授業の概要】 

欧米の美術は20世紀に入って加速度的に新たな美学や美術が次々に打ち立てられていきました。その革新性を振り返ることによって美術のさまざまな方法論や可能性を

再確認することになります。歴史を振り返ることは温故知新、新たな美術の可能性を探る上でも有益であると考えます。 

 

【授業内容】 

前期扱う内容は主に次の通りです。 

第1回 ゴーガンの革新性 

第2回 ゴーガンの革新性 

第3回 ゴーガンの革新性 

第4回 フォービスムの特徴と先駆者ゴーガン、ゴッホの影響について 

第5回 ダダイスムと理性の時代への反逆：マルセル・デュシャン、アルプな  

    ど 

第6回 ダダイスムと理性の時代への反逆：マルセル・デュシャン、アルプな 

    ど 

第7回 シュルレアリスム：アンドレ・ブルトンとシュルレアリスム 

第8回 シュルレアリスム：アンドレ・ブルトンとシュルレアリスム 

第9回 シュルレアリスム：エルンスト、ダリ、マグリットなど 

第10回 シュルレアリスム：エルンスト、ダリ、マグリットなど 

第11回 シュルレアリスム：エルンスト、ダリ、マグリットなど 

第13回 抽象絵画の出現：モンドリアン、カンディンスキー、ポロックなど 

第14回 前期のまとめ 

第15回 前期試験 

 

 

 

後期扱う内容は主に次の通りです 

第16回 エドゥアール・マネの革新性 

第17回 エドゥアール・マネの革新性 

第18回 絵画に描かれた文字：キュビスム、コンセプチュアル・アートなど 

第19回 絵画に描かれた文字：キュビスム、コンセプチュアル・アートなど 

第20回 美の領域の拡張～美から醜へ：ドイツ表現主義：キルヒナー、ヘッケ 

ル、フランシス・ベーコンなど 

第21回 美の領域の拡張～美から醜へ：ドイツ表現主義：キルヒナー、ヘッケ 

ル、フランシス・ベーコンなど 

第23回 美の領域の拡張～美から醜へ：ドイツ表現主義：キルヒナー、ヘッケ 

ル、フランシス・ベーコンなど 

第24回 美術における内面性から外面性への移行：ネオ・ダダ：ジャスパー・ 

ジョーンズ、ラウシェンバーグ 

第25回 美術における内面性から外面性への移行：ポップ・アート 

第26回 美術における内面性から外面性への移行：ポップ・アート 

第27回 ヌーヴォー・レアリスム：セザール、アルマン、ティンゲリー、イヴ・ 

クライン、ニキ・ド・サンファールなど 

第28回 ヌーヴォー・レアリスム：セザール、アルマン、ティンゲリー、イヴ・ 

クライン、ニキ・ド・サンファールなど 

第29回 後期試験 

 

【成績評価方法】 

試験60％、出席40％。 

 

【教科書】 

特になし。 

 

【参考書、教材等】 

特になし。必要な場合は紹介します。 

 

【履修上の注意事項】 

20世紀美術を振り返ることはさまざまな美の領域について触れることになります。授業に出席し自分なりに考察してみることが必要です。 

 

※ この授業は、4／9（火）が初回です。 
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No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

4 多摩美術大学 西洋美術史研究Ⅳ 
諸川 春樹 

美術学部 教授 
4 通年 水 30 10:40～12:10 

多摩美術大学 

八王子キャンパス 
5 

 

【到達目標】 

聖書をテーマとした美術作品の主題の意味が、おおよそ７０パーセントは理解できる、あるいは説明できること。 
 

【授業の概要】 

一昔前とちがって、今や西洋美術の展覧会は多くの人々で賑わっています。その際にしばしば耳にするのが「この作品は何の場面を描いているのだろう」という疑問の声です。たとえば

キリスト教の主題は、一般の人たちにはそれほど馴染みのものではありません。そこで今回は宗教的な主題を扱った作品の内容をわかりやすく解説し、「弱点克服」の講座にしたいと思い

ます。 
 

【授業内容】 

1.リエンテーション：西洋美術の宗教的主題 
2 .聖母マリアの物語１；誕生から受胎告知まで 
3. 受胎告知研究 
4. キリストの物語１；降誕から洗礼まで 
5. キリストの物語２；洗礼からエルサレム入城まで 
6. 映画：パゾリーニ「奇跡の丘」にみるキリストの生涯１ 
7. キリストの物語３；エルサレム入城から最後の晩餐まで 
8. 最後の晩餐研究 
9. キリストの物語４；最後の晩餐から磔刑まで 
10. キリストの物語５；磔刑から昇天まで 
11. 映画：パゾリーニ「奇跡の丘」にみるキリストの生涯２ 
12. 磔刑の主題研究 
13. 聖母マリアの物語２；聖霊降臨から被昇天まで 
14. 最後の審判研究 
15. キリスト教関連のさまざまなしるし、および前期全体のまとめ 

16. 諸聖人１：四福音書記者などの男性聖人 
17. 諸聖人２：聖フランチェスコなどの男性聖人 
18. 諸聖人３；マグダラのマリアなどの聖女 
19. 聖十字架伝説研究 
20. 黙示録研究 
21. 旧約１；創世記、天地創造、原罪、ノアの物語 
22. 原罪研究 
23. 旧約２；ノアの物語からアブラハムの物語まで 
24. 旧約３；アブラハムの物語からヨセフ、モーセまで 
25. 映画「十戒」 に見るモーセ像 
26. 旧約４；モーセからダヴィデ、ソロモンまで 
27. 旧約聖書の英雄研究 
28. 天使と悪魔 
29. 実践編１：祭壇画と壁画 
30. 実践編２；全体のまとめ 

 
【成績評価方法】 

本講義では単元ごとに小テストを行います。前期、後期を通じて行われるテストの平均点を60パーセント、出席点を40パーセントとして、その合計で評価します。 
 

【教科書】 

プリントを使用します。なお講義と並行して参照すると効果的な文献を、オリエンテーション時に紹介します。 
 

【参考書、教材等】 

適宜、紹介します 。 
 

【履修上の注意事項】 

講義では一連の物語を扱いますので、欠席するとつながりがわからなくなるかもしれません。その場合には『聖書物語』などを参照して補ってくださいまた。配布するコピーが散逸する

のを防ぐためにクリヤーファイルの使用をおすすめします。  
近年指摘されるようになった授業中の私語については厳しく対処します。具体的には 2 回目の注意を受けた際に欠席となります。また無断で途中退席する場合も、その時点で欠席になり

ます。 

 

※ この授業は、4／10（水）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

5 多摩美術大学 日本美術史概論C 
戸舘 和子 

美術学部 教授 
4 通年 木 30 14:40～16:10 

多摩美術大学 

八王子キャンパス 
5 

 

【到達目標】 

日本の造形表現の歴史を、工芸的な視点を踏まえて捉え、造形の誕生から今日的な表現の拡がりまで、日本美術史の骨格をつかみ、歴史を俯瞰する力を身につける。 

 

【授業の概要】 

前期は、「作る」「描く」という日本美術の歴史を、工芸的な視点を交えて捉えることを目指し、造形誕生の旧石器時代・縄文時代から様々な技術が出そろう江戸時代ま

でを代表的な作例によって辿る。後期は本格的な西洋との接触、交流に伴い、個人主義的芸術観が順次獲得され、また表現の拡がりがみられる明治、大正、昭和時代か

ら21世紀への流れを、さまざまな領域における代表的な作家や作品で辿る。 

 

【授業内容】 

第1回：日本美術史の始まりと「工芸」の視点 

第2回：旧石器時代・縄文時代 

第3回：弥生時代・古墳時代 

第4回：飛鳥時代・奈良時代・平安時代① 

第5回：飛鳥時代・奈良時代・平安時代② 

第6回：鎌倉・南北朝・室町時代① 

第7回：鎌倉・南北朝・室町時代② 

第8回：桃山・江戸時代初期① 

第9回：桃山・江戸時代初期② 

第10回：江戸時代中・後期① 

第11回：江戸時代中・後期② 

第12回：江戸時代中・後期③ 

第13回：江戸時代中・後期④ 

第14回：江戸時代中・後期⑤ 

第15回：先史・古代から近世までのまとめ 

第16回：幕末・明治時代の動向① 

第17回：幕末・明治時代の動向② 

第18回：幕末・明治時代の動向③ 

第19回：幕末・明治時代の動向④ 

第20回：大正・昭和時代前期の動向① 

第21回：大正・昭和時代前期の動向② 

第22回：大正・昭和時代前期の動向③ 

第23回：戦後の動向① 

第24回：戦後の動向② 

第25回：戦後の動向③ 

第26回：戦後の動向④ 
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第27回：戦後の動向⑤ 

第28回：1980年代以降の動向① 

第29回：1980年代以降の動向② 

第30回：近代・現代のまとめ 

 

【成績評価方法】 

出席状況と期末レポートにより総合評価する。 

 

【教科書】 

随時、プリントを配布する。 

 

【参考書、教材等】 

随時、授業で紹介する。 

 

【履修上の注意事項】 

ノート必携です。講義の中から重要と思われるポイントを捉え、メモすることも学習の内です。スマートフォン等での撮影は認めません。 

また、講義内容は多岐にわたります。自身の専攻領域と講義内容がどのように関連するかについても考えながら聴くようにしましょう 

 

※ この授業は、4／11（木）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

6 多摩美術大学 ハイブリッド・アート 
久保田 晃弘 

情報デザイン学科 教授 
2 前期 火 15 10：40～12：10 

多摩美術大学 

八王子キャンパス 
10 

 

【到達目標】 

今日のハイブリッドアートの動向を知り、これまで芸術の範疇にとらえられてこなかったさまざまな考え方や方法、ツールや技術が、アートとの「混交」による社会への問題提起によ

って、新たな表現や意味の創造の可能性を切り開こうとしていることを知る。 

 

【授業のねらい】 

「ハイブリッド・アート」とは、人文学から科学技術まで、古代から未来まで、多種多様な領域と芸術的表現との「混交」から生み出されるさまざまな芸術的挑戦の総称である。ゆえに

それは、未だ芸術として確立していないフロンティアとしての実験であり、既存の概念や価値観からは顕在化されない、未知の可能性を追求する試みとも言える。その意味で、ハ

イブリッド・アートは、伝統的な芸術形式の延長線上ではなく、むしろその概念を刷新し、拡張し続けるものである。この授業では、こうした「ハイブリッド・アート」歴史、事例、実践の

数々を紹介し、そのスピリットを共有する。 

 

【授業の展開計画】 

1. ハイブリッド・アートとは何か 

2. ハイブリッド・アートの起源  

3. コンピュータ・アート 
4. 量子（ポスト・ビット）計算と観測 

5. スペキュラティブ・デザイン 

6. バイオ・アート(1) 
7. バイオ・アート(2) 
8. ポスト・ヒューマンと人新世 

9. 他者と辺境 

10. 地球外生命 

11. 人間外知性 

12. 「ニュー」メディア・アートは可能か？(1) 

13. 「ニュー」メディア・アートは可能か？(2) 

14. 「ニュー」メディア・アートは可能か？(3) 

15. 不可知なもののための芸術 

 

【参考書、教材等】 

「メディアアート原論 ─ あなたは、いったい何を探し求めているのか?」久保田 晃弘, 畠中 実(著), NTT出版, 2018. 

「遙かなる他者のためのデザイン ─ 久保田晃弘の思索と実装」久保田 晃弘(著), ビー・エヌ・エヌ新社, 2017.  

「バイオアート ― バイオテクノロジーは未来を救うのか」ウィリアム・マイヤー(著), 久保田 晃弘(監修), ビー・エヌ・エヌ新社, 2016. 

「スペキュラティヴ・デザイン 問題解決から、問題提起へ — 未来を思索するためにデザインができること」アンソニー・ダン, フィオーナ・レイビー(著), 久保田 晃弘(監修), ビー・

エヌ・エヌ新社, 2015. 

 

【評価方法】 

各回の授業の出席(50点)および課題レポートの提出とその内容(50点)により総合的に評価する。  

 

※ この授業は、4／9（火）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

7 東京工科大学 機能性食品学 
今井 伸二郎 

応用生物学部 教授 
2 前期 火 15 13:15～14:45 

東京工科大学 

八王子キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

本講義では、食品分野における食品の機能性についての実学に基づく専門力を身に付けることを目指す。主要栄養素の各種機能について理解を深め、機能性食品による

病気の予防、治癒について理解できる事を目標とし、論理的な思考力を養成する。食品成分の働きならびに食品成分の変化や相互作用を理解し、さらに、それらが及ぼ

す影響について分析評価が理解できる事を目標とする。 

教授された知識を活用して、新たな機能性食品や医薬品などの開発に発展できる問題解決能力を養う。 

 

【授業の概要】 

食品には「栄養」、「おいしさ（嗜好性）」、「病気の予防」の役割が有る。この内、病気の予防に関わるのが機能性食品である。機能性食品は「生理系統（免疫、代謝、分

泌、神経、循環、消化）の調節によって病気の予防、治癒に寄与する新食品」と定義される。食品及びその素材に含まれる様々な生理機能を有する成分について、その

化学的性質や生体調節作用について解説する。特に特定保健用食品に用いられている機能性食品成分などについて、その作用機構とあわせて概説する。 

機能性食品学では、機能性食品に関する正しい知識と消費者がこれらを摂取する上での注意点について学ぶ。機能性食品の分類と定義、有効性や安全性を考慮した適正

な使用方法、医薬品との相違についての理解と相互作用、消費者に対する適切な情報提供のあり方などについて講義を行う。本科目は、担当教員が日清製粉における機

能性食品の開発研究に従事した実務経験に基づき、機能性表示食品、特定保健用食品の開発（探索、非臨床研究、安全性、臨床研究）について具体例を交え解説する実
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践的科目である。 

 

【授業内容】 

1. 機能性食品概要 

2. 主要栄養素の機能（１）糖質の代謝とその機能 

3. 主要栄養素の機能（２）タンパク質の代謝とその機能 

4. 主要栄養素の機能（３）脂質の代謝とその機能 

5. 主要栄養素の機能（４）ビタミンの機能 

6. 機能性食品成分と疾病とのかかわり：免疫 

7. 機能性食品成分と疾病とのかかわり：癌・腫瘍 

8. 進捗確認 

9. 機能性食品成分と疾病とのかかわり：循環器1 

10. 機能性食品成分と疾病とのかかわり：循環器2 

11. 機能性食品成分と疾病とのかかわり：脳・神経 

12. 機能性食品成分と疾病とのかかわり：糖尿病 

13. 機能性食品成分と疾病とのかかわり：骨・関節 

14. 機能性食品成分と疾病とのかかわり：脂質代謝 

15. 機能性食品の安全性 

 

【成績評価方法】 

期末試験40％、平常点（第8回の進捗確認40％、毎回のミニテスト10％)により評価する。 

 

【教科書】 

コロナ社 機能性食品学 著者 今井伸二郎 2017年発行 

 

【参考書、教材等】 

用いない。 

 

※ この授業は、4／9（火）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

8 東京工科大学 ビジネスモデル設計論 
竹田 昌弘 

コンピュータサイエンス学部 教授 
2 前期 月 15 16:45～18:15 

東京工科大学 

八王子キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

・企業が価値を創造する仕組みをビジネスモデルとして表現し、説明できるようになる。 

・インターネット時代の新しいタイプのビジネスモデルを理解し、説明できるようになる。 

・自由な発想の方法やビジネスモデルの表現方法を学び、ビジネスアイデアを表現できるようになる。 

ビジネスモデル構築演習を通じて、課題発見(分析・評価能力)、ビジネスモデルの考案(論理的思考能力、問題解決力)、プレゼンテーション(コミュニケーション能力)

を修得することを目指す。 

 

【授業の概要】 

ビジネスモデルとは、「もうける仕組み」ととらえがちであるが、実際には社会の求める価値を効率よく提供する仕組みである。社会の求めに応えた結果、利益が得られ

る。この授業では、ビジネスモデルの表現方法の一例を学んだうえで、事例によって、有効なビジネスモデルの要点とその表現方法を演習を通じて理解する。 

最後に、授業全体のまとめとして、独自のビジネスモデルを、演習を通じて作成することを試みる。 

コンピュータメーカーでのプロジェクト推進、コンサルティング会社での顧客企業との関りなどの実務経験に基づき、ビジネスモデルの基本から構築に必要な知識まで

を扱う実践的科目である。 

 

【授業内容】 

1. オリエンテーション＋ビジネスモデルとは 

2. ビジネスモデル・マッピングの基礎 

3. ビジネスモデル事例(アップル) 

4. ビジネスモデル事例(サムスン電子、アマゾン) 

5. ビジネスモデル事例(ゼロックス、コマツ) 

6. ICTによるビジネスモデル・パターン 

7. バリューチェーン革新によるビジネスモデル・パターン 

8. ビジネスモデルの比較(ユニクロ×ZARA) 

9. ビジネスモデルの比較(LCC×FSA) 

10. ビジネスモデルの評価 

11. ビジネスモデルの革新 

12. ビジネスモデルと戦略 

13. ビジネスモデル構築演習1 

14. ビジネスモデル構築演習2(プレゼンテーション) 

15. ビジネスモデル構築演習3(プレゼンテーション) 

  

【成績評価方法】 

事前学習に伴う確認テストの評価点と授業中の演習課題の評価点、およびビジネスモデル構築演習の課題提出の評価から総合的に成績評価とする。 

ただし、確認テスト、演習課題、出席のいずれかが基準を下回ったものは不合格とする。 

 

【教科書】 

松原恭司郎「ビジネスモデル・マッピング教本」日刊工業新聞社 2013 

 

【参考書、教材等】 

松原恭司郎「ビジネスモデル・マッピング ケースブック」日刊工業新聞社 2014 

三宅宏治「ビジネスモデル全史」ディスカヴァー・トゥエンティワン 2014 

A.オスターワルダー、Y.ピニュール「ビジネスモデル・ジェネレーション」翔泳社 2012 

 

※ この授業は、4／8（月）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

9 東京工科大学 情報セキュリティ 
宇田 隆哉 

コンピュータサイエンス学部 講師 
2 前期 金 15 10:45～12:15 

東京工科大学 

八王子キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

公開鍵暗号の仕組みについて理解する。（実学に基づく専門能力、論理的な思考能力） 
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共通鍵暗号の仕組みについて理解する。（実学に基づく専門能力、論理的な思考能力） 

ネットワークのフィルタリングについて理解する。（実学に基づく専門能力、論理的な思考能力） 

情報セキュリティに関する知識を深める。（実学に基づく専門能力） 

これらの仕組みや専門知識は、論理的な構造を伴うものであり、目標に到達する過程で、実学に基づく専門能力、論理的な思考能力を養う。 

 

【授業の概要】 

本講義は情報セキュリティについての理解を深めることを目的とする。ネットワークを介した不正攻撃、コンピュータウイルスの仕組みや対策、ファイアウォールの原

理などのネットワークセキュリティ、共通鍵暗号、公開鍵暗号、ハッシュなどの暗号技術、暗号理論を応用した認証技術、電子透かし技術、セキュリティ監査およびセ

キュリティの標準、法規についての解説を行う。 

この授業では主に論理的な思考能力を身につけることを目的としている。さらに、実学に基づく専門能力を鍛えることを目指している。 

 

【授業内容】 

1. 情報セキュリティの目的、技術的対策方法について概要を学ぶ 

2. 不正攻撃に対するコンピュータの脆弱性、攻撃手法と対策について学ぶ 

3. 代表的コンピュータウイルスの種類と機能、対策について学ぶ 

4. ファイアウォールの仕組み、NAT、DMZについて学ぶ 

5. 共通鍵暗号、ハッシュの技術について学ぶ 

6. 公開鍵暗号の技術について学ぶ 

7. 電子署名、タイムスタンプなどの認証技術について学ぶ 

8. 認証技術を応用した SSL、S/MIME、PGP、VPN、WEP の仕組みについて学

ぶ 

9. PKIの基礎について学ぶ 

10. PKIの詳細について学ぶ 

11. 電子透かしの技術について学ぶ 

12. セキュリティ監査の目的、仕組み、運用管理方法について学ぶ 

13. 国際標準、国内の評価制度および関連法規について学ぶ 

14. 総復習を行う 

15. 総復習を行う 

 

 

【成績評価方法】 

数回の課題レポートおよび期末試験により成績評価を行う。期末試験結果とレポートは、およそ10対3の比率で総合成績に反映する。 

 

【教科書】 

宮地充子、菊池浩明編著、「IT Text 情報セキュリティ」、オーム社（2003年） 

 

【参考書、教材等】 

情報セキュリティ標準テキスト編集委員会編、「情報セキュリティ標準テキスト」、オーム社（2006年） 

佐々木良一、吉浦裕、手塚悟、三島久典共著、「インターネット時代の情報セキュリティ・暗号と電子透かし」、共立出版（2000年） 

石井夏生利、稲葉宏幸、高倉弘喜、土井洋、村上康二郎、上原哲太郎、越前功、岡崎美蘭、岡田仁志、岡本栄司、小松尚久、白勢政明、瀬戸洋一共著、佐々木良一監修、

手塚悟編集、「情報セキュリティの基礎」、共立出版（2011年） 

 

※ この授業は、4／12（金）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

10 東京工科大学 コミュニケーション論 
鈴木 万希枝 

教養学環 准教授 
2 前期 木 15 10:45～12:15 

東京工科大学 

八王子キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

学習したコミュニケーションにかかわる概念や理論を理解し、自身のコミュニケーション行動の理解や改善につなげられる。また、ネット炎上やオンライン口コミの影

響、ゲーム依存など、今日のメディア環境において生じているさまざまな社会的課題について、基礎的知識を獲得する。 

 

【授業の概要】 

メディア環境の劇的な変化は、私たちの日常生活におけるコミュニケーションへ大きな影響を及ぼしています。本講義では、対面的な状況でおこなわれる対人的コミュ

ニケーションはもとより、新聞やテレビなどのマス・メディアを通じてなされるマス・コミュニケー ション、PC やスマートフォンなど電子メディアを利用したオンラ

イン・コミュニケーションが及ぼす社会的、心理的影響について検討し、それらを理解するために必要な基礎的概念や理論について習得することを目的とします。たと

えば、TwitterやFacebook、LINEなど、いわゆるソーシャルメディアの利用によって人と人とのコミュニケーションははどのように変わったのか、ニュース情報の伝わ

り方や利用のされ方はどのような影響を受けたのかなど、具体的な今日的事例を通じてコミュニケーションにかかわる概念や理論を学び、各事例におけるコミュニケー

ションの効果・影響や問題点について説明できるようになります。 

 

【授業内容】 

1. イントロダクション —メディア環境の変化とコミュニケーション 

2. コミュニケーションの基礎（１）人と人とのコミュニケーション 

3. コミュニケーションの基礎（２）コミュニケーションが果たす社会的役

割 

4. コミュニケーションの基礎（３）インターネット上の状況共有と拡散 

5. コミュニケーションのコンテンツ - 広告 

6. 情報とコミュニケーション・ネットワーク（１）WOM、eWOM 

7. 情報とコミュニケーション・ネットワーク（２）消費者の情報発信行動 

8. コミュニケーションの社会的機能（１）マス・コミュニケーションの効

果・影響論 

9. コミュニケーションの社会的機能（２）ニュース報道がもたらす認知的

影響 

10. コミュニケーションの社会的機能（３）ニュースによる政治的知識の学

習 

11. コミュニケーションと社会的課題（１）ステレオタイプ 

12. コミュニケーションのコンテンツ - ゲーム 

13. コミュニケーションと社会的課題（２）インターネット／ゲーム依存症 

14. コミュニケーションと社会的課題（３）eWOM情報の信頼性 

15. コミュニケーションと社会的課題（４）ニュース情報の信頼性 

 

【成績評価方法】 

課題点(30%)および期末試験の成績(70%)によって評価します。60点以上が単位認定条件です。 

 

【教科書】 

李・渋谷編著，メディアオーディエンスの社会心理学，新曜社，2017 

 

【参考書、教材等】 

辻・是永・関谷著，コミュニケーション論をつかむ，有斐閣，2014 

橋元良明編著, メディア・コミュニケーション学，大修館書店，2008 
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相川・高井編著，コミュニケーションと対人関係，誠信書房，2010 

 

※ この授業は、4／11（木）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

11 東京工科大学 毛髪科学 
岩渕 徳郎 

応用生物学部 教授 
2 後期 金 15 10:45～12:15 

東京工科大学 

八王子キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

生物学に根差した毛髪科学の基礎、化粧品科学の観点からみた毛髪化粧品の基礎と商品設計の基礎、美容科学と心理学の観点からみた毛髪美容の基礎、最先端の毛髪に

関わる医療の観点からみた毛髪科学といった、広範な視点からの毛髪科学を学ぶ。市販毛髪化粧品の調査などを通して、通じて机上理論のみならず実際商品企画につい

ても体験し、実学に基づく専門力を身につけることを目指す。調査結果のプレゼンテーションなどを通して、毛髪科学の専門力のみならず、コミュニケーション力およ

び論理的思考力を身につける。 

 

【授業の概要】 

本講義は四つの習得すべき課題を設定し、これらの課題について十分な習得を目指す。第一の課題は、毛髪化粧品の歴史と、毛髪化粧品を理解するために必要な毛髪科

学の基礎的知識の習得。第二の課題は、毛髪化粧品の基礎的処方および代表的薬剤の作用機序と、毛髪化粧品の関連法規の習得。第三の課題は、ヘアスタイル、ヘアカ

ラーによる印象変化の習得。そして、第四の課題は器官発生、細胞分化といった観点から生物学的な毛包器官形成の基礎の習得と、最先端の毛髪再生医療の理解である。

第一の課題については、皮膚および毛包と毛幹の構造、毛周期、毛幹の物性、まつ毛の生理などの毛髪科学の基礎を学習する。併せて、薄毛、白髪、頭皮と毛髪の関係、

人類遺伝と毛髪の基礎についても学習する。第二の課題については、シャンプー、コンディショナー、染毛剤等の毛髪化粧品の処方設計の考え方について学習する。併

せて、これら毛髪商品と毛髪ダメージの関連性について学習する。また、市販の毛髪化粧品の実例調査を行い、毛髪化粧品設計の考え方の基礎を学ぶ。さらに、各種育

毛薬剤および抗白髪薬剤の作用機序についても学習する。第三の課題については、人物印象における顔立ち、ヘアスタイル、毛髪色の関係について学習する。第四の課

題については、毛髪を形成する毛包器官の発生および毛周期調節において、作用する各種生体因子の重要性とその作用機序について学習する。さらに、植毛医療や最先

端の毛髪再生医療についても解説する。本講義は化粧品大手企業において毛髪科学研究、育毛薬剤開発、美容医療研究に従事した担当教員の実務経験と、実際に毛髪化

粧品設計に携わっている現役化粧品企業講師の実務経験に基づき、「実学」学習の観点から講義が行われる。本科目は、毛髪科学研究、毛髪関連薬剤開発、毛髪化粧品設

計、美容医療の各現場において、学んだ事柄がどのように活用・応用されているのかを講義する実践的科目である。 

 

【授業内容】 

1. 毛髪化粧品の歴史、毛包と毛幹の構造 

2. 毛幹の特性(形態、組成)、まつ毛 

3. 毛髪のダメージと原因、毛髪の物性測定 

4. くせ毛、毛髪生物学の実験手法 

5. 毛周期と薄毛 

6. パーマ剤 

7. 染毛剤 

8. シャンプーとコンディショナー 

9. スタイリング剤 

10. 頭皮ケアと毛髪形成、毛髪物性 

11. 毛周期と毛髪発生を調節する因子、育毛薬剤 

12. 毛髪化粧品のマーケティング 

13. 白髪と抗白髪薬剤、色素細胞 

14. 幹細胞と毛髪再生医療、毛髪美容医療 

15. 毛髪化粧品の安全性保証と品質 

 

【成績評価方法】 

授業への出席を前提として、期末試験80%、平常点20%（授業中に行う確認試験）で成績を評価する。 

 

【教科書】 

特になし。講義資料を中心に解説する。 

 

【参考書、教材等】 

「毛髪の科学」クラーレンス・R・ロビンス著、山口真主訳（フレグランスジャーナル社） 

「最新の毛髪科学」松崎、新井、上甲、細川、中村 著（フレグランスジャーナル社） 

 

※ この授業は、9／27（金）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

12 東京工科大学 
メディア特別講義Ⅱ 

（ＡＣＰＣ寄附講座） 

佐々木 和郎 

メディア学部 教授 
2 後期 火 15 13:15～14:45 

東京工科大学 

八王子キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

「創作する・表現する・伝える」。こうしたアクティブな仕事について知りたいというモチベーションを持って「ライブ・エンタテインメント論」を受講し、これからの

音楽業界や、ライブ・エンタテインとメントの時代を生き抜く力を身につけます。 

ラーニングアウトカム ： 音楽ビジネスの仕組みを理解し、音楽制作の実学的な理論を知る。実学に基づく専門能力とコミュニケーション能力を身につけます。 

 

【授業の概要】 

現在は音楽業界全体が大きく変化する時代です。音楽産業全体の展開において「ライブ・エンタテインメント」は、新しい市場開拓の中心として、その存在感を非常に

強めています。ローリング・ストーンズやマドンナの例に見るように、世界中のアーティストが「CD販売による展開」から「ライブを中心とした360度ビジネス」へと

転換を進めています。これは「より直接的な体験としての音楽を求める」観客側のニーズの現れでもあります。 

こうした時代状況を受けて本講義では「ライブ・エンタテインメント」に関連するさまざまなテーマを通じて、音楽産業全体のありかたを論じ、新しい時代を築くため

に必要な情報と知識を解説します。市販されている書籍や雑誌などからは、知ることは出来ない、業界内の新鮮な情報が満載です。 

 

【授業内容】 

1. オリエンテーション / ライブ・エンタテインメント論を受講する皆さ

んへ 

2. 誰にでも分かる音の楽しみ方 / リスナーのための音響工学入門 

3. Jポップからロックまで / デジタル時代の音楽とユーザーの関係 

4. 都市における総合型エンタテインメント / ライブの展開 

5. 音楽の創造 / アーティストの立場から 

6. 生活の中のエンタテインメント / 劇場経営と芸術の創造 

7. テレビ放送とライブ・エンタテインメント / MUSIC ON TVでの番組制作 

8. 海外ビジネスへのチャレンジ / Jポップの海外進出 

9. マネージメントの未来 / エンタテインメント・プロダクションの経営
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展開 

10. 今日的ライブ運営 / エイベックスにおけるライブ事業展開の実際 

11. コンテンツ産業の将来を考える / 経済産業省の政策方針より 

12. ライブ・エンタテインメント新世紀 / 音楽業界の再生と経済発展 

13. 音楽プロデューサーとは / クリエイティブ・マインドの育て方 

14. 日本のコンテンツ政策 / 世界におけるジャパンコンテンツ 

15. まとめ / これからの音楽産業の方向性を考える 

  

【成績評価方法】 

期末試験は行いません。成績判定については、出席点評価とレポート内容評価の両面から行います。中レポートを中心に評点を決めますが、小レポート（感想や質問）

も追加の評価対象になります。授業時間中の積極的な質問や、感想の提出も重要です。 

通常レポート:60ポイント / 質問や小レポート：40ポイント 

（ 100点満点で、70点以上であること ） 

 

【教科書】 

教科書の指定はありません、各自「参考書」などを通じて予習して下さい。 

 

【参考書、教材等】 

「ライブ・エンタテインメント新世紀」北谷賢司（ぴあ総研） 

「ライブ・エンタテインメントの著作権」 福井 健策 / 二関 辰郎（社団法人著作権情報センター） 

 

※ この授業は、9／24（火）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

13 東京工科大学 政治学 
落合 浩太郎 

教養学環 教授 
2 後期 木 15 10:45～12:15 

東京工科大学 

八王子キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

第 1－9回で性善説・性悪説、リベラル・保守、小さな政府・大きな政府、第 10－13回でハト・タカといった基礎的概念を理解します。さらに、これらを正しいレポ

ートの形式で説明できることを求めます。 

 

【授業の概要】 

現代日本の内政・外交・安全保障を概説します。これらの知識の修得のみならず、日本政治の特徴、背景にある、日本（人）の特性・伝統・文化・価値観も学びます。

さらに、性善説・性悪説、リベラル・保守、ハト・タカの対立を通して、人間への理解も深める。常に、世界の中の日本を意識して国際情勢の解説や他国との比較を行

う。以上によって、国際的な視点から政治や日本を論じられる社会人となることを目指します。 

 

【授業内容】 

1. 政治（学）とは：性善説と性悪説、リベラルと保守 

2. 世界のリベラルと保守：先進国と途上国 

3. 日本のリベラルと保守：都市と地方、高齢者と若者 

4. 箱物政治（１） 

5. 箱物政治（２）：映画「国会へ行こう」 

6. 格差社会：中流の崩壊、都市と地方、世代間格差 

7. モデルとしてのイギリス政治 ドラマ「離党」 

8. 日本の政治は二流か 

9. 新聞の読み方 

10. 外交（１）ハトとタカ 

11. 外交（２） 日本のソフトパワー 

12. 外交（３） アニメ「日米コメ戦争」 

13. 安全保障：平和主義、日米同盟 

14. 展望 

15. まとめ 

  

【成績評価方法】 

小テストとレポート（計5回、各20％）を中心に、コメント・シート、発言を加味します。期末テストは行いません。 

 

【教科書】 

指定しません。 

 

【参考書、教材等】 

薬師寺克行『現代日本政治史』有斐閣 

 

※ この授業は、9／26（木）が初回です。 

 

 
No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

14 創価大学 経済と歴史 勘坂 純市 4 秋学期 金 30 
9:00～10:30 

10:45～12:15 
創価大学 若干名 

 

【到達目標】 

・経済学・社会科学を学ぶために必要な基本的な概念と、論理的思考力を養う。 

・貧困という社会問題に対する様々なアプローチを学び、一つの問題を様々な視角から考えることを学ぶ 

 

【授業の概要】 

現在、世界にはいまだ多くの人びとが貧困に苦しんでいる。なぜ、豊かな国と貧しい国の格差が存在するのか？ 経済学は、この問題に対してどのような貢献をなしう

るのか？ この問題を、経済学の諸学説と、世界の歴史を通して考察する。 

まず、前半は、貧困の原因として指摘される代表的な４つの学説を検討する。 

次に、後半は、市場経済の発達と通して貧困を克服する道を探る。 

 

【授業内容】 

1. ガイダンス 

2. 貧困と経済学4つの古典理論 

3. スミス 市場が発達していないから（スミス 国富論） 

4. ホッブズ リヴァイアサン 
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5. スミス 道徳感情論 

6. マルサス 人口が過剰だから（マルサス 人口論） 

7. マルサス「積極的制限」と「予防的制限」 

8. マルサス主義と発展途上国の貧困 

9. マルクス 「金持ち」の犠牲になっているから（マルクス 資本論） 

10. 従属理論と世界システム論 

11. ヴェーバー 合理的な行動ができないから（ヴェーバー プロテスタンティ

ズムの倫理と資本主義の精神①） 

12. ヴェーバー プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神② 

13. 中間試験 

14. 市場経済と貧困（なぜ、援助をしなくてはならないのか？J.サックス『貧

困の終焉』） 

15. 「極度の貧困」の人びとが開発の梯子に足をかけるには？人的資本（健康

と教育） 児童労働 

16. 市場経済で貧困はなくなるのか？*市場経済はWin-WinかZero-Sumか？ 

17. 市場と国家（経済発展のために先進国との関係を断ち切るべきか？） 

18. 国家の経済介入が経済を歪めるのか？（レント・シークング rent-seeking） 

19. 経済人と市場経済（「非合理」だから貧しいのか？） 

20. 共同体と市場経済（大塚久雄と速水佑次郎） 

21. 飢饉と経済学（スミスの自由放任論と食糧暴動） 

22. アマルティア・セン『貧困と飢饉』 

23. モラル・エコノミーと飢饉 

24. 農地改革と貧困削減（分益小作制の経済学） 

25. 「正義」と貧困（ピケティ 『21世紀の資本』） 

26. 特別講演 高見和徳氏 

27. J.ロールズと『正義論』 

28. アマルティア・セン well-being の比較 

29. 経済学と「自由」(アメリカ奴隷制の経済学フォーゲル・エンガマン『苦難

のとき』) 

30. 経済学にとって「自由」とは何か？（アダム･スミスとアマルティア・セン） 

 

【成績評価方法】 

定期試験：50％ 

中間テスト：40％ 

日常点（小テスト・課題等）：10％ 

 

【教科書】 

なし 

 

【参考書、教材等】 

貧困の終焉 : 2025年までに世界を変える / ジェフリー・サックス著 ; 鈴木主税訳 ; 野中邦子訳 

 

※ この授業は、9／13（金）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

15 創価大学 財政学上級 長谷部 秀孝 4 秋学期 
火

金 
30 

火 14:50～16:20 

金 13:05～14:35 
創価大学 若干名 

 

【到達目標】 

新書を読んで、内容をきちんと把握することが第一の作業である。最近ではなかなか本を読む人も少なくなっている。したがって、読み方も慣れていないかもしれない。

特に新書はその時代の出来事を踏まえているので、読み込むのには手間がかかるであろう。 

内容を把握したら、それについては自分なりの考察を加えなければならない。どれだけ深い考察を加えることができるかが問題である。他の人に自分の考えを明確に示

すことができるようにしたい。 

最後にディスカッションである。ディスカッションの中で自分の考えを練り上げたい。これができればAクラスであろう。 

 

【授業の概要】 

戦後、74年が過ぎて、この間に様々な事件が起こっていることは既知の事実であろう。今、平成から次の時代に入ろうとしているが、その前に戦後の流れを振り返って

おくことは重要であろう。どの様なことが起こったのであろうか。現在のわが国にどの様な影響を与え次の時代にどの様な形で受け継がれていくのか。それらを見てい

くことはわれわれにとって重要なことである。 

このようなことを考える際には新書が良いテキストになる。新書が取り上げるテーマはその時代を反映しており、われわれに様々な問題を投げかけてくれている。そし

て、われわれに考えるヒントを与えてくれている。したがって、新書が与えてくれる問題を考え、将来への展望をしてみたい。 

この授業はその作業をしようというものである。戦後からの歴史をたどってどの様なことが起こっているのか、またどの様に考えたら良いのか、現代にとってはどの様

な影響があるのかを新書を基に検討していく。 

どの様なトピックを取り上げるかに費えは、次の授業計画・内容の欄に一応の予定は示してあるが、受講生との相談の上で変更することも考えている。特に最近のトピ

ックについては積極的にリクエストを出して欲しい。 

 

【授業内容】 

1. ガイダンス 講義の進め方 

2. カー『歴史とは何か』岩波新書 内容を理解する 

3. 後半部分を理解する 

4. 歴史について議論する 

5. 原田正純『水俣病』岩波新書 現在も続く水俣病の悲惨さ、考え方を教え

てくれる 

6. 後半部分を理解する 

7. 水俣病について議論する 

8. 宇沢弘文『自動車の社会的費用』岩波新書 現在では当たり前の社会的費

用の概念をわれわれに教えてくれた 

9. 後半部分を理解する 

10. 社会的費用についてディスカッション 

11. 森嶋通夫『イギリスと日本』岩波新書 イギリスと比較しながら、当時の

わが国が抱える問題点を教えてくれる 

12. 後半部分を理解する 

13. 日本の状況をディスカッション 

14. 鶴見良行『バナナと日本人』岩波新書 バナナの輸入を通して、当時の国

際関係を考えさせる 

15. 後半部分を理解する 

16. 日本とアジア諸国の関係を考える 

17. 橘木俊詔『日本の経済格差』岩波新書 それまでわが国ではあまり格差が

ないと考えられていたが、その存在を始めて教えてくれた 

18. 経済格差に関するディスカッション 

19. 柳田邦男編『阪神・淡路大震災 10 年』岩波新書 阪神・淡路大震災の 10

年後の状態を取り上げて、自然災害の問題点を教えてくれる 

20. 自然災害と対策 

21. 暉峻淑子『豊かさの条件』岩波新書 豊かさを感じるのはモノだけではな

いことを指摘した 

22. これからの教育についてのディスカッション 

23. 立山良司『ユダヤとアメリカ』中公新書 アメリカのいける政治にはユダ

ヤ人の主張が強く反映されている 

24. アメリカの存在をディスカッションする 

25. 増田寛也編『地方消滅』中公新書 このままでは地方の半分は消滅すると

の考え方を投げかけた 

26. 地方創成の役割 

27. 井手英策『幸福の増税論』岩波新書 消費税の増税はわれわれの生活に対

して不利益を与えるモノではない 

28. 将来の幸福 

29. 阿部彩『子どもの貧困』岩波新書 わが国では子どもの 7人に 1 人は貧困

であることと、どれに対する対策の提言 

30. 受講者との話し合いで、テキストを交換することは可能である。特に後半

の現代に近い方については相談したい。 
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【成績評価方法】 

日常点（小テスト・課題等）：50％（テキストをきちんとまとめて報告できるかを見る） 

その他：50％（ディスカッションでの意見を評価する） 

 

【教科書】 

テキストは順に変わっていく。最初の内は1冊で3回ぐらい使わなければ七位であろうが、様子を見てスピードアップをしたい。テキストは買っても良いし図書館で借

りても良い。 

 

【参考書、教材等】 

テーマごとに関連書籍の情報を提供する。 

 

※ この授業は、4／5（金）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

16 創価大学 開発と貧困の経済学 高木 功 4 秋学期 
火

金 
30 10:45～12:15 創価大学 若干名 

 

【到達目標】 

1. 世界経済の構造を理解し、問題点を指摘できる。 

2. 貧困・発展の意味について多元的に説明できる。 

3. 私達の日常が、世界経済との相互依存関係の中で成立していることを例示でき、説明できる。 

4. その上で、自己反省的な自身と行動主体としての自身を認識し、何らかの形で生活に反映できる。 

 

【授業の概要】 

本講義では主に二つのテーマについて考察します。一つは「開発途上経済」における経済発展と貧困の解消について，そして二つにはグローバル化によって拡大する世

界経済のメカニズムについて理解することです。その上で不均衡な世界の公平化はいかにして可能かを考察します。 

私たちの生きるこの世界は苛酷なものです。およそ人類75億の大半はいわゆる「開発(発展)途上地域」に生を受け、亡くなってゆきます。生の物的基礎を保障され、人

間として自由と尊厳を確保できる人はむしろ少ないのです。「貧困」の解消は人類的課題であり、また「先進諸国」といわれる地域に住む人々の将来も開発途上諸国問題

の解決いかんにかかっています。「グローバリゼーション」の進展下における「富裕」と「貧困」の相互依存関係の構造を明らかにしたとき、「開発途上地域」の諸問題

は、実は私たちの課題であることがわかるはずです。  

後者については世界経済の現在の成長のメカニズムについて学びます。 今世紀に入り、中国とインドという歴史的大国とラテン･アメリカ諸国という非欧米地域諸国が

再び世界の表舞台に踊り出て，世界経済・政治秩序の大きな影響力と役割を持ち始めています。希少な資源と豊富な資金を世界の公平化と繁栄に用いるような循環的メ

カニズムの形成と多元的な思想と文化的信念を包括し得る新たな世界政治経済秩序がもとめられています。2015 年に国連総会で採択された「持続可能な開発のための

2030アジェンダ」は大きな共通の目標設定とすべての人びと組織、国家のコミットメントを求めています。その可能性についても考察します。 

 

【授業内容】 

1. 講義の趣旨・概要と評価方法の説明 ０．開発・発展とは：SDGsの時代 
2. １．不均等な世界：富裕と貧困(1-1「先進国」と「開発途上国」1-2GDP 1-3

購買力平価ドル) 
3. ２．「開発の時代」の始まりと終わり？：｢発展／開発(＝Development)｣と

は (2-1世界をどう見るか 2-2開発/発展の意味) 
4. 2-3開発の半世紀（１）戦後復興期：ブレトン・ウッズ体制 
5. 2-4開発の半世紀（２）50年代、60年代 
6. 2-5 開発の半世紀（３）70年代の危機と債務問題 
7. 2-6 開発の半世紀（４）80年代「失われた10年」、新自由主義の台頭 

2-7 開発の半世紀（５）90 年代：「開発」の終焉（６）2000 年代：グロー

バル経済の拡大と動揺  
8. ４．「低開発」「貧困」の原因と背景 4-1貧困の悪循環 
9. LTD(話し合い学習）の実施① 
10. 4-2マルサスの罠 4-3偽装失業 
11. ５．貧困の罠からの脱出：農村･都市二部門/農･工二部門モデル  5-1開発

へのアプローチの変遷 5-2単線的発展段階論 
12. 5-3ルイスの２部門モデル 5-4ラニス=フェイ２部門モデル 
13. 5-5リカードの罠 
14. ６.「開発」の挫折：インフォーマル部門の拡大、過剰都市化 6-1都市イン

フォーマル部門の拡大 
15. 中間試験 
16. 6-2トダロ･モデル：３部門モデル 

17. ７．開発の改良主義的アプローチ：BHN（人間の基礎的ニーズ）ｱﾌﾟﾛｰﾁと

参加型アプローチ 
  7-1BHN アプローチ 7-2 参加型アプローチ 7-3 持続可能な生計アプロ

ーチ 
18. ８．｢貧困／発展」概念転換の試み：エンタイトルメント、社会的排除、ケ

イパビリティ・アプローチ 「ファンクショニングス」とは 8-1所得貧困

と貧困線 
19. ＜LTD(話し合い学習）の実施②＞ 8-2「エンタイトルメント・アプロー

チ① 
20. 8-2 エンタイトルメント・アプローチ② 
21. ＜LTD(話し合い学習）の実施②＞ 
22. 8-3チェンバースの貧困概念 
23. 8-4センのケイパビリティ・アプローチ① 
24. 8-4センのケイパビリティ・アプローチ② 
25. ９．UNDP による人間開発アプローチ：「人間開発指標(HDI)」「人間貧困

指標(HPI)」 9-1人間開発指標（HDI) 
26. 9-2人間貧困指数（HPI) 
27. ＜LTD(話し合い学習）の実施③＞ 
28. 10．インクルーシブ・ビジネス 
29. 11．グローバリゼーションとSDGsの意義 
30. 総括 

 

【成績評価方法】 

定期試験：30％ 

中間試験：25％ 

レポート試験：25％ 

日常点（小テスト・課題等）：20％ 

 

【教科書】 

特に指定しないが、配布資料に基き講義を行う。 

 

【参考書、教材等】 

 1．ロバート・チェンバース『開発の思想と行動』 明石書店 2007年  

 2．蟹江憲史『持続可能な開発目標とは何か』ミネルヴァ書房 2017年  

 3．田中他編著『SDGｓと開発協力』学文社 2017年  

 4．C.K.プラハラード『ネクスト・マーケット＜増補改訂版＞』 英治出版 2010

年  

 5．大塚啓二郎『なぜ貧しい国はなくならないのか』日本経済新聞 2014年  
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 6．ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ｺﾄﾗｰ.ﾅﾝｼｰ･ﾘ 『ーｿｰｼｬﾙ･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ：貧困に克つ7つの視点と10の戦略

的取り組み』 丸善 2010年  

 7．アマルティア・セン著『自由と経済開発』日本経済新聞社、2000年  

 8．アマルティア・セン著『貧困の克服』集英社新書 2002年  

 9．アマルティア・セン著『貧困と飢饉』岩波書店 2000年  

 10．ムハマド・ユヌス『貧困のない世界を創る―ｿｰｼｬﾙ･ﾋﾞｼﾞﾈｽと新しい資本主

義』 早川書房 2008年  

 11．ジェフリー・サックス『地球全体を幸福にする経済学』早川書房 2009年  

 12．ジェフリー・サックス 『貧困の終焉』早川書房 2006年  

 13．スチュアート・ハート『未来をつくる資本主義』英治出版 2008年  

 14．ジェﾚミー・シーブルク『世界の貧困』青土社 2006年  

 15．ﾀﾞﾐｱﾝ･ﾐﾚｰ、ｴﾘｯｸ･トｳｰｻﾝ『世界の貧困をなくすための50の質問』 つげ書

房新社 2006年  

 16．絵所秀紀『開発の政治経済学』 日本評論社 1997年  

 17．国連開発計画(UNDP)『人間開発報告』各年版 国際協力出版   

 18．世界銀行編『世界開発報告』各年版 ｼｭﾌﾟﾘﾝｶﾞｰ･ﾌｪｱｸﾗﾌﾄ東京  

 19．アジット･Ｓ･バラ、フレデリック・ラペール共著『グローバル化と社会的

排除』昭和堂 2005年  

 20．絵所・山崎編著『アマルティア・センの世界―経済学と開発研究の架橋』

晃洋書房2004年   

 21．M.トダロ, S.C.スミス共著『トダロとスミスの開発経済学』(第 8版)国際

協力出版会、2004年  

 22．西垣･下村・辻編著『開発援助の経済学』（第3版）有斐閣、2004年   

 23．原洋之介著『アジア型経済システム』中公新書 1555. 2000年  

 24．峯陽一著『現代アフリカと開発経済学』日本評論社 1999年  

 25．速水佑次郎著『開発経済学―諸国民の貧困と富』創文社 1995年  

 26．村上泰亮著『反古典の政治経済学―進歩史観の黄昏（上）』中央公論社 1992

年  

 27．村上泰亮著『反古典の政治経済学―二十一世紀への序説（下）』中央公論社 

1992年  

 28．村上泰亮著『反古典の政治経済学要綱―来世紀のための覚書』中央公論社 

1994年  

 29．原洋之介『開発経済論』 岩波 2002年  

 30．エスラワン=コトワル『なぜ貧困はなくならないのか』日本評論社 2000

年  

 31．アンソニー・アトキンソン『21世紀の不平等』(Inequality: What can be 

done?) 東洋経済新報社 2015年 

 

※ この授業は、9／13（金）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

17 創価大学 西洋経済史 西田 哲史 4 秋学期 
火

木 
30 

火 9:00～10:30 

木 14:50～16:20 
創価大学 若干名 

 

【到達目標】 

歴史の授業である以上、重要な年号や固有名詞を覚えることは基本でありますが、それに加え、中世以降の欧米における経済・社会の発展のダイナミズムとメカニズム

を理解することを目指します。とりわけ、「近代の工業化」 － 資本主義システムの生成と展開 － について理解し、説明できるようになることがこの授業の目標です。 

具合的には、 

1. 近代の工業化の歴史 － 資本主義発展の歴史 － について多面的に考察できる。たとえば、「どうしてヨーロッパで最初の工業化が起こったのか」、「産業革命に関す

る議論」、「ヨーロッパ大陸におけるさまざまな工業化」などについて、きちんと関連付けながら理解・考察できるようになることです。 

2. 1の点とも関連しますが、そうした歴史発展の因果関係を論理的に説明できる。 

3. 課題や中間・定期試験の答案作成にあたっては、論点が明確な文章を作成することができる。 

上記の到達目標を達成した場合は、「B」以上の評価となります。 

 

【授業の概要】 

「経済史」という学問が対象とするのは広く経済現象・経済活動の歴史であり、それは経済・社会の発展のメカニズムを理解するうえで、大変に重要な役割を果たして

います。たとえば、現代の世界経済はヨーロッパ経済が世界に拡大する形で形成されたものであります。日本やアジア諸国の経済成長はその経済システムのなかで達成

されたものであります。ですから、「西洋経済史」 － より具体的に言えば、資本主義という経済システムの発生とその変遷 － を学ぶことは、単に「歴史に学ぶ」とい

う有用性にとどまるだけでなく、現代の経済・社会を理解する上で、きわめて重要な意味をもっています。 

この講義では、中世社会の解体のなかから近代資本主義が徐々に形成され、経済・社会を世界規模で覆っていくプロセス、すなわち、「近代の工業化」について、やはり

中世以降という非常に長いスパンで把握する必要がある近代市場経済の生成と展開（市場経済化）という視点を含めつつ論じたいと思います。 

 

【授業内容】 

1. オリエンテーション － 西洋経済史の課題 

2. 経済史の基本的枠組み：視角と方法 

3. 西洋封建制度の構造と変容／中世ヨーロッパ都市の成立とその特徴 

4. 中世ヨーロッパにおける商業・貿易の発展と封建制の危機 

5. ヨーロッパの拡大と国際競争の開始：近代世界の成立と大航海時代 

6. 16世紀～17世紀のヨーロッパ経済 

7. 17世紀～18世紀の経済危機と国家形成：①オランダ；②イギリス 

8. 17 世紀～18 世紀の経済危機と国家形成（続き）：②イギリス；③フラン

ス 

9. 17世紀～18世紀の経済危機と国家形成（続き）：③フランス；④ドイツ 

10. ヨーロッパの工業化 － なぜ最初にヨーロッパが工業化に成功したのか 

11. 「産業革命」をめぐる議論 － 学説の変遷 － 

12. 「産業革命」をめぐる議論 － 学説の変遷 －（続き） 

13. イギリス産業革命とその社会的帰結 

14. イギリス産業革命とその社会的帰結（続き）／ヨーロッパ大陸における

産業革命：多様な工業化 － フランスとドイツを中心に 

15. ヨーロッパ大陸における産業革命：多様な工業化 － フランスとドイツ

を中心に（続き） 

16. 中間試験 

17. 産業革命に関する映像資料 ＆ 授業内レポート作成 

18. アメリカ合衆国における工業化 

19. アメリカ合衆国における工業化（続き）／帝国主義と世界の一体化： ①

対外的膨張政策の要因；②帝国主義とは何か 

20. 帝国主義と世界の一体化（続き）：③帝国主義列強による世界分割（イギ

リス、フランス、ドイツ、ロシア、アメリカ） 

21. 帝国主義と世界の一体化（続き）：④帝国主義と従属世界 ― インドの事

例 

22. 第2次産業革命の時代：①時期区分とその特徴；②テクノロジーの役割；

③新産業 

23. 第2次産業革命の時代（続き）：④大企業の誕生；⑤「大不況」とヨーロ

ッパ経済 

24. 世紀転換期のイギリス経済と社会政策 

25. 世紀転換期のイギリス経済と社会政策（続き）／世紀転換期のドイツ・

フランス経済 

26. 世紀転換期のドイツ・フランス経済（続き） 

27. 19世紀後半のドイツにおける社会政策 

28. 19 世紀後半のドイツにおける社会政策（続き）／世紀転換期のアメリカ

経済 

29. 世紀転換期のアメリカ経済（続き） 

30. 講義のまとめ＆質疑応答 

 

【成績評価方法】 

定期試験：20％ 

中間試験：20％ 

レポート：15％ 

日常点（小テスト・課題等）：25％ 

その他：20％（1. 授業内で、その日の授業内容を自分の言葉でまとめる（ミニットペーパーの作成）（15％）。 

2. 講義の中で映像資料を見て、それに関して自分の意見を明確にして小論にまとめる（5％）） 
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【教科書】 

特に使用しません。講義中に資料・プリントを配布予定。 

 

【参考書、教材等】 

1．加勢田博編『概説西洋経済史』昭和堂 1996年  

2．飯田隆『図説西洋経済史』日本経済評論社 2005年  

3．奥西孝至他著『西洋経済史』有斐閣アルマ 2010年  

4．馬場哲他著『エレメンタル欧米経済史』晃洋書房 2012年 

 

※ この授業は、9／12（木）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

18 創価大学 環境経済論 碓井 健寛 4 秋学期 
火

金 
30 

火 14:50～16:20 

金 13:05～14:35 
創価大学 若干名 

 

【到達目標】 

B評価のレベル 

「環境経済学の理論を用いて、ごみ問題と地球温暖化問題を説明できる」 

 

【授業の概要】 

ミクロ経済学をベースとした環境経済学を学びます。具体的には廃棄物と地球温暖化問題を取り上げ，経済理論をもとにした環境政策がどのように使われているのかを

見ていきます。また，わが国の廃棄物政策の底辺にある循環型社会について考えながら，経済効率性と環境効率性という基準で立体的に理解を深めたい。 

 

【授業内容】 

1. イントロダクション 

2. 第I部・・・理論 DVD視聴 「戦後史証言 第3回公害先進国から環境

保護へ」(前半) 

3. DVD視聴 「戦後史証言 第3回公害先進国から環境保護へ」(後半) グ

ループディスカッション 

4. 直接規制，課税，補助金 I 

5. 直接規制，課税，補助金 Ⅱ 

6. コースの定理I 

7. コースの定理Ⅱ 

8. 費用便益分析(cost-benefit-analysis: CBA)  便益評価の実例（富士山

の生態系評価） 

9. グループディスカッション 「環境税の理論と実際」 

10. 便益評価の実例(バルディーズ号事件から) 

11. DVD視聴 シリーズ東日本大震災 防潮堤 400キロ ～命と暮らしを守れ

るか～ グループディスカッション II 

12. 公害問題から環境問題へ DVD視聴 田中正造ドキュメンタリー(前半) 

13. DVD視聴 田中正造ドキュメンタリー(後半) 

14. 第II部・・・廃棄物の経済学 循環型社会の理論と廃棄物処理の歴史と

技術 水俣病ドキュメンタリー(前半) 

15. 水俣病ドキュメンタリー(後半) 

16. ケーススタディ・容器包装リサイクル法 

17. ケーススタディ・家電リサイクル法、自動車リサイクル法 

18. 経済的手段 ごみ有料化1 

19. 経済的手段 ごみ有料化2 

20. 経済的手段 デポジットリファンドシステム 

21. 原発問題について 

22. 「八王子市のごみ減量対策の取組について」八王子市ごみ減量対策課  

23. 原発事故に関連する映像資料(前半) 

24. 原発事故に関連する映像資料(後半) 

25. 「ミクロネシア連邦でのごみ減量対策の取組について」八王子市ごみ減

量対策課 前川健一氏 

26. 第Ⅲ部・・・地球温暖化の経済学 気候変動の費用と便益 気候変動に

関する交渉 温暖化の映像資料 

27. 温暖化の映像資料 「サイエンス ZERO～異常気象が世界を襲う・地球シ

ミュレータの警告」 

28. 温室効果ガス削減の取り組み・京都メカニズム 「サイエンス ZERO～地

球温暖化・環境の崩壊を回避せよ」 

29. グループディスカッション 「エネルギー問題入門」 

30. 再生可能エネルギーの普及 

 

【成績評価方法】 

定期試験：34％ 

レポート：36％ 

日常点（小テスト・課題等）：20％ 

その他：10％（3回のグループディスカッションへの参加・ディスカッションへの貢献度合いを評価します。） 

 

【教科書】 

プリントを使用します。 

 

【参考書、教材等】 

1．日引聡, 有村俊秀『入門環境経済論―環境問題解決へのアプローチ』，中公新書  

2．マンキュー『マンキュー経済学 I ミクロ編（第3版）』，東洋経済新報社  

3．栗山 浩一，庄子 康『環境と観光の経済評価 国立公園の維持と管理』，勁草書房(図書館有)  

 

※ この授業は、9／12（木）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

19 創価大学 労働経済論 増井 淳 4 秋学期 
火

木 
30 

火 16:35～18:05 

木 14:50～16:20 
創価大学 若干名 

 

【到達目標】 

企業、労働者を取り巻く現実の労働環境に関し、経済モデルがそれらをどのように説明しうるかについて理解することが目標です。特に、働き手の職業選択・労働時間

選択、企業の採用・解雇行動、最低賃金や労働環境改善に関する政府の政策について理解を深め、理論モデルだけでなく、労働者・企業・政府の現実の行動を読み解け

るようになることを目指します。この講義の成績面での到達目標は「B以上」とします。 
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【授業の概要】 

労働経済学は、人と仕事の組み合わせの仕組みや、人々が与えられた時間をどのような労働にどれだけ費やすかということに焦点を向けます。市場に関する経済学の基

礎的な概念を理解することは労働市場を分析する際にも有益ですが、そこで取引されるものは人間が供給する労働サービスであるため、通常の財・サービスを扱う場合

とは若干異なる分析ツールを用いて議論を行う必要があります。 

授業では、講義の他に労働・雇用に関する現実の問題（長時間労働、結婚観、新卒一括採用、外国人労働者の流入等）についてのディスカッションを行います。経済学

的な思考を用いつつ、自分の考えを論理的に述べられるように意識しましょう。 

その他に、本講義で注目するトピックは下記の3点です。 

① 人手不足なのになぜ賃金が上がらないのか。 

② 人工知能の発達が雇用に与える影響を労働経済学を用いてどう説明できるか。 

③ ワーク・ライフ・バランス政策は、人々の暮らしにどのような影響を与えるのか。また、企業の業績向上に貢献するのか。 

これらのトピックに関心がある方は、下記の参考書にも目を通してみてください。 

 

【授業内容】 

1. ガイダンス：「働く」ことについて考える～内的キャリアの発見と労働問

題との関連付け～ 

2. 1. イントロダクション①：統計から見る日本の労働市場(1) 

3. 1. イントロダクション②：統計から見る日本の労働市場(2) 

4. 2. 労働供給（基礎）静学的供給モデル① 時間制約と予算政策、効用最

大化問題の定式化 

5. 2. 労働供給（基礎）静学的供給モデル② ：効用最大化問題の解法【補

足】労働時間の定義、労働時間に関する規定 

6. 2. 労働供給（基礎）静学的供給モデル③：比較静学分析(1) 

7. 2. 労働供給（基礎）静学的供給モデル④：比較静学分析(2)および労働

供給弾力性 

8. 3. 労働供給（発展）静学的供給モデルの応用①：生活保護制度の導入と

労働供給への影響【補足】生活保護制度の実態 

9. 3. 労働供給（発展）静学的供給モデルの応用②：家計内生産モデル(1)：

子育て支援政策の効果 

10. 3. 労働供給（発展）静学的供給モデルの応用③：「逃げるは恥だが役に

立つ」から考えるこれからの結婚の形 

11. 3. 労働供給（発展）静学的供給モデルの応用④：家計内生産モデル(2)：

家族の形成と崩壊 

12. 4. 労働需要（基礎）短期の労働需要①：生産技術の定義と短期の利潤最

大化 

13. 4. 労働需要（基礎）短期の労働需要②：操業停止条件と比較静学分析 

14. 4. 労働需要（基礎）長期の労働需要①：費用関数の定式化と費用最小化

問題の解法 

15. 4. 労働需要（基礎）長期の労働需要①：費用関数の定式化と費用最小化

問題の解法 

16. 4. 労働需要（基礎）基礎モデルの応用：アファーマティヴ・アクション・

プログラムの導入と男女不平等について 【補足】AAP の実例、男女雇用

機会均等法 

17. 中間試験（予定） 

18. 5. 労働需要（発展）雇用調整費用①：各種雇用調整費用と解雇規制 

19. 5. 労働需要（発展）雇用調整費用②：日本的雇用慣行と解雇権濫用法理 

20. 5. 労働需要（発展）雇用調整費用③：準固定費用と労働者派遣法改正の

影響【補足】労働者派遣法の変遷 

21. 6. 労働市場の均衡①：余剰分析と競争均衡の効率性(1)：各種余剰の定

義 

22. 6. 労働市場の均衡②：余剰分析と競争均衡の効率性(2)：演習問題の解

説 

23. 6. 労働市場の均衡③ 応用：移民受け入れの効果(1)【補足】日本におけ

る移民政策の現状 

24. 6. 労働市場の均衡④ 応用：移民受け入れの効果(2)※ 外国人労働者の

流入の是非に関するディスカッション 

25. 6. 労働市場の均衡⑤ 応用：買手独占(1)：市場環境の説明と均衡の特徴

づけ【補足】パート労働市場の現状：有効求人倍率と賃金格差 

26. 6. 労働市場の均衡⑥ 応用：買手独占(2)：パート労働にとっての103万

円の壁・130万円の壁 

27. 7. 補償賃金格差①：労働者の効用関数・無差別曲線、企業の技術・等利

潤曲線 

28. 7. 補償賃金格差②：ヘドニックモデルの解説：各タイプの無差別曲線・

等利潤曲線 

29. 7. 補償賃金格差③：ヘドニックモデルにおける市場均衡 

30. 7. 補償賃金格差④：ファミリー・フレンドリーなフリンジ・ベネフィッ

ト導入の効果 

 

【成績評価方法】 

定期試験：40％ 

中間試験：40％ 

日常点（小テスト・課題等）20％ 

 

【教科書】 

1．『労働経済学』 大森義明著 日本評論社  

 

簡単な微分を含む若干の数学を使用しています。 

オフィスアワー：授業内でアナウンスします。 

 

【参考書、教材等】 

1．『法と経済で読みとく雇用の世界』 大内伸哉・川口大司 有斐閣  

2．『人手不足なのになぜ賃金が上がらないのか』 玄田有史 編 慶應義塾大学出版会  

3．『子育て支援が日本を救う』 柴田悠 勁草書房  

4．『仕事と家族』 筒井淳也 中公新書 

 

※ この授業は、9／12（木）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

20 創価大学 ローカルビジネス論 國島 弘行 2 春学期 水 15 10:45～12:15 創価大学 若干名 

 

【到達目標】 

企業と地域社会についてのキーワードを説明し、地域に貢献する企業や事業のあり方を考えることができるようにする。さらに、ある地域に具体的に提案する試みをし

てみる。 

 

【授業の概要】 

ローカル企業は地域社会に貢献する企業である。 

企業の地域社会への貢献のあり方について、地域で作ったものを地域で消費する「地産地消」から、「地域資源」の活用、地域に必要なものを開発する「地創」、地域で

作ったものを地域の企業が販売する「地商」、地域内での「農工商連携」＝「６次産業化」が重視されてきている。これらは、ヒト・モノ・カネのグローバル循環により、

地域の産業と社会が衰退し、内需が停滞してきている中で、注目されている。地域内でのヒト・モノ・カネの循環をいかに活性化するかが、日本で、世界各地で、社会
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的課題になっている。これらの国内での取り組みについて紹介し、検討していきたい。 

 

 

【授業内容】 

1. ローカル企業の意義 ーグローバル化、ローカル化、グローカル化ー 

2. 地方創生、地域再生、ローカル企業 

3. 地方と都会での地域再生 

4. やねだん（鹿児島県鹿屋市串良町柳谷集落） みんな笑顔の地域再生と

集落ビジネス 

5. 地方自治とローカル企業 

6. そうだ葉っぱを売ろうー徳島県上勝町 １ 

7. スポーツを通じた八王子の活性化 ＮＰＯ法人はちきたＳＣ 理事長 

紙本 諭  

8. よそ者・若者・バカ者が元気な離島 島根県海士町１ －Iターン、Uタ

ーンが集まるー 

9. よそ者・若者・バカ者が元気な離島 島根県海士町 ２ ーいろいろな

ビジネスが湧き出るー 

10. 多摩東京プロジェクト ー多摩のゆずをどう生かせるかー 

11. 多摩東京プロジェクト ゲスト予定 

12. スローフード運動の意義 

13. 石川酒造見学 

14. そうだ葉っぱを売ろうー徳島県上勝町 １ 

15. ローカル企業とは再考 そうだ葉っぱを売ろうー徳島県上勝町 ２ 

 

【成績評価方法】 

定期試験：60% 

レポート：40% 

 

【教科書】 

特になし 

 

【参考書、教材等】 

1．枝廣 淳子『地元経済を創りなおす――分析・診断・対策 』岩波新書、2018年  

2．藤山 浩『田園回帰1%戦略: 地元に人と仕事を取り戻す 』農山漁村文化協会、2015年 

 

※ この授業は、4／10（水）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

21 創価大学 環境法 朝賀 広伸 4 秋学期 
水

金 
30 

水 9:00～10:30 

金 10:45～12:15 
創価大学 若干名 

 

【到達目標】 

本講義では環境法に係る公法、私法のこれまでの理論的蓄積やアプローチ、判例等を学びながら、環境法に関する現実的な諸課題について理解を深め、問題点の抽出、

解決方法等について考え、分析できる能力を身に付けることを目的としています。 

 

【授業の概要】 

環境問題は公害から生活環境問題へ、さらに将来世代の持続可能な発展が求められる地球規模へと拡大しています。本講義では、環境法が公害・環境問題を公的に規律

し、法に定められた固有の目的の達成に誘導する新たな法領域の一つであり、環境保全上の支障を防止し、良好な環境の確保を図ることを目的とする法制度であること

を学びます。 

 

【授業内容】 

1. 公害問題と環境問題（環境とは何か、環境問題についての概観） 

2. 公害法の生成と確立 

3. 環境と法の歴史的展開（環境立法と環境法の新展開） 

4. 環境法の特色と体系 

5. 環境に係る基本理念と環境権 

6. 持続可能な発展概念の生成と内容 

7. 未然防止原則と予防原則 

8. 汚染者負担原則（環境保護の費用負担、OECD原則） 

9. 原因者負担原則（わが国における汚染者負担原則） 

10. 環境規制と法（直接規制と法構造） 

11. 環境汚染防止のための法システム 

12. 環境法における行政手続（情報公開制度、行政手続法、法律と条例の関

係など） 

13. 環境政策の手法（間接規制としての経済的手法、情報手法、環境報告書） 

14. 環境政策の手法（協定手法、自主的取組、国際環境規格・ISO14001） 

15. 補足とまとめ（レポート課題） 

16. 環境保全と法の役割 

17. 環境基本法（環境保全施策、環境基本計画） 

18. 環境基本法（実施主体と責務） 

19. 環境影響評価に関する制度（戦略的アセスメントを含む） 

20. 環境民事訴訟（環境判例、損害賠償請求訴訟、差止請求訴訟） 

21. 環境行政訴訟（環境判例、行政事件訴訟について、取消訴訟・義務付訴

訟） 

22. 環境行政訴訟（環境判例、住民訴訟、国家賠償請求訴訟） 

23. 被害救済･紛争処理に関する法制度 

24. 廃棄物の処理に関する法制度 

25. リサイクルに関する法制度 

26. 物質循環と法制度（循環型社会形成推進基本法） 

27. 地球規模の環境問題と法（地球温暖化問題と環境規制） 

28. 自然環境保全に関する法制度（地域的自然、野生生物保護） 

29. 自然環境保全に関する法制度（海浜・河川環境の保全） 

30. まとめ 

 

【成績評価方法】 

定期試験：70％ 

日常点（小テスト・課題等）：30％ 

 

【教科書】 

授業時に紹介/指定。適宜プリント等配布。 

 

【参考書、教材等】 

環境法判例百選 

 

※ この授業は、9／13（金）が初回です。 
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No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

22 創価大学 八王子学 杉山 由紀夫 2 春学期 木 15 13:05～14:35 創価大学 若干名 

 

【到達目標】 

① 授業で取り上げられる八王子の具体的な場所・施設（道の駅、郷土資料館、滝山城址などﾞ･･･）を３箇所以上訪れ、八王子をできるだけ実感で理解すること。 

② 八王子の地域の特色と魅力を、実家の両親や友人に向かって、具体的に語ることができる。 

③ 身近な地域社会について知ることの意義を、他者に向かって明瞭に論じ述べることができる。 

④ 地域の特色を踏まえて、地域や社会に貢献しようとする態度を身につけること。 

 

【授業の概要】 

八王子の過去、現在、未来について知ることをとおし、また八王子や多摩地域で活躍している各分野の専門家から学ぶことによって、身近な地域社会を知ることの大切

さを認識し、在学中だけでなく卒業後も、自分の暮す地域社会（海外を含む）をよりよく理解し、貢献していく意識と態度を養うことが目的です。 

授業の流れとしては、主に八王子に関連する各分野で著名な外部講師や市職員を招聘して、60～70 分程度の講義を行ってもらい、その後、10 分～20 分程度、その内容

について質疑応答やディスカッションを行います。そこでは、自分の暮らしてきた町や住んでいる地域との比較をおこなったり、地域を知ることの意義などを学びます。

毎回授業の終わりに簡単な感想を書いてもらい、あわせて予め書いてきてもらった簡単な予習ノート（400字程度）も提出してもらいます。（なお、現在講師の最終調整

中ですので、授業計画は昨年のものです本年の講師陣は現在委嘱中です。決まり次第明記いたします。なお、講師の都合により、変更の場合がありますので、予めご承

知ください。） 

 

【授業内容】 

1. ガイダンス（杉山由紀男）（30 分）「多様な顔をもつ都市 八王子」 八

王子を紹介しよう！ 

2. 「八王子の歴史を知ろう！」八王子市立郷土資料館学芸員 小林 央氏 

3. 「八王子の歴史を知ろう！」八王子市立郷土資料館学芸員 小林 央氏 

4. 「八王子の歴史を知ろう！」八王子市立郷土資料館学芸員 小林 央氏 

5. 「みんなの幸せを紡ぐ町八王子」をめざして 八王子市経営計画課   

6. 社会貢献と生涯学習 ―学びで拓くグローバル社会― 元東京都教育委

員会社会教育主事 高橋寿美男氏 

7. 「八王子のグローバル化のために―多文化共栄の実践から―」（株）夢道

s 代表取締役 石田光氏  

8. 「八王子市の学園都市づくり」 八王子市学園都市文化課 

9. 「道の駅八王子滝山」道の駅八王子滝山名誉駅長 芥川真実子氏  

10. 「ソーシャルビジネスの可能性―」（株）MNH取締役社長 小澤尚弘氏    

11. 「地域の活性化へ ―若者の自立・就労支援の取り組み―」認定 NPO 法

人「育て上げ」ネット理事長 工藤 啓氏  

12. 「会社という組織とはたらくということ」サイバーシルクロード八王子 

会長 古瀬智之氏     

13. 「八王子市の男女共同参画」 八王子市男女共同参画課 

14. 「子どもたちとつくる八王子のまち」八王子市立中野児童館館長 井垣

利朗氏 

15. 講義とまとめ ―地域から学ぶことと社会貢献― 杉山由紀男 

 

【成績評価方法】 

レポート：40％ 

日常点（小テスト・課題等）：60％ 

 

【教科書】 

なし 

 

【参考書、教材等】 

なし 

 

※ この授業は、4／4（木）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

23 創価大学 日本史概説 季武 嘉也 2 秋学期 木 15 13:05～14:35 創価大学 若干名 

 

【到達目標】 

本授業は、大学で日本史を勉強する学生に相応しい知識や考え方を身につけてもらうと共に、教員を目指す学生もおり、教員たるにふさわしい知識を備えることを目標

にする。このレベルに達すればB以上とする。 

 

【授業の概要】 

日本の江戸時代（近世）から近現代に至るまでの通史を概観します。特に、この時代には歴史の主役に躍り出た一般民衆に焦点を当て、彼らがどのような社会を形成し

てきたのか、ということを中心に授業を進めます。このうち、江戸時代については、高校の日本史教科書(どの出版社のものでも可、無い場合は受験参考書などそれに替

わるものを学生自身が用意すること)を基準にして進めます。明治維新以降の近現代については、指定したテキスト(季武『選挙違反の歴史』)に沿って進めます。但し、

わずか半年の授業で多くのことを説明することは不可能なので、授業ではその時代時代の特徴的なことを中心に、大きな流れが分かるように話を進めます。 

ただし、日本史Ⅱとは重複する部分が多いので、本授業と両方履修することは避けて下さい。 

 

【授業内容】 

1. ガイダンス 講義の進め方と全体像 

2. 江戸時代の政治体制－武士統治の特徴 

3. 江戸時代の農村の成立－検地制度と村請制度 

4. 18世紀農村の変貌 

5. 商工業の発展－交通網の整備と株仲間制度 

6. 幕末の社会経済－経済発展と開国の影響 

7. 近代日本の全体的特徴 

8. 大日本帝国憲法の構造 

9. 選挙を通してみる近代社会(1) 選挙と選挙制度 

10. 選挙を通してみる近代社会(2) 明治前期 

11. 選挙を通してみる近代社会(3) 明治後期 

12. 選挙を通してみる近代社会(4) 大正・昭和戦前期 

13. 選挙を通してみる近代社会(5) 昭和戦中期 

14. 選挙を通してみる近代社会(5) 戦後・高度成長期 

15. 総括と質疑応答 

 

【成績評価方法】 

定期試験：80％ 

日常点（小テスト・課題等）：20％ 
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【教科書】 

1．季武嘉也『選挙違反の歴史』（吉川弘文館、2007） 

 

【参考書、教材等】 

なし 

 

※ この授業は、9／12（木）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

24 創価大学 心理学概論I 富岡 比呂子 2 春学期 火 15 14:50～16:20 創価大学 若干名 

 

【到達目標】 

心理学の歴史、さまざまな理論・研究について学ぶことを通して人間行動、発達についての理解を深める。知覚・認知・記憶・発達・学習・動機付けについて、基礎的

な用語・概念を説明できるようにする。中間試験、期末試験では授業内で学んだ知識がどの程度定着しているのかを問う。また、中間・期末のふりかえりシートでは、

自分の学びについての自己評価、感想、学習目標などについて明確に文章で表現する。 

 

【授業の概要】 

心理学とは、「こころ」を研究対象とする学問といわれますが、その領域は多岐にわたります。認知・知覚や記憶など心理学における一般法則を研究する基礎心理学と、

基礎心理学の知見を活かして現実生活上の問題の解決や改善に寄与することをめざす教育心理学、臨床心理学、社会心理学などの応用心理学がありますが、本授業では、

心理学全般について、歴史をたどることから始まり、基礎的な知識や理論を学びます。 

出席を重視しますので、皆さんの自発的・積極的な授業参加・発言を望みます。 

講義を中心にしますが、随時視聴覚資料や心理分析（質問紙）を使用し、心理学の実践的側面にもふれていきます。また、学習ふりかえりシートを用いて、皆さんの学

びを深めていきたいと思います。 

心の不思議や人間行動のしくみについての理解を深めることは、広い意味での自己理解・他者理解を促し、人生を豊かに生きるための一助となるでしょう。皆さんも心

理学を学ぶことを通して、「心理学的にものを見る・考える」視点を広げていきましょう。 

 

【授業内容】 

1. コースオリエンテーション シラバスの説明、スケジュールの確認、興

味アンケートの実施 

2. 心理学の歴史 

3. 心理学の領域と研究方法 

4. 情報処理・感覚と知覚について 

5. 記憶について 

6. 発達とは 

7. さまざまな発達理論（ピアジェ、ヴィゴツキーなど） 

8. 乳・幼児期―児童期の心理 

9. 青年期―成人・老人期の心理 

10. 中間テスト＆ふりかえり 

11. 学習とは 

12. 動機づけ 

13. 行動主義・帰属理論 

14. マズローと基本的欲求 

15. 総復習とふりかえり 

 

【成績評価方法】 

定期試験：40％ 

中間試験：25％ 

レポート：10％ 

日常点（小テスト・課題等）：25％ 

 

【教科書】 

1．鈎 治雄・吉川成司（共著）『人間行動の心理学』 北大路書房 2039円 

 

【参考書、教材等】 

1．水田恵三 『やさしい心理学』 北大路書房 2310円 

 

※ この授業は、4／9（火）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

25 創価大学 心理学概論Ⅱ 富岡 比呂子 2 秋学期 水 15 10:45～12:15 創価大学 若干名 

 

【到達目標】 

心理学のさまざまな理論・研究について学ぶことを通して人間行動についての理解を深める。社会心理学、パーソナリティの発達、知能の概念、メンタルヘルスや心理

療法における基礎的な用語・概念を説明できるようにする。中間試験、期末試験では授業内で学んだ知識がどの程度定着しているのかを問う。また、中間・期末のふり

かえりシートでは、自分の学びについての自己評価、感想、学習目標などについて明確に文章で表現する。 

 

【授業の概要】 

心理学とは、「こころ」を研究対象とする学問といわれますが、その領域は多岐にわたります。本授業では、心理学全般について、主に社会心理学、パーソナリティ心理

学、臨床心理学の観点から基礎的な知識や理論を学びます。 

出席を重視しますので、皆さんの自発的・積極的な授業参加・発言を望みます。 

講義を中心にしますが、随時視聴覚資料や心理分析（質問紙）を使用し、心理学の実践的側面にもふれていきます。また、学習ふりかえりシートを用いて、皆さんの学

びを深めていきたいと思います。 

心の不思議や人間行動のしくみについての理解を深めることは、広い意味での自己理解・他者理解を促し、人生を豊かに生きるための一助となるでしょう。皆さんも心

理学を学ぶことを通して、「心理学的にものを見る・考える」視点を広げていきましょう。 

 

【授業内容】 

1. コースオリエンテーション シラバスの説明、スケジュールの確認、興

味アンケートの実施 

2. 社会心理学とは 

3. 集団の心理 
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4. リーダーシップ 

5. 文化とパーソナリティ 

6. 知能とは 

7. パーソナリティの構造 

8. 自我・防衛機制 

9. パーソナリティの診断 

10. 中間テスト＆ふりかえり 

11. 精神障害とは 

12. うつ病について 

13. 心理療法 

14. 行動療法ほか 

15. 総復習とふりかえり 

 

【成績評価方法】 

定期試験：40％ 

中間試験：25％ 

レポート：10％ 

日常点（小テスト・課題等）：25％ 

 

【教科書】 

1．鈎 治雄・吉川成司（共著）『人間行動の心理学』 北大路書房 2039円 

 

【参考書、教材等】 

1．水田恵三 『やさしい心理学』 北大路書房 2310円 

 

※ この授業は、9／18（水）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

26 創価大学 特別支援教育概論 杉本 久吉 2 秋学期 火 15 16:35～18:05 創価大学 若干名 

 

【到達目標】 

特別支援教育の担当教師として必要な障害観や教育制度及び学習指導に当たって必要な障害の特性等に関する概括的な知識を身に付ける。 

 

【授業の概要】 

・特別支援教育に関する歴史、理念、制度等に関する内容。 

・特別支援学校・特別支援学級・通常の学級で対象となる障害の理解と教育に関する内容。 

・特別支援教育の対象となる幼児児童生徒の就学期から卒業後までの支援に関する関係機関との連携に関する内容。 

・特別支援教育に関わる教師のキャリア形成に関する専門性の向上や研修に関する内容。 

 

【授業内容】 

1. 特別支援教育の理念と制度。本授業の目的と内容について提示。世界的

障害観の動向を踏まえ、我が国の特殊教育から特別支援教育への流れを

その制度も含めて概説。 

2. インクルーシブ教育と共生社会の実現のために～多様性を尊重する学級

づくり～ 

3. 特別支援教育の歴史 

4. 特別支援教育の教育課程 教育課程の管理・編成の体験を踏まえた、特

別支援学校の教育課程の特色について 

5. 視覚障害の理解と教育 

6. 聴覚障害の理解と教育 

7. 知的障害の理解と教育 

8. 肢体不自由の理解と教育 肢体不自由児の障害特性と支援の在り方 

9. 病弱・身体虚弱の理解と教育 病弱児の障害特性と支援の在り方 

10. 発達障害の特性と抱えている困難と支援の基本 

11. 自閉症スペクトラムの理解と教育 

12. LD（学習障害）の理解と教育 

13. ADHD（注意欠陥多動性障害）の理解と教育 

14. 教育と福祉・医療・労働との連携 

15. 教師の専門性と研修 

 

【成績評価方法】 

定期試験：70％（特別支援教育に関する基本的な知識の理解） 

日常点（小テスト・課題等）：30％（特別支援教育への意欲・関心と基本的な知識） 

 

※ この授業は、9／17（火）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

27 創価大学 コンピュータネットワーク論Ⅱ 鳥居 直哉 2 秋学期 月 15 14:50～16:20 創価大学 若干名 

 

【到達目標】 

1）情報セキュリティの基本技術を説明できる 

2）情報資産に対する脅威と典型的な攻撃手法を説明できる 

3）情報資産を保護するための対策と手法について説明できる 

 

【授業の概要】 

コンピュータとネットワークを利用する際の情報セキュリティに関する基本的な知識を学ぶ。また、情報資産管理の社会的重要性と具体的な事例（脅威、脆弱性、攻撃

など）を通じて、専門的かつ技術的な知識を身につける。さらに、組織における運用管理や様々なリスクに対応するための暗号化技術、認証方式や信頼性の確保などの

実践内容を理解する。 

 

【授業内容】 

1. ガイダンス、セキュリティリスク 

2. 情報セキュリティの基本概念、危険の認識と対策、リスク要因 

3. ファイアウォール（不正アクセス、標的型攻撃と誘導型攻撃への対策） 

4. マルウェアと対策技術 

5. 共通鍵暗号 

6. 公開鍵暗号 

7. 認証技術（パスワードと認証方式） 

8. 中間試験 

9. PKIとSSL/TLS 

10. 暗号化技術と認証システム 
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11. 電子メールセキュリティ 

12. コンテンツセキュリティ 

13. プライバシ保護技術 

14. 組織のセキュリティ対策 

15. 情報セキュリティ関連の法規と制度 

 

【成績評価方法】 

定期試験：50％ 

中間試験：30％ 

日常点（小テスト・課題等）：20％ 

 

【教科書】 

1．ネットワークセキュリティ、菊池、上原、オーム社、3024円 

 

【参考書、教材等】 

1．情報セキュリティ読本 四訂版 -IT時代の危機管理入門-、IPA,  実教出版  

2．ネットワークセキュリティ、高橋、共立出版  

3．マスタリングTCP/IP 情報セキュリティ編 、斎藤、オーム社 

 

※ この授業は、9／16（月）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

28 創価大学 がん看護論 大釜 徳政 1 春学期 火 8 
9:00～10:30 

10:45～12:15 
創価大学 若干名 

 

【到達目標】 

がん看護に関連する概念を理解し、説明できる。 

がん看護にともなう倫理的問題を述べることができる。 

がん看護の基礎知識・技術を述べることができる。 

放射線療法、化学療法を受ける者に対する看護について説明できる。 

がん医療の基礎を説明できる。 

がんの増殖過程と治療、化学療法・放射線療法・手術療法・緩和ケアの基礎を説明できる。 

患者並びに家族に対する告知・インフォームド・コンセントの抱える問題を説明できる。 

検診のメリットとリスクを述べることができる。 

 

【授業の概要】 

がんおよび治療による全人的苦痛を抱える患者とその家族に対して、保健医療福祉システムとの連携を視野に入れ、患者と家族の生活の安寧と質の向上のための看護の

基礎知識・技術を学ぶ。 

具体的には、がん看護に関連する概念を理解し、がん看護にともなう倫理的問題、放射線療法、化学療法、手術療法および緩和ケアを受ける者に対する看護について学

修する。 

 

【授業内容】 

1. がん看護の特徴 

2. がん看護の特徴 

3. 放射線療法と看護 

4. 化学療法と看護 

5. がん医療の基礎知識(がん医療の最前線に存在する諸問題を取り上げ、看

護師としてがん患者にどう接するべきか考える契機とする。) 

 

6. がんの増殖過程と治療、化学療法・放射線療法・手術療法の基礎知識-手

術療法を中心に-(がん治療の最前線に存在する諸問題を取り上げ、看護

師としてがん患者にどう接するべきか考える契機とする。) 

7. 患者並びに家族に対する告知・インフォームド・コンセントの抱える問

題(病名告知後の患者や家族の心理状態に関する事例、治療に際し意思決

定のできない患者の事例について学ぶ。) 

8. 今日の緩和ケアの実際 

【成績評価方法】 

定期試験：50％ 

レポート：30％ 

その他：20％（出席状況） 

 

【教科書】 

なし 

 

【参考書、教材等】 

1．がん看護学：系統看護学講座、別巻、小松浩子ら、医学書院、2017、2200円、ISBN978-4-260-02763-2  

2．がん看護学：臨床に活かすがん看護の基礎と実践、大西和子・飯野京子、ヌーヴェルヒロカワ、1911、3150円 

 

※ この授業は、4／9（火）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

29 創価大学 Poverty and Development 杉本 一郎 4 春学期 
月

水 
30 

月 14:50～16:20 

水 9:00～10:30 
創価大学 若干名 

 

【到達目標】 

1. To understand the main dimensions and challenges of economic development and the role of development economics. 
2. To understand the historical transitions of economic development 
3. To understand the different school of thought in development economics 
4. To understand the standard growth model such as Harrod-Domer model, the Solow model, the Lewis classical model and Lele-Mellor model. 
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5. To understand how the poor live and identify the several interventions for poverty-reduction. 
6. To understand the various types of financial services invented for the poor. 
7. To understand the social-assistance programs and targeting to reduce chnronic poverty.  
8. To understand the importance of role of effective cooperation to avoid the tragedy of commons that characterizes open-access resources.  
9. To understand the a micro-macro paradox in the effectiveness of foreign aid. 
10. To understand the importance of institution for development, contributing to explanations for its success and failures. 
11. To understand the role of state in development to complement those of the market and civil society. 

 

【授業の概要】 

Over the last 60 years, many countries have achieved rapid income growth, reduction of extreme poverty and rising satisfaction of basic needs. However, 

we have also seen continuing failures of growth and development. Half of humanity still live below the US$2.5/day international poverty line. Defeating 

"seven horsemen of underdevelopment"- lack of income growth, material poverty and hunger, vulnerability to shocks, inequality, and inequity, the low 

satisfaction of basic needs in health and education, lack of environmental sustainability, and a poor quality of life- is the most urgent and crucial world 

challenges.  

Learning to think development and to translate development ideas into practice is the objective of this course.  

In thinking development, we need to understand history, current diagnostics, growth and development theories, causal empirical analyses of past exercises 

and present attempts. Bringing these together in a consistent body of thought and identifying effective instruments for development is the purpose of this 

course. 

 

【授業内容】 

1. Guidance Session 

2. What is Development? Indicators and Issues (Chapter 1) 

3. What is Development? Indicators and Issues (Chapter 1) 

4. The State of Development (Chapter 2) 

5. The State of Development (Chapter 2) 

6. History of Thought in Development Economics (Chapter 3) 

7. History of Thought in Development Economics (Chapter 3) 

8. Explaining Economic Growth, The Macro Level (Chapter 8) 

9. Explaining Economic Growth, The Macro Level (Chapter 8) 

10. Endogenous Economic Growth (Chapter 8) 
11. Endogenous Economic Growth (Chapter 9) 
12. Other Development Theories. (Part1) 
13. Other Development Theories. (Part2) Summary 

14. Poverty and vulnerability analysis (Chapter 5) 
15. Poverty and vulnerability analysis (Chapter 5) 
16. Mid-term Exam 

17. Financial services for the poor (Chapter 13) 
18. Financial services for the poor (Chapter 13) 
19. Social-assistance programs and targeting (Chapter 14) 
20. Social-assistance programs and targeting (Chapter 14) 
21. Common Property resources and determinants of coopeation (Chapter 

16) 

22. Common Property resources and determinants of coopeation (Chapter 
16) 

23. Development aid and its effectiveness (Chapter 19) 
24. Development aid and its effectiveness (Chapter 19) 
25. Institutional Innovation and Development (Chapter 20) 
26. Institutional Innovation and Development (Chapter 20) 
27. Political Economy and the Role of the State (Chapter 21) 
28. Political Economy and the Role of the State (Chapter 21) 
29. Presentations 
30. Presentations and Summary 

 

【成績評価方法】 

Final Exam：25%  

Midterm：25% 

Papers：20% 

Performance/Works：20% 

Continuous Assessment (quizzes, assignments, etc.)：10%（Small Test） 

 

【教科書】 

1．Janvry, Alain De (2016) Development Economics-Theory and Practice, New York: Routledge 

 

【参考書、教材等】 

1．Sachs, Jeffrey D. (2015) The Age of Sustainable Development, New York: Colombia University Press  

2．Acemoglu,Daron, and James robinson (2012)Why Nations Fail, New York: Crown Business  

3．Banerjee, Abhijit, and Esther Duflo (2011) Poort Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty, New York: Public Affairs  

4．Collier, Paul (2007) The Bottom Billion: Why the poor countries are falling and what can ben done about it, oxford: Oxford University Press  

5．Easterly William (2006) The White Man's Burden, New York:Penguin Press 

 

※ この授業は、4／8（月）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

30 創価大学 International Bargaining Hartmut Lenz 4 秋学期 金 30 
13:05～14:35 

14:50～16:20 
創価大学 若干名 

 

【到達目標】 

This course is to provide the students 1) an in dept analysis of rationality in negotiations 2) a 

familiarity with various theoretical and practical aspects of international bargaining, and 3) an understanding about how to communicate ideas and arguments 

logically and convincingly about the rationality in in international relations, politics, economics and law. 

 

【授業の概要】 

This course is an introduction to the analysis of the causes and character of international conflict and cooperation. The course begins with a foundational 

review of the different levels at which states 

interact and the primary theoretical paradigms in the field. A special focus will be on the concept of rationality, which is a central idea in international 

relations, politics, law and moral and political philosophy. The demands of rationality have been formulated in different ways, in international realations, 

in in classical and contemporary economics,  

philosophical analysis of practical reason, and in legal theory including law and economics. This course will provide a critical examination of the different 

ways of characterizing rationality and its requirements. It will especially focus on the role of rationality in international relations and bargaining. 
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【授業内容】 

1. Course outline 

2. Introduction to Rationality and Choice in Bargaining 

3. Alternative Approaches to Rationality 

4. Rational Choice and the Behavioral Approach 

5. Behavior, Choice and Information 

6. Heuristics and Biases: I 

7. Heuristics and Biases: II 

8. Consistency and Decision Theory 

9. Counterfactuals and Uncertainty 

10. Rationality as Maximization 
11. In class Presentation 1 
12. In class Presentation 2 
13. Paternalism 
14. Self-interest and Behavior 
15. Fair Devisison and Self-Interest 
16. Collection Action and Collective Inaction 

17. In class Presentation 3 
18. Social Norm and indirect reciprocity 
19. In class Presentation 4 
20. Bargaining and War 
21. Repeated Games and Cooperation 
22. Group Negotiation Role Play Scenario & Evaluation of Negotiation with 

price for the winner 

23. In class Presentation 5 
24. Negotiation and Two Level Games 
25. In class Presentation 6 
26. Learning Models: The Evolution of International Cooperation 
27. Reading Class 
28. Reading Class 
29. In class Presentation 7 
30. Review Class 

 

【成績評価方法】 

Final Exam:60% 

Other:40% (in class presentation) 

 

※ この授業は、9／13（金）が初回です。 

 

 
No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

31 サレジオ工業高等専門学校 エネルギー変換工学 
山下 健一郎 

電気工学科 教授 
2 半期 火 15 9:10～10:40 

サレジオ工業高等専門学校 

227B教室 
10 

 

【到達目標】 

A. 電気・機械エネルギー変換の相互関係について理解できる。B. 電気・機械エネルギー変換の相互変換ができる。C. 基本的な運動方程式の立式方法が理解できる。 

D. 基本的な運動方程式を解くことができる。 

 

【授業の概要】 

電気・機械エネルギー変換は、各種産業における非常に重要な分野として役立っている。その基礎となる諸事項を理解するため、電気エネルギーと機械エネルギーとの

相互変換に役立つ基礎理論について学習する。また、各種の電機システムのモデル化及びそれらの諸解析法について講義する。 

 

【授業内容】 

1. ガイダンス，基礎電気数学   □基礎電気数学を理解できる（A）。 

2. 電磁気学の基礎    □基礎的な電気磁気学について理解できる（A）。 

3. 保存系     □保存系について理解できる（A）。 

4. 保存系を含む系の解析（1）   □磁気回路の解析を行うことができる（A）。 

5. 保存系を含む系の解析（2）   □機械系を含む磁気回路の解析を行うことができる（A） 

6. 双対回路     □双対回路について説明できる（A）。 

7. 電気回路と磁気回路の双対性   □双対性を解析に利用することができる（A）。 

8. 電気系と機械系のアナロジー（1）  □電気系と機械系の対応関係を説明することができる（A,B）。 

9. 電気系と機械系のアナロジー（2）    

10. ラグランジュの運動方程式   □ラグランジュの運動方程式を理解できる（B,C）。 

11. 非線形モデルの解析法   □簡単な非線形モデルの線形化ができる（C）。 

12. 平衡点，ラプラス変換   □線形化の平衡点を理解でき，ラプラス変換を理解できる（D）。 

13. ラプラス変換を用いた諸定理   □ラプラス変換におけるいくつかの諸定理を理解できる（D）。 

14. 古典制御理論と状態変数法   □古典制御の基礎と現代制御の状態変数法を理解できる（D）。 

15. 総まとめ     □総まとめ問題を解き，間違えた問題について調査，修正を行うことができる（D）。 

 

【成績評価方法】 

最後の授業で行う総まとめ問題（100 点満点）と間違えた問に対する直しを全体の 70%（但し，間違い直しは本来の点数の 60%とする）、授業の終わりに配布するまとめ

プリントを30%（とする。なお、最後の授業で行う総まとめ問題はテスト形式で実施するが、提出済みのまとめプリントを参照してよい。 

成績計算方法：（総まとめ問題の点数+同問題の間違直し分の点数*0.6）*0.7+まとめプリント提出枚数/提出回数*30 

 

【教科書】 

なし 

 

【参考書、教材等】 

なし 

 

※ この授業は、4／9（火）が初回です。 
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No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

32 サレジオ工業高等専門学校 分布定数回路特論 
水谷 浩 

電気工学科 教授 
2 半期 火 15 14;45～16:15 

サレジオ工業高等専門学校 

227B教室 
5 

 

【到達目標】 

A. 分布定数回路と集中定数回路の違いと使い分けを説明することができる。B. 分布定数回路の代表的な応用例である伝送線路について電信方程式をかくことができる。

C. 電信方程式の解の求め方について説明することができる。D. オープンスタブとショートスタブの違いについて説明することができる。E. 整合回路について説明する

ことができる。F. スミス図を用いてインピーダンス整合について説明することができる。G. 伝送線路のアンテナとの関係を説明することができる。 

 

【授業の概要】 

電気回路の高速、高周波への応用に際して、今後ますます重要となる分布定数回路とその周辺技術について学ぶ。 

 

【授業内容】 

1. ガイダンス 

2. 分布定数回路と集中定数回路（1）  □分布定数回路と集中定数回路の使い分けを説明できる。(A) 

3. 分布定数回路と集中定数回路（2）  □分布定数回路（オープンスタブとショートスタブ）と集中定数回路を対比して説明できる。(D) 

4. 伝送線路と電信方程式（1）   □電信方程式の導出ができる。(B) 

5. 伝送線路と電信方程式（2）   □電信方程式の解と特性インピーダンスを求めることができる。(C) 

6. 伝送線路と電信方程式（3）   □先端開放と先端短絡の伝送線路のインピーダンスを導出できる。(D) 

7. 伝送線路と電信方程式（4） 

8. 中間試験 

9. 答案返却、整合回路とスミス図（1）  □整合回路について説明することができる。(E) 

10. 整合回路とスミス図（2）   □スミス図を用いてインピーダンス整合について説明することができる。(F) 

11. 整合回路とスミス図（3） 

12. アンテナへの拡張（1）   □伝送線路のアンテナへの拡張について説明することができる。(G) 

13. アンテナへの拡張（2） 

14. 期末試験 

15. 答案返却、解説、総まとめ 

 

【成績評価方法】 

評価点 ＝ 中間および期末テスト 70％  ＋平常点（小テスト等） 30％ 

なお、授業態度が悪い場合は、平常点から最大10％減点することがある。 

 

【教科書】 

吉野、他「無線通信工学の基礎と演習」コロナ社 

 

【参考書、教材等】 

適宜、補助プリントを用いる。 

 

※ この授業は、4／9（火）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

33 サレジオ工業高等専門学校 構造材料 
加藤 雅彦 

電気工学科 教授 
2 半期 火 15 13:05～14:35 

サレジオ工業高等専門学校 

227A教室 
10 

 

【到達目標】 

A. 金属材料の機械的性質について理解することができる。B. セラミックス、ガラス、ポリマーの機械的性質について理解することができる。C. 力学的挙動のメカニズ

ムを理解することができる。 
 

【授業の概要】 

材料の基本的な力学的挙動を知っておくことは、技術者にとって必要不可欠である。初めに一般的な金属材料について力学的挙動のメカニズムを学び、次にセラミック

ス、ガラス、ポリマーなどの非金属材料について金属材料と比較しながら学ぶ。授業は輪講形式で行う。発表者は担当部分のレポートを提出し、授業で発表する。発表

内容に対し、適宜担当教員より説明を加える。理解度確認のために、最後の授業で総まとめ問題を行う。 

 

【授業内容】 

1. ガイダンス、弾性変形   □応力－ひずみ曲線、フックの法則、ヤング率について理解できる。（A） 

2. 塑性変形Ⅰ    □降伏強さ、引張強さ、ひずみ硬化指数、延性について理解できる。（A） 

3. 塑性変形Ⅱ    □靱性、低炭素鋼における上および下降伏点について理解できる。（A） 

4. 横ひずみとせん断変形   □ポアソン比、せん断応力、せん断ひずみ、せん断弾性係数、剛性率について理解できる。（A） 

5. セラミックスとガラス   □脆性破壊、曲げ強さ、応力集中について理解できる。（B） 

6. ポリマー     □曲げ強さ、曲げ弾性係数、動的弾性係数について理解できる。（B） 

7. 弾性変形の機構    □結合力－原子間距離曲線について理解できる。（C） 

8. 塑性変形の機構Ⅰ    □臨界せん断応力、転位、すべり系、すべり面について理解できる。（C） 

9. 塑性変形の機構Ⅱ    □分解せん断応力、臨界分解せん断応力について理解できる。（C） 

10. 硬さ     □硬さ試験、ロックウェル硬さ、ブリネル硬さ、ヴィッカース硬さ、ヌープ微小硬さについて理解できる。（A,B） 

11. クリープ     □クリープ曲線、クリープ破壊、クリープ強さについて理解できる。（A,B,C） 

12. 応力緩和     □緩和時間、粘性流動における活性化エネルギーについて理解できる。（A,B,C） 

13. 粘弾性変形Ⅰ    □粘性変形、ガラス遷移温度、軟化温度）について理解できる。（B,C） 

14. 粘弾性変形Ⅱ    □応力－ひずみ曲線のヒステリシス、動的弾性係数について理解できる。（B,C） 

15. 総まとめ問題    □力学的挙動の理解度を確認する。（A,B,C） 
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【成績評価方法】 

発表担当部分のレポート 50％、発表内容 30％、総まとめ問題 20％とする。授業への参加度がよくない場合は欠席１回につき３点減点する。レポートは、法則やメカニ

ズムについて原理や根拠が正確に記述されているかどうかを中心に評価する。発表内容は、発表者に対して適宜質問を行うことによって、理解度を中心に評価を行う。 

 

【教科書】 

適宜プリントを配布する 

 

【参考書、教材等】 

なし 

 

※ この授業は、4／9（火）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

34 サレジオ工業高等専門学校 計測特論 吉田 慧一郎 
電気工学科 助教 2 半期 火 15 14:45～16:15 

サレジオ工業高等専門学校 

227B教室 10 

 

【到達目標】 

講義を通して、様々な分野の計測技術を学び、技術者として様々な問題に対しての対応力を身に付けることができる。 

A.単位について理解することができる。B.測定とは何か理解することができる。C.誤差について理解し、対処方法を選ぶことができる。D.精度について理解し、計測対

象に応じて取捨選択ができる。E.センサについて理解することができる。F.可視化手法について学び、計測対象に対して手法を選別できる。 

 

【授業の概要】 

計測特論では、工学的な計測の意味と意義を明らかにするとともに、研究事例を通して計測技術の応用を学ぶ。 

講義は座学を主体とする。前半は計測の基礎を学び、後半は研究に応用されている計測技術を学ぶ。 

 

【授業内容】 

1. ガイダンス    □年間授業計画、評価方法の説明、ガイダンスを行う。(A) 

2. 計測の基礎    □単位，測定の基本手法について学ぶ（B） 

3. 計測データとその処理   □測定誤差，精度，処理について学ぶ（C, D） 

4. 信号変換の方式とセンサについて  □機械センサ，電気電子センサなどについて学ぶ（E） 

5. 計測技術の開発と応用   □可視化情報計測，速度計測などについて学ぶ（F） 

6. 試験     □半年のまとめの試験を行う。 

 

【成績評価方法】 

学期末最終の試験でのみ評価する。 

 

【教科書】 

使用しない。 

 

【参考書、教材等】 

使用しない。 

 

※ この授業は、4／9（火）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

35 ヤマザキ動物看護大学 寄生虫学 
内田 明彦 

動物看護学部 教授 
2 前期 火 15 10:50-12:20 

ヤマザキ動物看護大学 

南大沢キャンパス 
3 

 

【到達目標】 

身近なコンパニオンアニマルの寄生虫学および衛生動物学で扱われる生物を中心に、その形態、生態、発育環、症状、診断（検査法）、治療、予防、さらに疾病の発生機

序などについて修得し、寄生虫学や衛生動物の知識や技術を身につけ動物看護の分野で適切な対策を提言・実践できる人材となることを教育目標にする。 

 

【授業の概要】 

寄生虫学（parasitology）は、体内外に寄生する寄生虫を対象とする学問である。その中でコンパニオンアニマルに寄生する寄生虫（蚊、シラミ、ノミ、ダニなどの衛

生動物も含む）を扱い、それらの形態、生態、症状、診断、予防法などを中心に講義を行う。 

 

【授業内容】 

1. 総論（1）（寄生虫とは、寄生虫と宿主の関係、寄生虫の生活史） 

2. 総論（2）（寄生虫の感染経路、寄生部位と病害作用、寄生虫と免疫） 

3. 原虫類の概要 

4. 原虫（トリパノソーマ、トキソプラズマ、ランブル鞭毛虫、アメーバ、

トリコモナス等） 

5. 蠕虫類の概要 

6. 吸虫（総説、肝吸虫、肺吸虫、住血吸虫等） 

7. 条虫（総説、裂頭条虫、包虫、嚢虫等） 

8. 線虫（総説、回虫、鞭虫、鉤虫、糸状虫等） 

9. イヌ、ネコの寄生虫（バベシア、イヌネコ回虫、瓜実条虫、イヌ糸状虫

等） 

10. ウサギ等ペットおよびエキゾチックアニマルの寄生虫 

11. 人獣共通寄生虫症（クリプトスポリジウム、アメーバ赤痢、幼虫移行症、

有鉤条虫、疥癬等） 

12. 衛生動物（蚊、ハエ、ノミ、シラミ等） 

13. 衛生動物 （ダニ、ネズミ） 

14. 寄生虫検査法 

15. 寄生虫症の疫学と予防 

 

【成績評価方法】 

レポート・授業への参加度での評価（30%）と、学期末の定期試験の成績（70%）により評価する。 
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【教科書】 

内田明彦他 動物寄生虫学  インターズー 

 

【参考書、教材等】 

内田明彦・黄鴻堅 図説獣医寄生虫学 改訂第3版（Mac/Win対応CD-ROM）メディカグローブ 

 

※ この授業は、4／9（火）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

36 ヤマザキ動物看護大学 伴侶動物行動学 
堀井 隆行 

動物看護学部 講師 
2 前期 金 15 13:10-14:40 

ヤマザキ動物看護大学 

南大沢キャンパス 
3 

 

【到達目標】 

動物の行動は、その動物の健康状態や心理状態、身体的能力や知的能力など様々な情報を含んでいる。これらの情報を正確に読取ることは、人と動物が良好な関係性を

築く上で不可欠である。そのため本講義では、伴侶動物として代表的なイヌ・ネコを中心に、その行動についての基礎的知識を学修し、理解を深め、実際に伴侶動物を

取り扱う場面においてフィードバックできる考察力・応用力を修得することを目標とする。 

 

【授業の概要】 

伴侶動物（主にイヌ・ネコ）の行動原理を知り、行動に含まれる情報を理解するために、動物行動の基礎概念から個体行動・社会行動、維持行動・生殖行動・失宜行動

といった行動分類に沿って体系的にその行動について学ぶ。また、学習理論や行動発達などにも着目し、ドッグ（キャット）トレーニングとの関連性、成長過程におけ

るイヌ・ネコの行動、問題行動との関連性についても学ぶ。 

 

【授業内容】 

1. 動物行動学入門①：動物行動の基礎概念と特性について学ぶ。 

2. 動物行動学入門②：家畜化による行動変化と行動分類について学ぶ。 

3. 伴侶動物の個体維持行動①：摂取行動（摂食、飲水）、休息行動、排泄

行動について学ぶ。 

4. 伴侶動物の個体維持行動②：護身行動、身繕い行動、探査行動、遊戯行

動について学ぶ。 

5. 伴侶動物の社会行動①：集団と社会の概念、社会空間行動について学ぶ。 

6. 伴侶動物の社会行動②：知覚能力とコミュニケーションシグナル、社会

的探査行動について学ぶ。 

7. 伴侶動物の社会行動③：敵対行動と親和行動、社会的遊戯行動について

学ぶ。 

8. 伴侶動物の生殖行動：性行動と母子行動について学ぶ。 

9. 伴侶動物の失宜行動：ストレス負荷時の行動について学ぶ。 

10. 学習理論①：古典的条件付け、オペラント条件付けについて学ぶ。 

11. 学習理論②：馴化、鋭敏化、般化、弁別、消去等について学ぶ。 

12. 学習理論③：学習理論とドッグ（キャット）トレーニングとの関連性（反

応形成）について学ぶ。 

13. イヌ・ネコの行動発達①：子イヌ・ネコの各成長過程における行動発達

について学ぶ。 

14. イヌ・ネコの行動発達②：子イヌ・ネコの社会化について学ぶ。 

15. イヌ・ネコの問題行動入門：問題行動の発生とその予防・対処について、

これまでに学んだ内容と関連付けながら入門的に学ぶ。 

 

【成績評価方法】 

定期試験（60％）・課題レポート（10％）・授業への参加度（30％）による総合評価。 

 

【教科書】 

『動物看護学教育標準カリキュラム準拠 専門基礎分野 動物行動学』 全国動物保健看護系大学協会 カリキュラム検討委員会 編 インターズー  

『動物行動図説 家畜・伴侶動物・展示動物』佐藤衆介・近藤誠司・田中智夫・楠瀬良・森裕司・伊谷原一 編 朝倉書店 

 

【参考書、教材等】 

『犬と猫の行動学 基礎から臨床へ』 内田佳子・菊水健史 著 学窓社 

『獣医学教育モデル・コア・カリキュラム準拠 動物行動学』森裕司・武内ゆかり・内田佳子 著 インターズー 

教材には、Microsoft Power Pointで作成したスライドに具体的事例の画像や動画を盛り込んだものを使用。 

 

※ この授業は、4／12（金）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

37 ヤマザキ動物看護大学 保全生物学 

天野 卓 

動物看護学部 教授 

古川 力 

動物看護学部 教授 

2 前期 木 15 10:50-12:20 
ヤマザキ動物看護大学 

南大沢キャンパス 
3 

 

【到達目標】 

生物は様々な環境に適応して進化し、その多様性を維持してきた。しかし近年、人間の生活による環境破壊は生物多様性のバランスを崩し、多様性の持続が困難な状況

を生み出している。本講義は、生物多様性保全の意義、環境破壊の現状、希少動物保全活動の具体例等を講義することにより、生物多様性保全や地球環境保全に資する

ために必須となる基礎知識を修得するのみならず、生物多様性を維持するために今後自らがどのような行動をとるべきかについても学ぶことを目的とする。 

 

【授業の概要】 

現在、生物の多様性とそれを支える環境が地球規模で悪化しつつある。それら原因の多くは生態系を考慮しない人の営みに起因し、自然環境を保全することは我々の責

務であることを解説する。本講義では生物保全に関わる具体事例を多く紹介する。希少種の保全と管理だけでなく、乱獲や獣害など個体数管理の問題、人のふるまいに

起因する外来種問題、保全のための各種技術、法制度や社会の合意形成、遺伝学的諸問題などの幅広い講義内容を通じ、保全生物学が総合的学問であることを理解して

もらう。 

 

【授業内容】 

1. 保全生物学で学ぶべきこと：講義の目的と特色、講義の進め方等のガイダンス  天野 卓 

2. 生物多様性とは何か        天野 卓 

3. 生態系破壊の現状と要因（1）自然環境の人為的破壊     天野 卓 

4. 生態系破壊の現状と要因（2）生物相の撹乱、地規模の環境破壊    天野 卓 
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5. 保全のための技術         天野 卓 

6. 希少種保全対策の具体例(1)：アホウドリ、ツル、トキ、ヤンバルクイナ等   天野 卓 

7. 希少種保全対策の具体例(2)：イリオモテヤマネコ、ツシマヤマネコ等   天野 卓 

8. 絶滅危惧種：絶滅危惧種とは、日本における絶滅危惧種     天野 卓 

9. 外来種問題：外来種とは、日本における外来種問題     古川 力 

10. 獣害問題：シカ、イノシシ、サルの個体数管理と各種の獣害対策    古川 力 

11. 鳥獣保護法と動愛法：野生鳥獣保全の法的枠組み、ノラネコの管理   古川 力 

12. 地球規模の保全努力：ワシントン条約、生物多様性条約、ラムサール条約など 古川 力 

13. 域内保全と域外保全：遺伝学と生殖技術を応用した多様性保全    古川 力 

14. 動物園、水族館の新たな役割       古川 力 

15. 保全生物学総括         古川 力 

 

【成績評価方法】 

授業への参加度（40％）と授業の節目ごとに実施するミニテストやレポート（60%）により総合的に評価する。 

 

【教科書】 

特に指定しない。 

 

【参考書、教材等】 

保全生物学 樋口広芳編 東京大学出版会 

保全生物学のすすめ リチャードB. プリマック、小堀洋美共著 文一総合出版 

保全遺伝学 小池裕子・松井正文編 東京大学出版会 

教材としてプリント、スライド等を随時使用する。 

 

※ この授業は、4／11（木）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

38 ヤマザキ動物看護大学 産業動物学 
古川 力 

動物看護学部 教授 
2 前期 木 15 9:10-10:40 

ヤマザキ動物看護大学 

南大沢キャンパス 
3 

 

【到達目標】 

わが国で飼育されている主な産業動物は牛・豚・鶏である。これらの動物の役割は食料の生産にあり、我々の生活と密接に関係している。これら動物の存在意義につい

て理解するとともに、生物を利用した食料生産の仕組みを理解できるようになることを目標とする。 

 

【授業の概要】 

産業動物は家畜と言われるものの中でも人々の衣食住、特に今日では食に大いに貢献している動物である。これらの動物は野生種から人が改良を加えてきたものであり、

その成立の歴史、役割の変遷をまず説明し、次に各種動物の品種とその特徴、能力の改良方法、繁殖と増殖方法、栄養給与方法などを紹介する。また、生産に重要な影

響を与える病気と防疫対策、排泄物の処理方法などについても述べる。 

最後に農業の中での産業動物の位置づけや産業動物を用いる経営と、現在産業動物に生じている問題点をあげ、今後の産業動物のあり方について考える。 

 

【授業内容】 

1. 産業動物とは、産業動物のなりたち 

2. 産業動物が人の生活に果たす役割  

3. 産業動物飼育の世界と日本における状況  

4. 豚について  

5. 鶏について   

6. 肉牛について  

7. 乳牛について 

8. 我が国では少数が飼育されている、あるいは全く飼育されていない産業

動物について 

9. 産業動物の改良について  

10. 産業動物の繁殖について 

11. 産業動物の栄養と飼料について 

12. 産業動物の衛生について 

13. 産業動物の排泄物について 

14. 産業動物の生産物と飼育経営について 

15. 産業動物の問題点と将来について 

 

 

【成績評価方法】 

授業への参加度(40％)、試験(レポートを含む、60％)により総合的に評価する。 

 

【教科書】 

教科書は特に指定しない。講義時に資料を配布する。 

 

【参考書、教材等】 

授業時に指示する。 

 

※ この授業は、4／11（木）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

39 ヤマザキ動物看護大学 動物遺伝学 
古川 力 

動物看護学部 教授 
2 後期 木 15 16:30-18:00 

ヤマザキ動物看護大学 

南大沢キャンパス 
3 

 

【到達目標】 

ヒトを始め、ヒトとの関連が深い伴侶動物、産業動物、実験動物等を例にとり、メンデル遺伝学を中心とする従来の遺伝学、分子遺伝学を中心とする新たな遺伝学、さ

らに実際に活用されている応用遺伝学に至るまでを体系的に学修し、動物看護学並びに動物人間関係学の両専攻において必要となる動物遺伝学の基礎知識の修得を到達

目標とする。 
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【授業の概要】 

先ずメンデルの遺伝法則を解説する。次に遺伝子の構造と機能につき説明し、分子遺伝学の基本を解説した後、染色体について説明し細胞遺伝学の基本と応用について

講義する。次いで遺伝地図の作成と集団遺伝学、量的遺伝学につき講義する。 

またヒトや動物を例にして種の分化を詳述する。さらに応用遺伝学としてヒト、伴侶動物、家畜にみられる具体的な遺伝現象についても教授する。 

 

【授業内容】 

1. 身近な遺伝学 

2. 遺伝の基本法則（1）メンデルの法則 

3. 遺伝の基本法則（2）メンデルの法則の拡張 

4. 遺伝子の構造と機能（1）DNAの構造 

5. 遺伝子の構造と機能（2）遺伝子の複製と情報伝達 

6. 染色体 

7. 連鎖 

8. 遺伝地図の作成 

9. 突然変異 

10. 集団の遺伝 

11. 量的形質の遺伝 

12. 遺伝と育種 

13. 遺伝と進化 

14. 遺伝子からみた日本人 

15. 授業の総括 

 

【成績評価方法】 

授業への参加度(40％)、試験(レポートを含む、60％)により総合的に評価する。 

 

【教科書】 

特に指定しない。教材としてプリント、スライド等を随時使用する。 

 

【参考書、教材等】 

授業中に適宜紹介する。 

 

※ この授業は、9／26（木）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

40 ヤマザキ動物看護大学 ヒトと動物の共通感染症 
内田 明彦 

動物看護学部 教授 
2 後期 火 15 10:50-12:20 

ヤマザキ動物看護大学 

南大沢キャンパス 
3 

 

【到達目標】 

人獣共通感染症は人類の歴史とともに古くから存在していると思われるが、とくに近年産業動物、伴侶動物、野生動物とのかかわりが深くなり、それに伴い動物の持つ

病原体と接触する機会も増加している。ヒトと動物の共通感染症はウイルス、細菌、真菌、寄生虫、プリオンまで多岐にわたり、それぞれの病因、疫学、診断、治療お

よび予防について理解し、発生時に対処できるように理解を深めることを目標にする。 

 

【授業の概要】 

総論ではヒトと動物の共通感染症の定義、種類と疫学などを学ぶと共に、環境の変化やグローバル化に伴って危惧されている新興・再興感染症についても解説する。各

論ではウイルス、リッケチア、細菌、真菌、寄生虫（原虫、蠕虫、衛生害虫）、プリオンによるヒトと動物の共通感染症について、病因、感染様式、疫学、診断、治療お

よび予防について講義を展開する。また、動物だけではなくヒトの症状や予防などについても医学的見地から講義を進めていく。 

 

【授業内容】 

1. 総論：ヒトと動物の共通感染症の定義、種類および新興･再興感染症に

ついて 

2. ウイルス：狂犬病（ビデオ）、ハンタウイルス感染症、Ｂウイルス感染

症など  

3. ウイルス：日本脳炎、黄熱、動物由来インフルエンザ、ウエストナイル

熱など  

4. ウイルス：エボラ出血熱（ビデオ）、Ｅ型肝炎ウイルスなど  

5. ウイルス：マールブルグ病、ラッサ熱、SARS、 MERS、プリオン病など  

6. 細菌：炭疽、ペスト、結核、パスツレラ症、サルモネラ症など 

7. 細菌：カンピロバクター症、レプトスピラ症、ライム病 、豚丹毒など 

8. 細菌：鼠咬症、野兎病 、ブルセラ症など 

9. 真菌、リケッチャなど：恙虫病、オウム病、猫ひっかき病、クリプトコ

ックス症、アスペルギルス症など 

10. 寄生原虫類：トキソプラズマ症、トリパノソーマ症、リーシュマニア症

など 

11. 線虫類：トキソカラ症、広東住血線虫症、犬糸状虫症など 

12. 吸虫類：肺吸虫症、横川吸虫症、住血吸虫症など 

13. 条虫類：包虫症（エキノコックス症）、有・無鉤条虫症、マンソン孤虫

症など 

14. ヒトと動物の共通感染症を媒介する衛生動物：蚊、ノミ、ダニ類など 

15. ヒトと動物の共通感染症の防疫、検査および発生したときの対策と届け

出 

 

【成績評価方法】 

授業への参加度（30％）レポート提出（20%）と期末試験（50%）で評価する。 

 

【教科書】 

なし、必要に応じて資料を配布する。 

 

【参考書、教材等】 

神山著 これだけは知っておきたい人獣共通感染 地人書館 

岡部著 感染症から身を守る本 ＫＡＷＡＤＥ夢新書 

 

※ この授業は、9／24（火）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

41 ヤマザキ動物看護大学 野生動物学 
天野 卓 

動物看護学部 教授 
2 後期 水 15 10:50-12:20 

ヤマザキ動物看護大学 

南大沢キャンパス 
3 

 

【到達目標】 

野生動物学を学ぶためには、野生動物が現在に至る過程、そしてそれらが現在日本や世界にどのように生息し、どのような環境でどのような生活様式を持ち、どのよう
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に人と関わっているのかを知っておかなければならない。講義前半では動物の系統進化と分類、野生動物の形態、行動、社会的構造を、後半では人間の社会経済活動と

野生動物との関連を学び、野生動物に対する豊富な知識の修得と、社会が求める野生動物の保全や行動管理技術に必要な知識の教授を目的とする。 

 

【授業の概要】 

動物の系統進化から始まり、現世哺乳類の分類、動物地理、野生動物の形態、生態、行動、社会構造等についての基本並びに生息地との関わりについて講義する。全て

の伴侶動物や産業動物が野生動物から生じた事実も教示する。また、野生動物の調査法についても具体的に教授する。対象動物は哺乳類を中心とし、人との関連性が深

い動物、保全上の問題を抱える動物、外来動物等を取り上げる。さらに日本と世界における野生動物教育・研究の取組みについても講義する。 

 

【授業内容】 

1. 野生動物学で学ぶべきこと：講義の目的と特色、講義の進め方等のガイ

ダンス 

2. 動物の系統進化と分類：分類区分、種の定義、機能形態進化 

3. 世界の動物地理、日本の動物地理、現世哺乳類の分類体系 

4. 日本の野生動物（1）霊長目、ゲッ歯目、ウサギ目等 

5. 日本の野生動物（2）食肉目、奇蹄目、鯨偶蹄目等 

6. 野生動物調査法：調査設計、生息域、生息密度 

7. 野生動物調査法：捕獲と不動化 

8. 野生動物の保護・管理：個体数管理・生息環境管理・被害管理 

9. 野生動物の救護と看護 

10. 野生動物の野生復帰 

11. ヒトと関係の深い動物の野生原種と近縁野生種（1）イヌ、ネコ 

12. ヒトと関係の深い動物の野生原種と近縁野生種（2）ウシ、ウマ、ロバ 

13. ヒトと関係の深い動物の野生原種と近縁野生種（3）ゾウ、キリン 

14. ヒトと関係の深い動物の野生原種と近縁野生種（4）その他 

15. 野生動物学総括 

 

【成績評価方法】 

授業への参加度（40％）と授業の節目ごとに実施するミニテストやレポート（60%）により総合的に評価する。 

 

【教科書】 

特に指定しない。 

 

【参考書、教材等】 

川道武男(編） 日本動物大百科1 哺乳類I 平凡社 

伊沢斯紘生・粕谷俊雄・川道武男(編） 日本動物大百科2 哺乳類II 平凡社 

村田浩一・坪田敏男(編）獣医学・応用動物科学系学生のための野生動物学 文永堂出版 

教材としてプリント、スライド等を随時使用する。 

 

※ この授業は、9／25（水）が初回です。 

 

 
No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

42 東京家政学院大学 家庭経営学概論 現代生活学部 教授 2 前期 火 15 13:00～14:30 
東京家政学院大学 

町田キャンパス 

10 

※ 

※女子学生に限る 

【到達目標】 

生活者の視点から、誰もが安心してくらせる、持続可能性のある社会につくりかえる方法を考えます。社会において家庭・家族がもつ意味、果たす役割は時代や社会背景によっ

て異なることを理解し、ジェンダー構造や消費者としてのあり方を将来的展望を持って考察できる力を身に付けることを目標とします。 

 

【授業の概要】 

人間が人間らしく生きる拠点が家庭であり、家庭生活を中心とした家族・コミュニティの営みが家政＝家庭経営である。現代社会における家庭経営の課題を、「家族」「ジェンダ

ー」「消費者」をキーワードに、概説する。特に、親と子、夫と妻など家族を核とする人と人の関係や社会のジェンダー構造の変動、仕事や消費といった日々の生活と生命の再生

産の営みを中心に現代社会の危機的状況を生活者の視点から見直し、誰もが安心してくらせる、持続可能性のある消費者市民社会につくりかえる方法を、自分の生活設計と重ね

ながら考える。今年度は、近世女性史研究家柴桂子先生をお招きし、江戸時代に遡って女性の生き方を知り、現代との相違を考える機会を設けている。 
 

【授業内容】 

1.現代社会における家庭経営の枠組み 

2.社会変動と家族・家庭～パブリックとプライベートな領域～ 

3.生活経営～新しい価値・規範の創造へ～  

4.家族関係：家族の概念 結婚と離婚 

5.家庭経営とジェンダー（１）：現代社会におけるワークライフバランス 

6.家庭生活の経済 

7.地域と消費者市民社会 

8.経済生活設計と金融リテラシー 

9.家庭経営とジェンダー（２）：近現代日本におけるジェンダー構造の変動 

10.江戸時代の女性の生き方 

11.出産と子育て （30問程度の中間テストを実施する。） 

12.家族・家庭と法律 婚姻・親権・相続等 

13.少子高齢化社会と福祉 

14.高齢化社会における生活設計  

15.家庭と環境問題 持続可能な社会づくりのための家庭経営 

 

【成績評価方法】 

受講態度20％、小テスト1回（30％）、最終レポート（50％）として評価する。 

 

【教科書】 

日本家政学会・生活経営学部会編『暮らしをつくりかえる生活経営力』朝倉書店 2014年 

 

【参考書、教材等】 

・原ひろ子著『生活の経営―21世紀の人間の営み―』放送大学教育振興会 2002年 
・柴桂子著『近世おんな旅日記 (歴史文化ライブラリー ; 13)』吉川弘文館 1997年 
・柴桂子監修桂文庫編・著『江戸期おんな表現者事典』現代書館 2015年 
・河田敦子著 加藤時男翻刻 『幕末明治の女性 内藤ますの生涯とその教養形成過程』お茶の水女子大学グローバルCOE「格差センシティブな人間発達科学の創成」

2010年 
・臼井和恵編著『21世紀の生活経営 自分らしく生きる』同文書院 2011年 
・久保田充見『家族法』有斐閣 2013年 
・山口一男『ワークライフバランス』日本経済新聞出版社2009年 
・岩田正美・大沢真知子編著 日本女子大学現代女性キャリア研究所編 『なぜ女性は仕事を辞めるのか 5155人の軌跡から読み解く』青弓社 2015年 
・牧野カツコ・渡辺秀樹・舩橋恵子・中野洋恵編著『国際比較にみる世界の家族と子育て』ミネルバ書房2010年 
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・OECD編著 濱田久美子訳 『図表でみる男女格差 OECDジェンダー白書2』明石書店 2018年 
・湯沢雍彦・宮本みち子著『新版 データで読む家族問題』日本放送出版協会 2008年  
・内閣府『国民生活白書 平成20年版 消費者市民社会への展望―ゆとりと成熟した社会構築に向けて―』2008年 

 

※ この授業は、4／9（火）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

43 東京家政学院大学 地域福祉論Ⅰ 嶋田芳男 2 前期 火 15 10:40～12:10 町田キャンパス 
10 

※ 

※女子学生に限る 

【到達目標】 

地域福祉の理念、概念、歴史、地域福祉を支える組織について、理解できる 

 

【授業の概要】 

わが国ではこれまでの社会福祉政策により、高齢者分野を始めとした各種福祉サービスの充実が図られている状況にある。しかし、今後、ますます進展していく高齢社会を考え

るとき、国や地方自治体による社会福祉政策だけでは十分とは言えない。地域で派生している福祉課題（生活課題）を解決するためには、地域で生活している市民や活動してい

る非営利団体、さらには、地域で営利活動している民間企業等、さまざまな人や組織が協働して対応していく必要がある。 
そこで講義では、地域福祉に関わる各種内容（過去の先進的実践事例の提示を含む）について示した上で、主に地域福祉を支えるさまざまな組織の機能を提示するとともに、そ

れら組織の課題や可能性について言及する。なお本講義では、受講者自身にも考えてもらうため、グループ討議も設定している。 

 

【授業内容】 

講義は、つぎに示したポイントに基づき展開していく 
1． 地域福祉推進の背景 
2． 地域社会の特性 
3． 地域福祉の概念 

4． 地域福祉の理念 
5． 今日までの地域福祉の展開（日本、イギリス） 
6． 地域福祉を支える組織 

 

【成績評価方法】 

平常点30％（グループ討議の参加度を含む）、定期試験70％

 

【教科書】 

地域福祉の原理と方法（第3版）学文社、2019年 

 

※ この授業は、4／9（火）が初回です。 

 

 
No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

44 東京工業高等専門学校 科学技術論 
河村  豊 

一般教育科 教授 
2 前期 未定 15 未定 東京工業高等専門学校 若干名 

 

【到達目標】 

日本を含む、複数の国家における科学技術動向および科学技術政策に関する主要な特徴を理解する。そのために、文献調査、グループ討議、発表、全体討議などの調査・

分析手法を学ぶ。この過程で、科学技術を分析する手法（科学技術社会論の手法）を理解する。 

 

【授業の概要】 

科学技術が将来の人類福祉や経済発展などに果たす期待は、今世紀（21世紀）に入って、加速的に高まっている。科学技術への期待感は、20世紀後半（第二次世界大

戦後）から高まってきたが、そのための形態は、「企業を中心とした研究開発戦略」から、「国家を中心とした科学技術政策」へと転換してきた。すなわち「科学技術

政策」の時代ともいえる。本ゼミでは、将来の日本の科学技術を考えるために、西欧および新興国の科学技術活動の動向や科学技術政策についてその特徴を、調査を通

してつかみだすことを目的としている。こうした調査を実施する過程で、関連論文の輪読方法、関連資料の分析方法、発表法などの応用的な知識を取得することも目的

としている。  

 

各国の科学技術活動動向、科学技術政策の内容について資料調査を行う。授業は、講義部分と、グループ調査・発表の部分の２つより構成されている。講義部分では、

調査対象、調査方法の概要を解説する。グループ調査では、（１）数人のグループをつくり、調査対象を決める、（２）関連する資料を発見、入手、分析を行う、（３）

分析方法を学び、資料から見えてくる調査対象の特徴を見つけ出す、（４）プレゼンテーションができるようにまとめる、という手順で進める。  

 

資料収集のためにWebを利用するので、Web利用の基本的な知識を前提とする。グループ単位での調査・分析活動なので、協力する姿勢が必要である。自分なりの考

えを持てるようにすること、テーマ選択においては、自分なりのテーマ設定ができ、かつ調査、発表できるようにすることが求められる。  

 

【授業内容】 

1． イントロダクション         このゼミの概要、最終的な到達目標を確認する。調査テーマの方向性を決める。 
2． 調査テーマ決定作業         調査テーマ決定に必要な資料等の調査結果を踏まえ、調査テーマを確定する。 
3． 第１次発表（調査テーマ決定）（１）  調査テーマの概要について発表。今後の調査方針を決める。（議論） 
4． 第１次発表（調査テーマ決定）（２）  前回同様、議論を通して、調査テーマの詳細を決定。 
5． 第２次発表（１）中間発表      調査テーマに沿った資料調査、資料入手、分析方針を提示（議論） 
6． 第２次発表（２）中間発表      前回に続き、資料入手、資料分析について発表、議論。 
7． 第２次発表（３）中間発表      発表・討論を通し、調査資料の調査方法を理解する。 
8． 個別相談（１）           発表・討論を通し、調査資料の分析法を理解する。 
9． 個別相談（２）           資料入手、資料分析、明らかにする対象の明確化のための議論 
9. 個別相談（３）           調査上の課題を確認し、個別の特徴ごとにまとめ方の違いを理解する。 
10. 最終発表会（１）          他の発表者の調査を理解し、評価するための基礎を理解する。 
11. 最終発表会（２）          他の発表者の調査を理解し、評価するための基礎を理解する。 
12. 最終発表会（３）          他の発表者の調査を理解し、評価するための基礎を理解する。 
13. 発表後の討論            分析することで新規に明らかになったことを討論し、確認する。 
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14. 調査に関する確認テスト       調査活動の到達点の確認、調査方法についての振り返りをテスト形式で実施。 
 

【成績評価方法】 

調査報告30％、最終発表70％、それぞれ基礎的能力・専門的能力・分野横断的能力を総合して評価する。 
 

【教科書】 

必要な資料は、講義中に配付する。 

 

【参考書、教材等】 

必要な資料は、講義中に配付する。 

 
 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

45 山野美容芸術短期大学 着装技術Ⅰ 
佐藤 美奈子 

国際美容コミュニケーション専攻 教授 
2 前期 火 15 9:00～12:10 山野美容芸術短期大学 

若干名 

※ 

※女子学生に限る 

【到達目標】 

本科目の履修を通して、 

① 生活の中に関わる着物文化と装いを理解し、四季に応じたコーディネイトや装いの表現力を養う事が出来る。 

② 山野流美道五大原則に基づいたトータルビューティの習得と美齢学の基礎実践が出来るようになる。 

③ 「自分で着る,人に着せる」の着つけの基本技術を習得する事が出来る。 

⑤ 社会人となる自分を常にイメージし、就職1年目から社会に貢献できる技術、マナー、日本文化の知識を習得する。 

 

【授業の概要】 

日本の伝承美、着装の技術および着物の基本知識を学び、“日本の心を着る”という豊かな感性と人を思いやる心を育て、日本人としての文化教養を身につけます。 

また「自分で着る、人に着せる」実習を通して美齢学に通ずる子供から高齢者へ向けた着つけの基本技術を習得し、接客の心得を学びながら美容総合実践として着つけ

技術基礎を固めます。さらにこの科目は社会で活躍する自分の姿を常にイメージし、職業実践専門課程に基づくカリキュラムの実践を通し就職、社会事業に沿った学び

ができます。社会人としての素養を日本人としての資質を一回一回の授業で身に着けることで、自分自身の成長を感じることができる科目となります。 

 

【授業内容】 

1. オリエンテーション        トータルビューティと美齢学 

2. 浴衣の知識 着付けと帯結び 

3. 礼装 留袖の知識 

4. 着付け前の準備 

5. 外出着の装い 

6. 小紋① 着物と名古屋帯 

7. 小紋② 

8. 一人で着る着物と帯結び 

9. 小紋③ 

10. 一人で着る着付け仕上げ       小テスト 

11. 留袖① 

12. 留袖のヘアメイクと着付けのデモンストレーション 

13. 留袖② 

14. 長襦袢と留袖の着付け 

15. 留袖③ 

16. 留袖の着付け帯結び 

17. 留袖④ 

18. 留袖の着付けと帯結び 

19. 留袖⑤ 

20. 格式ある席の装い        ミセスの礼装 

21. 留袖⑥ 

22. 留袖の表情と身のこなし 

23. 留袖⑦ 

24. 手早く着心地の良い着付け 

25. 留袖⑧ 

26. 総仕上げ 

27. 留袖⑨ 

28. 技術の確認 

29. 知識の確認 

30. 知識の確認 

 

 

【成績評価方法】 

平常点20％、実技試験60％、筆記試験15％、評価シート5％ 総合して評価する。 

 

【教科書】 

着つけ教本は初回に配布  ほか必要に応じてプリント配布 

 

【参考書、教材等】 

特になし 

 

※ この授業は、4／9（火）が初回です。 

 

 
No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

46 山野美容芸術短期大学 日本文化（茶道） 
河原 宗孝 

非常勤講師 
1 後期 木 15 14:40～16:10 山野美容芸術短期大学 

若干名 

※ 

※女子学生に限る 

【到達目標】 

「道・学・実」を三位一体で学ぶことを通し、美の裏方としての人間形成が図れる。中でも「和敬静寂」を学ぶことを通して、精神面の成長が図れる。 

東京オリンピック開催を控え、おもてなしの心を学ぶとともに、お茶の正しい点て方と頂き方を習得できる。 

 

【授業の概要】 

社会で活躍するためには、専門的な知識や技術の習得のみならず、洗練された接客マナーが求められます。各回とも講義と実技（点前の稽古）呈茶を組み入れ、裏千家

茶道の盆略点前を学習し、最後には自分で点てられるようにします。尚、呈茶には、毎回季節を感じるお菓子とお茶を頂きます。 

 

【授業内容】 

1. 講義 入門の心得、教材の配布、許状説明    実技 お菓子お茶の頂き方、お茶の点て方、自服 
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2. 講義 禅語「喫茶去」の読みと意味       

実技 床の拝見、お辞儀の仕方、歩き方、自服 

3. お茶室の勉強と感想文を書く、呈茶 

4. 講義 季節を感じるとは   

実技 割稽古（1）帛紗の扱い、帛紗さばき、自服 

5. 講義 ビデオ『利休の茶』『15代鵬雲斎大宗匠とジェーン先生の対談』  

実技 自服 

6. 講義 炉、風炉、立礼について  

実技 割稽古（2）棗、茶杓について、自服 

7. 講義 お客様に好かれる方法、接客マナー    

実技 割稽古（3）茶巾のたたみ方、茶碗の拭き方、茶筅通し、自服 

8. 講義 お客様が求める美容師とは、和敬静寂、歴代家元（1） 

実技 盆略点前（1）、友達に点てる 

9. 講義 茶室における髪型、着付け、メイク   

実技 盆略点前（2）、友達に点てる 

10. 講義 「利休遺偈」の読み方と意味       

実技 盆略点前（3）、友達に点てる 

11. 講義 禅語「歳月不待人」の読み方と意味、歴代家元（2） 

実技 盆略点前（4）、友達に点てる  

12. 講義 ビデオ『茶の湯自在』  

実技 自服" 

13. お茶会に招かれたお客様の勉強、呈茶 

14. 講義 利休七則、歴代家元（3）、茶の湯英会話、茶の用語抄 

実技 盆略点前（5）、友達に点てる 

15. 講義 禅語「一期一会」、総復習  

実技 帛紗捌き、棗、茶杓の清め方、自服 

 

 

【成績評価方法】 

筆記試験（50％）実技試験（15％）受講態度（35％）の総合評価。 

 

【教科書】 

『茶の湯で学ぶ美』 河原宗孝 著 （株）淡交社 

 

【参考書、教材等】 

月刊誌『淡交』『なごみ』ビデオ『利休の茶』『15代鵬雲斎大宗匠とジェーン先生の対談』『茶の湯自在』 

 

※ この授業は、9／26（木）が初回です。 

 

 
No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

47 山野美容芸術短期大学 日本文化（華道） 
松﨑 美曈 

非常勤講師 
1 後期 木 15 13:00～14:30 山野美容芸術短期大学 

若干名 

※ 

※女子学生に限る 

【到達目標】 

一般教養としての日本の華道史、及び生活芸術としての華道を学び、その華道の精神と技術の習得を通して美意識を高めることができる。それと共に、自然との共生を

大切にする華道精神を理解することで、人間同士の共生を改めて考え、コミュニケーション能力やホスピタリティー精神の必要性を実感できるようになる。 

 

【授業の概要】 

人間と自然に於ける共存の正しい在り方を華道という造形芸術で学び、それを再構築することにより日本の伝統文化を継承する。 

 

【授業内容】 

1. オリエンテーション 花寄せ 

2. 花芸作品を制作するにあたってのプロセスの大切さを学ぶ 

3. その季節の行事に合わせ、歴史や文化を学び、花芸作品を制作する 

4. 花芸作品を制作するために必要な構成図を理解する 

5. 花材の自然な姿を尊重し作品を生けることを学ぶ 

6. 花芸作品の美的バランスを学ぶ 

7. 安達流の構成三原則の一つ、<五態>を学ぶ 

8. 安達流の構成三原則の一つ、<文法>を学ぶ 

9. 花道史と花ばさみの扱いを学ぶ 

10. 植物の生態について学ぶ 

11. 文法の授業で学んだ<主要三格>の力関係の比率を学ぶ 

12. 花材と花器のバランスを学ぶ 

13. 安達流の構成三原則の一つ、<原型>を学ぶ 

14. 複数人で花芸作品を制作する<連花の演習> 

15. 授業の総復習と花束制作 

 

【成績評価方法】 

平常点20％、毎回の課題点30％、試験50％ 総合して評価する。 

 

【教科書】 

花芸 安達流 演習ノート 「水」、補足のプリント配布 

 

【参考書、教材等】 

花芸安達流安達瞳子著書全書 

 

※ この授業は、9／26（木）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

48 東京造形大学 グラフィックデザイン史A 渡部 千春 2 前期 金 14 9:00～10:40 東京造形大学 10 

 

【到達目標】 

時代背景とデザインのかかわりが理解できる。 

 

【授業の概要】 

デザインは常にその時代の社会を反映しています。イメージを中心とするグラフィックデザインは、ダイレクトに影響を受けるものです。グラフィックデザイン史 Aで

はグラフィックという概念が生まれる前の歴史から始まり、20 世紀を中心に年代毎に分け、ほぼ 10 年ごとの歴史を俯瞰します。時系列で見て行くことで、その時代の

社会での出来事にデザインがどのように影響を受けたのか、理解しやすくなるようにします。人々が何を求め、デザイナーは何を与えて来たのか。先人の技を知ること

は損にはなりません。見たことはあっても名前や背景を知らなかったもの、無意識に影響されていたものも具体的に分かる。知識を得ることにより、影響を受けるにし

ても「真似」ではなく意図した「応用」ができるようになります。 
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【授業内容】 

1. 授業ガイダンス 

2. グラフィックデザイン先史（古代から19世紀まで） 

3. グラフィックデザイン先史（古代から19世紀まで） 

4. 19世紀 

5. 1900年代 

6. 1910年代 

7. 1920年代 

8. 1920年代 

9. 1930年代 

10. 1930年代 

11. 1940年代 

12. 1950年代 

13. 1950年代 

14. まとめ 

 

【成績評価方法】 

全ての授業の出席を前提とするが、授業回数の 1／3 を超えて欠席した場合は、筆記試験の受験資格がない。受講態度（20％）、テスト（80％）を基準に総合的に評価

する。  

 

【教科書】 

授業内で資料を配布する。 

 

【参考書、教材等】 

授業内で適宜紹介する。 

 

※ この授業は、4／19（金）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

49 東京造形大学 グラフィックデザイン史B 渡部 千春 2 後期 金 14 9:00～10:40 東京造形大学 10 

 

【到達目標】 

時代背景とデザインのかかわりを理解できる。 

 

【授業の概要】 

デザインは常にその時代の社会を反映しています。イメージを中心とするグラフィックデザインは、ダイレクトに影響を受けるものです。グラフィックデザイン史 Bで

はグラフィックデザイン史Aより、少し踏みこんだ授業になります。社会全体を意識したモダニズム指向が一旦収束した1960年代以降からより個人をベースにした現代

まではポストモダニズム、デジタルエイジのテーマ立てにし、また、音楽、ピクトグラムといった項目ごとに歴史を振り返り、時代背景や世相、技術などとグラフィッ

ク表現の関係について考えます。 

 

【授業内容】 

1. 授業ガイダンス（以下、授業内容は随時変更の可能性あり、あくまで目

安です） 

2. ユーフォリア／多幸感の時代 1960年代を中心に 

3. ポストモダニズム 1970年代～1980年代を中心に 

4. ポストモダニズム 1970年代～1980年代を中心に 

5. デジタルエイジ 1980年代～2000年代を中心に 

6. たばこパッケージ、広告の変遷 

7. 媒体としての紙の変遷 

8. 交通周りのデザインの変遷 ロンドン交通局を中心に 

9. タイポグラフィーの歴史 

10. タイポグラフィーの歴史 

11. ピクトグラム 

12. 音楽とグラフィックの関わりの変遷 

13. 音楽とグラフィックの関わりの変遷 

14. まとめ 

 

【成績評価方法】 

全ての授業の出席を前提とするが、授業回数の1／3を超えて欠席した場合は、筆記試験の受験資格がない。受講態度（20％）、テスト（80％）を基準に総合的に評価す

る。  

 

【教科書】 

授業内で資料を配布する。 

 

【参考書、教材等】 

授業内で適宜紹介する。    

 

※ この授業は、9／6（金）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

50 東京造形大学 
グラフィックデザイン表現論

A 
渡部 千春 2 前期 金 14 10:50～12:30 東京造形大学 10 

 

【到達目標】 

・最低限は知っておきたいグラフィックデザイナーの名前、代表作を知ることができる。 

・なぜ作品が認知されるものとなったのか理解できる。 

 

【授業の概要】 

デザインはその時代時代の社会を反映して生まれるものですが、時が過ぎても評価され影響を与え続けるデザイン、デザイナー／アートディレクターがいます。突出し

たデザインスキル、時代の常識を覆した斬新な発想と勢い、こうした作品は時代を超え国籍を超え人々の心に残っていきます。 

グラフィックデザイン表現論Aでは、海外の著名なグラフィックデザイナー／アートディレクターの作品を紹介し、歴史的背景、それぞれの経歴、手法などを探ります。

なぜ彼らが評価された（ている）のか、その手法は今も有効なのかを考えます。 
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【授業内容】 

1. 授業ガイダンス（以下の授業計画はあくまで予定です。変更が考えられま

す。） 

2. アルフォンソ・ムシャ 

3. ウィリアム・モリス 

4. エル・リシツキー／アレクサンドル・ロトチェンコ 

5. AMカッサンドル 

6. レイモンド・ローウィー 

7. レイモン・サヴィニャック 

8. ポール・ランド 

9. ソール・バス 

10. オトル・アイヒャー 

11. ランドー・アソシエイツ 

12. ブルーノ・ムナーリ 

13. アラン・チャン他、日本以外アジアのデザイナー 

14. まとめ 

 

【成績評価方法】 

全ての授業の出席を前提とするが、授業回数の 1／3 を超えて欠席した場合は、筆記試験の受験資格がない。受講態度（20％）、テスト（80％）を基準に総合的に評価

する。  

 

【教科書】 

授業内で資料を配布する。 

 

【参考書、教材等】 

授業内で適宜紹介する。 

 

※ この授業は、4／19（金）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

51 東京造形大学 
グラフィックデザイン表現論

B 
渡部 千春 2 後期 金 14 10:50～12:30 東京造形大学 10 

 

【到達目標】 

・最低限は知っておきたいグラフィックデザイナーの名前、代表作を知ることができる。 

・なぜ作品が認知されるものとなったのか理解できる。 

 

【授業の概要】 

デザインはその時代時代の社会を反映して生まれるものですが、時が過ぎても評価され影響を与え続けるデザイン、デザイナー／アートディレクターがいます。突出し

たデザインスキル、時代の常識を覆した斬新な発想と勢い、こうした作品は時代を超え国籍を超え人々の心に残っていきます。グラフィックデザイン表現論 Bでは、国

内の著名なグラフィックデザイナー／アートディレクターの作品を紹介し、歴史的背景、それぞれの経歴、手法などを探ります。なぜ彼らが評価された（ている）のか、

その手法は今も有効なのかを考えます。 

 

【授業内容】 

1. 授業ガイダンス（授業計画あくまで予定です。変更もあります。） 

2. 杉浦非水 

3. 原弘 

4. 日本工房 

5. 山名文夫 

6. 河野鷹思 

7. 亀倉雄策 

8. 今竹七郎など戦前戦後に活躍した関西のデザイナー 

9. 田中一光 

10. 杉浦康平 

11. 横尾忠則 

12. 日本デザインセンター／サン・アド 

13. 佐藤卓 

14. まとめ 

 

【成績評価方法】 

全ての授業の出席を前提とするが、授業回数の1／3を超えて欠席した場合は、筆記試験の受験資格がない。受講態度（20％）、テスト（80％）を基準に総合的に評価す

る。     

 

【教科書】 

授業内で資料を配布する。 

 

【参考書、教材等】 

授業内で適宜紹介する。 

 

※ この授業は、9／6（金）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

52 東京造形大学 アニメーション史A 権藤  俊司 2 前期 火  14 9:00～12:30 東京造形大学 10 

 

【到達目標】 

アメリカと日本のアニメーション史について、基本的な流れを説明できる。  

 

【授業の概要】 

過去の歴史を知ることは、現在を理解し、さらには未来への展望を得るためにも欠かせない営みである。 

この授業では日本とアメリカの商業アニメーションの歴史を扱い、両者がいかにして形成されてきたかを時系列で追うことで総合的な理解を目指す。 

 

【授業内容】 

1. イントロダクション～アニメーションのルーツ 

2. 産業化とアニメーテッド・カートゥーンの成立 

3. アメリカアニメーションの発展～ディズニーvsフライシャー 

4. 戦前日本のアニメーション 
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5. アメリカアニメーションの完成 

6. アヴェリー派と戦時下のアニメーション 

7. 日動から東映動画へ 

8. UPAとリミテッドアニメーション革命 

9. TVアニメーションの始まり 

10. TVアニメーションの時代～東映と虫プロ 

11. 「アニメブーム」の日本 

12. ディズニー以後のアメリカアニメーション 

13. 第二次アニメブーム 

14. アニメーションの現在 

 

【成績評価方法】 

平常点（50％）・期末レポート（50％）  

 

【教科書】 

授業内で配布する。 

 

【参考書、教材等】 

授業内のレジュメで紹介する。 

 

※ この授業は、4／16（火）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

53 東京造形大学 アニメーション史B 権藤  俊司 2 後期 火  14 9:00～12:30 東京造形大学 10 

 

【到達目標】 

日米商業アニメーション以外の領域について、地域・時代・技法等の多角的な視点から作品・作家を分析し、説明することができる。 

 

【授業の概要】 

「アニメーション史A」が日米商業アニメーションという直線的・限定的な歴史を扱ったのに対して、「アニメーション史B」では文化的背景の異なる各国の歴史や、セ

ル以外の様々な技法を対象とする。 

アニメーションの多様性を知ることで、アニメーション表現の可能性について視野を拡げることを目指す。  

 

【授業内容】 

1. イントロダクション～人形アニメーション (1) 

2. 人形アニメーション (2)、クレイアニメーション 

3. フランス 

4. イギリス 

5. 西欧諸国 

6. 旧ソ連 

7. クロアチア 

8. チェコ 

9. 東欧諸国 

10. 実験アニメーション (1) 

11. 実験アニメーション (2) 

12. カナダ 

13. 日本の個人作家 

14. 総括 

 

【成績評価方法】 

平常点（50％）・期末レポート（50％）  

 

【教科書】 

授業内で配布する。 

 

【参考書、教材等】 

授業内のレジュメで紹介する。 

 

※ この授業は、9／10（火）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

54 東京造形大学 アニメーション論A 和田 敏克 2 前期 火 14 13:20～15:00 東京造形大学 20 

 

【到達目標】 

① 世界の切り紙（カットアウト）アニメーション作品とそのバリエーションへの理解を深める 

② PR・教育のための短編映画と日本の立体アニメーションの歴史を知る 

③ 実際の制作過程やメイキング紹介によって、実践への興味をより深める 

④ アニメーションのなかのミュージカルやギャグを＜動き・リズム＞として研究する  

 

【授業の概要】 

多彩なアニメーション作品とその表現のなかでも、この講義では特に、＜切り紙＞＜ミュージカル＞＜ギャグ＞＜PR・教育映画＞に注目し、世界の作家的な短編作品を

研究してゆきます。作家やその時代背景といった、通常の＜作家・作品論＞は概論的に紹介しつつ、むしろ特定の作品のなかの、＜仕掛け＞や＜演出の工夫＞などとい

ったディテールをピックアップしてゆきながら、その作家・作品の核心を、＜アニメート＞の視点で具体的に掴み、アニメーション表現へのより深い、実践的な興味を

喚起します。また講師の和田自身が制作に携わったアニメーション作品のメイキングも紹介。＜実践＞へ向けて研究を深めます。  

 

【授業内容】 

1. 授業ガイダンス・和田敏克の作品と紹介『ビップとバップ』『スキマの国

のポルタ』 

2. 連句アニメーション『冬の日』の世界A 

3. 連句アニメーション『冬の日』の世界B 

4. 切り紙アニメーションA（代表的な作家と作品） 

5. 切り紙アニメーションB（さまざまな国・時代・作家） 

6. G9＋1によるリレー＆ミュージカル・アニメーションA 

7. G9＋1によるリレー＆ミュージカル・アニメーションB 

8. B・ポヤール監督の切り紙アニメーション 

9. 持永只仁監督と岡本忠成監督～短編PR映画と日本の人形アニメーション

の歴史A 

10. 持永只仁監督と岡本忠成監督～短編PR映画と日本の人形アニメーション
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の歴史B 

11. その他の世界短編アニメーション（作家とその作品研究）A 

12. その他の世界短編アニメーション（作家とその作品研究）B 

13. みんなのうたと現代日本のアニメ―ション 

14. 『スキマの国のポルタ』メイキング 

 

【成績評価方法】 

主体的な授業参加度（40％）、提出物（50％）、授業態度（10％）により評価する。  

 

【教科書】 

基本的にはなし。  

必要な場合には適宜配布。 

 

【参考書、教材等】 

特になし。 

 

※ この授業は、4／16（火）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

55 東京造形大学 アニメーション論B 森 まさあき 2 後期 木 14 10:50～12:30 東京造形大学 20 

 

 

【到達目標】 

国内外における立体(人形)アニメーションの歴史と技術的な進歩、及び表現の魅力を知る。  

 

【授業の概要】 

アニメーション論Bでは、私が専門とする分野「人形アニメーション」にスポットを当て、コマ撮りアニメーションの様々なテクニック、様々な作品、珍しい作品など、

その歴史・テクニックと共に紹介・解説し、人形アニメーションならではの表現の豊かさ・魅力・素晴らしさをたっぷりと楽しく学んでいただく講義授業です。 

 

【授業内容】 

1. 9月12日（木）人形アニメーションの父 イジィ・トルンカとチェコ共   

和国 

2. 9月19日（木）もう1人のチェコの偉人、トリック映像の巨匠 カレル・ 

ゼーマン 

3. 9月26日（木）置き換えによるスーパー・テクニック ジョージ・パル 

4. 10月3日（木）世界初の人形アニメーション ラディスラフ・スタレビ 

ッチ 

5. 10月10日（木）VFXとしての立体アニメーション ウィリス・オブライ 

エンとレイ・ハリーハウゼン 

6. 10月24日（木）ハリーハウゼンを継ぐ者たち ジム・ダンフォース フ 

ィル・ティペット他 

7. 10月31日（木）そして恐竜たちはなぜ滅んだのか？ ジュラシック・パ 

ーク CGの時代 

8. 11月14日（木）クレイアニメーションの世界＜1＞ 

9. 11月21日（木）クレイアニメーションの世界＜2＞ 

10. 11月28日（木）日本の人形アニメーションの父  持永只仁  

11. 12月5日（木）偉大なるマエストロ 川本喜八郎 

12. 12月12日（木）温かい人形たち 岡本忠成とブジェチスラフ・ポヤール 

13. 12月19日（木）The 森まさあきショー 

14. 12月26日（木）その他の作家達及び作品群、アラカルト 

 

 

【成績評価方法】 

全ての授業への出席を前提とし、毎回コメントペーパーによる提出(70%)を求め、その内容により授業参加度及び理解度を測り(30%)総合的に評価する。   

 

【教科書】 

特になし。 

 

【参考書、教材等】 

授業中に紹介。 

 

※ この授業は、9／12（木）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

56 東京造形大学 室内建築特論 上田 知正 2 後期 火 14 15:10～16:50 東京造形大学 10 

 

 

【到達目標】 

様々な職能があることを知る 

 

【授業の概要】 

「室内建築」という専門領域は、人が身近に関わる生活環境の空間全体やそれを構成する家具や装置を研究・計画するデザインの一領域ですが、この名称と概念は創設

以来続く本学独自の概念であり、他に例がないものです。そのため「室内建築」という専門領域の概念や活動内容を理解してもらい、将来の研究領域選択における参考

として、また社会で活動するときの職業観の育成を目的としてこの科目を設置しています。 

 

【授業内容】 

1. インテリアデザイン史（鈴木 紀慶） 

2. インテリアデザイン史（鈴木 紀慶） 

3. インテリアデザイン史（鈴木 紀慶） 

4. インテリアデザイン史（鈴木 紀慶） 

5. インテリアデザイン史（鈴木 紀慶） 

6. インテリアデザイン史（鈴木 紀慶） 

7. 私の仕事（オフィスデザイン）（地主広明） 

8. 私の仕事（インテリアデザイン）（近藤康夫） 

9. 室内建築の歴史（上田知正＋地主広明） 

10. 私の仕事（商環境デザイン）（栗山茂） 

11. 私の仕事（建築）（上田知正） 

12. 私の仕事（ランドスケープデザイン）（加藤修） 
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13. 私の仕事（木工・家具）（木内明彦＋坂本茂） 14. 私の仕事（舞台美術）（伊藤雅子） 

 

【成績評価方法】 

評価は、レポート等の得点（最大100点）－受講態度減点（最大50点）でおこなう。 

欠席限度を超えた場合、単位の取得はできない。本学は、授業回数の1／3を超えて欠席した場合は単位取得が出来ないという最低規準があるが、本授業の欠席限度は2

回とする。遅刻、中座は不在時間合計100分で欠席1回相当とする。 

考査や成果物等の具体的内容については初回授業で説明する。   

 

【教科書】 

必要に応じて適宜、プリントなどを配付します。事前に室内建築の各指標（家具、インテリア、建築）に関連する図書等を参照しておくと良いでしょう。授業内で各講

師が推薦する図書等はなるべく読むようにしてください。 

 

【参考書、教材等】 

特になし。 

 

※ この授業は、9／10（火）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

57 東京造形大学 オフィスデザイン 地主 広明 2 後期 木 14 9:00～12:30 東京造形大学 5 

 

 

【到達目標】 

・デスクレイアウトにとどまらない高次元なオフィス・プランニングが表現できる。 

・オフィス・プランニングにとどまらない高次元なインテリア・デザインが考察できる。 

・機能的なインテリア・プランニングが表現できる。 

・合理的なインテリア・プランニングが表現できる。 

・社会的見地から考察したインテリア・デザインが表現できる。   

 

【授業の概要】 

かつて、住まう場としての「住宅」、生産の場としての「オフィス」、そして消費する場である「都市」は、空間として明確に差別化されていた。しかし、情報技術の

イノベーションによって、現在では家にいながら働き、消費し、情報を受発信することが可能となった。つまり、都市の中で、空間形式のボーダーレス化が始まってい

るのである。本授業では、その都市の中の形式空間の一角を担うオフィスのデザインを通して、明日の都市の様相を思考し計画する。 

また、具体的なオフィスのデザインは、特定多数の人間が生きる空間を作り出すことでもある。言い換えると、特定の集団のインタラクティブなコミュニケーションを

作り出すことでもある。そのため、人と人との関係や配置、物理的な距離、コミュニケーションを生み出す装置等を思考することになるが、それは、都市プランニング、

住宅プラン、インテリア計画の基礎をなぞることでもある。本授業の主体はオフィスであるが、オフィスデザインを通して、都市や空間、住宅計画の基礎をなぞること

も本授業のもう一方の目的である。 

 

【授業内容】 

1. オリエンテーション〜関連講義 

2. 講義01 

3. 講義02 

4. 講義03 

5. 講義04 

6. 課題A 説明・演習 

7. 課題A 演習 

8. 課題A 演習・提出 

9. 課題A 合評会 

10. 課題B 説明・演習 

11. 課題B 演習 

12. 課題B 演習 

13. 課題B 演習・提出 

14. 課題B 合評会 

 

【成績評価方法】 

授業参加点数(40%)、課題作品点数（60%）を基準に、意欲、積極性、課題の提出状況とその内容等から総合的に評価する。 

ただし、授業回数の1／3を超えて欠席した場合は単位を取得できない。  

 

【教科書】 

特になし。 

 

【参考書、教材等】 

必要に応じて参考資料等を授業内で配付する。 

 

※ この授業は、9／12（木）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

58 東京造形大学 ユーザーセンタードデザイン 玉田 俊郎 2 前期 木 14 10:50～12:30 東京造形大学 10 

 

【到達目標】 

ユーザーセンタードデザインは製品デザイン、商品デザイン、サービスデザインにおいて今後基調となる重要なデザインの考え方である、本講義を通してユーザーセン

タードザインへの認識とデザインのアプローチを理解できることを到達目標とする。 

 

【授業の概要】 

デザインの機能や役割は、近年著しく変化し、新たな方法論とシステムの構築が求められている。社会構造と産業構造が変化し、大量生産・大量販売・大量消費を前提

としたシステムとデザインは既に過去のものとなり、デザインはより社会的でユーザーとモノ、サービス、環境を相互に関係づけ、問題解決を図る方法として認識され

るようになった。いわゆるユーザーセンタードデザイン（人間中心の設計とデザインの考え方）の流れが加速している。その具体的な表れとしてユニバーサルデザイン

がある。本授業ではユニバーサルデザインの背景や理論、方法論を理解し、新たなデザインの視座を持つことを目的とする。 
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【授業内容】 

1. オリエンテーション、ユニバーサルデザインの背景を考える、現代の時

代状況 

2. ユニバーサルデザインの事例を通して 

3. ユニバーサルデザインの事例を通して 

4. ユニバーサルデザインの体験と評価：デザインの問題とは 

5. ユニバーサルデザインの体験と評価：デザインの問題とは 

6. まとめ：ユニバーサルデザインの視座 

7. ユニバーサルデザインの方法と展開 

8. ユニバーサルデザインの方法と展開 

9. ワークショップ：ユニバーサルデザインの実践 

10. ワークショップ：ユニバーサルデザインの実践 

11. ユニバーサルデザインのまとめ 

12. ユニバーサルデザインのまとめ 

13. ユニバーサルデザインの提案発表 

14. ユニバーサルデザインの提案発表 

 

【成績評価方法】 

出席状況（40%）、授業に対する積極性（20%）、提出物の内容（40%）で評価する。 

欠席が授業回数の1／3以上の場合は評価の対象にならない。 

 

【教科書】 

使用しない。（適宜授業時にプリントを配布する） 

 

【参考書、教材等】 

授業内で適宜紹介する。 

 

※ この授業は、4／18（木）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

59 東京造形大学 インダストリアルデザインA 
玉田 俊郎 

酒井 俊彦 
2 前期 金 14 9:00～10:40 東京造形大学 10 

 

【到達目標】 

インダストリアルデザインの歴史的な流れとその考え方、現在のインダストリアルデザインの具体的なプロセスとアプローチを理解すること。 

 

【授業の概要】 

インダストリアルデザイン（以下ID）AおよびBは、「IDとは何か」を考察するための概論である。 

Aでは歴史からIDの思考と造形技術を学び，さらに目標を達成するためのデザイン方法論に関する概略を修得する。 

BではIDの専門領域を技術論的側面から概観する。著しい素材開発の現状とそれらの活用事例および製品デザインにおける形態操作についての基本を修得する。  

 

【授業内容】 

1. ガイダンス 

2. 20世紀のデザイン潮流 

3. 産業と芸術：アーツアンドクラフト運動、トーネット 

4. モダンデザインの成立：ドイツ工作連盟、バウハウス、建築の国際様式 

5. アメリカのID黎明期：量産とデザイン、スタイリング 

6. 機能を基本としたデザインの実践：ブラウン社のデザインポリシー 

7. 機能主義の形態操作から象徴性へ：製品意味論、フィリップス社のデザ

イン実験 

8. アーチャーとジョーンズ：現代のデザイン理論につながるイギリスのデ

ザイン理論 

9. 黎明期から1960年代まで：日本のインダストリアルデザイン史の概略 

10. 60 年代以降：日本におけるモダンデザイン、ポストモダン、プロダクト

セマンティクス、ユニバーサルデザインの実際 

11. 市場調査：お客様アンケートからニューロマーケティングまで 

12. マーケティング：デザインと関係するマーケティング理論の基礎 

13. 新しい潮流：デザイン思考、認知心理学、行動経済学、ジョブ理論、ス

ペキュラティヴ・デザイン 

14. ここ数年の日本と世界のデザイン手法の実際 

 

 

【成績評価方法】 

全ての授業の出席を前提とするが、授業回数の1／3を超えて欠席した場合は、課題提出の資格がない。受講態度（50%）、提出物（50%）を基準に総合的に評価する。  

 

【教科書】 

適宜プリントを配付する。 

 

【参考書、教材等】 

参考書は授業の進行に沿って紹介する。 

 

※ この授業は、4／19（金）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

60 東京造形大学 インダストリアルデザインB 
森田 敏昭 

中林 鉄太郎 
2 後期 金 14 9:00～10:40 東京造形大学 10 

 

【到達目標】 

・IDにおける素材開発の現状や製品開発について説明できる。 

・社会の中でのIDの役割と意味について説明できる。 

 

【授業の概要】 

インダストリアルデザイン（以下ID）AおよびBは、「IDとは何か」を考察するための概論である。Aでは歴史からIDの思考と造形技術を学び、さらに目標を達成する

ためのデザイン方法論に関する概略を修得する。BではIDの専門領域を技術論的側面から概観する。著しい素材開発の現状とそれらの活用事例および製品デザインにお

ける形態操作についての基本を修得する。 
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【授業内容】 

1. 概要説明・はじめに 

2. 日本の歴史から「ID」とは何かを考える。 

3. 素材と加工技術とデザインの関係について 

4. 商品企画と製品開発の実例紹介 01 

5. 商品企画と製品開発の実例紹介 02 

6. 商品企画と製品開発の実例紹介 03 

7. まとめ 

8. インダストリアルデザインにおける形態の役割について考える。 

9. 社会とのかかわりの中で形の文化的意味について考える。 

10. 人とのかかわりの中で形の機能的意味について考える。 

11. 社会の価値観の変化とともに移り変わる美意識について考える。 

12. インダストリアルデザインの社会的役割について 

13. これからの社会とインダストリアルデザイン 

14. まとめ 

 

【成績評価方法】 

全ての授業の出席を前提とするが、授業回数の1／3を超えて欠席した場合は、課題提出の資格がない。受講態度（50%）、提出物（50%）を基準に総合的に評価する。  

 

【教科書】 

テキストは授業中に必要に応じて配布する。 

 

【参考書、教材等】 

参考書は授業中に紹介する。 

 

※ この授業は、9／6（金）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

61 東京純心大学 キッズ・イングリッシュ 尾関 はゆみ 2 前期 木 15 16:20～17:50 東京純心大学 5 

  

【到達目標】 

・幼児・児童を対象に英語遊びや外国語活動を行う際に必要な基本的英語表現を身に付け、運用できる。 

・指導者が使用することば、姿勢や態度がこどもに与える影響について理解し、実践に生かすことができる。 

・相手の立場や状況を考慮し、ことばを選択してコミュニケーションをはかろうとすることができる。 

 

【授業の概要】 

本講座は、幼児の英語遊びや小学校での外国語科・外国語活動を行う際に必要な英語運用力の基礎を学ぶ講座である。 
児童英語教育において、指導者が使用する英語やコミュニケーションをとる際の姿勢・態度は、母語同様こどもたちに大きな影響を与える。本講座では、教室での指示・

指導を行うための Classroom English を中心に、こどもたちの自己尊重感や自立した行動につながる英語のことばかけについても取り上げる。また、ALT（Assistant 
Language Teacher）とのコミュニケーションに必要な基本的英語表現についても学ぶ。 
 

【授業内容】 

1. こどもにとっての英語によるコミュニケーションとは―指導者の姿勢と

Teacher Talkの重要性 

2. Lesson 1 Warm up/ Closing Remarks 

3. Lesson 2 Classroom Commands・小テスト1（Lesson 1） 

4. Lesson 7 Total Physical Response・小テスト2（Lesson 2） 

5. Lesson 3 Performance Activities・小テスト3（Lesson 7） 

6. Lesson 5 Games – Sugoroku/ Bingo・小テスト4（Lesson 3） 

7. Lesson 6 Games - Cards 

8. Lesson 8 Coloring/ Drawing/ Making・小テスト6（Lesson 6） 

9. Lesson 4 Interaction with ALT・小テスト7（Lesson 8） 

10. 幼稚園または保育所での英語遊び実践に向けた準備１（レッスンプランの

作成） 

11. 幼稚園または保育所での英語遊び実践に向けた準備２（教材教具の作成） 

12. 幼稚園または保育所での英語遊び実践に向けた準備３（リハーサル） 

13. 幼稚園または保育所での英語遊び実践１ 

14. 幼稚園または保育所での英語遊び実践２ 

15. まとめ・小テスト8（Lesson 4） 

16. 期末試験（パフォーマンステスト） 

 

【成績評価方法】 

・授業参加（幼稚園または保育所での実践に向けた準備・練習・リハーサルの際の参加度を含む）（30％） 

・小テスト（20％） 

・幼稚園または保育所での実践当日のパフォーマンス（20％） 

・定期試験（30％） 

 

【教科書】 

カレイラ松崎順子 (2009)『Bright and Early 子どもに英語を教えるための教室英語』南雲堂. 

 

【参考書、教材等】 

Marcia Fisk Ong and Vinodini Murugesan (2007), "Teaching English to Young Learners", Compass Publishing. 

Mary Slattery and Jane Willis (2003)『子ども英語指導ハンドブック English for Primary Teachers』オックスフォード大学出版局・旺文社. 

 

※ この授業は、4／11（木）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

62 東京純心大学 保育英語検定 尾関 はゆみ 2 前期 火 15 16:20～17:50 東京純心大学 5 

 

【到達目標】 

目標級の検定試験合格を目指し学習することを通して、自己の英語力を向上させる。 

 

【授業の概要】 

本講座は、社団法人保育英語検定協会の実施する「保育英語検定」試験の対策講座である。試験内容の理解と試験問題に取り組むことが講座の中心となる。受講生は毎

回の予習・復習を計画的に行うことが求められる。目標級を基本は3級とするが、受講生の状況に応じて変更する場合がある。 
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【授業内容】 

1．保育英語検定とは、目標級の確認 

2．保育英語検定テキスト 1章 

3．保育英語検定テキスト 2章 

4．保育英語検定テキスト 3章、小テスト 

5．保育英語検定テキスト 4章 

6．保育英語検定テキスト 5章 

7．保育英語検定テキスト 6章、小テスト 

8．保育英語検定テキスト 7章 

9．保育英語検定テキスト 8章 

10．保育英語検定テキスト 9章、小テスト 

11．保育英語検定テキスト 文法編① 

12．保育英語検定テキスト 文法編② 

13．保育英語検定ワークブック1、小テスト 

14．保育英語検定ワークブック２ 

15．保育英語検定ワークブック３ 

16．期末テスト 

 

【評価方法】 

授業参加 20％、小テスト30％、期末テスト50％ 

 

【教科書】 

保育英語検定テキスト（1級～5級）、保育英語ワークブック（1級～5級） 

 

※ 本講座は目標級を基本は 3級とするが、受講生の状況に応じて変更する場合がある。そのため、テキスト・ワークブックの事前購入はせず、第 1回の授業で目標級確

認後、2回目の授業までに指定の級のテキスト及びワークブックを各自購入すること。 

 

※ この授業は、4／9（火）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

63 東京純心大学 臨床心理学 根本 葉子 2 前期 火 15 13:00～14:30 東京純心大学 5 

 

【到達目標】 

・自己理解と他者理解の相互性を理解することができる。 

・自分の性格傾向を知ることができる。 

・人間理解のために、神経症や精神疾患について、出来るだけ正確な情報を得るよう努めることができる。 

・こころの構造やカウンセリング、心理療法の基礎について説明できる。 

・社会の中でカウンセリングがどのように活かされているかを考えることができる。 

 

【授業の概要】 

臨床心理学派、精神疾患や神経症はの対応というばかりではなく、こころの健康やよりよく生きるための手掛かりともなるものである。こころの働きへの視野を広げ、

自己理解を深めると共に他者理解へと繋がるように、パーソナリティ理解を深めていく。 

また、臨床心理学的観点から、カウンセリングや心理相談への理解を深める。 

 

【授業内容】 

1．オリエンテーション：本講の概要の紹介。到達目標についての説明等。 

2．臨床心理学とは：臨床の意味について考える。歴史と意義について理解する。 

3．表現と適応：人間理解のための２つの方法、パーソナリティ理解に重要なこ 

とは何かを考える。 

4．パーソナリティ理解（1）：クレッチマーの三気質を手掛かりとして自己理解

を深める。パトグラフィ研究も参考とする。 

5．パーソナリティ理解（2）：クレッチマーの三気質を手掛かりとして自己理解

を深める。パトグラフィ研究も参考とする。 

6．パーソナリティ理解（3）：ユングの内向・外向と4つの心理機能から自己理

解を深める。自己理解と他者理解の相互性。自己信頼と他者との関係性につ

いて。 

7．パーソナリティ理解（4）：ユングの内向・外向と4つの心理機能から自己理

解を深める。自己理解と他者理解の相互性。自己信頼と他者との関係性につ

いて。 

8．心理療法とカウンセリングの基礎概念（1）：定義と基本姿勢 

9．心理療法とカウンセリングの基礎概念（2）：基本姿勢と主な技法・考え方 

10．社会とカウンセリング（1）：社会の中での活用。病気と災害をめぐって。 

11．社会とカウンセリング（2）：社会の中での活用。より良く生きる手掛かり。 

12．疾病分類（1）：神経症、精神疾患の理解を深める。 

13．疾病分類（2）：神経症、精神疾患の理解を深める。 

14．疾病分類（3）：精神疾患における人間学的理解 

15．まとめ：人間理解の手掛かりを求めて 

 

【成績評価方法】 

授業時の参加、意見交換等への取り組み：50％、2回の小レポート50％ の総合評価による。レポート提出は3週間程度。授業時に受け取る。 

遅延の場合は研究室に持参すること。用紙・形式自由。1200字程度。 

 

【教科書】 

使用しない。 
 

【参考書】 

河合隼雄『ユング心理学入門』（培風館） 
森谷寛之他編著『はじめての臨床心理学』（北樹出版）他、授業時に適宜紹介する。 

 
※ この授業は、4／9（火）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

64 東京純心大学 Reading & Writing 高橋 千佳子 2 通期 火 30 
前期 10:40～12:10 

後期 9:00～10:30 
東京純心大学 5 

 

【到達目標】 

1. きちんとした英文が書けるようになる。 

2. 課題として毎回英文を書くため、ライテイングへの抵抗感が無くなる。 

3. モデルとなるエッセイを読み、英文資料も読むことから、英語読解力がつく。 
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【授業の概要】 

この授業では、「きちんとした英文が書けるようになる」を目標に基礎的な英語構文の積み上げからエッセイライテイングへと展開してゆく。まず、モデルとなるエッセ

イを読み、語彙や構文を確認した上で１文ずつのセンテンス・ライテイングを行い、課題として毎回、英文エッセイを書いて提出する。エッセイの題材をインターネッ

トや書籍などから調べ、自分の言葉で表現する。授業では、予習として読んだモデルエッセイの内容を確認し、内容に関するデイスカッションを行う。毎回、英文法の

ポイントを復習しながら、モデルエッセイに関連した英文を１文単位で書き、エッセイに発展してゆく。語彙や文法は中学校レベルから復習するので、英語に苦手意識

のある学生でも楽しく受講できる。 

 

【授業内容】 

1．イントロダクション （授業の進め方）、英文読解とライテイングの基本英文読

解とライテイングの基本 

2．Unit 1  Overcoming Disasters災害時に見せた日本人の気質 

3．Unit 2 Going Digital 紙の書籍の行く末は 

4．Unit 3 Judging Others 裁判員制度―判断することの責任 

5．Unit 4 Ping-pong Hero 荻村伊智朗の卓球スポーツ外交 

6．Unit 1～4までの復習テスト 

7．Unit 5 Marry Me, Robot ロボット無しじゃ生きられない！ 

8．Unit 6 Remember Not to Forget! 記憶力は大丈夫？  

9. Unit 7 Alienated on Earth 現代社会と人々の繋がり 

10. Unit 8 Daylight Savings 昼の明るさをもう１時間 

11. Unit 5～8 までの復習テスト 

12. Unit 9 Society Service 社会貢献の新しい形 

13. Unit 10 The First Lady 「ファーストレデイ」の挑戦 

14. Unit 11 Homesick for Earth どこで暮らしても懐かしきは故郷 

15. Unit 12 ‘Anime’ is English! 「アニメ」が‘Anime’になるまで 

16．前期定期試験 

17. 前期定期試験の返却・解説 

18．Unit 13 Money & Taxes 税金の集め方・使い方 

19. Unit 14 Individual Appeal 磨くべきは見た目？ 

20．Unit 15 Exercise against Stress! ストレスに負けない身体づくり 

21. Unit 16 Social Networking 実社会の友達・オンラインの友達 

22．Unit 13～16 の小テスト 

23．Unit 17 Bob and Annie 人を型にはめないで 

24．Unit 18 Paying with Plastic プラスチックで払います 

25．Unit 19 CCTV 防犯カメラ稼働中 

26. Unit 20 Galapagos Syndrome 日本の携帯よ、世界標準を目指せ 

27. Unit 17～20 の小テスト 

28. Unit 21 Finding and Finishing Employment 働く世代の始まりと終わり 

29. Unit 22 Censorship 情報のコントロール 

30. Unit 23 Impatience! 人生は長い、のんびり行こう 

31. Unit 24 An Important Patient 地球の声に耳を傾けて 

32. 後期定期試験 

 

【評価方法】 

課題提出：40％、 小テスト：20％、 定期試験：40％ 

1. 英文課題の提出を「課題提出」として評価する。評価の内訳は、文法力、構成力、発想力を基準として正確さと内容の総合評価とする。なお遅れて提出した場合も

受け取るが8割の評価となる。 

2. 小テストはテキストから文法と語彙を中心に出題する。 

3. 定期試験はペーパーテストでリスニングは無い。文法・語彙・表現を中心にテキストから出題する。筆記用具以外の持込みは認めない。 

 

【教科書】 

Writing Points!  Takaichi Okuda、Anthony Allan著  KINSEIDO出版 

 

※ この授業は、4／9（火）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

65 杏林大学 中国文学史Ⅰ 詹 満江 2 前期 火 15 13:00～14:30 
杏林大学 

井の頭キャンパス 
1～2 

 

【到達目標】 

有史以来唐代までの中国文学の概要を時系列に沿って知る。 

 

【授業の概要】 

中国の歴史は長いので、その文学史となると、膨大です。この講座では、膨大な中国文学の簡単な見取り図のような情報を提供します。基本的なことさえわかっていれ

ば、あとは興味の赴くまま、広大な中国文学の山河を迷わずに逍遥できるでしょう。 

 

【授業内容】 

第1回：導入  授業の進め方を説明するとともに、中国についての基礎知識

を確認する。 

第2回：序論―中国文学の性質 

    ヨーロッパとほぼ同じ広さの国土でありながら、ヨーロッパのように

国が分かれず、一つの国として共通の文化・文学を形成できたのは「漢

字」があったから。第3回：詩経』―中国最古の詩集 

    中国古典詩の原点である『詩経』の精神とは、「思い邪無し」。 

第4回：楚辞―南方の歌謡 

    北方とは異なった文化圏。巫系文学の風土が生んだ独特の文学。 

第5回：諸子百家―春秋戦国時代の遊説家たち 

    下剋上の時代に活躍した遊説家たちの様々な思想は、後の儒教と道教

（と外来の仏教）という大きな流れとなる。 

第6回：司馬遷の『史記』―紀伝体の始まり 

    歴史を重んじた中国では、歴史の記録は命がけの大事業であった。 

第7回：竹林の七賢 

    部下が上司に取って代わるという険悪な時代、世俗を遁れて生きた七

人の賢者がいた。 

第8回：田園詩人―陶淵明 

    弱小貴族の出であった隠逸の詩人は、素朴な田園の美しさを詠った。 

第9回：山水詩人―謝霊運 

    一流貴族の出であった謝霊運は、財力に物を言わせ、山林を切り開い

て遊んだ。 

第10回：初唐の四傑 

    唐の初め、まだ唐らしい文学が芽生えていなかったときの四人の傑物。 

第11回：詩仙―李白 

    「天馬空を行く」と評された天才詩人は異邦人だった。 

第12回：詩聖―杜甫 

    どこまでも儒教の精神を貫き通した壮絶な一生は人々の胸を打つ。 

第13回：詩魔―白楽天 

    「長恨歌」「琵琶行」など、その浪漫的な詩は日本にも影響を与えた。 

第14回：恋愛詩人―李商隠 

    唐の晩期、夢とも現（うつつ）とも分かたぬ恋の儚さを詠じた。 

第15回：総まとめ 

 

    

【成績評価方法】 

毎回の課題の提出（60％）と期末レポート（40％）。 
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【教科書】 

松原 朗他著『教養のための中国古典文学史』研文出版2009年 

 

【参考書、教材等】 

なし 

 

※ この授業は、4／9（火）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

66 杏林大学 中国文学史Ⅱ 詹 満江 2 後期 火 15 13:00～14:30 
杏林大学キャンパス

井の頭キャンパス 
1～2 

 

【到達目標】 

宋代から清朝末までの中国文学の概要を時系列に沿って知る。 

 

【授業の概要】 

中国の歴史は長いので、その文学史となると、膨大です。この講座では、膨大な中国文学の簡単な見取り図のような情報を提供します。基本的なことさえわかっていれ

ば、あとは興味の赴くまま、広大な中国文学の山河を迷わずに逍遥できるでしょう。 

 

【授業内容】 

第1回：導入 

   授業の進め方を説明するとともに、中国についての基礎知識を確認する。 

第2回：梅妻鶴子―林逋（りんぽ） 

  中国における職業詩人の草分け的存在だったこの詩人の生活と詩を学

ぶ。 

第3回：マルチの文人―欧陽修 

 経・史・子・集の四部分類全てに業績があった多才な詩人の生き方を学

ぶ。 

第4回：司馬光と王安石 

  旧法党の司馬光と新法党の王安石、二人の巨人の業績を比較しつつ学ぶ。 

第5回：北宋を代表する文人―蘇軾 

  たびたび左遷され、しまいには海南島にまで流されても、この詩人から

明るさが消えることはなかった。 

第6回：南宋の愛国詩人―陸游 

  我が母から、最初の妻を離縁させられるが、生涯にわたってその愛情は

続いた。 

第7回：新しい儒学―朱子学 

  朱熹が始めた朱子学は、遠く日本の江戸時代にまで影響を及ぼした。 

第8回：『三体詩』―唐詩の選集の普及 

  日本にまで普及し、室町時代の和刻本が今日まで伝わっている。 

第9回：金の遺民―元好問 

  金王朝が元（モンゴル）に滅ぼされても、金に対する忠誠心は揺るがな

かった。 

第10回：国際人―耶律楚材 

 契丹人でありながら、女真人の金や蒙古人の元に仕えた国際人の生涯。 

第11回：明初の詩人―高啓 

  自由に憧れつつも過酷な運命に翻弄された高潔な魂の軌跡を学ぶ。 

第12回：『三国志演義』 

  白話小説の白眉が成立する過程を学ぶ。 

第13回：『唐詩選』―古文辞派の決定版 

  中国で滅び、日本でベストセラーになった詩集の運命を辿る。 

第14回：明末清初の詩人―王漁洋 

  漢族でありながら、満州族の清王朝に仕える詩人の典故が鏤められた複

雑な心境の作を読む。 

第15回：総まとめ 

  授業に関する意見交換、期末レポート提出。  

【成績評価方法】 

毎回の課題の提出（60％）と期末レポート（40％）。 

 

【教科書】 

松原 朗他著『教養のための中国古典文学史』研文出版2009年 

 

【参考書、教材等】 

なし 

 

※ この授業は、9／24（火）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

67 杏林大学 サービス文化論 宇佐美 貴浩 2 前期 火 15 13:00～14:30 
杏林大学 

井の頭キャンパス 
1～2 

 

【到達目標】 

世界の食に関し、法律を含む学問として、伝統的な文化として、そして、実技実践として役立つ実学としての知識を習得し、現在の食の現状について認識すると同時に、

将来の食のあり方につき考えることを目標とする。 

 

【授業の概要】 

 観光および文化交流の分野において必要とされる食文化の基本知識の習得と、日本そして世界の抱える食に関する問題点についての考えを深化させる。 

具体的には、ワイン・チーズに関する基礎知識、食の安全と健康、産地偽装等に関する食の法律、地産地消・スローフード等の運動の意義につき学び考える。 

 

【授業内容】 

第1回 ガイダンス 

観光および文化交流の分野において必要とされる食文化の基本知識と、

日本そして世界の抱える食に関する問題点について理解を深める。 

第2回 ワイン概論① 

世界のワイン生産量および消費量、ワインに関する資格、ワインの基

礎知識について理解する。 

第3回 ワイン概論② 

ワインの特性やワインが健康に与える影響について理解する。 

第4回 ワイン概論③ 

世界のワインの現状、世界のワイン産地、およびワイン産地の広がり

について理解する。 

第5回 ワイン概論④ 

ブドウの栽培、醸造、およびワインのサービスについて理解する。 

第6回 チーズ概論① 

チーズの生産量・消費量、チーズの原料・製造、およびチーズのサー

ビスについて理解する。 
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第7回 食に関する様々な運動について①(スローフード) 

スローフードの理念、絶滅危惧食品の保護について理解する。 

第8回 食に関する様々な運動について②(スローフード) 

スローフード協会の活動につき理解を深め、今後の課題につき考察す

る。 

第9回 食に関する様々な運動について③(地産地消) 

地産地消に取り組む、生産者、飲食業経営者、スローフード協会員の

活動概要を理解し、その持続可能性や必要性につき考察する。 

第10回 食に関する原産地保護の法律について 

産地偽装についての日本および世界の法律について理解し、そのため

に必要とされるトレーサビリティ等の品質保証システムにつき検証す

る。 

第11回 食資源の持続可能性について 

水産資源を例にとり、資源の持続可能性について理解し、その取り組

みを検証する。 

第12回 まとめ 

これまで11回の授業にて学んだことを確認する。 

第13回 食のサステイナビリティとブランド化 

食に関する持続可能な取り組みにつき理解し、そのブランド化につい

て検証する。 

第14回 実習②(チーズティステイング講習) 

チーズの起源や健康への影響について理解し、実食を通してその味覚

の違いを体感する。 

第15回 ヨーロッパ食紀行 

イタリアを中心にヨーロッパの食文化の歴史を紐解き、その地域にそ

の料理が生まれた理由について理解する。 

【成績評価方法】 

平常点(30%)|レポート(20%)|テスト(50％) 

 

【教科書】 

講義内で適宜資料を配布する。 

 

【参考書、教材等】 

講義内で適宜紹介する。 

 

※ この授業は、4／9（火）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

68 杏林大学 異文化コミュニケーション 坂本 ロビン 2 前期 火 15 16:20～17:50 
杏林大学 

井の頭キャンパス 
1～2 

 

【到達目標】 

This course will provide students with the necessary tools to become adept in intercultural communication within the classroom and in our global society. 

 

【授業の概要】 

This course will focus on Intercultural Communication from the formation of the field to the present day. The work of various scholars and their theoretical 

contributions will be introduced through class activities that will illustrate to the students the importance of being able to communicate cross-culturally. 

The class will be conducted entirely in English and students are expected to participate actively in class.  

 

【授業内容】 

第1回 Intercultural Communication―What is it and why do we need to study 

it? 

第2回 Iceberg Model of Culture―Big “C” little “c” culture/Cultural 

self-awareness/other culture Awareness 

第3回 Distinguishing Between Generalizations and Sterotypes 

第4回 Sapir-Whorf Hypothesis―How we use language to say who we are 

第5回 E. T. Hall―The Silent Language and the Importance of Nonverbal 

Communication 

第6回 Finding Diversity in a Multicultural Japan 

第7回 The D.I.E. Approach to Value Differences  

(Description/Interpretation/Evaluation) 

第8回 Communication Styles and Their Importance to Cultural Awareness 

第9回 High and Low Context Cultures and Communication Styles 

第10回 Cultural Values as Expressed through Language 

第11回 Hofstede’s Framework for Assessing Culture 

第12回 Barna’s Stumbling Blocks in Intercultural Communication 

第13回 Barnlund’s formula for interpersonal understanding 

第14回 Ting-Toomey’s Theory of Face Negotiation 

第15回 Bennett’s Development of Intercultural Sensitivity Theory 

 

 

 

Students will be given feedback in class during activities to foster cross-cultural awareness. Written feedback will be given on all assignments throughout 

the semester. 

 

【成績評価方法】 

The final grade for the student will be based on the following:|Weekly Assignments (30%) Group Discussion Activities (30%) Final Exam (40%) 

 

【教科書】 

All materials will be provided by the instructor. 

 

【参考書、教材等】 

なし 

 

※ この授業は、4／4（木）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

69 杏林大学 ことばと社会 玉村 禎郎 2 前期 金 15 16:20～17:50 
杏林大学 

井の頭キャンパス 
1～2 

 

【到達目標】 

ことばと社会に関する基本事項について理解する。 
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【授業の概要】 

 ことばと社会の関係について考える。 

 

【授業内容】 

第1回 はじめに 

  内容 ことばの社会性 

第2回 ことばと現代社会 

 内容 現代社会におけることばに関わる諸問題 

第3回 性とことば 

 内容 ことばから見た性 

第4回 年齢とことば 

 内容 幼児語 若者語 老人語など 

第5回 専門語（１） 

 内容 その種々相 

第6回 専門語（２） 

 内容 その特徴 

第7回 専門語（３） 

 内容 その問題点 

第8回 方言 

 内容 方言の諸相 

第9回 標準語・共通語 

 内容 国語政策の展開 

第10回 国語教育（１） 

 内容 目的と内容 

第11回 国語教育（２） 

 内容 国語力の養成 

第12回 国語教育（３） 

 内容 現状と課題 

第13回 世相とことば（１） 

 内容 世相を表すことば 

第14回 世相とことば（２） 

内容 ことばと文化 

第15回  まとめ 

 内容 総括 

 

 

【成績評価方法】 

試験(またはレポート）40％、小テスト・小レポートの合計30％、教室内活動30%の総合評価  

 

【教科書】 

教室で指示します。 

 

【参考書、教材等】 

菊地康人編（2003）『敬語』（北原保雄監修『朝倉日本語講座８』朝倉書店） 

金田一春彦著（1975）『日本人の言語表現』講談社 

國廣哲彌著（1977）「日本人の言語行動と非言語行動」（『岩波講座日本語２ 言語生活』） 

佐藤喜代治編（1972）『文体史・言語生活史』大修館書店  

高田博行, 渋谷勝己, 家入葉子編著（2015）『歴史社会言語学入門』大修館書店 

田近洵一, 井上尚美, 中村和弘編（2018）『国語教育指導用語辞典』教育出版 

芳賀綏（1976）『社会の中の日本語』大修館書店 

室山敏昭著（1998）『生活語彙の構造と地域文化』和泉書院 

その他、教室で指示します。 

 

※ この授業は、4／5（金）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

70 杏林大学 会社法Ⅰ（ガバナンス） 伊藤 敦司 2 前期 月 15 9:00～10:30 
杏林大学 

井の頭キャンパス 
1～2 

 

【到達目標】 

現代社会において重要な機能を有する株式会社をはじめとする会社制度の概要とその課題を認識すると同時に、関連科目の基礎を提示したい。 

 

学位授与の方針との関連：この科目は総合政策学部が学位授与の方針において定めている卒業時点まで獲得すべき能力のうち、(4)ビジネス・ベーシック・スキルと(6)

学際性の軸となる専門的な知識を養うことを目的としている。  

 

【授業の概要】 

この講義では、現代社会において重要な役割を担う会社、特に株式会社に関する法制度を解説する。 

現代社会において、会社とりわけ株式会社と無縁な生活は考えられない。将来いかなる方面に進もうとも、株式会社および株式会社に関する法制度の理解は不可欠であ

る。ところが、日々変化する社会情勢を反映して、株式会社法は頻繁に改正されてきており、既存の制度の見直しや新たな制度の創設が多数なされ、その重要性にもか

かわらず、わかりにくい法分野となっている。しかも、2007 年５月から施行された会社法は、多くの問題を背景に大改正がなされ、新たな問題も指摘されている。 

そこで、会社法Ⅰでは、まず企業形態における株式会社の位置付け・特色を明らかにしたうえで、株式会社に対する法規制の基本的な仕組みを理解してもらうための解

説を行う。そのうえで、機関構造、設立、各種会社について、近時の法改正や将来的な課題をふまえながら、具体的な解説を行う。実務界の事例にも論及しながら、身

近なわかりやすい講義としたい。毎回、授業終了時に確認のための簡単なレポートを作成してもらい、履修者の理解度を確認しながら、授業を進行する。     

 

【授業内容】 

第 1回：イントロダクション：会社の現代社会における機能を概観し、各種企

業形態における会社の位置付けを明らかにする。〔講義・質疑応答〕 

第 2回：会社法総論：会社の意義を明らかにしたのち、会社法の規定する四種

会社の概観し、そこから導かれる法規制の特色を考察する。〔講義・質

疑応答〕 

第 3回：株式会社法総論：株式会社の基本的特質を、合名会社と対比しながら

明らかにし、そこから導かれる法規制を考察する。〔講義・質疑応答〕 

第 4回：株式会社の機関構造①総論：所有と経営の分離を背景に、基本的な機

関構造を学ぶとともに、会社法の機関構成の柔軟化とその制限を考察

する。〔講義・質疑応答〕 

第 5回：株式会社の機関構造②株主総会：株主総会の意義機能を明らかにした

のち、株主の議決権保障に向けた会社法の規制を考察する。〔講義・質

疑応答〕 

第 6回：株式会社の機関構造③取締役：経営を委託された取締役に課される義

務・責任、それをめぐる論点を考察する。〔講義・質疑応答〕 

第 7回：株式会社の機関構造④取締役会：取締役会の意義・機能を背景に、株

主総会との比較をふまえながら、その規制を考察する。〔講義・質疑応

答〕 

第8回：株式会社の機関構造⑤代表取締役：代表取締役の意義・機能を背景に、

権限濫用行為や専断的行為等の論点を考察する。〔講義・質疑応答・小

テスト〕 

第 9回：株式会社の機関構造⑥会計参与・監査役・会計監査人：会計参与・監

査役・会計監査人の意義・機能を背景に、それぞれの比較や関係を考

察する。〔講義・質疑応答〕 

第10回：株式会社の機関構造⑦指名委員会等設置会社：指名委員会等設置会社

の意義・機能を背景に、コーポレート・ガバナンスにおける位置付け
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を考察する。〔講義・質疑応答〕 

第 11回：株式会社の機関構造⑧監査等委員会設置会社：平成 26年改正により

創設された監査等委員会設置会社の意義・機能を背景に、コーポレー

ト・ガバナンスにおける位置付けを考察する。〔講義・質疑応答〕 

第12回：株式会社の機関構造⑨まとめ：近時のコーポレート・ガバナンス強化

の流れのなか、会社法の規制の問題点や課題を考察する。〔講義・質疑

応答〕 

第13回：株式会社の設立：株式会社の設立規制の概要及び特色を、株式会社の

特色と結び付けながら考察する。〔講義・質疑応答〕 

第14回：各種会社：株式会社の学習を前提に、対極にある合名会社や、同じく

有限責任社員によって考察される合同会社の特色や法規制を考察する。

〔講義・質疑応答・小テスト〕  

第 15回：全体のまとめ ：コーポレート・ガバナンスに向けた会社法の規制や

その他の規制を概観し、その課題を考察する。〔講義・質疑応答〕 

 

＊ 時事的な問題を取り上げるため、若干変更することもあります。 

＊ 課題に対するフィードバックの方法：毎回授業の始めに前回の課題についてのフィードバックを行う。   

 

【成績評価方法】 

確認テスト40％、平常点（小レポート、授業参加の姿勢等）60％により総合的に評価する。 

詳細については、第１回目の授業の際に説明する。  

 

【教科書】 

特に指定しない。必要に応じて資料を配布する。  

 

【参考書、教材等】 

江頭憲治郎『株式会社法』有斐閣、森田章『企業法入門』有斐閣、その他、講義において、適宜指摘する。   

 

※ この授業は、4／8（月）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

71 杏林大学 国際経済学Ａ（貿易） 小野田 欣也 2 前期 火 15 10:40～12:10 
杏林大学 

井の頭キャンパス 
1～2 

 

【到達目標】 

本講義では国際貿易に関する基礎知識の習得と、現代の貿易問題を論理的に解明できる能力の獲得を目的とする。 

 

学位授与の方針との関連：この科目は総合政策学部が学位授与の方針において定めている卒業時点までに獲得すべき能力のうち、(2)幅広い教養、（6）学際性の軸となる

専門的な知識を養うことを目的としている。  

 

【授業の概要】 

本講義は総論と各論から構成される。まず総論で国際貿易の理論、実証、政策を概説する。続いて各論で、経済摩擦と国際貿易体制を考察する。貿易構造は産業構造を

基盤とし、また、貿易政策はマクロ経済政策と不可分の関係にある。それ故、国際貿易を直接対象としつつも、講義領域は日本貿易から世界経済にまで広範に及ぶ。 

 

【授業内容】 

以下の予定は、国際経済情勢の変化や講義の進行程度により変更がある。 

第 1回：講義予定、授業方針、国際貿易入門：毎回の講義予定や成績評価の方

法、および講義の対象領域や国際経済の学問分類について説明する。

［講義・質疑応答］  

第 2回：総論（１）国際貿易の理論（１）：比較優位の理論を学ぶ。［講義・質

疑応答］  

第3回：総論（２）国際貿易の理論（２）：ヘクシャーオリーンサミュエルソン

モデルの理論構造を学ぶ。［講義・質疑応答］ 

第4回：総論（３）国際貿易の理論（３）：先進国貿易の理論について学ぶ。［講

義・質疑応答］ 

第5回：総論（４）国際貿易の実証：第2次大戦後の 国際貿易の発展に関し、

数量的視点を学ぶ。［講義・質疑応答］ 

第6回：経済摩擦（１）：経済摩擦の変遷について学ぶ。［講義・質疑応答］  

第7回：経済摩擦（２）：経済摩擦の変遷について学ぶ。［講義・質疑応答］ 

第8回：小まとめ1、小テスト1：これまでの講義に関し小テストを実施し、問

題の解説を行う。［講義・小テスト］ 

第 9 回：国際貿易体制（１）：第２次大戦後の国際貿易体制のうち、GATT 時代

のルールと交渉について学ぶ。［講義・質疑応答］  

第 10回：国際貿易体制（２）：ウルグアイ・ラウンドとＷＴＯの成立について

学ぶ。［講義・質疑応答］  

第 11回：国際貿易体制（３）：ウルグアイ・ラウンドにおける成果（ＷＴＯの

成立を除く）について学ぶ。［講義・質疑応答］  

第12回：国際貿易体制（４）：ＷＴＯ時代の国際貿易における問題を学ぶ。［講

義・質疑応答］   

第13回：国際貿易体制（５）：ＷＴＯ時代の国際貿易交渉を学ぶ。［講義・質疑

応答］ 

第14回：小まとめ、小テスト２：これまでの講義に関し小テストを実施し、問

題の解説を行う。［講義・小テスト］ 

第15回：全体のまとめ：講義全体を再度総覧し、成績評価や定期試験に関して

説明する。［講義・質疑応答］ 

 

＊ 課題に対するフィードバックの方法：毎回授業の始めに前回の課題についてのフィードバックを行う。  

 

【成績評価方法】 

平常点（授業中の小レポート）30％、小テスト 35％×2回、で評価する。授業中の小レポートは基本的に毎回実施し、20行程度の論述の提出をもって確認する。なお、

定期試験や小テストは持ち込み不可で実施する。  

 

【教科書】 

特に教科書は指定しない。  

 

【参考書、教材等】 

講義中に適宜紹介する。   

 

※ この授業は、4／9（火）が初回です。 
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No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

72 杏林大学 外交政策論Ａ 島村 直幸 2 前期 木 15 9:00～10:30 
杏林大学 

井の頭キャンパス 
1～2 

 

【到達目標】 

国際関係の歴史と現実について、関心と理解を深めることを講義の到達目標とする。 

 

学位授与の方針との関連：この科目は総合政策学部が学位授与の方針において定めている終業時点までに獲得すべき能力として、（6）学際性の軸となる専門知識を養う

ことを目的としている。  

 

【授業の概要】 

講義では、国際関係と外交について、主要なテーマを一つずつ取り上げ、歴史と現実に対する理解を深める。 

外交とは、近代以降の主権国家の間で展開されてきた対外政策の術であり、世界政府が存在しない「無政府状態（アナーキー）」の国際社会では、第一義的には「国家の

生存」のために「秩序の安定」を目的としてきた。しかし、現代の外交では、経済や開発、人権、環境といった問題領域や争点の重要性が、たしかに相対的により高ま

ってきた。なぜなら、二度の世界大戦を経験し、核兵器が出現した現代の国際社会では、少なくとも大国間での戦争が勃発する蓋然生が著しく低下し、過去と比較すれ

ば、安全保障や軍事力の重要性が相対的により低下してきたからである。 

また同時に、国際的に相互依存が深化したことにより、戦争はますます起こりにくくなりつつある。国際社会で民主化や制度化がさらに進展していけば、戦争がやはり

起こりにくくなる（はずである）という指摘もある。さらに、国際連合（国連）などの国際機関、多国籍企業、NGO や市民社会など、主権国家以外の行為主体（アクタ

ー）の重要性も、現代の外交ではたしかに無視できない。 

しかし、国際システムが基本的に主権国家からまず構成され、システム原理が「無政府状態」であるという現実が根本から変化したわけではない。たとえば、国連はあ

くまでも主権国家の集まりであり、主権国家よりもより上位の権威、すなわち世界政府ではない。また、ヨーロッパ統合は、たしかに主権国家を乗り越える歴史的な実

験を積み重ねてきたが、深刻な財政危機に直面し、今まさに歴史的な岐路に立たされている。   

 

【授業内容】 

第1回 はじめに：国際関係論の基礎知識について学ぶ。［講義・質疑応答］ 

第2回 国際システム（そのもの）の変化：古代から中世へ、中世から近代へ、

国際システムの変化を学ぶ。［講義・質疑応答］ 

第3回 大国間戦争後?：大国間戦争後の国際秩序はいかに安定するかについて

学ぶ。［講義・質疑応答］ 

第4回 国際連盟から国際連合へ：国連が成立する過程について学ぶ。［講義・

質疑応答］ 

第5回 国連システム：国連の仕組みと役割について学ぶ。［講義・質疑応答］ 

第 6回 国連の国連軍・多国籍軍・平和維持活動（PKO）：国連の軍事的な役割

について学ぶ。［講義・質疑応答］ 

第7回 米ソ冷戦の歴史：米ソ冷戦の歴史を概観する。［講義・質疑応答］ 

第 8 回 緊張緩和（デタント）の歴史：緊張緩和の成立と崩壊について学ぶ。

［講義・質疑応答］ 

第 9 回 軍備管理と軍縮の歴史：軍備管理と軍縮の交渉史について学ぶ。［講

義・質疑応答］ 

第 10回 日本の外交：日本外交をめぐる国際関係について学ぶ。［講義・質疑

応答］ 

第11回 中国をめぐる国際関係：米中関係や日中関係の歴史について学ぶ。［講

義・質疑応答］ 

第12回 朝鮮半島をめぐる国際関係：北朝鮮を中心とした国際関係史について

学ぶ。［講義・質疑応答］ 

第 13 回 東南アジアをめぐる国際関係：ASEAN の仕組みと役割について学ぶ。

［講義・質疑応答］ 

第14回 欧州連合（EU）：EUの仕組みと役割について学ぶ。［講義・質疑応答］ 

第15回 地球環境・人権・難民：地球環境と人権、難民の国際的な取り組みに

ついて学ぶ。［講義・質疑応答］ 

 

以上の内容を予定しているが、実際の講義では変更がありうる。 

 

＊ 課題に対するフィードバックの方法：毎回講義のはじめに前回の課題についてのフィードバックを行う。  

 

【成績評価方法】 

定期試験（70点）と中間レポート（30点）を加算し、総合評価で算出する。中間レポートは、教科書の序章を読み、A4で2枚に要約する。締め切りは5月末まで。 

 

【教科書】 

島村直幸『国際政治の＜変化＞を見る眼』晃洋書房、2019年 

 

【参考書、教材等】 

島村直幸『＜抑制と均衡＞のアメリカ政治外交』ミネルヴァ書房、2018年 

ジョセフ・S・ナイ（田中明彦・村田晃嗣訳）『国際紛争[原書第9版]』有斐閣、2013年 

石井修『国際政治史としての二〇世紀』有信堂、2000年 

佐々木卓也『冷戦』有斐閣、2011年 

滝田賢治、大芝亮、都留康子編『国際関係学—地球社会を理解するために』有信堂、2015年 

村田晃嗣・君塚直隆・石川卓・栗栖薫子・秋山信将『国際政治学をつかむ【新版】』有斐閣、2009年 

野林健・大芝亮・納家政嗣・山田敦・長尾悟『国際政治経済学・入門[第3版]』有斐閣、2007年 

山田高敬・大矢根聡編『グローバル社会の国際関係論』有斐閣、2006年 

高坂正堯『国際政治』中央新書、1966年 

馬田啓一ほか編『国際関係の論点』文眞堂、2015年 

馬田啓一・大川昌利編『現代日本経済の論点』文眞堂、2016年 

馬田啓一ほか編『グローバル経済の論点』文眞堂、2017年 

滝田賢治編『21世紀国際政治の展望』中央大学出版会、2017年 

須藤季夫『国家の対外行動』東京大学出版会、2007年 

篠田英朗『国際社会の秩序』東京大学出版会、2007年 

飯田敬輔『国際政治経済』東京大学出版会、2007年 

鈴木基史『平和と安全保障』東京大学出版会、2007年 

猪口孝『国際関係論の系譜』東京大学出版会、2007年 

細谷雄一『国際秩序』中公新書、2012年 

細谷雄一『外交』有斐閣、2007年 

花井等・石井貫太郎編『名著に学ぶ国際関係論[第2版]』有斐閣、2009年 

 

※ この授業は、4／4（木）が初回です。 
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No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

73 杏林大学 環境政策論 小野田 欣也 3 前期 木 15 13:00～14:30 
杏林大学 

井の頭キャンパス 
1～2 

 

【到達目標】 

本講義では環境問題・環境政策に関する基礎知識の習得と、現代の環境政策問題を論理的に解明できる能力の獲得を目的とする。 

 

学位授与の方針との関連：この科目は総合政策学部が学位授与の方針において定めている卒業時点までに獲得すべき能力のうち、(2)幅広い教養、(6)学際性の軸となる

専門的な知識を養うことを目的としている。 

 

【授業の概要】 

環境問題や環境政策に関する議論は学際的な学問領域であると言われる。しかしながらそれはアプローチがしやすい反面、論点の拡散やトレードオフの問題が生じやす

い。それ故、本講義では、比較的手法が確立している経済学的手法を中心に、環境政策を考察する。 

 

【授業内容】 

以下の予定は、国内外の環境情勢の変化や講義の進行程度により変更がある。 

第 1回：講義予定、授業方針：環境政策の学問分野上の位置づけや、その考え

方を学ぶ。：［講義・質疑応答］  

第2回：総論１：環境政策入門：環境政策の学問領域、環境認識の歴史的変遷、

環境政策の前提を明示する。：［講義・質疑応答］ 

第3回：総論２：環境問題の目的と行動主体：環境目的の歴史的変遷を理解し、

目的を達成するための行動主体（政府、企業、NGO・NPO、消費者）に

ついて学ぶ。：［講義・質疑応答］  

第 4回：総論３：外部性と交渉による解決：外部性の存在とその内部化の方法

を考え交渉による解決方法を学ぶ。：［講義・質疑応答］ 

第 5回：総論４：経済成長と環境保全：環境と開発の考え方や国際間や世代間

の公平について学ぶ。：［講義・質疑応答］  

第 6回：総論５：天然資源の環境政策：環境政策から見た天然資源の分類につ

いて考え、その解決手法について学ぶ。：［講義・質疑応答］  

第7回：総論６：人口と環境：人口の歴史、人口増加と環境容量、人口と食料・

経済成長･環境の関係について学ぶ。：［講義・質疑応答］  

第 8回：小まとめ１ 小テスト１：総論 6回について小テストを実施し、問題

の解説を行う。：［講義・小テスト］  

第 9回：各論１：地球温暖化対策：地球温暖化と温暖化防止のための国際的枠

組や進展状況について学ぶ。：［講義・質疑応答］  

第10回：各論２：日本における温室効果ガスの削減：日本における地球温暖化

対策の現状とその進展状況について学ぶ。：［講義・質疑応答］ 

第11回：各論３：廃棄物・リサイクル対策：廃棄物やリサイクルの現状を認識

し、その対策について学ぶ。：［講義・質疑応答］   

第12回：各論４：環境と企業：企業の環境問題への対応、環境ビジネスや消費

者の対応に関し学ぶ。：［講義・質疑応答］  

第13回：各論５：環境と貿易：環境と貿易の接点での問題を識別し、それを解

決する環境政策を学ぶ。：［講義・質疑応答］  

第14回：小まとめ２ 小テスト２：各論5回について小テストを実施し、問題

の解説を行う。：［講義・小テスト］   

第15回：全体のまとめ ：環境政策論の講義を総覧するとともに、成績状況に

ついて説明する。：［講義・質疑応答］ 

 

 

 

＊ 課題に対するフィードバックの方法：毎回授業の始めに前回の課題についてフィードバックを行う。    

 

【成績評価方法】 

平常点（授業中の小レポート）30％、小テスト 35％×2回、で評価する。授業中の小レポートは基本的に毎回実施し、20行程度の論述の提出をもって確認する。なお、

定期試験や小テストは持ち込み不可で実施する。  

 

【教科書】 

特に教科書は指定しない。   

 

【参考書、教材等】 

講義中に適宜紹介する。  

 

※ この授業は、4／4（木）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

74 杏林大学 財務会計論 内藤 高雄 2 前期 金 15 14:40～16:10 
杏林大学 

井の頭キャンパス 
1～2 

 

【到達目標】 

本講義は会計の認識・測定・報告における判断の基準について、伝統的な会計理論、新しい会計理論、さらには理論に基づいた現行のわが国および諸外国の制度を理解

することを到達目標としている。 

 

学位授与の方針との関連：この科目は総合政策学部が学位授与の方針において定めている卒業時点までに獲得すべき能力のうち、(6)学際性の軸となる専門的な知識を養

うことを目的としている。  

 

【授業の概要】 

財務会計は企業の取引を貨幣金額をもって継続的に記録計算し、その結果を財務諸表という形式で株主や債権者等の、企業の外部の利害関係者に報告する体系である。

本講義ではまず会計の処理手続を進める前提となる判断の基盤である、企業会計の理論的基盤を明らかにし、次いで企業会計の最終局面である会計報告について検討す

る。  

 

【授業内容】 

第 1回：企業会計と会計学：会計の中心課題、財産法と損益法、会計と簿記、

財務会計と管理会計、会計学と隣接諸学を学ぶ。［講義・質疑応答］ 

第 2回：制度会計と会計原則：わが国会計制度の構造、トライアングル体制、

会計原則の形成と内容を学ぶ。［講義・質疑応答］ 

第 3回：会計公準と一般原則：会計公準の意義、史的変遷、現行会計における

５つの会計公準の内容、：真実性の原則を中核とした、企業会計制度の

支柱である８つの一般原則について学ぶ。［講義・質疑応答］ 

第 4回：収益の認識と測定：収益の概念、発生主義会計と現金主義会計、実現

主義の原則、経常損益計算と特別損益計算を学ぶ。［講義・質疑応答］ 

第 5回：費用の認識と測定：費用の取得原価、時価主義会計と取得原価主義会

計、費用収益対応の原則を学ぶ。［講義・質疑応答］ 

第 6回：棚卸資産会計：棚卸資産の費用化・測定、個別法と誘導原価法、低価

基準を学ぶ。［講義・質疑応答］ 

第 7回：有形固定資産会計：有形固定資産の費用化、減価償却の理論と諸方法
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を学ぶ。［講義・質疑応答］ 

第 8回：無形固定資産会計・繰延資産会計：無形固定資産の概念と費用化、繰

延資産の概念と費用化を学ぶ。［講義・質疑応答］ 

第 9回：前半まとめ・中間確認テスト：これまでの範囲をまとめ、確認テスト

を行う。［小テスト・講評］ 

第10回：金融資産会計・有価証券会計：金銭債権の費用化、有価証券の定義と

分類、有価証券の費用化を学ぶ。［講義・質疑応答］ 

第11回：負債会計：負債の定義・本質と分類、引当金の概念、各種の引当金の

内容について学ぶ［講義・質疑応答］ 

第12回：資本会計：資本の本質、純資産の概念とその分類、構成要素について

学ぶ。［講義・質疑応答］ 

第13回：財務諸表①：主たる財務諸表である損益計算書と貸借対照表について、

その形式と内容について学ぶ。［講義・質疑応答］ 

第14回：財務諸表②：キャッシュフロー計算書、包括利益計算書、株主資本等

変動計算書、附属明細表について学ぶ。［講義・質疑応答］ 

第15回：個別財務諸表から連結財務諸表へ：現在、会計報告の中心となってい

る企業集団の報告書である連結財務諸表について学ぶ。[ 講義・質疑

応答］ 

 

 

＊ 課題に対するフィードバックの方法：毎回授業の初めに前回の課題についてフィードバックを行う。  

 

【成績評価方法】 

中間確認テスト＋定期試験の成績70％、平常点30％で評価する。  

 

【教科書】 

特に指定しない。  

 

【参考書、教材等】 

・佐藤 信彦編著『スタンダードテキスト財務会計論Ⅰ〈第９版〉―基本論点編』（中央経済社）￥5,616 

・神戸大学会計研究室編『会計学基礎論（第五版補訂版）』(同文舘出版）\3,780 

・新田 忠誓他著『会計学・簿記入門 第13版 』(白桃書房)￥3,024 

 他の参考文献については，講義中に指示する。   

 

※ この授業は、4／5（金）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

75 杏林大学 会社法Ⅱ（ファイナンス） 伊藤 敦司 2 後期 月 15 9:00～10:30 
杏林大学 

井の頭キャンパス 
1～2 

 

【到達目標】 

現代社会において重要な機能を有する株式会社をはじめとする会社制度の概要とその課題を認識すると同時に、関連科目の基礎を提示したい。 

 

学位授与の方針との関連：この科目は総合政策学部が学位授与の方針において定めている卒業時点まで獲得すべき能力のうち、(4)ビジネス・ベーシック・スキルと(6)

学際性の軸となる専門的な知識を養うことを目的としている。  

 

【授業の概要】 

この講義では、現代社会において重要な役割を担う会社、特に株式会社に関する法制度を解説する。 

現代社会において、会社とりわけ株式会社と無縁な生活は考えられない。将来いかなる方面に進もうとも、株式会社および株式会社に関する法制度の理解は不可欠であ

る。ところが、日々変化する社会情勢を反映して、株式会社法は頻繁に改正されてきており、既存の制度の見直しや新たな制度の創設が多数なされ、その重要性にもか

かわらず、わかりにくい法分野となっている。しかも、2007 年５月から施行された会社法は、多くの問題を背景に大改正がなされ、新たな問題も指摘されている。 

そこで、会社法Ⅱ（ファイナンス）では、株式会社に対する法規制の基本的な仕組みを理解してもらうために、株式制度、資金調達、計算、企業再編の各分野に関し、

近時の法改正や将来的な課題をふまえながら、具体的な解説を行う。実務界の事例にも論及しながら、身近なわかりやすい講義としたい。毎回、授業終了時に確認のた

めの簡単なレポートを作成してもらい、履修者の理解度を確認しながら、授業を進行する。 

 

【授業内容】 

第 1回：イントロダクション：会社の現代社会における機能を概観し、各種企

業形態における会社の位置付けを明らかにする。〔講義・質疑応答〕 

第 2回：株式会社法総論：株式会社の基本的特質を、合名会社と対比しながら

明らかにし、そこから導かれる法規制を考察する。〔講義・質疑応答〕 

第 3回：株式制度①総論：株式会社の持分である株式について、持分会社の持

分と対比しながらその特色と機能を明らかにする。〔講義・質疑応答〕 

第 4回：株式制度②：投下資本回収方法としての株式譲渡に関し、その機能及

び問題点を、金融商品取引法上の規制をも加えながら明らかにする。

〔講義・質疑応答〕 

第 5回：株式制度③：自己株式取得規制、相互保有規制等の株式譲渡制限に関

し、実務上の問題点を含め考察する。〔講義・質疑応答〕 

第 6回：株式制度④：株式単位の大きさに関し、その意義及び規制を概観した

後、株式併合・株式分割・単元株の各制度を考察する。〔講義・質疑応

答〕 

第 7回：株式会社の資金調達①総論：多額・長期の資金を必要とする企業の資

金需要に対し、会社法の用意する制度を概観し、その問題点を考察す

る。〔講義・質疑応答〕 

第 8回：株式会社の資金調達②：新株発行の機動性と既存株主の利益調整に関

し、具体的な事例を取り上げながら会社法の規制及びその問題点を考

察する。〔講義・質疑応答・小テスト〕 

第 9回：株式会社の資金調達③：株式会社の代表的な資金調達手段である社債

に関し、その特徴・機能を前提に、社債権者保護のための規制を中心

に考察する。〔講義・質疑応答〕 

第10回：会社の計算①総論：株式会社の計算に関する規制について、その意義

を明らかにしたのち、金融商品取引法上の規制も含め考察する。〔講

義・質疑応答〕 

第11回：会社の計算②資本金・準備金等：資本金制度の意義・機能を概観した

後、その増減に関する法規制をを考察する。〔講義・質疑応答〕 

第12回：会社の計算③配当等：株主への利益の還元に関し、その方法やその保

障を概観するとともに、手続規制及び財源規制の意義や問題点を考察

する。〔講義・質疑応答〕 

第13回：企業再編①総論：企業再編の意義・機能を明らかにしたのち、企業再

編の方法・法規制を、具体的な事例をもとに考察する。〔講義・質疑応

答〕 

第14回：企業再編②持株会社をめぐる問題：近時増加した持株会社に関し、そ

の機能や利害関係者を概観した後、法規制の内容とその問題点を考察

する。〔講義・質疑応答・小テスト〕  

第 15回：全体のまとめ ：コーポレート・ファイナンスに向けた会社法の規制

やその他の規制を概観し、その課題を考察する。〔講義・質疑応答〕 

 

＊ 時事的な問題を取り上げるため、若干変更することもあります。  

＊ 課題に対するフィードバックの方法：毎回授業の始めに前回の課題についてのフィードバックを行う。  

 

【成績評価方法】 

確認テスト40％、平常点（小レポート、授業参加の姿勢等）60％により総合的に評価する。 
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詳細については、第1回目の授業の際に説明する。  

 

【教科書】 

特に指定しない。必要に応じて資料を配布する。  

 

【参考書、教材等】 

江頭憲治郎『株式会社法』有斐閣、森田章『企業法入門』有斐閣、その他、講義において、適宜指摘する。 

 

※ この授業は、9／23（月）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

76 杏林大学 イノベーション論 糟谷 崇 2 後期 火 15 13:00～14:30 
杏林大学 

井の頭キャンパス 
1～2 

 

【到達目標】 

イノベーションをマネジメントするための基礎理論・概念の体系的な習得を目指す。 

これらの学習を通じ、製品・技術開発に関する戦略および製品・技術開発における組織能力に関する理解し、 

実際の、企業の商品開発を分析するための視点を身につけてもらうことを、授業の目標とする。 

 

学位授与の方針との関連：この科目は総合政策学部が学位授与の方針において定めている卒業時点までに獲得すべき能力のうち、(1)多角的視野／(4)ビジネス・ベーシ

ック・スキル／(6)学際性の軸となる専門的な知識を養うことを目的としている。 

 

【授業の概要】 

急激な環境変化と競争激化が進む、今日のおいては技術・知識の創造プロセスを理解し、 

経済活動における技術革新を企業戦略に応用できる能力が必要とされる。 

経営戦略論の領域におけるイノベーションの位置づけを、経済学的な理論を出発点として体系的に解説する。  

 

【授業内容】 

第1回：ビジネス環境の変化と現代企業の戦略的課題 [講義・質疑応答] 

    ・現代のビジネス環境がどのように変化してきたか 

    ・それに対して企業はどのような対応をしなければならないか 

第2回：なぜイノベーションが必要か [講義・質疑応答] 

    ・イノベーション（創造と破壊）の重要性について学ぶ。 

第3回：企業家精神とイノベーション [講義・質疑応答] 

    ・イノベーションを起こすための企業家精神の重要性について学ぶ。 

第4回：イノベーションのダイナミクス [講義・質疑応答] 

    ・イノベーションの発生・普及・進化のプロセスについて学ぶ。 

第5回：競争優位と持続的イノベーション／破壊的イノベーション [講義・質

疑応答] 

    ・持続的・破壊的イノベーションが競争優位にどのような影響を与え

ているかを学ぶ。 

第6回：新技術・新製品・新市場の創出 [講義・質疑応答] 

    ・新技術・新製品・新市場の創出についてその具体例を学ぶ。 

第7回：経営戦略と技術戦略 [講義・質疑応答] 

    ・企業がどのように技術を開発・管理・利用しているかについて学ぶ。 

第8回：モジュール化と標準化 [講義・質疑応答] 

    ・製品・技術などのモジュール化・標準化の影響について学ぶ。 

第9回：小活 [講義・小テスト] 

    ・イノベーションと企業経営との関係性について振り返る。 

第10回：製品開発プロセスのマネジメント [講義・質疑応答] 

    ・製品開発プロセスのマネジメントにおいて必要な要素について学ぶ。 

第11回：アウトソーシングと企業間関係 [講義・質疑応答] 

    ・アウトソーシング・アライアンスなどからオープンイノベーション

について学ぶ。 

第12回：製品アーキテクチャと組織能力 [講義・質疑応答] 

    ・製品アーキテクチャの分類とそれに対応する組織能力について学ぶ。 

第13回：ナレッジとイノベーション：知識創造の理論 [講義・質疑応答] 

    ・組織における知識がどのように創造されているかについて学ぶ。 

第14回：ケイパビリティとイノベーション：ダイナミックケイパビリティ [講

義・質疑応答] 

    ・ダイナミックケイパビリティ論とイノベーションとの関わりについ

て学ぶ。 

第15回：まとめ [講義・質疑応答] 

    ・理論体系の整理を通じてイノベーションの重要性について再認識す

る。 

 

＊ 課題に対するフィードバックの方法：毎回授業の始めに前回の課題についてフィードバックを行う。  

 

【成績評価方法】 

中間試験50% 期末試験50% の割合で評価する。 

任意でノート提出を受けつける。（ただし全部の回についてノートをとっている場合に限る。）  

 

【教科書】 

特に指定しない。  

 

【参考書、教材等】 

一橋大学イノベーション研究センター編 『イノベーション・マネジメント入門』 日本経済新聞社 

クレイトン・クリステンセン 『イノベーションのジレンマ』 翔泳社 

その他の参考文献は講義のなかで適宜紹介する。  

 

※ この授業は、9／24（火）が初回です。 

 

 
No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

77 杏林大学 日本の貿易政策 小野田 欣也 2 後期 火 15 10:40～12:10 
杏林大学 

井の頭キャンパス 
1～2 

 

【到達目標】 

本講義では国際貿易および日本貿易に関する基礎知識の習得と、現代の貿易問題を論理的に解明できる能力の獲得を目的とする。  
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学位授与の方針との関連：この科目は総合政策学部が学位授与の方針において定めている卒業時点までに獲得すべき能力のうち、(2)幅広い教養、（6）学際性の軸となる

専門的な知識を養うことを目的としている。 

 

【授業の概要】 

本講義は日本における国際貿易問題を議論し、各論１と各論２から構成される。まず各論１で日本の貿易政策の変遷を概説する。続いて各論２で、1985年プラザ合意以

後の通商問題を考察する。貿易構造は産業構造を基盤とし、また、貿易政策はマクロ経済政策と不可分の関係にある。それ故、日本貿易を直接対象としつつも、講義領

域は国際貿易から世界経済にまで広範に及ぶ。 

 

【授業内容】 

以下の予定は、国際経済情勢の変化や講義の進行程度により変更がある。 

第 1回：講義予定、授業方針、日本貿易入門：講義の対象領域、授業方針等に

関し説明する。［講義・質疑応答］ 

第 2回：各論１：貿易政策の変遷（１）経済発展と輸出：経済発展における輸

出の役割について学ぶ。［講義・質疑応答］ 

第 3回：各論１：貿易政策の変遷（２）輸出振興政策：日本における輸出振興

政策の実態と役割に関し学ぶ。［講義・質疑応答］  

第4回：各論１：貿易政策の変遷（３）輸入拡大の実態：1980年代以降の輸入

拡大の実態と要因に関し学ぶ。［講義・質疑応答］ 

第5回：各論１：貿易政策の変遷（４）輸入構造の変化：1980年代以降の輸入

構造の変化について学ぶ。［講義・質疑応答］  

第6回：各論１：貿易政策の変遷（５）輸入促進政策：1980年代以降実施され

た輸入促進政策について学ぶ。［講義・質疑応答］  

第 7回：各論１：貿易政策の変遷（６）輸入促進政策の効果：輸入促進政策の

効果と2000年以降の変化について学ぶ。［講義・質疑応答］  

第 8回：小まとめ１、小テスト１：ここまでの講義を整理し、小テストを実施

する。さらに問題解説を行う。［講義・小テスト］ 

第9回：各論２：プラザ合意以後の通商問題（１）為替レート変化と日本貿易：

円高を製造業はいかに対応･克服したのかを学ぶ。［講義・質疑応答］  

第10回：各論２：プラザ合意以後の通商問題（２）海外投資と産業空洞化：円

高による海外投資の拡大と産業空洞化の関係に関し学ぶ。［講義・質疑

応答］  

第11回：各論２：プラザ合意以後の通商問題（３）投資自由化と対内直接投資：

対内投資の自由化や投資拡大について学ぶ。［講義・質疑応答］  

第12回：各論２：プラザ合意以後の通商問題（４）サービス産業の国際展開：

サービス業の海外展開について学ぶ。［講義・質疑応答］  

第13回：各論２：プラザ合意以後の通商問題（５）ＥＰＡ・FTAの進展と日本

貿易：ＥＰＡ・ＦＴＡが日本においていかに進展し、通商政策を転換

していったのかを学ぶ。［講義・質疑応答］  

第14回：小まとめ２、小テスト２：ここまでの講義を整理し、小テストを実施

する。さらに問題解説を行う。［講義・小テスト］ 

第15回：全体のまとめ ：講義全体を解説し、定期試験や評価方法に関し説明

する。［講義・質疑応答］ 

 

＊ 課題に対するフィードバックの方法：毎回授業の始めに前回の課題についてのフィードバックを行う。 

 

【成績評価方法】 

平常点（授業中の小レポート）30％、小テスト 35％×2回、で評価する。授業中の小レポートは基本的に毎回実施し、20行程度の論述の提出をもって確認する。なお、

定期試験や小テストは持ち込み不可で実施する。 

 

【教科書】 

特に教科書は指定しない。  

 

【参考書、教材等】 

講義中に適宜紹介する。   

 

※ この授業は、9／24（火）が初回です。 

 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

78 杏林大学 国際政治経済学 三浦 秀之 2 後期 火 15 9:00～10:30 
杏林大学 

井の頭キャンパス 
1～2 

 

【到達目標】 

政治と経済の相互作用に着目し，国際政治経済学の理論的枠組みを用いながら、現代社会の複雑に入り組んだ課題を考察できるようになること。 

 

学位授与の方針との関連：この科目は総合政策学部が学位授与の方針において定めている卒業時点までに獲得すべき能力のうち、（6）学際性の軸となる専門的な知識を

養うことを目的としている。 

 

【授業の概要】 

国際社会はアナーキーである。つまり、国内社会と異なり、中央政府が存在しないのである。しかしながら、そのことは国際社会に秩序が存在しないことを意味するの

ではない。国際社会は様々な制度を構築することにより、国境を越える経済的に問題に対処してきたのである。本講義では、国際政治経済学の基礎を体系的に学ぶこと

を目指しています。具体的には、近代以降の国家間の経済関係(特に貿易や投資の自由化)の政治的側面に焦点を当て、概観して行きます。   

 

【授業内容】 

第1回 イントロダクション【講義と質疑応答】 

第2回 国際政治経済の見方:国際政治経済学の理論と歴史について学ぶ【講義

と質疑応答】 

第3回 力の構造と国際経済体制:パワーと国際経済の関連性について学ぶ【講

義と質疑応答】 

第 4回 冷戦とブレトンウッズ体制：戦後の国際秩序がいかにして力の構造を

背景にしながら国際経済体制を構築したのかについて学ぶ【講義と質

疑応答】 

第 5回 安全保障と経済：安全保障と経済がお互いのいかなる相互作用が生じ

ているのかについて学ぶ【講義と質疑応答】 

第 6回 保護貿易をめぐる政治と経済：国家がいかなる理由で貿易を保護しよ

うとするのか政治と経済のつながりをみながら学ぶ【講義と質疑応答】 

第 7回 金融グローバル化の構図：金融がいかにしてグローバル化の影響を受

けているのかについて、その光と影について学ぶ【講義と質疑応答】 

第 8回 科学技術と現代国際関係：グローバリゼーションの進展をもとに各国

の科学技術がいかにして発展し、イノベーションを促しているのかに

ついて学ぶ【講義と質疑応答】 

第 9回 移民をめぐる政治と経済：グローバル化の進展により国境の障壁が低

くなったことによる移民の増加によるともなうメリットとデメリット

について学ぶ【講義と質疑応答】 

第10回 経済発展と人権，民主化：経済発展にともない途上国における人権と

民主化がいかにして発展していくのか学ぶ【講義と質疑応答】 

第11回 地球環境をめぐる政治経済：地球環境をめぐる課題がいかにしてグロ

ーバルレベルで話し合われているのかについて学ぶ【講義と質疑応答】 

第12回 グローバル・レベルの国際秩序の模索：貿易と金融をめぐる課題がい

かにしてグローバル・レベルで展開され、制度化されているのかにつ

いて学ぶ【講義と質疑応答】 

第13回 リージョナル・レベルの国際秩序の模索：貿易と金融をめぐる課題が

いかにしてリージョナル・レベルで展開され、制度化されているのか

について学ぶ【講義と質疑応答】 
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第14回 ナショナル・レベルからの国際秩序の模索：貿易と金融をめぐる課題

がいかにしてナショナル・レベルで展開され、制度化されているのか

について学ぶ【講義と質疑応答】 

第15回 総括：これまでの講義をもとに、今後の国際政治経済秩序について議

論する【講義と質疑応答】 

 

＊ 課題に対するフィードバックの方法：毎回授業の始めに前回の課題についてフィードバックを行う。 

 

【成績評価方法】 

期末試験50％、レポート50％によって総合的に評価します。 

 

【教科書】 

野林健、大芝亮、納家政嗣、山田敦、長尾悟著 （2007年）『国際政治経済学・入門 第3版 』有斐閣アルマ 

 

※ この授業は、9／24（火）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

79 杏林大学 国際会計論 内藤 高雄 2 後期 金 15 14:40～16:10 
杏林大学 

井の頭キャンパス 
1～2 

 

【到達目標】 

本講義では、会計制度のグローバル化の背景について理解すること、国際取引の会計処理の問題を理解すること、諸外国の制度を理解すること、会計制度の国際的統一

化の過程と現状を理解すること到達目標としている。  

※学位授与の方針との関連：この科目は総合政策学部が学位授与の方針において定めている卒業時点までに獲得すべき能力のうち、(2)幅広い教養、(6)学際性の軸とな

る専門的な知識を養うことを目的としている。  

 

【授業の概要】 

近年、多国籍企業の増大、経済・資本市場のボーダレス化、金融の自由化・国際化にともない、会計制度は急速にグロ－バル化されてきた。本講義では国際会計の諸問

題を、国際取引会計、比較制度会計、会計制度の国際的統一の３つのカテゴリーに分けながら、それぞれについて詳説していくことにする。その際、現在、ＩＦＲＳや

ＩＡＳという名称で話題になっている、会計制度の国際的統一の問題に力点を入れながら、最新の状況を織り込みながら、講義していく。 

 

【授業内容】 

第 1回：国際会計の必要性と類型：国際会計必要の背景、国際取引会計・比較

会計制度、会計制度の国際的統一のそれぞれの類型を学ぶ。［講義・質

疑応答］ 

第 2回：国際取引会計①～外貨建取引の会計処理～：日本企業が在外企業と商

品を売買する際の会計処理を学ぶ。［講義・質疑応答］ 

第 3回：国際取引会計②～外貨表示財務諸表の換算～：日本企業が在外子会社

との間で連結財務諸表を作成する際の換算手続きを学ぶ。［講義・質疑

応答］ 

第 4回：比較会計制度①～大陸諸国の会計制度：ドイツ・フランスなど、ヨー

ロッパ大陸諸国の商法会計制度を学ぶ。［講義・質疑応答］ 

第 5回：比較会計制度②～英米諸国の会計制度：アメリカ、イギリスなど、ア

ングロ＝サクソン諸国の証券取引法会計制度を学ぶ。［講義・質疑応答］ 

第 6回：比較会計制度③～わが国の会計制度：トライアングル体制にある、わ

が国の会計制度を学ぶ。［講義・質疑応答］ 

第 7回：前半まとめ・中間確認テスト：これまでの範囲をまとめ、確認テスト

を行う。［小テスト・講評］ 

第 8回：会計制度の国際的統一①～国際会計基準委員会の成立と会計基準の国

際的調和化：ＩＡＳＣの成立過程、各国のＩＡＳに対する初期の対応、

会計基準の調和化を学ぶ。［講義・質疑応答］ 

第 9回：会計制度の国際的統一②～国際会計基準の基本的思考－意思決定有用

性アプローチ、経済的実質優先主義－リース会計～：国際会計基準の

基本思考である意思決定有用性アプローチ、経済的実質優先主義、お

よびその帰結としてのリース会計を学ぶ。［講義・質疑応答］ 

第10回：会計制度の国際的統一③～国際会計基準の基本的思考－資産負債アプ

ローチ－収益の新しい認識基準～：国際会計基準の基本思考である資

産負債アプローチ、およびその帰結としての収益の新しい認識基準を

学ぶ。［講義・質疑応答］ 

第11回：会計制度の国際的統一④～国際会計基準の基本的思考－資産負債アプ

ローチ－公正価値測定～：国際会計基準の基本思考である資産負債ア

プローチ、およびその帰結としての公正価値測定を学ぶ。［講義・質疑

応答］ 

第12回：会計制度の国際的統一⑤～国際会計基準の基本的思考－資産負債アプ

ローチ－減損会計～：国際会計基準の基本思考である資産負債アプロ

ーチ、およびその帰結としての減損会計を学ぶ。［講義・質疑応答］ 

第13回：会計制度の国際的統一⑥～ＩＦＲＳの普及とコンバージェンス・アド

プション－～：ＩＦＲＳに対する諸外国ならびにわが国の対応、ＩＦ

ＲＳ強制適用の問題を学ぶ。［講義・質疑応答］ 

第14回：会計制度の国際的統一⑦～わが国のＩＦＲＳ強制適用中止、およびそ

の後の展開～：ＩＦＲＳに対するわが国の対応、修正国際基準の問題

を学ぶ。［講義・質疑応答］ 

第15回：会計制度の国際的統一⑧～会計基準の国際的統一化の将来～：会計基

準の国際的統一に対する諸外国およびわが国の動向、将来の可能性を

学ぶ。［講義・質疑応答］ 

 

＊ 課題に対するフィードバックの方法：毎回授業の初めに前回の課題についてフィードバックを行う。 

 

【成績評価方法】 

確認テスト＋定期試験の成績70％、平常点30％で評価する。   

 

【教科書】 

特に指定しない。  

 

【参考書、教材等】 

森川八洲男『国際会計論』2015年・白桃書房、\2,805。 

平松一夫監『ＩＦＲＳ国際会計基準の基礎第４版』2015年・中央経済社、\3,024 

橋本尚・山田善隆『ＩＦＲＳ会計学基本テキスト第４版』2015年・中央経済社、\3,672 

他の参考文献については，講義中に指示する。  

 

※ この授業は、9／20（金）が初回です。 
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No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

80 明星大学 天文学1 
尾中 敬 

理工学部 常勤教授 
2 前期 月 15 16:25～17:55 

明星大学 

日野キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

惑星の運動や、星からの熱放射など、天体から観測されるさまざまなことがらを基礎的な物理にもどって理解し、物理の力をつけながら、われわれを取り巻く宇宙の多

様さや奥深さについて認識を深めること。 

 

【授業の概要】 

最新の天体観測を含む、観測技術からどのように宇宙の理解が進んできたかを学ぶ（授業スケジュールは目安であり、適宜変更することもある）。授業の中では、天体

や天体現象を物理の基本にもどって理解することを試みる。そこで示される計算例を、授業後最低2～3時間の時間を使って、自ら計算してみることが望ましい。 

 

【授業内容】 

1． はじめに。天体観測の手法 

2. 天体からのフラックス、大気の窓 

3. 天体からの光の検出 

4. いろいろな天体の大きさ 

5. 天体の運動 

6. 太陽系の惑星と系外惑星 

7. 銀河の中の太陽系 

8. 星間ガスの物理状態 

9. 原子、分子、イオンと電磁波 

10. 星間固体微粒子の性質 

11. 星の生成過程 

12. 星からの電磁波 

13. 星のスペクトル型、HR図 

14. 星の進化 

15. 星の最期、超新星 

 

【成績評価方法】 

授業2回に1回程度の割合で、授業で示した天体や天体現象に関する基本的な問題を提示し、その解答の提出を求める。授業の内容を理解すれば解ける問題で、すぐに

解いて内容を身につけてもらいたい。そのため、早く提出したものには若干のボーナス点を与える。評価は解答の内容の評価点とボーナス点で採点し、総合 90点以上で

S、80点以上でA、70点以上でB、60点以上でCとする。 

 

【教科書、参考書、教材等】 

特別な教材は使いません。参考になるものは、授業の中で適宜紹介します。 

 

※ この授業は、4／8（月）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

81 明星大学 天文学2 
尾中 敬 

理工学部 常勤教授 
2 後期 月 15 16:25～17:55 

明星大学 

日野キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

宇宙の構造と進化について知り、それらを支配する基本的な法則について理解を深める。それとともに、この宇宙の進化の中から、生命が生まれ、われわれ人類が生ま

れてきていることを認識する。 

 

【授業の概要】 

はじめに、われわれの銀河系から出発し、宇宙の階層構造、宇宙の大構造について学ぶ。その後、宇宙を記述する基本方程式を簡単に説明し、宇宙の進化について概観

する（授業スケジュールは目安であり、適宜変更することもある）。宇宙のはじまり以来、宇宙初期におこったいくつかの重要なできごとを見た後、宇宙にさまざまな天

体が形成されてきた道筋を学ぶ。授業の中で示される計算例を、授業後最低２～３時間の時間を使って、自ら計算してみることが望ましい。 

 

【授業内容】 

1. はじめに。われわれの銀河系の観測手法 

2. 星の距離の決定方法1 

3. 星の距離の決定方法2 

4. 銀河系の構造、渦巻き構造 

5. 銀河系の質量、星間ガスの性質 

6. 星団とその性質 

7. 銀河中心 

8. 銀河の分類と活動度 

9. 赤外線銀河 

10. 宇宙の始まり 

11. 宇宙の膨張とインフレーション 

12. 最初の星、最初の銀河 

13. 宇宙の構造形成 

14. 宇宙の背景放射1 

15. 宇宙の背景放射2 

 

【成績評価方法】 

授業2回に1回程度の割合で、授業で示した事象に関する基本的な問題を提示し、その解答の提出を求める。授業の内容を理解すれば解ける問題で、すぐに解いて内容

を身につけてもらいたい。そのため、早く提出したものには若干のボーナス点を与える。評価は解答の内容の評価点とボーナス点で採点し、総合 90点以上でS、80点以

上でA、70点以上でB、60点以上でCとする。 

 

【教科書、参考書、教材等】 

教材は特に使いません。参考文献は適宜紹介します。 

 

※ この授業は、9／9（月）が初回です。 
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No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

82 明星大学 基礎環境学1 
田中 修三 

理工学部 教授 
2 前期 月 15 12:55～14:25 

明星大学 

日野キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

理工学部の教育目標である「学ぶ意欲」と「問題解決力」を踏まえて、本科目の到達目標は以下の通りである。 

1. 社会活動の結果発生する地球温暖化、大気汚染、水質汚濁、廃棄物処理、化学物質汚染等の自然環境への影響を多面的（地球的）視点から理解・説明することができ

る。（学習・教育到達目標a) 

2. 地域・地球環境に係る具体的な課題を抽出し、その対策の制約条件等を理解・説明することができる。（学習・教育到達目標e-1) 

 

【授業の概要】 

下記の授業計画に基づき、教科書を利用しながら授業を行なうので、受講生は教科書の関連部分（各項目の括弧書きページ）を読み、自己学習（予習、復習）をするこ

と。授業の進捗状況に合わせて質疑応答やクイズ（小テスト）を行うことによりアクティブラーニングの動機づけを行い、受講生の理解度を見ながら授業を進めるよう

努める。  

 

【授業内容】 

1. 学習の目標と評価方法、環境学と社会１：環境とは何か（教科書p.1-5） 

2. 環境学と社会２：持続可能な社会（教科書p.5-11） 

3. 環境小史１：環境問題の変遷、産業型公害（教科書p.13-19） 

4. 環境小史２：産業型公害（教科書p.19-23） 

5. 地域環境問題１：大気汚染（教科書p.23-28） 

6. 地域環境問題２：水質汚濁（教科書p.28-33） 

7. 地域環境問題３：地下水・土壌汚染（教科書p.33-35） 

8. 第１回～７回授業に関する演習 

9. 地域環境問題４：廃棄物問題（教科書p.35-41） 

10. 地域環境問題５：化学物質汚染、その他の環境問題（教科書p.41-46、p.51-55） 

11. 地域環境問題６：放射性物質汚染（教科書p.46-51） 

12. 地球環境問題１：地球温暖化（（教科書p.57-63） 

13. 地球環境問題２：オゾン層破壊、酸性雨（教科書p.63-68） 

14. 地球環境問題３：生物多様性の損失ほか（教科書p.68-76） 

15. 第１回～14回授業に関する総合演習  

 

【成績評価方法】 

学期中に授業内クイズを3～4回行い、また課題を指定したレポート／演習も提出させる。定期試験は2回（中間、期末）行い、試験日程は第1回授業にて案内する。 

評価割合：クイズ20％、レポート／演習10％、定期試験（中間、期末）70％を目安とする。授業内容及び成績評価において、到達目標の重みは目標1が約70％、目標2

が約30％を占める。 

 

【教科書、参考書、教材等】 

教科書：基礎から学べる環境学/田中修三・西浦定継著(共立出版)/2500円 

本書の主に第1章～3章を使用する。授業の関連資料は適宜配布する。 

 

※ この授業は、4／8（月）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

83 明星大学 基礎環境学2 
西浦 定継 

理工学部 教授 
2 後期 金 15 9:00～10:30 

明星大学 

日野キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

1)循環型社会や環境保全に関する基礎知識を修得し、地球的視点に立って環境問題の重要性を理解できる（学習・教育到達目標 a 35%)、2)環境教育、環境倫理の意義を

理解できる(学習・教育到達目標 b 10%)、3)都市活動と自然とのかかわり、都市計画が環境保全に果たす役割を理解し、説明できる(学習・教育到達目標 d-1 45%)、4)

都市環境保全に関わる課題を抽出し、その背景と具体的内容について協力して調査できる(学習・教育到達目標f-2 10%) 

 

【授業の概要】 

下記の授業計画で授業を行なうので、該当分野の学系専門科目（特に必修科目）のテキスト、配布資料、ノートを参考に予習しておくこと。また、講義、各自でとった

ノート、配布資料の内容について前述のテキスト等を参考にしながら復習しておくこと。試験は計2回行なう。試験の日程は別途指示する。 

 

【授業内容】 

1. 社会経済システムと環境政策：人口問題 

2. 社会経済システムと環境政策：生活スタイルと環境影響 

3. 社会経済システムと環境政策：経済活動と環境問題 

4. 社会経済システムと環境政策：経済的アプローチ、社会的規制によるア

プローチ 

5. 社会経済システムと環境政策：温暖化ガス排出抑制、国際的枠組みによ

る対策 

6. 社会経済システムと環境政策に関する演習 

7. 都市・地域の環境管理：土地利用 

8. 都市・地域の環境管理：交通システムの環境負荷 

9. 都市・地域の環境管理：生物多様性、里山保全と地域生態系 

10. 都市・地域の環境管理：環境影響評価 

11. 環境教育：環境教育、環境学習の推進と効果 

12. 環境教育：環境倫理の意義 

13. 環境法：公害法から環境法へ 

14. 環境法：地球環境保全の法体系 

15. 基礎環境学の総合演習 

 

【成績評価方法】 

宿題30％、2回の試験をあわせて70％ 

 

【教科書、参考書、教材等】 

教科書：基礎から学べる環境学/田中修三編著(共立出版) 

講義の際に、必要な講義資料を配布する。 

 

※ この授業は、9／13（金）が初回です。 
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No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

84 明星大学 廃棄物学 
宮脇 健太郎 

理工学部 教授 
2 前期 月 15 10：45～12：15 

明星大学 

日野キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

1．現代社会における廃棄物（循環資源）の概念と基礎知識を理解できる。(学習・教育到達目標C 30%） 

2．廃棄物（循環資源）の概念と、リサイクルや処理の専門知識を理解できる。（学習・教育到達目標d-1 50%） 

3．調査・討論会を通して、インターネット利用による情報収集ができ、データをコンピュータ等で整理できる。（学習・教育到達目標 d-2 10%） 

4．調査・討論会を通して、意見調整やグループワークができるようになる。（学習・教育到達目標f-1 10%） 

 

【授業の概要】 

講義形式11回、演習・調査・討論会2回、演習2回 

調査については、総合演習I終了後に説明を行い、1ヶ月程度、各自授業時間外に調査を開始する（グループ活動：アクティブ・ラーニング）。試験の日程は別途指示す

る。 

 

【授業内容】 

1. 序論、身近なごみ 

2. ごみ問題（歴史） 

3. 環境問題（歴史） 

4. 有害化学物質 

5. 埋立処分について 

6. 焼却処理について 

7. 総合演習I（本講義前半の内容） 

8. リサイクルの概要 

9. 各種リサイクル 

10. ごみ処理と住民意識 

11. 健康リスク 

12. 処理コストと有料化 

13. ごみ問題についての演習および調査 

14. ごみ問題について発表討論会 

15. 総合演習II（本講義後半の内容） 

 

【成績評価方法】 

中間試験・期末試験70%、講義レポート15%、討論会・報告レポート15%の割合にて合計点数100点で評価する。点数と評価の関係、欠席の評価上の扱いについては「教

則（履修の手引き）」を参照すること。 

 

【教科書、参考書、教材等】 

教科書：ごみ問題の総合的理解のために/松藤敏彦(技報堂出版)/2400円 

参考図書：新・廃棄物学入門/田中勝(中央法規出版)/2200円 

参考図書：リサイクル・適正処理のための廃棄物工学の基礎知識/田中信壽他（技報堂出版)/3000円 

参考図書：環境科学/金原粲監修（実教出版）/1800円 

その他、補足資料としてプリントを配付する。参考図書については、図書館等で目を通すこと。また、上記以外の参考図書も紹介する。 

 

※ この授業は、4／8（月）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

85 明星大学 専門応用研究1 
住本 規子 

人文学部 教授 
2 前期 火 15 10:45～12:15 

明星大学 

日野キャンパス 
若干名 

 

【知識・理解】 

世界中に広がるシェイクスピアという文化事象についての知識を身につけ、異文化他言語話者ともシェイクスピアについて語り合えるに足る独自のシェイクスピア観を

もつ。執筆ルールに則ったレポートが書ける。【思考・判断】テクストおよび他者の意見から得られた知見で課題を分析できる。【関心・意欲】レポート執筆の目的をも

って情報収集し(毎回の予習+参考資料)、かつその情報を分析できる。人間と社会について深く広く考える楽しさを知る。【態度】ディスカッションに参加、貢献できる。

【技能・表現】英語および日本語のセリフ 

 

【授業の概要】 

シェイクスピア劇とはどのようなものか、どのようなアプローチの方法があるのかについて、いくつかのトピックからグループワークを通して考えます。同時進行で『リ

ア王』を各自読み進めて、授業で学んだアプローチを実際に試していただきます。老若男女、王から道化、乞食まで多様な人物をできるだけ多角的に分析し、複数のア

プローチを実践する経験を積んで「自分」は『リア王』をこう読む、をレポートにまとめ、プレゼンテーションをします。授業では、学生相互の意見交換も重視します

ので、予習・復習（セリフの音読、意味の確認、資料の読解、等 

 

【授業内容】 

1. イントロダクション：『リア王』の読み方とレポートの書き方 

2. 日本におけるシェイクスピア受容（1） 

3. 日本におけるシェイクスピア受容（2） 

4. シェイクスピアのキャラクター研究（1） 

5. シェイクスピアのキャラクター研究（2） 

6. シェイクスピアのテクスト 

7. シェイクスピアの古版本＠資料図書館貴重書閲覧室 

8. シェイクスピア劇の構造研究（1） 

9. シェイクスピア劇の構造研究（2） 

10. リメイクするシェイクスピア（1） 

11. リメイクするシェイクスピア（2） 

12. シェイクスピア劇と歴史（1） 

13. シェイクスピア劇と歴史（2） 

14. テクスト朗読と『リア王』論プレゼンテーション 

15. 『リア王』論提出 

 

【成績評価方法】 

ワークシートとアウトラインシート（20％） 

資料読解課題（20％） 

テクスト朗読と「リア王論」プレゼンテーション（20％） 

『リア王』課題レポート（40％）  

 

【教科書、参考書、教材等】 

教科書：『リア王』/松岡和子（訳）(ちくま文庫)/864円 

57



 

 

英語版テクストは貸し出します。 

参考図書：開講時、および、適時配布します。  

 

※ この授業は、4／9（火）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

86 明星大学 社会イノベーション論 
片田 保 

人文学部 非常勤講師 
2 後期 水 15 16:25～17:55 

明星大学 

日野キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

本講義では、社会問題の理解を深め、その解決のために自ら柔軟に発想できるように、次の能力を身に付けていく。知識（少子高齢化、地球環境、男女社会参画、都市

の過疎・過密など我が国の社会問題に関する知識、社会問題の解決のために取り組まれている活動に関する知識）、理解（社会問題が生じている背景、その問題解決に必

要な取り組みの理解）、思考（社会問題の解決に必要な理解、柔軟に発想する思考）、判断（社会問題を多面的に捉えて判断する力）、技能（自身の考えを発表し他の人の

意見を聞く力） 

 

【授業の概要】 

講義では、社会で起きている問題について考え、楽しく解決することを目指す。各回ともスライドを用いて解説し、適宜、学生に問いかけ、考えや意見を引き出しなが

ら授業を行う。前の授業の終わりに次回のテーマを予告するので、各自、次回までにインターネットなどを用いて下調べを行なっておくこと。特に次回の講義の中で各

自の意見や考えを聞くポイントを示すので、予習して臨むことが望ましい。 

 

【授業内容】 

1. イントロダクション：講義の概要、社会問題を考える 

2. 社会イノベーションとは：イノベーションの考え方 

3. 社会イノベーションの背景：どうして求められているのか 

4. 社会イノベーションの技術：SNS、ビッグデータ等 

5. 行政改革：行政の限界、新しい公共への転換 

6. 非営利活動：NPO、ボランティアによる活動 

7. 経営戦略1：CSR（企業の社会責任） 

8. 経営戦略2：ソーシャルマーケティング 

9. 経営戦略3：CSV（共通価値の創造） 

10. ソーシャルビジネス：社会的企業・起業 

11. 社会イノベーションの発想：シェア、オープン等 

12. 社会イノベーションの起こし方：連携・協働等 

13. 社会問題のケーススタディ：課題を発見する 

14. 社会イノベーションを考える1：みんなで語り合い考える 

15. 社会イノベーションを考える2：自分自身の問題として考える 

 

【成績評価方法】 

成績は、（1）授業への積極的参加（授業でのディスカッション）と学習意欲（小レポート）、（2）期末試験（論述）によって評価する。（1）は、毎回の授業で、講義を聞

いて理解したこと、発表したこと、他の学生の意見を聞いて考えたことを記述する。（2）は、授業の各回のポイントについての理解度に関する問題、社会問題の中から

自身の関心のある題材を選んで、問題を解決するための考え方を記述する期末試験を行う。各々の配分は（1）30％、（2）70％の割合で得点化し、その合計により総合的

に評価する。授業の出席は7割以上（欠席は4日まで）とする。 

 

【教科書、参考書、教材等】 

参考図書：社会を変えたい人のためのソーシャルビジネス入門/駒崎弘樹（PHP新書）/820円 

参考図書：ソーシャルデザインーー社会をつくるグッドアイデア集/グリーンズ編（朝日出版社）/940円 

参考図書：Thinkers 50 イノベーション/S・クレイナー他(プレジデント社)/1500円 

参考図書：地域を変えるデザイン/筧裕介(英知出版)/2000円 

参考図書：グッドワークス！/F・コトラー他(東洋経済新報社)/2200円 

特に教科書は定めない。各回ともスライドを活用して授業を行う。上記以外の参考図書は、適宜、授業の中で紹介する。 

 

※ この授業は、9／11（水）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

87 明星大学 現代文化論2 
服部 裕 

人文学部 教授 
2 後期 金 15 12:55～14:25 

明星大学 

日野キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

1）文化とは何かを把握する。 

2）「近代」という概念を把握する。 

3）近代ヨーロッパの成立過程を知る。 

4）近代ヨーロッパにおけるキリスト教の意味を理解する。 

5）現代文化の基底をなす近代精神の本質を理解する。 

6）近代国家の功罪を理解する。 
 

【授業の概要】 

文化とは何かということを考察した上で、近代日本の範となった近代ヨーロッパの発展を跡づけます。また、いかにして近代ヨーロッパ精神の根本にある個人主義的な

価値観が発展したかについて明らかにします。その際に、現在も含めた日本が持つ課題についても併せて考えます。最終的に、現代文化がどのような歴史的背景を持っ

ているかを明らかにします。適宜参考文献等を紹介しますので、授業時間外での予習・復習を十分に行ってください。 

 

【授業内容】 

1. 授業の目標と進め方の説明／文化とは何か？（1） 

2. 文化とは何か？（2） 

3. 言語によるコミュニケーションの機能と意味 

4. 活版印刷術発明の意味：近代の発展を促した文字言語 

5. ルネサンス：近代的世界観の始まり 

6. ルネサンスの文芸運動が目指したもの 

7. 宗教改革：キリスト教教会の分裂の意味 

8. 宗教改革：宗教対立が促したヨーロッパの近代化 

9. 近代科学の成立とキリスト教との関係 

10. ピューリタンの社会改革：宗教的動機による近代国家への第一歩 

11. フランス市民革命の意味と実像 

12. フランス市民革命による近代精神の確立と近代国民国家の成立 

13. 国民国家から帝国主義国家へ 

14. 帝国主義国家間の戦いと全体主義国家の成立 
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15. まとめ 

 

【成績評価方法】 

1）試験：80％ 

2）授業への取り組み：20% 

上記二項目を総合的に評価する。 

 

【教科書、参考書、教材等】 

参考図書：『社会契約論』（J-J. ルソー） 

参考図書：『自由からの逃走』（エーリッヒ・フロム） 

参考図書：『帝国主義』（J.A. ホブスン） 

参考図書：『帝国主義』（幸徳秋水） 

その他、授業中に適宜紹介します。授業は配付プリントに基づいて進めます。 
 

※ この授業は、9／13（金）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

88 明星大学 マイノリティ論 
加藤 めぐみ 

人文学部 教授 
2 前期 金 15 16:25～17:55 

明星大学 

日野キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

1）マイノリティの定義について考え、述べることができる 

2）マイノリティを包摂する社会とは何か意見を持ち、それを論理的に述べることができる。 

これにより、DP10に示したような、「課題を明確に把握し、それを共有させる力」を持つことができる。 

 

【授業の概要】 

毎回講義を中心とするが、最終回は有志の発表を行う。ゲストスピーカーも招聘する予定であり、先方の都合や内容によって上記の予定が入れ替わったり変更したりす

る場合があるが、その際には通知する。授業で配布する書籍・映像の参考資料を積極的に参照することが求められる。それも含め、授業の予習・復習にはそれぞれ 1時

間必要とされる。 
 

【授業内容】 

1. はじめに：マイノリティとは 

2. 多文化社会について 

3. ゲストスピーカー「インドのカースト制度について」 

4. 性の多様性-LGBTIについて 

5. マイノリティとしての難民1：概観 

6. マイノリティとしての難民2：ゲストスピーカー 

7. マイノリティとしての難民3：包摂に向けて 

8. マイノリティとしての移民1：労働力 

9. マイノリティとしての移民2：人種差別 

10. マイノリティとしての先住民 

11. マイノリティとしての日本人2：ヒバクシャ 

12. マイノリティとしての日本人3：捕鯨問題 

13. マイノリティと表象 

14. 授業のまとめ 

15. 発表 

 

【成績評価方法】 

課題60％、及び授業内で課すリアクション・ペーパーなど授業への取り組み40％（人数によっては毎回のリアクション・ペーパーの総合点を評価にする場合もある。）   

 

【教科書、参考書、教材等】 

毎回レジュメを配布する。授業当初に書籍・映像の参考資料一覧を配布する。 

 

※ この授業は、4／12（金）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

89 明星大学 経済史入門1 
児島 秀樹 

経済学部 教授 
2 前期 月 15 10:45～12:15 

明星大学 

日野キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

○ 最低限の目標は世界史の知識を常識程度に修得すること。 

○ 経済史が理解できるようになるため、課題や試験にまじめに取り組むこと。 

○ 授業で指示されなくても、国語辞典と地図帳は常に参考にするのを常識としたい。 

○ 経済社会の諸問題を時間的変化で捉えることができる。 

○ 経済社会の諸問題を世界的視野で捉えることができる。 

 

【授業の概要】 

講義はヨーロッパの事例が中心になるが、高校の世界史の復習をかねて、世界各地の歴史をとりあげる。 

経済史入門1は古代から中世までを扱う。 

経済史の授業は、歴史の中でも、衣食住と生産・流通にかかわる人間関係の変遷を取り上げる。 

 

【授業内容】 

1. 序論：オイコノミアと経世済民の歴史 

2. 古代、中世、近代の時代区分が意味するもの 

3. 古代の技術：エジプトはナイルのたまもの 

4. 氏族制度：氏族と客人 

5. 領域と奴隷制：祖先の絆を断たれた人 

6. 都市国家と道路建設：すべての道はローマに通ず 

7. 硬貨の誕生：子安貝が化けると貨幣になるの？ 

8. 贈与と交換：沈黙交易 

9. 中世の技術：コモンズの中で行う農業と秘儀としての手工業 

10. 地縁共同体と世帯家族：神前結婚の始まり？ 

11. 荘園と隷属民：中世の身分差別と職業訓練 

12. 中世の都市：景徳鎮やリューベック 
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13. 封建制と紙幣：モンゴルの交鈔からメキシコのレアル銀貨へ 

14. 中世商人の世界：マルコ・ポーロ、鄭和、大航海時代 

15. 古代、中世経済史のまとめ 

 

【成績評価方法】 

成績評価は学期末の試験が50％。毎週の小テスト、課題レポート、読書レポートを合算して50％。詳細は授業初日に説明する。 

総じて、勉学の意欲があり、実際に努力できる人を評価する。 

 

【教科書、参考書、教材等】 

教科書： 経済史の種I /児島秀樹(学文社)/（予価）1800円 

 

※ 授業の板書用に利用する経済史入門の講義ノートはWEB上で公開している。その利用法は授業で指示する。 

※ この授業は、4／8（月）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

90 明星大学 経済史入門2 
児島 秀樹 

経済学部 教授 
2 後期 月 15 10:45～12:15 

明星大学 

日野キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

○ 最低限の目標は世界史の知識を常識程度に修得すること。 

○ 経済史が理解できるようになるため、課題や試験にまじめに取り組むこと。 

○ 授業で指示されなくても、国語辞典と地図帳は常に参考にするのを常識としたい。 

○ 経済社会の諸問題を時間的変化で捉えることができる。 

○ 経済社会の諸問題を世界的視野で捉えることができる。 

 

【授業の概要】 

講義はヨーロッパの事例が中心になるが、高校の世界史の復習をかねて、世界各地の歴史をとりあげる。 

経済史入門2では1601年以降の近現代の経済史を扱う。 

経済史の授業は、歴史の中でも、衣食住と生産・流通にかかわる人間関係の歴史を取り上げる。 

 

【授業内容】 

1. 近現代の経済史鳥瞰図 

2. 工学と改良：農業生産力の増大と機械の登場 

3. 家族と所有権：近代家族の成立 

4. 特権・規制から自由・競争へ：商人親方が組織した工業生産 

5. 重商主義政策と公益事業：名望家の企画力が生み出した有料道路 

6. 近代の貨幣制度：国債と銀行券の仲睦まじい関係 

7. 近代国際商業の展開：優雅な紅茶文化とアメージング・グレースの砂糖 

8. 現代の大量生産方式：Ｔ型フォード 

9. 消費の現場：大衆の保護より消費者への安値還元 

10. 帝国主義時代の経営：ニューディールとミッキー・マウス 

11. 公益事業と公共事業：鉄道、運河、電信 

12. 中央銀行制度：地方銀行から唯一の発券銀行へ 

13. 帝国主義と国際貿易：ラッフルズのシンガポール等 

14. グローバル経済を理解する 

15. 近現代経済史のまとめ 

 

【成績評価方法】 

成績評価は学期末の試験が50％。毎週の小テスト、課題レポート、読書レポートを合算して50％。詳細は授業初日に説明する。 

総じて、勉学の意欲があり、実際に努力できる人を評価する。 

 

【教科書、参考書、教材等】 

教科書：経済史の種II /児島秀樹(学文社)/1800円 

 

※ 授業の板書用の経済史入門の講義ノートはWEB上で公開している。その利用法は授業で指示する。 

※ この授業は、9／9（月）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

91 明星大学 都市経済学１ 
小林 健太郎 

経済学部 准教授 
2 前期 金 15 14:40～16:10 

明星大学 

日野キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

行動目標  ミクロ経済学における家計及び企業の行動を、都市経済の分析に応用する方法を身に付ける。 

毎回、講義時間後半に、簡単な小テストを出題するので、地道に経済学の考え方を理解すること。 

到達目標  現実の都市経済にかかわる問題を、ミクロ経済学の手法を用いて解釈・表現できるようになる。 

 

【授業の概要】 

この講義では、主として都市経済の問題を経済学的な手法を通して見ていく。 

都市経済学の理論は応用的な問題であるため、理論と現実の問題が密接に関連している。 

しかし初学者にとっては、理論がどのような現実の問題を表しているのか対応付けが難しいこともあるため、講義の中で具体的な事例をできるだけ多く取り入れていき

たい。 

 

【授業内容】 

1. ガイダンス及び都市経済分析のための経済学（概要） 

2. 立地分析のためのミクロ経済学の基礎（ゲーム理論の考え方） 

3. 商業立地の経済分析 ホテリングモデル 

4. 輸送費用と立地 ウェーバーの工業立地論 

5. 中心地理論における商圏の考え方 

6. 中心地理論における階層性の考え方 

7. 単一中心都市モデルの概要と都市の構成 

8. 都市構造分析のためのミクロ経済学の基礎（需要関数の導出） 

9. 単一中心都市モデルにおける家計の行動 

10. 都市構造分析のためのミクロ経済学の基礎（企業の利潤最大化行動の復

習） 

11. 単一中心都市モデルにおける企業の行動 
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12. 地価と地代の考え方 収益還元法による地価評価の経済学的な基礎 

13. 住宅市場と住宅政策 

14. 都市経済学1の総まとめ 

15. 講義内容理解状況の確認 

 

【成績評価方法】 

原則として期末試験の結果により評価をおこなう。 

 

【教科書、参考書、教材等】 

教科書：地域経済学入門[第3版]／山田浩之・徳岡一幸[編](有斐閣コンパクト)／2205円 

参考図書：都市・地域経済学への招待状／佐藤泰裕 著（有斐閣ストゥディア）／1800円 

 

※ この授業は、4／12（金）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

92 明星大学 都市経済学2 
小林 健太郎 

経済学部 准教授 
2 後期 金 15 14:40～16:10 

明星大学 

日野キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

行動目標  ミクロ経済学における家計及び企業の行動を、都市経済の分析に応用する方法を身に付ける。 

毎回、講義時間後半に、簡単な小テストを出題するので、地道に経済学の考え方を理解すること。 

到達目標  現実の都市経済にかかわる問題を、ミクロ経済学の手法を用いて解釈・表現できるようになる。 

 

【授業の概要】 

この講義では、主として都市経済の問題を経済学的な手法を通して見ていく。 

都市経済学の理論は応用的な問題であるため、理論と現実の問題が密接に関連している。 

しかし初学者にとっては、理論がどのような現実の問題を表しているのか対応付けが難しいこともあるため、講義の中で具体的な事例をできるだけ多く取り入れていき

たい。 

 

【授業内容】 

1. 人口移動と都市の形成 

2. 都市居住の費用と効用 

3. 都市人口の決定と最適都市規模 

4. 都市間人口移動と均衡の安定性 

5. 非対称な規模を持つ都市間での人口移動 

6. 交通費用の考え方 一般化交通費用の概念 

7. 交通・交通サービスにおける需要と供給 交通の経済分析のための基礎 

8. 公共交通サービスの分析の基礎（鉄道・航空） 

9. 道路交通サービスに関する混雑理論 

10. 道路交通サービスに関する理論 日本における高速道路料金 

11. 都市の環境問題 

12. 都市の財政問題の基礎 

13. 都市の財政と人口移動（足による投票） 

14. 都市経済学2の総まとめ 

15. 講義内容理解状況の確認 

 

 

【成績評価方法】 

原則として期末試験の点数により評価を行う。 

 

【教科書、参考書、教材等】 

教科書：地域経済学入門[第3版]／山田浩之・徳岡一幸[編](有斐閣コンパクト)／2205円 

参考図書：都市・地域経済学への招待状／佐藤泰裕 著（有斐閣ストゥディア）／1800円 

 

※ この授業は、9／13（金）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

93 明星大学 ソフトウェア工学 
山中 脩也 

情報学部 准教授 
2 前期 木 15 10:45～12:15 

明星大学 

日野キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

プロジェクトチームでのソフトウェア開発を経験することで、ソフトウェア工学の位置付けを意識し、その役割に関する知識が身に付く。また、プロジェクトチームの

まとまりの度合いがソフトウェアの生産性と品質に大きく関係することの理解が深まる。  

 

【授業の概要】 

指示をした資料について、受講生は事前に60分程度の予習を行い、授業に臨むこと。 

また、業後は授業内で学んだことについて復習（目安として60分）を行い、明点を次回までに明らかにしておくこと。 

 

【授業内容】 

1. ガイダンス、ソフトウェア工学の学び方 

2. ソフトウェアとソフトウェア工学とは 

3. ソフトウェア開発におけるプロセス 

4. ソフトウェア開発の基本技術（分析と設計） 

5. プロジェクトマネジメントについて 

6. ソフトウェア産業の課題と人材育成 

7. 業務とシステム 

8. システム提案書の作成方法 

9. デザインレビュー 

10. システム要件定義 

11. 外部設計工程 

12. 内部設計工程 

13. プログラミング工程 

14. テスト工程 

15. 演習課題の復習とまとめ 

 

【成績評価方法】 

テストと実習の内容により評価する。また、プロジェクトチーム全体としての内容だけでなく、チーム内での個人の役割とそれに対する対応も評価する。 
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【教科書、参考書、教材等】 

(参考図書) 玉井 哲雄: ソフトウェア工学の基礎, 岩波書店 (http://tamai-lab.ws.hosei.ac.jp/jbooks.html) 

(参考図書) 小高 知宏: Cによるソフトウェア開発の基礎 データ構造とアルゴリズムの基礎から, オーム社 

 

※ この授業は、4／11（木）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

94 明星大学 教育社会学 
須藤 康介 

教育学部 准教授 
2 後期 月 15 16:25～17:55 

明星大学 

日野キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

世の中の教育論には、十分な根拠を伴わず、なんとなくの印象で語られているものが多い。本授業を通して、それらを批判的に検討する力を身につけてほしい。レポー

トでは、授業で扱ったテーマから一つを選び、その内容について自分の意見を論述してもらう。提出は 2回ある。定期試験は、授業に関心を持って参加していれば回答

できる論述問題とする。 

 

【授業の概要】 

本授業は教育学部の学科共通科目であるが、中学校「社会」と高等学校「公民」の教員免許取得者においては、「教科に関する科目」の「社会学、経済学」としても認定

されている。 

 

【授業内容】 

1. オリエンテーション 

2. 教育とは何か − 学校は何のためにあるのか？ 

3. いじめ − いじめはなぜ起こるのか？ 

4. 不登校 − 不登校は心の病なのか？ 

5. 学級崩壊 − 学級崩壊の原因は教師の質低下？ 

6. 少年非行 − 凶悪化する少年犯罪？ 

7. 友人関係・恋愛 − 対人関係は息苦しい？ 

8. 学力問題 − 学力格差はなぜ生じるのか？ 

9. 就職 − 若者はなぜ就職できないのか？ 

10. ジェンダー − 男らしさ・女らしさは必要か？ 

11. 外国人・障害 − 多数派に合わせるべきなのか？ 

12. 教師 − 教師の仕事はオトクなのか？ 

13. 家族 − 現代の家庭の特徴とは？ 

14. 学歴 − 高学歴者はなぜ高い収入を得るのか？ 

15. 総括 

 

【成績評価方法】 

毎回の小課題：26点 レポート：30点 定期試験：44点 

 

【教科書、参考書、教材等】 

テキスト プリントを配布する。 

参考図書 須藤康介 2017『教育問題の「常識」を問い直す』明星大学出版部。 

 

※ この授業は、9／9（月）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

95 明星大学 教育法規１ 
樋口 修資 

教育学部 教授 
2 前期 火 15 10:45～12:15 

明星大学 

日野キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

教職を志す学生にとって、学校制度の仕組みや学校の管理運営・組織編制などの構造が、教育法令によってどのように秩序付けられているのか基本的な理解と認識を得

るようにすることができること。 

 

【授業の概要】 

本講義では、公教育として組織されている学校教育においては、教育法規に基づいて、教育活動や運営管理が展開されていることから、教職を志す学生にとって必要不

可欠な教育法規についての基礎基本の知識の習得を目的として、教育制度の基本的枠組み、国と地方の教育行政と教育財政、学校制度と就学制度、学校の設置管理と組

織編制、学級編制と教職員定数について教育法規の観点から理解を深めさせる。 

授業に臨むに当たっては、事前に「最新教育法の基礎」〔樋口修資著）の該当箇所をしっかりと予習するとともに、授業後においても、再度、講義レジュメと教科書の内

容を復習すること。 

なお、授業終了時に、定期的に、受講生に授業の振り返りペーパーをまとめさせ、提出させることとする。 

 

【授業内容】 

1. 教育法の基本原理とその構造について学ぶ 

2. 日本国憲法について学ぶ 

3. 教育基本法について学ぶ（1） 

4. 教育基本法について学ぶ（2） 

5. 教育基本法について学ぶ（3） 

6. 国・地方の教育行政の組織法について学ぶ 

7. 教育財政法について学ぶ 

8. 中間まとめ 

9. 学校制度に関する法について学ぶ 

10. 就学制度に関する法について学ぶ 

11. 学校の設置管理に関する法について学ぶ 

12. 学校の組織編制に関する法について学ぶ 

13. 学校の管理運営に関する法について学ぶ 

14. 学級編制・教職員定数に関する法について学ぶ 

15. まとめ 

 

【成績評価方法】 

筆記試験による評価を行う。評価では、教育法規についての基礎基本の知識と理解がなされているかどうかに基づき行う。 

 

【教科書、参考書、教材等】 

教科書：最新教育法の基礎/樋口修資(明星大学出版部)2600円 

講義受講に必要な資料等は、教員の開設するホームページからダウンロードし、印刷したものを、授業に持参すること。 
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※ この授業は、4／9（火）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

96 明星大学 教育法規１ 
樋口 修資 

教育学部 教授 
2 前期 水 15 9:00～10:30 

明星大学 

日野キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

教職を志す学生にとって、学校制度の仕組みや学校の管理運営・組織編制などの構造が、教育法令によってどのように秩序付けられているのか基本的な理解と認識を得

るようにすることができること。 

 

【授業の概要】 

本講義では、公教育として組織されている学校教育においては、教育法規に基づいて、教育活動や運営管理が展開されていることから、教職を志す学生にとって必要不

可欠な教育法規についての基礎基本の知識の習得を目的として、教育制度の基本的枠組み、国と地方の教育行政と教育財政、学校制度と就学制度、学校の設置管理と組

織編制、学級編制と教職員定数について教育法規の観点から理解を深めさせる。 

授業に臨むに当たっては、事前に「最新教育法の基礎」〔樋口修資著）の該当箇所をしっかりと予習するとともに、授業後においても、再度、講義レジュメと教科書の内

容を復習すること。 

なお、授業終了時に、定期的に、受講生に授業の振り返りペーパーをまとめさせ、提出させることとする。 

 

【授業内容】 

1. 教育法の基本原理とその構造について学ぶ 

2. 日本国憲法について学ぶ 

3. 教育基本法について学ぶ（1） 

4. 教育基本法について学ぶ（2） 

5. 教育基本法について学ぶ（3） 

6. 国・地方の教育行政の組織法について学ぶ 

7. 教育財政法について学ぶ 

8. 中間まとめ 

9. 学校制度に関する法について学ぶ 

10. 就学制度に関する法について学ぶ 

11. 学校の設置管理に関する法について学ぶ 

12. 学校の組織編制に関する法について学ぶ 

13. 学校の管理運営に関する法について学ぶ 

14. 学級編制・教職員定数に関する法について学ぶ 

15. まとめ 

 

【成績評価方法】 

筆記試験による評価を行う。評価では、教育法規についての基礎基本の知識と理解がなされているかどうかに基づき行う。 

 

【教科書、参考書、教材等】 

教科書：最新教育法の基礎/樋口修資(明星大学出版部)2600円 

講義受講に必要な資料等は、教員の開設するホームページからダウンロードし、印刷したものを、授業に持参すること。 

 

※ この授業は、4／10（水）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

97 明星大学 教育法規2 
樋口 修資 

教育学部 教授 
2 後期 火 15 10:45～12:15 

明星大学 

日野キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

教職を志す学生にとって、教員の身分・服務や、学校における「学習指導」、「生徒指導」などの教育活動や「食育」、「特別支援教育」、「学校保健・安全管理」などの個

別課題の取り組みが、どのような法制的な仕組みの下で進められていくことが求められているのかについて十分な理解と認識を得ること。 

 

【授業の概要】 

本講義では、公教育として組織されている学校教育における教育活動及び運営管理は、教育法規に基づいて実施されていることから、教職を志す学生にとって必要不可

欠な教育法規についての基礎基本の知識の確実な習得を目的として、教員免許制度、教員の身分と服務、学習指導要領と教育課程の編成、特別支援教育、生徒指導、学

校保健安全管理、学校給食と食育、学校事故などについて教育法規の視点から、理解を深めさせる。 

なお、授業終了時に、適宜、授業の振り返りペーパーをまとめ、提出させることとする。 

 

【授業内容】 

1. 学校の説明責任・地域参画に関する法について学ぶ 

2. 教員免許・養成制度に関する法について学ぶ 

3. 教員の身分・服務に関する法について学ぶ（1） 

4. 教員の身分・服務に関する法について学ぶ（2） 

5. 教育課程に関する法について学ぶ（1） 

6. 教育課程に関する法について学ぶ（2） 

7. 特別支援教育に関する法について学ぶ 

8. 中間まとめ 

9. 生徒指導に関する法について学ぶ 

10. 懲戒と体罰に関する法について学ぶ 

11. いじめ防止に関する法について学ぶ 

12. 学校の保健安全に関する法について学ぶ 

13. 学校給食・食育に関する法について学ぶ 

14. 学校事故に関する法について学ぶ 

15. まとめ 

 

【成績評価方法】 

筆記試験により評価を行う。評価では、教育法規についての基礎基本の知識と理解がなされているかどうかに基づき行う。 

 

【教科書、参考書、教材等】 

教科書：最新教育法の基礎/樋口 修資(明星大学出版部)/2600 円 

受講に当たっては、教員のホームページから必要な講義資料等をダウンロードし、印刷した上で、授業に持参すること。 

 

※ この授業は、9／10（火）が初回です。 

 

63



 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

98 明星大学 教育法規2 
樋口 修資 

教育学部 教授 
2 後期 水 15 9:00～10:30 

明星大学 

日野キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

教職を志す学生にとって、教員の身分・服務や、学校における「学習指導」、「生徒指導」などの教育活動や「食育」、「特別支援教育」、「学校保健・安全管理」などの個

別課題の取り組みが、どのような法制的な仕組みの下で進められていくことが求められているのかについて十分な理解と認識を得ること。 

 

【授業の概要】 

本講義では、公教育として組織されている学校教育における教育活動及び運営管理は、教育法規に基づいて実施されていることから、教職を志す学生にとって必要不可

欠な教育法規についての基礎基本の知識の確実な習得を目的として、教員免許制度、教員の身分と服務、学習指導要領と教育課程の編成、特別支援教育、生徒指導、学

校保健安全管理、学校給食と食育、学校事故などについて教育法規の視点から、理解を深めさせる。 

なお、授業終了時に、適宜、授業の振り返りペーパーをまとめ、提出させることとする。 

 

【授業内容】 

1. 学校の説明責任・地域参画に関する法について学ぶ 

2. 教員免許・養成制度に関する法について学ぶ 

3. 教員の身分・服務に関する法について学ぶ（1） 

4. 教員の身分・服務に関する法について学ぶ（2） 

5. 教育課程に関する法について学ぶ（1） 

6. 教育課程に関する法について学ぶ（2） 

7. 特別支援教育に関する法について学ぶ 

8. 中間まとめ 

9. 生徒指導に関する法について学ぶ 

10. 懲戒と体罰に関する法について学ぶ 

11. いじめ防止に関する法について学ぶ 

12. 学校の保健安全に関する法について学ぶ 

13. 学校給食・食育に関する法について学ぶ 

14. 学校事故に関する法について学ぶ 

15. まとめ 

 

【成績評価方法】 

筆記試験により評価を行う。評価では、教育法規についての基礎基本の知識と理解がなされているかどうかに基づき行う。 

 

【教科書、参考書、教材等】 

教科書：最新教育法の基礎/樋口 修資(明星大学出版部)/2600 円 

受講に当たっては、教員のホームページから必要な講義資料等をダウンロードし、印刷した上で、授業に持参すること。 

 

※ この授業は、9／11（水）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

99 明星大学 マーケティング論基礎 

若木 宏一 

経営学部 教授 

平野 英一 

経営学部 教授 

2 後期 金 15 14:40～16:10 
明星大学 

日野キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

行動目標  マーケティングにおける基礎的な専門知識と技術を理解し、経験と勘に頼ることなく正しい経営活動を実践できる知識をアクティブ・ラーニングを通じて

身に付ける。 

到達目標  企業のマーケティング活動の問題点を指摘し、問題の解決策を立案できるまでのレベルに到達することを目標とする。 

 

【授業の概要】 

授業で配布された資料は必ず目を通してから授業に臨むこと。授業に臨むにあたっては先週の授業内容について必ず確認をしてから出席をすること。予習復習には最低

90分程度を要するものとする。 

 

【授業内容】 

1. マーケティング・エッセンス 

2. マーケティングの基本概念 

3. マーケティング・コンセプト 

4. 顧客満足とマーケティング 

5. マーケティング・プロセス 

6. マーケティング環境 

7. SWOT分析とSTP分析 

8. 商品戦略 

9. 価格戦略 

10. 流通戦略 

11. プロモーション戦略 

12. マーケティング・ミックス 

13. 消費者行動とマーケティング 

14. インターネット・マーケティング 

15. 第1回から第14回までの振り返り、Q＆A 

 

【成績評価方法】 

教育目標の1、2、3について「総括課題確認レポート」（配分60％）と４つの「演習問題リポート」（配分40％）の合計により評価する。 

総合評価は理解・習熟度が90％以上の場合がS、80％〜89％がA、70％〜79％がB、60％〜69％がC、60％未満は不合格となる。 

 

【教科書、参考書、教材等】 

使用するテキストについては授業開始時に配布する。 

 

※ この授業は、9／13（金）が初回です。 
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No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

100 明星大学 デザイン概論 

西本 剛己  

デザイン学部 教授 

浅井 治彦 

デザイン学部 教授 

田中 久隆 

デザイン学部 教授 

川又 淳 

デザイン学部 准教授 

武藤 努 

デザイン学部 准教授 

佐々木 果 

デザイン学部 非常勤講師 

2 前期 火 15 14:40～16:10 
明星大学 

日野キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

1 人が行なうデザインを、自然界の広義のデザインと結びつけて考えることができる。 

2 デザインという行為を、社会におけるヒト・コト・モノの関係性や仕組みの構築として捉えることができる。 

3 様々なデザイン分野における「企画」の意味と重要性を理解することができる。 

4 様々なデザイン分野における「表現」の意味と重要性を理解することができる。 

5 大学での4年間の学びや、卒業後の自分の将来について、基本的なイメージを持つことができる。 

 

【授業の概要】 

デザインとは、単に形や色を考えることではありません。本当のデザインとは何か、それを広い視野と大きな観点からとらえ、デザインに必要な知識を学ぶとともに、

デザインを社会との関連の中で考察できるようにします。予備知識等は必要ありませんが、毎回の授業内容をよく復習して次の回の授業に臨んでください。身の周りの

デザインや自分の将来について、2 つのレポートを課します。またデザイン学部の６分野とコミュニティデザインと呼ばれる分野の講義の後、ミニレポートを提出して

もらいます。レポートは全て出さないと単位を取得できないので気をつけてください。 

 

【授業内容】 

1. デザインとは何か？：「仕組み」としてのデザイン 

2. 宇宙のデザイン：熱力学の法則と世界の成り立ち 

3. 流れの発生とデザインの誕生：形と仕組み／生命 

4. 自然界のデザイン：相応しい仕組みと美の幾何学 

5. 人は何故、デザイン「しなければならない」のか？ 

6. 社会のことを考えよう：関心と無関心／人類の可能性 

7. デザインと社会：「企画力」と「表現力」の重要性 

8. グラフィックとデザイン 

9. マンガとデザイン 

10. メディアとデザイン 

11. プロダクトとデザイン 

12. インテリアとデザイン 

13. ファッションとデザイン 

14. コミュニティデザイン 

15. まとめ：流れと仕組み・差異と情報・間（ま）と関係 

 

 

【成績評価方法】 

身の回りのデザインについてのレポート 25％ 

自分の将来についてのレポート     20％ 

7つのデザイン分野についてのレポート 各5％ 

受講態度20％ 

 

【教科書、参考書、教材等】 

授業内で参考図書を紹介し、資料を配付する。またスライドを用いて様々な具体例等を示す。 

 

※ この授業は、4／9（火）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

101 工学院大学 機構学及び機械要素 
堀内 邦雄 

先進工学部 准教授 
2 前期 金 14 13:40～15:25 

工学院大学 

八王子キャンパス 
5 

 

【到達目標】 

機械設計に必要な基礎知識を概念的に理解する。すなわち、どのような機械要素があるのか、機構を設計する上でどのようなことを知っておくべきか、機械の性能をど

のように測定するのかなど、機械要素、機構学を専門的に学習するために最低限必要な知識を身につける。（詳細技術については、さらに専門的学習が必要である） 

 

【授業の概要】 

機械の設計に欠かせない機構と機械要素などについてその基礎概念を学ぶ。 

(1)機械の仕組みについて理解する、(2)機械要素の役割と特徴を理解する、(3) 機構の自由度を理解する、(4)平面機構の運動および静力学計算法を理解する、(5) リン

ク機構、歯車装置、変速機構およびカム装置の概要を理解する、(6) 機械装置の性能，機能の計測法とデータ解析方法を理解する。 

機械の設計・開発に必要な機械要素・機構学の基礎知識を学ぶことができる。   

 

【授業内容】 

各講義後、今後活用できるよう概要をまとめることを復習として実施すること。 

1.［機械とは何か］外部からのエネルギー供給で仕事をする機械の仕組みを理

解し、設計思想や製作方法について学ぶ。 

2.［単位系］単位系と次元解析など。 

3.［締結用機械要素］ねじの種類、ねじの表し方、ねじのはめあい、ねじの誤

差。 

4.［軸，軸受，継手］軸から回転体あるいは回転体から軸に動力を伝えるため

の方法とキーの種類や強度計算。 

5.［流体部品］弁とコックの種類と長短所，シール方法。 

6.［剛体の自由度］平面機構の自由度，空間機構の自由度。 

7.［運動機構の基礎知識］機構解析に必要な数学、物理学。 

8.［機構の静力学］機構の静力学計算法。 

9.［リンク機構の運動伝達］リンク機構の種類と運動伝達、速度解析法。 

10.［歯車と歯車装置］インボリュート歯車と差動歯車装置の回転数比の計算法。 

11.［変速機構］変速機の機構と役割。 
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12.［カム機構］カム機構と応用例。 

13.［計測］圧力、温度、振動等の計測法。 

14.学習成果の確認（試験） 

 

各回の＜予習＞シラバス内の用語について確認しておく。＜復習＞講義内容の概要をまとめておくこと。 

 

【成績評価方法】 

試験（80点満点）を実施する。試験においては、復習でまとめた自作の概要集（A4 4枚以内/裏表使用可）の参照を認め、試験後提出する。このまとめを20点満点で評

価し、試験との合計点で総合評価する。ただし、4回以上欠席の学生は履修放棄とみなし成績評価は行わない。 

 

【教科書】 

指定する教科書なし。毎回資料を配布する。 

 

【参考書、教材等】 

指定する参考書なし。 

機構学、機械要素に関しては多数の参考書が出版されています。自分のニーズやレベルにあった参考書を見つけるとよい。 

 

※ この授業は、4／12（金）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

102 工学院大学 電子デバイス 
相川 慎也 

工学部 准教授 
2 後期 金 14 13:40～15:25 

工学院大学 

八王子キャンパス 
5 

 

【到達目標】 

・エネルギーバンド図を適切に描くことができ，バンド図を用いて電子（正孔）の挙動を説明することができる 

・真性半導体および不純物半導体（n型・p型）に関する定性的または定量的説明ができる 

・バンド図を用いたpn接合ダイオードに関する説明ができる．また，主要ファクターの導出ができる 

・MOSFETにおけるキャリア輸送に関する定性的説明ができる．また，主要ファクターの導出ができる 

 

【授業の概要】 

電子デバイスはディスクリートな素子としてよりは，むしろ集積回路を構成して用いられることが多い．集積回路を扱うには，個々のデバイスの振る舞いをしっかり理

解しておくことが必要である． 

本講義では，トランジスタなどの非線形素子の概念を持ち，その機能を定性的・定量的に説明できることをねらいとする．電子物性で学んだ固体中での電子の挙動をベ

ースに，電子デバイスを形成するための半導体物理と電子デバイスの動作原理・設計指針に関する考え方を修得する． 

 

【授業内容】 

1.【バンド理論の概略】半導体素子の動作原理を説明するための基本的な物理

現象として，固体中の電子のエネルギー値が離散的かつ帯状になること，お

よび正孔の概念，金属・半導体・絶縁体の違いを理解する． 

[事前学習] 教科書pp.1～16を熟読しておくこと．また，配布資料の「2.2 分

布関数」まで目を通しておくこと． 

2.【半導体中のキャリア濃度】半導体素子の動作原理を説明するための基本的

な物理現象として，半導体中のキャリア濃度が何によって決められるか，不

純物の添加量と抵抗率の関係，キャリア濃度の温度依存性を理解する． 

[事前学習] 教科書pp.16～37を熟読しておくこと．また，配布資料の「2.6 フ

ェルミ準位」まで目を通しておくこと． 

3.【半導体中の電気伝導】半導体素子の動作原理を説明するための基本的な物

理現象として，電界印加時の電子の運動，キャリアの拡散現象を理解する．

また，第1回～第3回分の演習問題を解き，理解を深める． 

[事前学習] 教科書pp.37～44を熟読しておくこと．また，配布資料の「3.3 拡

散によるキャリアの移動」まで目を通しておくこと．配布資料中の演習問題

（第１章）を自力でできるところまで解くことを強く推奨する． 

4.【pn接合のエネルギー帯図】半導体が出払領域にあり，ドナーやアクセプタ

ーがすべてイオン化している条件を前提とし，pn接合面に空乏層が形成され

る理由，拡散電位が電圧計で測定できない理由を理解する． 

[事前学習] 教科書pp.65～69を熟読しておくこと．また，配布資料の「5.2 エ

ネルギー帯図」まで目を通しておくこと． 

5.【pn 接合ダイオードの電流-電圧特性】半導体が出払領域にあり，ドナーや

アクセプターがすべてイオン化している条件を前提とし，順方向電流が電圧

に対して指数関数的に増加する理由，逆方向電流が電圧に対して一定となる

理由を理解する． 

[事前学習] 教科書pp.69～89を熟読しておくこと．また，配布資料の「6.5 ダ

イオードの降伏現象」まで目を通しておくこと． 

6.【pn接合ダイオードの空乏層容量】半導体が出払領域にあり，ドナーやアク

セプターがすべてイオン化している条件を前提とし，静電容量と空乏層中の

電荷量の関係，印加電圧と静電容量の関係を理解する．また，第 4 回～第 6

回分の演習問題を解き，理解を深める． 

[事前学習] 教科書pp.89～95を熟読しておくこと．また，配布資料の「7.2 容

量-電圧特性」まで目を通しておくこと．配布資料中の演習問題（第２章）を

自力でできるところまで解くことを強く推奨する． 

7.半導体中の電気伝導（第１章）およびpn接合ダイオード（第２章）に関する

学習成果の確認（授業内試験） 

8.【金属-半導体接触のエネルギー帯図と電流-電圧特性】金属と半導体を接触

させた界面において，どのような場合に空乏層が形成されるか，pn接合とは

何が異なるかを理解する． 

[事前学習] 教科書pp.109～122を熟読しておくこと．また，配布資料の「11.1 

順方向と逆方向」まで目を通しておくこと． 

9.【ショットキー接触・オーミック接触】ショットキー接触およびオーミック

接触の違いを定性的かつ定量的に理解する．また，第8回～第9回分の演習  

問題を解き，理解を深める． 

[事前学習] 教科書pp.122～137を熟読しておくこと．また，配布資料の「14.1 

オーミック接触の形成方法」まで目を通しておくこと．配布資料中の演習問

題（第３章）を自力でできるところまで解くことを強く推奨する． 

10.【バイポーラトランジスタの動作原理】pn 接合ダイオードで学んだダイオ

ード特性とバイポーラトランジスタの特性の関連性を理解し，どのようにし

て電力が増幅されるかを学ぶ． 

[事前学習] 教科書pp.139～152を熟読しておくこと．また，配布資料の「15.4 

エミッタ接地の静特性」まで目を通しておくこと． 

11.【バイポーラトランジスタにおけるキャリアの挙動】pn 接合ダイオードで

学んだダイオードにおけるキャリアの挙動とバイポーラトランジスタにおけ

るそれの違いを理解する．トランジスタ特性に及ぼすベース領域部分の設計

指針を定性的かつ定量的に学ぶ．また，第10回～第 11回分の演習問題を解

き，理解を深める． 

[事前学習] 教科書 pp.152～169 を熟読しておくこと．また，配布資料の

「17.1.4 電流増幅率を決める要素」まで目を通しておくこと．配布資料中の

演習問題（第４章）を自力でできるところまで解くことを強く推奨する． 

12.【MISFET の基本原理と半導体表面の物理】キャパシタと MIS ダイオードの

類似点と相違点について理解し，MISFETの基本原理を学ぶ． 

[事前学習] 教科書pp.173～181を熟読しておくこと．また，配布資料の「18.2 

MISダイオード」まで目を通しておくこと． 

13.【MOSFET】MOSFET の静特性を理解するとともに，バイポーラトランジスタ

との類似点・相違点を説明できるようにする．また，第12回～第 13回分の

演習問題を解き，理解を深める． 

[事前学習] 教科書pp.181～199を熟読しておくこと．また，配布資料の「21.1 

静特性の比較」まで目を通しておくこと．配布資料中の演習問題（第５章）

を自力でできるところまで解くことを強く推奨する． 

14.授業内容の振り返り 
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【成績評価方法】 

原則として，中間試験（25%），期末試験（60%），課題（15%）の結果に基づいて，A+～Fの6段階で評価する．D以上を合格とする．中間試験は第 7回の授業内で，期

末試験は定期試験期間に実施する． 

ただし，5回以上欠席した場合は履修放棄とみなし単位認定を行わない．出席確認はカードリーダーのデータを活用するので忘れずに必ずタッチすること． 

 

【教科書】 

國岡昭夫・上村喜一「基礎半導体工学」朝倉書店（ISBN-13: 978-4254221381）、定価：本体3,400円＋税 

 

【参考書、教材等】 

Ｓ.Ｍ.ジィー／南日康夫・川辺光央・長谷川文夫訳「半導体デバイス（第2版）―基礎理論とプロセス技術―」産業図書（ISBN-13: 978-4782855508）、定価：本体6,600

円＋税 

 

※ この授業は、9／13（金）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

103 工学院大学 都市計画 
野澤 康 

建築学部 教授 
2 前期 水 14 9:10～10:55 

工学院大学 

八王子キャンパス 
5 

 

【到達目標】 

（1）都市計画とはどのようなものであるか、その役割や枠組み、歴史的背景を理解している。 

（2）身近な都市の問題点や良い点を的確に捉えて、指摘することができる。 

（3）具体的な都市の計画図書を読み解くことのに必要な基礎知識を身につけている。  

 

【授業の概要】 

都市とは何かに目を向け、その上で都市計画とはどのようなものなのか、その概要や基本的な枠組みを理解する。 

また、建築を学ぶにあたって、建築そのものの敷地だけではなく、その周辺環境に広く目を向けることの重要性を知る。   

 

【授業内容】 

指定の教科書及びキューポート経由で配布する資料集を用いて、下記の通りに進める予定である。 

また、下記の内容に加えて、講義内容の理解に必要な時事問題の解説や、国内外の都市の事例紹介をする時間も交えていく。 

1. 都市とは？都市計画とは？を考える（都市についての理解、都市計画の意義、

人口集中地区） 

☆準備学習：自分が住んでいる街や出身都市の人口や都市問題を調べてみる。

また、教科書pp.1-15を熟読して内容を理解しておく。 

2. 都市計画の近代史（田園都市、近隣住区論、近代都市計画の発祥） 

☆準備学習：教科書 pp.16-18 を熟読し、内容を理解する。Google などを通

して、扱われている事例の現在の様子を知る。 

3. 都市計画法の体系（都市計画法、マスタープラン、都市計画制限と都市計画

事業） 

☆準備学習：教科書pp.19-24を熟読し、内容を理解する。自分の居住都市や

出身都市の都市計画マスタープランを、インターネットを通じて入手して読

む。 

4. 都市の構成と土地利用計画（都市の形成、都市の把握、都市のイメージ） 

☆準備学習：教科書pp.25-29を熟読し、内容を理解する。自分の居住都市や

出身都市の形成プロセスを調べてみる。 

5. 土地利用と建築物のコントロール（区域区分、地域地区、密度・用途・形態、

形態規制） 

☆準備学習：教科書pp.30-51を熟読し、内容を理解する。自分の居住都市や

出身都市の都市計画図を入手して読み取る。表現方法を学ぶ。 

［第 1～4 回の復習のための即日レポート１］（次回以降の講義でフィードバ

ック） 

6. 地区スケールの計画・ルール（形態規制、地区計画、建築協定） 

☆準備学習：教科書pp.52-64を熟読し、内容を理解する。自分の居住都市や

出身都市の都市計画図から、地区計画がかけられている地区を抽出し、具

体的な内容を調べてみる。 

7. 都市の再生と交通システム１（街路空間・街路網、歩車分離、歩車共存、交

通拠点、駅前広場） 

☆準備学習：教科書pp.65-69を熟読し、内容を理解する。身近な都市では歩

行者と自転車、自動車との関係はどうなっているか、実際の状況を観察する。 

8. 都市の再生と交通システム２（総合的な交通政策、公共交通、コンパクトシ

ティ） 

☆準備学習：教科書pp.70-76を熟読し、内容を理解する。身近な交通問題に

注目して、その問題の原因と解決策を考察する。 

9. 都市と自然（公園・緑地・オープンスペースの意義、都市公園、都市緑地法、

生産緑地） 

☆準備学習：教科書pp.77-89を熟読し、内容を理解する。身近な公園・緑地・

オープンスペースに行き、その機能や環境を調べてみる。キャンパスや自宅

周辺で生産緑地を探し、その状況を知る。 

［第 5～8 回の復習のための即日レポート２］（次回以降の講義でフィードバ

ック） 

10. 市街地開発事業と都市再生（土地区画整理事業、市街地再開発事業、都市

再生） 

☆準備学習：教科書pp.90-99を熟読し、内容を理解する。各種事業の身近な

事例を実際に見て、その空間を学び取る。 

11. 都市と防災（災害、地域危険度、不燃領域率、ハザード、災害から守る、

被災地を再建する） 

☆事前学習：教科書pp.100-112を熟読し、内容を理解する。自分が大地震に

遭遇した時に、まず何をするか、また、災害時に家族とどのように連絡を取

るか等を考え、相談してみる。 

12. 都市の景観まちづくり（都市デザイン、景観の領域性、景観法） 

☆準備学習：教科書pp.113-123を熟読し、内容を理解する。美しい景観、良

好な景観とはどんなものか？ 自分が行ったことのある街から考えてみる。 

13. 参加・協働のまちづくり（計画プロセスと参加、ワークショップ、主体、

コミュニケーション） 

☆準備学習：教科書pp.124-134を熟読し、内容を理解する。身近なまちで行

われている参加型まちづくりの事例を調査する。可能であれば、実際に参加

してみる。 

［第9～12回の復習のための即日レポート３］（キューポートを通じてフィー

ドバック）  

14. 学習成果の振り返り 

☆準備学習：期末試験で解けなかった問題について、正解を調べておく

【成績評価方法】 

授業にきちんと出席することが成績評価の前提となる。 

授業中に実施する即日レポート等50％、学期末試験50％によって成績を評価する。A+～Fの6段階評価でD以上の者を合格とする。 

 

【教科書】 

「初めて学ぶ都市計画 第二版」饗庭伸・鈴木伸治編著（市ヶ谷出版社） 

 ＊必ず、授業初回までに用意しておくこと。 

 ＊この教科書は2019年度から初めて使用する。 

 

【参考書、教材等】 

「都市計画 第３版」川上光彦・著（森北出版） 
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「初学者のための都市工学入門」高見沢実著（鹿島出版会） 

「市民参加のまちづくり」渡辺俊一編著（学芸出版社） 

「市町村の都市計画１～３」日笠 端著（共立出版） 他、講義中に随時紹介する。 

また、これらの単行本に加えて、自治体発行の各種資料や新聞も参考としながら、学習してほしい。 

 

※ この授業は、4／10（水）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

104 工学院大学 ランドスケープデザイン 
下田 明宏 

建築学部 教授 
2 後期 金 14 15:35～17:20 

工学院大学 

八王子キャンパス 
5 

 

【到達目標】 

（1） 造成デザインの基本的手法を習得する。 

（2） 都市における基本的な緑化植物の名前や特徴、用途について学ぶ。 

（3） 植栽デザインの多様な手法を理解し、実際に植物のある都市空間を適切な用語で説明できるようにする。  

 

【授業の概要】 

ランドスケープデザインは、地域固有の自然や歴史、風土を生かしながら、都市の外部空間のあり方を提案し、我々の「生活の質」の向上を図る分野である。 

本授業では、座学と簡単な演習により、ランドスケープデザインの基本的ツールである「造成デザイン」と「植栽デザイン」に関する基礎知識と技術を習得するととも

に、ランドスケープデザインの今日的な役割について理解を深める。 

 

【授業内容】 

下記の内容に加え、授業の内容が十分に理解でき、その知識を応用して使いこなせるよう、先行授業の内容を再学習する時間を毎回の授業に設ける。 

 

1. オリエンテーション 
  準備学習：都市空間は何によって構成されているか考えておく。 
2. 造成デザイン 1 （広場-1 コンターの操作） 
  準備学習：地理で学習した等高線の特性について復習しておく。 
3. 造成デザイン 2 （広場-2 円形劇場） 
  準備学習：広場を別の位置に造成してみる。 
4. 造成デザイン 3 （道路-1 コンターの操作） 
  準備学習：円形劇場を別の位置に造成してみる。 
5. 造成デザイン 4 （道路-2 到着感の演出） 
  準備学習：道路造成におけるコンターの操作を理解する。 
6. 造成デザイン 5 （まとめ） 
  準備学習：道路造成におけるコンターの操作に習熟する。 
7. 造成デザイン 6 （小テスト1） 
  準備学習：広場と道路の造成を一体的にできるようにする。 

8. 緑化植物 1 （植物のある風景 / スケッチ-1） 
  準備学習：緑化植物にはどのようなものがあるか観察する。 
9. 緑化植物 2 （スケッチ-2 / 課題提出） 
  準備学習：緑化植物と建築・工作物の多様な関係について考察する。 
10. 植栽デザイン 1 （hedge等） 
  準備学習：植栽デザインにはどのような手法があるか観察する。 
11. 植栽デザイン 2 （shade等） 
  準備学習：前回の授業で紹介された植栽デザインの手法を復習する。 
12. 植栽デザイン 3 （street trees等） 
  準備学習：前回の授業で紹介された植栽デザインの手法を復習する。 
13. 植栽デザイン 4 （まとめ / 小テスト2） 
  準備学習：これまでの授業で紹介された植栽デザインの手法を復習する。 
14. 学習内容の振り返り 
  準備学習：前回までの総復習を行う。 

 

【成績評価方法】 

到達目標（1）、（2）、（3）は、原則として、それぞれ小テスト1（1/3）、課題（1/3）、小テスト2（1/3）で評価する。 
A+～Fの6段階評価でD以上の者を合格とする。 

 

【教科書】 

特に指定しない。 

 

【参考書、教材等】 

授業中に参考書を紹介するほか、必要に応じて資料を配布する。 

また、以下のような植物図鑑が一冊あると望ましい。 

- 日本の樹木（山と渓谷社） 

- 中川重年「日本の樹木（上・下）」小学館 

- 牧野富太郎「学生版 牧野日本植物図鑑」北隆館 

 

※ この授業は、9／13（金）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

105 工学院大学 離散数学 
田中 輝雄 

情報学部 教授 
2 後期 火 14 9:10～10:55 

工学院大学 

八王子キャンパス 
5 

 

【到達目標】 

授業計画に挙げたグラフ理論，数え上げ，証明，離散確率などの各項目について理解し，応用例に対して学んだ手法が適用できることをこの講義の達成目標とする． 

 

【授業の概要】 

離散数学は、情報工学における基本的な数学のうちのひとつである。本講義では、グラフ理論を中心に、数え上げ、証明、離散確率などについて説明するについて解説

する。 

 

【授業内容】 

1. 数え上げ（１）：数え上げのテクニックその１ 
2. 数え上げ（２）：数え上げのテクニックその２ 
3. 数え上げ（３）：鳩の巣原理，順列と組み合わせ 
4. 数え上げ（４）：二項定理 

5. 離散確率（１）：離散確率空間  
6. 離散確率（２）：条件付確率 
7. 中間試験  
8. 証明（１）：数学的帰納法  
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9. 証明（２）：背理法，対偶法，場合分け 
10. グラフ（１）：グラフの定義  
11. グラフ（２）：経路  

12. グラフ（３）：２部グラフ  
13. グラフ（４）：彩色問題  
14. 振り返り 

 
【成績評価方法】 
定期試験によって到達目標に照らして、6段階のGrade(A+、 A、 B、 C、 D、 F)で評価し、D以上の者に単位を認める。 

 
【教科書】 
なし 

 
【参考書、教材等】 

やさしく学べる離散数学（石村園子著，共立出版株式会社） 

他、講義にて、紹介する 

 

※ この授業は、9／17（火）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

106 工学院大学 プログラミング言語基礎論 
位野木 万里 

情報学部 教授 
2 後期 水 14 11:05～12:50 

工学院大学 

八王子キャンパス 
5 

 

【到達目標】 

プログラムを構築する際に必要となるフローチャートやコードの作法、開発方式やソフトウェア・システムの評価指標も含め、プログラミング言語に関する体系的知識

を理解し、説明できる。また、学習しているC言語と他言語との差異を理解し、その違いを説明できる。  

 

【授業の概要】 

プログラムの動作原理から、様々なプログラム言語、コーディングのテクニックに至るまで幅広く学習し、今後、プログラミング言語を学ぶ上で必要になる基礎的な知

識を理解する。 

 

【授業内容】 

以下の項目に沿って講義を進める。授業開始時に各回の内容を明示し、変更がある場合は事前に連絡する。各単元名がそのままキーワードとなっている。準備学習とし

て、事前に配布する講義資料を読み、不明な用語については事前に調査しておくこと。 

1. ガイダンス・ハードウェアの基礎 

2. プログラムの基礎 

3. アルゴリズムの設計 ～フローチャート～ 

4. コーディングの作法とプログラムの構造 

5. プログラミング言語の種類と特徴 

6. 機械語・アセンブリ言語 

7. 手続き型言語 

8. オブジェクト指向言語 

9. スクリプト言語 

10. インタプリタとコンパイラ 

11. ソフトウェアの開発モデル 

12. システムの評価・ソフトウェアの評価 

13. プログラム・ソフトウェア開発技術の動向 

14. 学習内容の振り返り 

 

【成績評価方法】 

各回にて実施する課題を提出すること。期末テストは試験期間中に実施する。なお、課題、期末テストにおいては、内容が正確に伝わるように正しい文章を書くこと。 

期末テスト（50％）およびレポート課題（50％）によって到達目標に照らして、6段階のGrade(A+,A,B,C,D,F)で評価し、D以上の者に単位を認める。 

 

【教科書】 

指定教科書なし。資料を配布する。 

 

【参考書、教材等】 

指定参考書なし 

 

※ この授業は、9／18（水）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

107 工学院大学 モバイルコンピューティング 
藤川 真樹 

情報学部 准教授 
2 後期 火 14 17:30～19:15 

工学院大学 

八王子キャンパス 
5 

 

【到達目標】 

授業内容に挙げた各項目について理解するとともに、課題の調査とその発表を行うことで、モバイルシステムに関する基礎的な知識と基本的な考え方を身に付けていく

ことをこの講義の達成目標とする。 

 

【授業の概要】 

ワイヤレス通信速度と通信品質の向上やモバイル端末の高性能化・高機能化により，モバイルソリューションシステムは日々，進化し続けている．本講義では，モバイ

ルシステムと，その提案・構築・運用・改善を行うための必要な知識の習得を目指す．具体的には，ネットワーク関連技術，モバイル端末関連技術，モバイルインター

ネット技術，モバイルコンテンツサービス技術，情報セキュリティ管理，IoT/M2Mシステムについて，最新の情報をもとに解説する． 

 

【授業内容】 

1. モバイルシステムの概要 

2. 移動体通信サービス 

3. 無線アクセスネットワーク技術 

4. コアネットワーク技術 

5. インターネット基盤技術 

6. モバイル端末・機器のハードウェア技術 

7. 端末周辺技術 

8. モバイル端末ソフトウェア技術 

9. モバイルインターネット技術 

10. モバイルコンテンツサービス技術 

11. 情報セキュリティ管理 

12. M2M/IoTシステム 
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13. モバイルシステムを利用したアプリケーション 14. 学習内容の振り返り 

 

【成績評価方法】 

評価の割合は，レポート20%と，試験期間に実施する期末試験80％とする．到達目標に照らして、6段階のGrade(A+,A,B,C,D,F)で評価し、D以上の者に単位を認める。 

 

【教科書】 

モバイルシステム技術テキスト 第8版 

（－MCPCモバイルシステム技術検定試験2級対応－） 

ISBN：978-4-86594-169-2 

株式会社リックテレコム 

 

【参考書、教材等】 

指定参考書なし 

 

※ この授業は、9／17（火）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

108 工学院大学 情報ネットワーク基礎論 
管村 昇 

情報学部 教授 
2 後期 水 14 15:35～17:20 

工学院大学 

八王子キャンパス 
5 

 

【到達目標】 

情報社会とネットワークの関わりについて学び、ネットワークを支えるさまざまな技術の基礎を修得できる。  

 

【授業の概要】 

ネットワークは、コンピュータと同様、現在の情報社会には不可欠なものである。パソコンやスマートフォン、あるいはインターネットなしでの生活は、もはや考えら

れない時代になっている。しかしながら、これらの機器がどのような通信技術に支えられ利用できるかについて理解できている人は少ない。本講義では、高度情報社会

を支えるネットワーク技術の基礎について講義する。   

 

【授業内容】 

第1回 ガイダンス（講義の目的と内容）・情報社会における情報ネットワーク

の役割 

本講義の進め方（１３回の講義内容について、シラバスに準じて説明）

および成績評価、参考図書、オフィスアワーについて説明する。 

事前の準備：本講義を受講する目的を明確にしておく。本講義で何を

学びたいかをしっかり認識すること。 

第2回 情報通信の歴史 

予習：現在の社会において情報通信の果たす役割について考えておく。 

復習：情報通信の歴史（通信技術に関係する歴史）。 

第3回 情報の伝送 

予習：情報の伝送の方法（有線／無線・アナログ／ディジタル）など

について調べておく。 

復習：情報の伝送方法について、身近な技術について調べる。 

第4回 変調・復調、多重伝送 

予習：変調、復調の意味を調べておく。 

復習：変調の方式について理解する。多重伝送の意味を理解する。 

第5回 電話ネットワーク（固定電話網と移動電話網） 

予習：電話（固定電話・携帯電話）が繋がる仕組みを考えておく。 

復習：電話がどのようにつながるかを理解する。 

第6回 ブロードバンド通信 

予習：ブロードバンド通信の種類を調べておく。 

復習：ブロードバンド通信の原理を理解する。 

第7回 学習成果の確認（試験）と講評 

1回目から6回目までの内容について、学修成果の確認（中間試験）を

行う。 

しっかり復習して試験に臨むこと。 

第8回 LANの仕組み 

予習：LANの仕組みについて調べておく 

復習：LAN仕組みと拡張法などについて理解する。。 

第9回 無線LAN 

予習：無線LANの仕組みについて調べておく 

復習：無線LANの規格等について理解する。 

第10回 インターネットの仕組み 

予習：身近なインターネットの仕組みについて調べておく。 

復習：インターネットの基本的な仕組み、応用例についてその原理を

理解する。 

第11回 ネットワークセキュリティ 

予習：セキュリティの考え方について調べておく。 

復習：セキュリティ技術について理解する。 

第12回 衛星通信とテレビ放送、光通信 

予習：通信と放送の違い、テレビ放送について調べておく。 

復習：放送技術、光通信について理解する。 

第13回 学習成果の確認（試験）と講評 

8回目から 12回目までの内容について、学修成果の確認（期末試験）

を行う。 

第14回 学習内容の振り返り 

 

【成績評価方法】 

毎回出席を取る。9／13以下は試験の成績に関わらず不合格とする。再試験、追試験は原則行わない。中間試験（40点）、期末試験（40点）と3回目から12回目まで、

毎回講義終了時に実施する前回講義の復習テスト（10回、合計20点）の総合点で成績を評価し、到達目標に照らして、6段階のGrade（A+,A,B,C,D,F）で評価し、D
以上の者に単位を認める 

 

【教科書】 

特になし 

 

【参考書、教材等】 

宇野 新太郎 情報通信ネットワークの基礎 森北出版 

橋本 三男・磯上 辰雄・山本 誠： 絵ときでわかる情報通信 オーム社 

 

※ この授業は、9／18（水）が初回です。 
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No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

109 工学院大学 システム構築論 
三木 良雄 

情報学部 教授 
2 後期 水 14 9:10～10:55 

工学院大学 

八王子キャンパス 
5 

 

【到達目標】 

企業情報システム、組込みシステムの両分野において必要な基礎知識を身につける 

(1) システムエンジニア、システム開発技術者になるための開発手法を身につける 

(2) ＩＣＴ技術者としての基礎知識を身につける 

(3) システム設計に必須不可欠なネットワークプログラミングの基本知識を身に着ける 

 

【授業の概要】 

システム技術者の学習において、システムユーザとしての体験的知識からシステム設計や開発プロジェクトの発想に転換することが障害となることが多い。本講座では

システム関連の専門知識を学ぶ準備、あるいは「データ科学」「経営情報」の観点で IT システムを利活用をするための前提知識として「IT インフラ」、システム設計の

基礎を身に着ける。  

 

【授業内容】 

授業は知識編（システム構築のためのシステムアーキテクチャ論）、技術編（情報処理技術者試験を意識したＩＣＴ総復習）、実践編（システムプログラミング）を 1コ

マの基本構成として進める。 

 

第1回 システムと構成要素 
問題解決とコンピュータの活用を実現するシステムの構成要素、ユー

ザー、サービス提供者、運用者など多角的な視点からシステムを定義

する 
第2回 システム構成法 

機能仕様、動作仕様、システム仕様、処理アルゴリズムなど様々仕様

レベルからのソフトウェア実現方法を学ぶ 
第3回 システムアーキテクチャ 

サーバ、ネットワーク、ストレージの構成方法をシステムの信頼性、

可用性などの要件実現の観点から学ぶ 
第4回 企業システムと提案依頼書(RFP)の作成 

業務の種類とシステムの事例解説から入り、業務プロセスを改善する

意義とそれを実現するためのシステム 開発を要求する立場から学び、

その結果を提案依頼書あるいは開発プロジェクトとしてまとめ 
ることを学ぶ 

第5回 課題抽出と要件定義のまとめ方 
企業システム作成側の立場から、システム要求者が求めるシステムの

要件、特に後の開発に関する重要事項のまとめ方について学ぶ 
第6回 システム方式設計 

ER 図、DFD などをコンピュータにより描いてみることで、システム

要件を満たす方式を複数列挙し、その特質を比較することで想定する

システムに適切な方式を選択する。これによりコスト、機能、性能と

のトレードオフなど考察すべき観点を学ぶ 
第7回 ＥＡとデータ中心設計 

企業ＩＴシステム全体のアーキテクチャと業務データフローとデータ

ベースを中心としたシステムアーキテクチャ設計について学ぶ。 
第8回 ソフトウェア詳細設計と検証方法 

方式設計に基づくソフトウェア詳細設計の方法と考慮すべき観点を学

ぶ。併せてソフトウェアの検証方法と修正ポイントの論理的な追い込

み方について学ぶ。 
第9回 システムの構造化設計法 

内部、外部仕様に基づき、システム設計をより詳細化していく方法に

ついて学ぶ。 
第10回 システム機能定義技術 

ＵＭＬやユースケーズ図を用いて、システム要求の上流工程をドキュ

メント化する手法について学ぶ 
トレードオフについて学ぶ。 

第11回 ソフトウェア設計技法とシステム設計 
ソフトウェア開発プロセスとシステム設計プロセスの類似点、相違点

について学ぶ。 
第12回 組込みシステムなど 

企業システム以外の組込みシステム等についての設計手法について学

ぶ。 
第13回 システムの運用と保守 

システムの運用や保守という業務そのものの理解と業務および運用の

評価方法について学ぶ。保守やテストにおける方法について学ぶ 
第14回 学修内容の振り返り 

 

【成績評価方法】 

期末試験は実施せず、毎回授業の(1)講義内容理解確認テスト、(2)ＩＣＴ基本知識テスト、(3)プログラミング課題の提出と内容の正答性を評価し、A+,A,B,C,D,Fにて評

価する。D以上を合格とする。 
 

【教科書】 

授業で用いる資料をKuport等にて配布する  

 

【参考書、教材等】 

恒川 裕康、「高信頼システム構築標準教科書 － 仮想化と高可用性 －」、LPI-JAPAN、Ver1.0.1 
IEEE SWEBOK V3.0 

 

※ この授業は、9／18（水）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

110 工学院大学 データベース論 
北山 大輔 

情報学部 准教授 
2 後期 木 14 9:10～10:55 

工学院大学 

八王子キャンパス 
5 

 

【到達目標】 

データベースの設計思想、データの結合演算等の基礎的な理論を身につける。 

データベースの正規化理論、トランザクションの概念を身につけ、整合性のあるデータベースの設計方法を身につける。 

基本的なSQLを記述し、データベースの構築、検索が可能になる。 

 

【授業の概要】 

Web の検索システム、オンラインショッピングの商品推薦、銀行の ATM、コンビニ等の小売店、その裏ではデータベースの技術が重要な位置を占めている。本講義で

は、このようなデータベース技術の理論を学び、リレーショナルデータベースの操作言語であるSQLを習得する。また、SQLの演習を行うことで理解を深める。 
 

【授業内容】 

講義においてデータベースの理論を学び，講義中に出す課題によってデータベースの設計・操作の習熟を目指す． 
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課題に関しては，次の講義で解説を行い，復習を兼ねる． 

毎回の講義に際し，事前学習として教科書の該当する章を熟読して望むこと． 

理論に関しては講義資料，設計・操作に関しては講義中に示すWebページを参考に復習し，理解を進めること． 

第1回：情報社会とデータベース 

社会におけるデータベースの位置づけについて理解し，講義の全容を

知る． 

第2回：リレーショナルデータモデル（教科書 2章） 

データベースの設計方法について学び，概念データモデルを理解する．

また，リレーションを理解し，第一正規形および主キー，外部キーを

学ぶ． 

第3回：正規化（教科書 4章） 

第 2正規形，第 3正規形といったより高次の正規化について学び，正

規形でないデータベースの不具合を理解する． 

第4回：SQLの概要（教科書 3章，5章） 

SQLの考え方，基本形式を学ぶ． 

第3回：SQLによるデータベース作成（教科書  3章，5章） 

データベース，テーブルの作成，データの挿入，更新，削除について

学ぶ． 

第4回：射影演算とSQL（教科書  3章，5章） 

射影演算の概念とそれを DBMS（データベースマネジメントシステム）

で実現するためのSQL文を学ぶ． 

第5回：選択・結合演算とSQL（教科書  3章，5章） 

選択・結合演算の概念とそれをDBMSで実現するためのSQL文を学ぶ． 

第 6回：リレーショナル代数と SQLによる高度な問い合わせ（教科書 3章，5

章） 

複数のテーブルの結合や集約演算など，より実践的な問い合わせにつ

いて学ぶ． 

第7回：データベース管理システム（教科書 6章） 

データベースの物理的な側面を学び，また検索の高速化について理解

する． 

第10回：データベースの物理設計（教科書 8章） 

ファイル編成法，格納構造，B木など，データベースのコンピュータ内

表現について学ぶ． 

第11回：トランザクションと障害時回復（教科書 10章） 

データベースに起こる障害の種類とその回復方法について学ぶ． 

第12回：トランザクションと同時実行制御（教科書 11章） 

トランザクションの概念を学び，複数のトランザクションを不整合な

く実行する仕組みを理解する． 

第13回：データベース応用 

情報検索やマーケティングなど，データベースの応用分野について紹

介する． 

第14回：学習内容の振り返り 

定期試験は行わず，レポート課題により学習内容を確認する 

 

【成績評価方法】 

毎回の講義中に課題の提出を求める．成績は課題および最終レポートの成績で判定する． 

講義中に示す課題，最終レポートの評価割合は2:8とし，A+~Fの6段階評価でD以上のものを合格とする． 

 

【教科書】 

リレーショナルデータベース入門［第3版］，増永 良文，サイエンス社 

 

【参考書、教材等】 

指定参考書なし 

 

※ この授業は、9／19（木）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

111 工学院大学 オペレーションズリサーチ 
真鍋 義文 

情報学部 教授 
2 後期 火 14 17:30～19:15 

工学院大学 

八王子キャンパス 
5 

 

【到達目標】 

・与えられた条件下での、線形関数で表現できる値の最適化問題を線形計画法で定式化し、解を求めることができる。 

・サービス過程を待ち行列を用いてモデル化し、解析することができる。 

・日程計画・輸送計画問題・在庫管理問題・システム信頼性評価問題を解くことができる。 

 

【授業の概要】 

意思決定のため、解決するべき問題を数理モデルにより分析し、定量的な判断材料を求める手法を身につけることを目的とする。 

 

【授業内容】 

1. オペレーションズ・リサーチとは 

 オペレーションズ・リサーチの背景、歴史を学習する。 

 準備学習：情報数学に関する復習をしておく。 

2. グラフ理論その１：グラフとは 

 グラフによるモデル化、次数、連結度を学習する。 

 準備学習：プログラミングの木構造に関する復習をしておく。 

3. グラフ理論その２：木、探索木 

 木構造、木の探索を学習する。 

 準備学習：グラフの次数・連結度について復習をしておく。 

4. 最短経路問題 

 需要地から供給地までの輸送のコストを最小化する問題について学習する。 

 準備学習：木構造、木の探索について復習をしておく。 

5. 最大フロー問題 

 始点から終点までなるべく多くの湯素を行う問題について学習する。 

 準備学習：最短経路問題問題について復習しておく。 

6. 日程計画法 

 PERTによるクリティカルパス計算について学習する。 

 準備学習：最大フロー問題について復習しておく。 

7. 線形計画法その１：線形計画法とは 

 線形計画法が対象とする問題、および幾何学的解法を学習する。 

 準備学習：PERTによるクリティカルパス計算について復習しておく。 

8. 線形計画法その２：シンプレックス法 

 線形計画法に対するシンプレックス法による解法を学習する。 

 準備学習：線形計画法による問題の定式化について復習をしておく。 

9. 線形計画法その３：Excelによる解法、二次計画法 

 線形計画法をExcelを用いて解く方法、および二次計画法について学習する。 

 準備学習：線形計画法に対するシンプレックス法による解法について復習を

しておく。 

10. 待ち行列理論その１：M/M/1システム 

 待ち行列理論とは何か、およびM/M/1システムについて学習する。 

 準備学習：二次計画法について復習をしておく。 

11. 待ち行列理論その２：M/M/Kシステム 

 M/M/Kシステムの解析について学習する。 

 準備学習：待ち行列理論によるモデル化について復習しておく。 

12. 在庫管理問題 

 在庫管理と最適な発注を求める問題について学習する。 

 準備学習：準備学習：M/M/1,M/M/Kシステムについて復習しておく。 

13. システムの信頼性評価 

 システムの稼働率・故障率を求める問題について学習する。 

 準備学習：システムの稼働率・故障率について復習しておく。 

14.学習成果の振り返り 

 事前学習：前回までの総復習を行う。 
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【成績評価方法】 

定期試験と毎回課すレポートによる100点評価で行う。配点の内訳は以下の通りとする。 
・定期試験(A)：100点満点で定期試験期間に行う。 
・レポート(B)：1－13回の講義において毎回20点満点で行い、合算する（260点満点）。 
評価点＝A*9/10+B/26 
評価点をもとに、理解度をA+,A,B,C,D,FのGradeで評価する。Grade D以上を合格とする。 

 

【教科書】 

指定教科書なし。 

 

【参考書、教材等】 

大村平 著「改訂版 ＯＲのはなし」日科技連出版社 

 

※ この授業は、9／17（火）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

112 帝京大学 異文化を理解するⅠ ボォ・小林 シルヴィ 2 春期 火 15 13:00～14:30 
帝京大学 

八王子キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

The objective is to become aware of the relativity and diversity of cultures all around the world. To understand what is cultural within the Japanese society 

and the ordinary elements that seem « natural » to students. The objectives are to:  

- think about the unity and diversity of human beings  

- learn ethnographical methods  

- acquire the ability to decenter and relativize one’s approach 

 

【授業の概要】 

This class will introduce other cultures, the relationship to others, as well as the basics of anthropology, the science of cultures and societies. The 

class will be based on reference texts and documentaries, around various themes. We will learn about different ways of living, understand the relativity 

of cultures. 

 

【授業内容】 

1. guidance, ethnicity 

2. Ethnicity 

3. Evolutionism 

4. Evolutionism 

5. Ethnocentrism 

6. Ethnocentrism 

7. Cultural relativism 

8. Cultural relativism 

9. Space 

10. Space 
11. The body 
12. The body 
13. The social construction of gender 
14. The social construction of gender 
15. Final test 

 

【成績評価方法】 

Attendance 30％ 

Final test 70％ 

 

【教科書】 

None. Photocopies provided. 

 

※ この授業は、4／9（火）が初回です。 

 

 

No.. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

113 帝京大学 異文化を理解するⅡ ボォ・小林 シルヴィ 2 秋期 火 15 13:00～14:30 
帝京大学 

八王子キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

The objective is : 

1/ To become aware of the relativity and diversity of cultures all around the world. 

2/ To understand what is cultural within the Japanese society and the ordinary elements that seem « natural » to students. 

 

【授業の概要】 

This class will introduce other cultures, the relationship to others, as well as the basics of anthropology, the science of cultures and societies. 

 

【授業内容】 

1. guidance, Rituals 

2. Rituals 

3. Tradition 

4. Tradition 

5. Transmission 

6. Transmission 

7. Exchanges 

8. Exchanges 

9. Identity 

10. Identity 

11. Kinship 

12. Kinship 

13. Politics 

14. Politics 

15. Final test 
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【成績評価方法】 

Participation 30%, written examination 70% 

 

【教科書】 

Photocopies provided during the class 

 

※ この授業は、9／17（火）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

114 帝京大学 日本の文化Ⅰ スピルマン クリストファー 2 春期 火 15 14:45～16:15 
帝京大学 

八王子キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

There are two objectives: 1）familiarize foreign students with modern Japanese history and 2）improve English language skills of Japanese students. 

 

【授業の概要】 

This course is an introduction to modern Japanese history. This semester, we will cover the period between the end of the Edo period（1854-1867）and the 

First World War（1914-1918）.  

Much attention will be given to politics, foreign relations, society and culture. 

 

【授業内容】 

1. A brief introduction to the course 

2. The end of the Edo period: Why did the Tokugawa Shogunate fall? 

3. The Meiji Restoration and the Boshin Civil War 

4. Meiji Reforms I 

5. Meiji Reforms II 

6. The Popular Rights Movement 

7. The Constitution of 1889 

8. Cultural issues, newspapers and literature. How did the Japanese 

language change in the nineteenth century? 

9. Relations with the Western Powers, Relations with Asia, 1854-1894. 

10. The Sino-Japanese War, the Triple Intervention, and the Boxer Rebellion 

11. The Anglo-Japanese Alliance and the revision of the unequal treaties 

12. The Russo-Japanese War 

13. The Rise of Political Parties 

14. The End of Meiji：the death of the Emperor and the crisis of 1905-1914 

15. Summing up; Final test 

 

 

【成績評価方法】 

・Examination（70％） 

・Attendance（20％） 

・Active class participation（10％） 

 

【教科書】 

・Texts will be distributed when necessary 

・Texts will be recommended as necessary 

 

※ この授業は、4／9（火）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

115 帝京大学 日本の文化Ⅱ スピルマン クリストファー 2 秋期 火 15 14:45～16:15 
帝京大学 

八王子キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

There are two objectives: 1) familiarize foreign students with modern Japanese history and 2) improve English language skills of Japanese students. 

 

【授業の概要】 

This course is an introduction to modern Japanese history. The second semester covers the period between the end of the First World War and the 1960s.  

Much attention will be given to politics, foreign relations, society and culture. 

 

 

【授業内容】 

1. A brief introduction to the course 

2. The First World War and Japan 

3. Japan in the 1920: Taisho Democracy 

4. The Great Kanto Earthquake and Its Effects 

5. The Emergence of the Middle Class and the Rise of Mass Culture 

6. Party Politics and Its Problems 

7. The Rise of Chinese Nationalism and Japan 

8. Terrorist Incidents in Japan in the 1930s and Their Significance 

9. Japan in the 1930s: International Isolation and the Rise of Militarism 

10. The Outbreak of the Sino-Japanese War and Its Course 

11. The Second World War in Asia: Its Causes and Course 

12. The Defeat and the Occupation 

13. Japan after 1952: the Japanese “Miracle” and the Economic Bubble, 

and the Stagnation 

14. Summing up. 

15. Summing up; Final test 

 

【成績評価方法】 

・Exam（70％） 

・Attendance（20％） 

・Active class participation（10％） 
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【教科書】 

・Texts will be distributed when necessary 

・Texts will be recommended 

 

※ この授業は、9／17（火）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

116 帝京大学 日本の社会Ⅰ ブラッドリー ジョフ 2 春期 木 15 10:45～12:15 
帝京大学 

八王子キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

Although the class will be mostly conducted in English it is not an English language class. Rather, students will use English in class to discuss contemporary 

issues critically and creatively. This class is therefore about active learning and active critical thinking. 

 

【授業の概要】 

This class considers the visual representations and images of "Japan”, transcultural Japan and “Japaneseness” in 20th century documentary, art, manga, 

anime, music, news, literature and TV. We will look at both representations of “Japan” and Japaneseness from both inside and outside Japan to challenge 

and deconstruct prevalent racist, gender, classist and sexist stereotypes about Japaneseness. 

This class - to be conducted in English - is a unique chance for international students and Japanese students with English competence to work together in 

a friendly, collaborative, student-centered and discussion-focused setting. As all students will interact on group projects, students must participate actively 

in class. 

 

【授業内容】 

1. This schedule is subject to change. 

 Orientation 1 

2. Orientation ２ 

 group work, preparation, presentation 

3. Manga 

 group work, preparation, presentation 1 

4. group work, preparation, presentation 2 

5. group work, preparation, presentation 3 

6. Film 

 group work, preparation, presentation 1 

7. group work, preparation, presentation 2 

8. group work, preparation, presentation 3 

9. group work, preparation, presentation 4 

10. group work, preparation, presentation 5 

11. review 

12. group presentation 

13. group presentation 

14. essay check 

15. essay handing in and self-evaluation 

 

【成績評価方法】 

Your final grade will be based on the following: 

25% Participation and Preparedness 

25% Quizzes and Writing Assignments 

50% Mid-term and Final Examinations 

積極的な授業参加（25％）、英作文課題（25％）、中間試験および期末試験（50％）で総合的に評価する。 

 

【教科書】 

プリント 

 

※ この授業は、4／11（木）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

117 帝京大学 日本の社会Ⅱ ブラッドリー ジョフ 2 秋期 木 15 10:45～12:15 
帝京大学 

八王子キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

Students will develop the skills and confidence to give many varieties of video presentations in English. Students will undertake individual research projects 

and prepare scripts for their presentations. Students will reach the stage at which they can complete a video presentation. Students will then organize 

a presentation to be delivered at a national conference in December. 

 

【授業の概要】 

The class will instruct students about video presentations, interviews, group and individual work projects, story boards, script writing and different forms 

of self-expression. 

 

【授業内容】 

1. This schedule is subject to change. 

 Orientation 1 

2. Orientation ２ 

 group work, preparation, presentation 

3. Project 1 discussion 

4. Project 1 preparation 

5. Project 1 presentation 

6. Video presentation and review 1 

7. Project 2 preparation 

8. Project 2 discussion 

9. Project 2 presentation 

10. Video presentation and review 2 

11. Conference preparation, discussion 1 

12. Conference preparation, discussion 2 

13. Conference preparation, discussion 3 

14. Review 

15. Essay handing in and self-evaluation 
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【成績評価方法】 

Your final grade will be based on the following: 

25% Participation and Preparedness 

25% Quizzes and Writing Assignments 

50% Mid-term and Final Examinations/report 

積極的な授業参加（25％）、英作文課題（25％）、中間試験および期末試験／レポート（50％）で総合的に評価する。 

 

【教科書】 

プリント 

 

※ この授業は、9／19（木）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

118 帝京大学 日本の経済・経営Ⅰ 小菅 栄修 2 春期 水 15 14:45～16:15 
帝京大学 

八王子キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

a. Understanding the trajectory of the development of the postwar Japanese economy based on the basic concept of economics. 

b. Organizing and grasping the current situation and issues of the Japanese economy and corporate management.  

 

【授業の概要】 

It is highly recommended for all students to develop "Wisdom" and deepen "Intelligence" through university life. Wisdom is the "ability to think" towards 

the essence of things, and Intelligence is "broad knowledge" suitable for society life. 

Japanese economy that experienced high growth and subsequent stagnation and Japanese corporate management that developed under those circumstances are highly 

interesting research subjects that embody the dynamics of the market economy. In this lecture, while conducted in English, we aim to expand knowledge about 

the Japanese economy and business management by learning basic concepts of economics and overviewing the post-war Japanese economy, as well as to discuss 

the challenges and futures of the current Japanese economy and corporate management. 

Initially, classes will focus on lectures, but while considering the progress of fundamental understanding, we may have sessions of class discussion and 

presentation as appropriate. 

 

【授業内容】 

1. Guidance : We will briefly look at the trajectory of the Japanese economy 

and the world economy after 1960, referring my past business carrier as 

a self-introduction. 

2. GDP of Japan vs. Other Countries 

3. Inflation and Deflation 

4. Financial Reform 

5. The Lost Years 

6. Job Market and Women in Business 

7. Population Crisis 

8. Globalization 

9. Emerging Markets 

10. Stock Markets and Cross-Shareholding 

11. Foreign Exchange Markets 

12. Free Trade 

13. CSR led to ESG, then toward SDG's 

14. Corporate Japan 

15. Summary discussion and final exam 

 

【成績評価方法】 

Quizzes 40%, Final Examination (or Assignment Report) 60% 

Each quiz and examination (or assignment report) is planned to confirm the status of understanding of the issues listed in the above attainment target. 

Also, it will be added within 10% depending on the contribution to the class discussion and presentation. 

 

【教科書】 

In every lecture, hand-outs will be distributed. 

"An Insight into the Japanese Economy" （「英語で学ぶ日本の経済とビジネス」），Mark Chang, Kazuhisa Horiguchi，Sanshusha （三修社） 

 

【参考書、教材等】 

"The Postwar Japanese Economy" （「英語で学ぶ日本経済」），Naoyuki Yoshino, Michael Lacktorin, etc.，Yuhikaku （有斐閣） 

 

※ この授業は、4／10（水）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

119 帝京大学 日本の経済・経営Ⅱ 小菅 栄修 2 秋期 水 15 14:45～16:15 
帝京大学 

八王子キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

a. Understanding the outline of the development of the Japanese financial markets based on the basic concepts of economics and finance. 

b. Organizing and grasping the current situation and issues of the Japanese financial markets and corporate management.  

 

【授業の概要】 

It is highly recommended for all students to develop "Wisdom" and deepen "Intelligence" through university life.  

Japanese economy that experienced high growth and subsequent stagnation and Japanese corporate management that developed under those circumstances are highly 

interesting research subjects that embody the dynamics of the market economy. In this lecture, while conducted in English, we aim to expand knowledge about 

the Japanese economy and business management as well as to discuss the challenges and futures of the current Japanese economy and corporate management.  

As a course following Japan's Economy and Corporate Management I, this class focuses on Japanese financial markets and in the latter half discusses the 

current situation of corporate management by taking examples of some Japanese companies. 

Initially, classes will focus on lectures, but while considering the progress of fundamental understanding, we may have sessions of class discussion and 
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presentation as appropriate. 

 

【授業内容】 

1. Guidance：Summary discussion on the outline of the Japanese economy and 

corporate management, learned in Japan's Economy and Corporate 

Management I. 

2. Structure of financial markets 

3. Macroeconomics and interest rates 

4. Bond market 

5. Stock market 

6. Primary market and secondary market of securities 

7. International trade and balance of payments 

8. Role of central bank 

9. Financial policy 

10. International monetary system and international organizations 

11. Japanese corporate management ① (case study) 

12. Japanese corporate management ② (case study) 

13. Japanese corporate management ③ (case study) 

14. Japanese corporate management ④ (case study) 

15. Summary discussion and final exam 

 

【成績評価方法】 

Quizzes 40%, Final Examination (or Assignment Report) 60% 

Each quiz and examination (or assignment report) is planned to confirm the status of understanding of the issues listed in the above attainment target. 

Also, it will be added within 10% depending on the contribution to the class discussion and presentation. 

 

【教科書】 

In every lecture, hand-outs will be distributed. 

 

【参考書、教材等】 

"The Postwar Japanese Economy" （「英語で学ぶ日本経済」），Naoyuki Yoshino, Michael Lacktorin, etc.，Yuhikaku（有斐閣） 

"Learning International Finance and English based on Articles from The Economist" （「The Economist の記事で学ぶ『国際金融』と『英語』」），Yoshio Yoshimoto

（吉本佳生）, Tomoe Watanabe（渡辺智恵），Nihon-hyoron-sha（日本評論社） 

 

※ この授業は、9／18（水）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

120 帝京大学 日本の歴史Ⅰ ミシュラン フランク 2 春期 木 15 14:45～16:15 
帝京大学 

八王子キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

① Grasping the flow of Japanese history through the basic knowledge of the main historical facts. 

② Understanding Japanese history as a dynamic process through the study of the relations between Japan and the world. 

③ Being able to understand the influence of the past on today's Japanese society. 

 

【授業の概要】 

The broad topic of this class will be &quot;A History of Japan: Japan and the World&quot;. During this semester, we will talk about the history of Japan 

from Antiquity till 1905. This class will be intended for students who have no prior knowledge of Japanese history. We will try to help the foreign students 

to understand the historical background of today's Japanese society. 

Every week, after having read together a passage of a book, we will talk about the main historical facts of the weekly topic. A presentation about one of 

the topics addressed in class will be asked to the students.  

The students will be advised to follow this class during the second semester as well. The second semester's class will be about the history of Japan during 

the twentieth century. 

 

【授業内容】 

1. Presentation of the class, introduction to the class 

2. About civilization and history 

3. The question of the origins 

4. The birth of Yamato 

5. The organization of a unified state 

6. The civilization of Heian 

7. The dawn of the warriors 

8. Civil war and cultural dynamism in medieval Japan 

 Short test 

9. The long road to the unification 

10. The civilization of Osaka and Edo 

11. The crisis of the Tokugawa regime and the black ships 

12. The Meiji regime 

13. Modernization and westernization 

14. Liberalism or authoritarianism? 

15. The birth of a regional power, Final test 

 

 

【成績評価方法】 

Participation 30％, presentation 40%, final paper: 30％ 

 

【教科書】 

Diamond, Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies, 1999.，Jared M.，W. W. Norton &amp; Company 

A Concise History of Japan, 2015，Brett L. Walker，Cambridge University Press 

A History of Japan, 1997.，R. H. P. Mason, J. G. Caiger，Tuttle Publishing 

The Making of Modern Japan, 2002.，Marius B. Jansen，Belknap Press 

 

※ この授業は、4／11（木）が初回です。 
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No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

121 帝京大学 日本の歴史Ⅱ ミシュラン フランク 2 秋期 木 15 14:45～16:15 
帝京大学 

八王子キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

① Grasping the flow of Japanese history through the basic knowledge of the main historical facts. 

② Understanding Japanese history as a dynamic process through the study of the relations between Japan and the world. 

③ Being able to understand the influence of the past on today's Japanese society. 

 

【授業の概要】 

The broad topic of this class will be &quot;A History of Japan: Japan and the World&quot;. During this semester, we will talk about the history of Japan 

during the twentieth century. More precisely, the period chosen will start with the Russo-Japanese War (1905) and end with the end of Shōwa era (1989). 

This class will be intended for students who have no prior knowledge of Japanese history. We will try to help the foreign students to understand the historical 

background of today's Japanese society.  

Every week, after having read together a passage of a book, we will talk about the main historical facts of the weekly topic. A presentation about one of 

the topics addressed in class will be asked to the students.  

This class being the continuation of the first semester's class students who attended it to continue their attendance during the second semester. However, 

students who would not have attended the class during the first semester will be welcome. 

 

【授業内容】 

1. Presentation of the class, introduction to the class 

2. Tradition and modernity 

3. Japan at the dawn of the twentieth century 

4. The breaking point of the Russo-Japanese War 

5. Taishō: World War I and democracy 

6. A deceived power 

7. The turn of Shōwa 

8. The Manchurian problem 

 Short test 

9. The Shōwa crisis 

10. The road to the war 

11. Defeat and ashes 

12. A new era 

13. Japan and the Cold War 

14. Japan as number one 

15. Japan in the twenty-first century, Final test 

 

 

【成績評価方法】 

Participation 30％, presentation 40%, final paper: 30％ 

 

【教科書】 

Terence Ranger (ed.), The Invention of Tradition, 2012.，Eric Hobsbawm,，Cambridge University Press, 

The Making of Modern Japan, 2002.，Marius B. Jansen，Belknap Press 

Japan and the Shackles of the Past, 2014.，R Taggart Murphy，Oxford University Press 

The Pacific War: World War II and the Japanese, 1931-1945, 1978.，Saburō Ienaga,，Pantheon Books 

Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II, 2000.，John W. Dower，W. W. Norton &amp; Company 

The American Occupation of Japan: The Origins of the Cold War in Asia, 1987.，Michael Schaller，Oxford University Press 

Postwar Japan: 1945 to the Present, 1996.，Paul J. Bailey，Blackwell, 

 

※ この授業は、9／19（木）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

122 帝京大学 日本の法律・政治Ⅰ 吉川 智志 2 春期 水 15 13:00～14:30 
帝京大学 

八王子キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

Understanding the Japanese legal system. 

 

【授業の概要】 

This course will give students the basic information and knowledge on Japanese legal system. 

 

【授業内容】 

1. A brief introduction to the course 

2. Law in daily life / Legal systems around the world 

3. The Japanese court system / Legal professionals 

4. Evolution of modern Japanese law 

5. The Constitution 

6. Criminal law / Civil law 

7. Criminal and civil procedure / Commercial law 

8. jurors and lay judges 

9. Criminology / Language and law 

10. Gender and racial equality laws / Human rights law 

11. Legal reform / Intellectual property law 

12. Family law / Law and social sciences 

13. Debate Ⅰ 

14. Debate Ⅱ 

15. Summing up 

 

【成績評価方法】 

50% Participation 

50％ Final Paper 

 

【教科書】 

Law in Japan, Law in the World，Richard Powell, Syugo Hotta, Fathima Azmiah Marikkar，Asahi Press 

 

※ この授業は、4／10（水）が初回です。 
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No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

123 帝京大学 日本の法律・政治Ⅱ 吉川 智志 2 秋期 水 15 13:00～14:30 
帝京大学 

八王子キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

① Understanding the basic elements of Japanese Constitutional Law. 

② Grasping the dynamics of Japanese Constitutional Democracy. 

 

【授業の概要】 

Constitutional law is often considered as a Law of Politics because of its function as separation of powers and rule of law. This course aims to give the 

students the basic understandings of the Japanese Constitutional law. 

 

【授業内容】 

1. A Brief Introduction to the Course 

2. Government structure in pre-war Japan 

3. The establishment of the Japanese constitution 

4. The principle of pacifism and article 9 Ⅰ 

5. The principle of pacifism and article 9 Ⅱ  

6. Separation of powers and the Japanese parliamentary system Ⅰ 

7. Separation of powers and the Japanese parliamentary system Ⅱ 

8. The courts and judicial power Ⅰ 

9. The courts and judicial power Ⅱ 

10. The courts and judicial power Ⅲ 

11. Constitutional amendment Ⅰ 

12. Constitutional amendment Ⅱ 

13. Debate Ⅰ 

14. Debate Ⅱ 

15. Summing up 

 

【成績評価方法】 

50% Participation 

50％ Final Paper 

 

【教科書】 

There is no textbook for this course. Hand-outs will be given to students throughout the course. 

 

※ この授業は、9／18（水）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

124 帝京大学 日本探究演習Ⅰ 日野 純子 2 春期 木 15 13:00～14:30 
帝京大学 

八王子キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

To be able to use English to discuss and critically analyze Japanese culture and society. 

To be able to explore cultural and social problems in Japan. 

To be able to present your analysis of Japanese culture in English 

 

 

【授業の概要】 

This class is conducted in English. The class provides a unique chance with Japanese students with English competence and international students to interact, 

discuss, and work together in a collaborative setting. This is a seminar-style class conducted by Problem Based Learning (PBL method). First, we will talk 

about the definition on “culture”, “communication”, “international communication”, or “verbal and nonverbal communication”. Secondly we will 

critically analyze textbooks that introduce or illustrate Japanese society and culture to international tourists, and explore problems. Students will be 

working in groups of their interest. 

 

【授業内容】 

1. Orientation, self-introduction 

2. Sharing interests for Japanese culture and society, making groups of 

interests 

3. What is Culture? 

4. What is Own culture and other Culture? 

5. What is Communication? 

6. What is Intercultural Communication? 

7. Relationship between Culture and Language 

8. Verbal Communication and Nonverbal Communication 

9. Review of 2nd to 8th class and Mid-term Exam 

10. Analysis of Guidebook of Japanese Culture Food 

11. Analysis of Guidebook of Japanese Culture Business 

12. Analysis of Guidebook of Japanese Culture Service 

13. Analysis of Guidebook of Japanese Culture Education 

14. Analysis of Guidebook of Japanese Culture People 

15. Review and final exam. Class reports handing 

 

【成績評価方法】 

25% Participation and Preparedness 

25% Quizzes and Writing Assignments 

50% Mid-term and Final Examinations, Final Class reports 

More than 5 time absents is not allowed. 

 

【教科書】 

TBA 

 

※ この授業は、4／11（木）が初回です。 
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No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

125 帝京大学 日本探究演習Ⅱ 日野 純子 2 秋期 木 15 13:00～14:30 
帝京大学 

八王子キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

To be able to use English to discuss and critically analyze Japanese culture. 

To be able to explore cultural and social problems in Japan. 

To be able to present your analysis of Japanese culture in English 

 

【授業の概要】 

This class is conducted in English. The class provides a unique chance with Japanese students with English competence and international students to interact, 

discuss, and work together in a collaborative setting. This is a seminary-style class conducted by Problem Based Learning (PBL) as a continuation of Japan 

Research I.  

First, we will review the basic definition of “culture”, “communication” , “intercultural communication”, or “relationship between culture and 

language”. Second, we will critically analyze the cultural aspects represented or illustrated in Japanese language textbooks or teaching materials written 

for international students. In groups of interests students are expected to make a final presentation for the problems and solutions found in these materials. 

 

【授業内容】 

1. Orientation, self-introduction 

2. Sharing interests for Japanese society and culture, making groups of 

interests 

3. Review of basic understanding of culture, communication 

4. Review of basic understanding of language and culture and their 

connection 

5. Analysis of Japanese language Textbooks and Teaching Materials  

 Points and Methods of Analysis 

6. Analysis of Japanese language Textbooks and Teaching Materials  

 Language and Culture :greetings 

7. Analysis of Japanese language Textbooks and Teaching Materials  

 Language and Culture :Apologizing 

8. Analysis of Japanese language Textbooks and Teaching Materials  

 How is Japanese Culture illustrated? Business 

9. Review of 2nd to 8th class and Mid-term Exam. 

10. Analysis of Japanese language Textbooks and Teaching Materials  

 How is Japanese Culture illustrated? School 

11. Analysis of Japanese language Textbooks and Teaching Materials  

 How is Japanese Culture illustrated? People 

12. Preparation for the final presentation 1 Selection of Topics 

13. Preparation for the final presentation Research 

14. Preparation for the final presentation Rehearsal 

15. Review and final Presentation. Class reports handing 

 

【成績評価方法】 

25% Participation and Preparedness 

25% Quizzes and Writing Assignments 

50% Mid-term. Final Class Reports, and Final Presentation 

More than 5 time absents is not allowed. 

 

【教科書】 

TBA 

 

※ この授業は、9／19（木）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

126 拓殖大学 日本文学B 
佐野 正俊 

外国語学部 教授 
2 前期／後期 木 15 15:00～16:30 

拓殖大学 

八王子国際キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

日本の近代文学の代表的な作品を「近代文学の誕生」「恋愛」「自然」「メディア」「異界」「近代化」といったテーマに分けて読みます。そのことによって、日本の近代文

学の特質を理解し、日本の近代化の過程で生じた様々な問題について考えることを到達目標とします。 

 

【授業の目的】 

日本の近代文学の代表的な作品を読むことを通して、その特質を理解します。そのことによって、近代という時代の社会や文化について、幅広い教養を身につけること

を授業の目的とします。 

 

【授業内容】 

1. オリエンテーション  授業の目的と目標、授業計画、授業の方法、成績評価の方法、プリント教材、授業で取り上げる作品について説明します。 
2. 近代日本文学の誕生①  滝沢馬琴の読本と坪内逍遙の評論を読み、近世の読本と近代の小説の違いを説明します。 
3. 近代日本文学の誕生②  坪内逍遙の小説と福沢諭吉の評論を読み、作品の時代的な背景と表現上の特質を説明します。 
4. 近代日本文学の誕生③  二葉亭四迷と森鷗外の小説を読み、作品の時代的な背景と表現上の特質を説明します。 
5. 恋愛①  樋口一葉と夏目漱石の作品の中から、恋愛を描いた小説を取り上げて読み、作品の時代的な背景と表現上の特質を説明します。 
6. 恋愛②  川端康成の作品の中から、恋愛を描いた小説を取り上げて読み、作品の時代的な背景と表現上の特質を説明します。 
7. 自然①  国木田独歩の作品の中から、自然を描いたエッセイを取り上げて読み、作品の時代的な背景と表現上の特質を説明します。 
8. 自然②  有島武郎と小林多喜二の作品の中から、自然を描いた小説を取り上げて読み、作品の時代的な背景と表現上の特質を説明します。 
9. メディア①  芥川龍之介の作品の中から、メディアの問題を描いた小説を取り上げて読み、作品の時代的な背景と表現上の特質を説明します。  
10. メディア②  松本清張と村上春樹の作品の中から、メディアの問題を描いた小説を取り上げて読み、作品の時代的な背景と表現上の特質を説明します。 
11. 異界①  泉鏡花の作品の中から、異界を描いた小説を取り上げて読み、作品の時代的な背景と表現上の特質を説明します。 
12. 異界②  谷崎潤一郎と江戸川乱歩の作品の中から、異界を描いた小説やエッセイを読み、作品の時代的背景と表現上の特質を説明します。 
13. 異界③  柳田国男と内田百閒の作品の中から、異界を描いた物語や小説を読み、作品の時代背景と表現上の特質を説明します。 
14. 近代化  宮沢賢治の作品を読み、作品の時代的背景と日本の近代化の描かれかたを説明します。 
15. まとめと試験  授業のまとめと期末試験を行います。 

 

 

80



 

 

【成績評価方法】 

「授業参加度」30％、「学期試験」70％で評価します。試験は持ち込み不可で行います。 
 

【教科書】 

プリント教材を用います。 

 

【参考書、教材等】 

プリント教材を用います。 

 

※ この授業は、前期4／11（木）、後期9／19（木）が初回です。 
 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

127 拓殖大学 小学校英語教育入門 本好 利彰 
外国語学部 講師 2 後期 土 15 9:20～10:50 拓殖大学 

八王子国際キャンパス 若干名 

 
【到達目標】 
本授業は、文部科学省の方針と新学習指導要領で求められる力を理解し、小学校外国語活動、外国語科の指導法を身につけることを到達目標とする。 

 
【授業の目的】 
本授業は、新学習指導要領を踏まえて小学校外国語活動、外国語科の目的や内容、移行期間で使用する新教材、カリキュラムなどを体系的に理解し、実践的な指導法を

身につけることを目的とする。 
 
【授業内容】 

1. 外国語活動のねらいと活動のあり方  現行の学習指導要領と新学習指導要領を対比しながら考察します。  
2. 英語によるコミュニケーションの方法とその指導法  オールイングリッシュで行う外国語の授業について解説し、演習を行います。 
3. 学級担任と外部指導者のTT についての考察  学級担任とALT のTT の役割分担などについて考察します。  
4. ことばへの気づきをもたらす指導  児童の気づきをもたらす場面設定について考えます。 
5. 小学校英語（教科型）の指導法  小学生に適したスピーキングの指導法について学びます。  
6. 小学校英語（教科型）の指導法  小学生に適したリスニングの指導法について学びます。 
7. 小学校英語（教科型）の指導法  小学生に適した技能統合型の活動について学びます。 
8.  ICT の活用の仕方  Power Point を活用した教材作成の仕方を身につけます。 
9. マイクロティーチング1  マイクロティーチングを行い、コメント、フィードバックをします。授業後に振り返りのレポートを書きます。 
10. 年間指導計画・単元構成・1時間の授業構成の仕方、指導案の作成法  年間指導計画、単元構成を考えながら、指導案を作成します。 
11. 中学年に適した様々な活動や題材の選定の仕方・教材開発の仕方  新教材Let's Try!の内容から指導法を考え、演習を行います。 
12. 高学年に適した様々な活動や題材の選定の仕方・教材開発の仕方  新教材We Can!の内容から指導法を考え、演習を行います。 
13.  ICT の活用の仕方  デジタル教科書の活用の仕方を身につけ演習を行います。 
14. 小学校英語（活動型・教科型）における評価の観点と評価基準  実際の授業の様子から具体的な評価場面を視聴しながら考察します。 
15. マイクロティーチング2  マイクロティーチングを行い、コメント、フィードバックをします。授業後に振り返りのレポートを書きます。 

  
【成績評価方法】 
参加度・貢献度30％、マイクロティーチング40％、振り返りレポート30％ 

 
【教科書】 
教材は毎回資料を配付します。 

 
【参考書、教材等】 
Hi,friends!1・Hi,friends!2 / Let's Try!1・Let's Try!2 / We Can!1・We Can!2 

 
※ この授業は、9／14（土）が初回です。 
 
 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

128 拓殖大学 スペイン語学概論Ⅰ 
安富 雄平 

外国語学部 教授 
2 前期 金 15 11:00～12:30 

拓殖大学 

八王子国際キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

言語研究の基本動作の確認。並びに言葉に関わる問題を見つけ出す力、言葉を研究の対象として捉える力、言葉の仕組みを言葉で説明する力を認識することと、スペイ

ン語と母語や他の言語との対照研究の知識を得ることが到達目標である。 

 

【授業の目的】 

本講開講の目的は、スペイン語を研究対象として捉え、分析と総合という科学的視点から言葉を研究する姿勢を持って様々な言語現象を解明することの面白さを体験し、

学門的言語研究の端緒を開くことである。 

 

【授業内容】 

1. 言語の機能とスペイン語  言語のもつ様々な機能を概観し、特にコミュニケーション機能と思考媒体機能との表裏一体の特質について考察する。 

2. El lenguaje y la lengua  コミュニケーションとは何か。言語学における「記号」の意味。言語と個別言語について学ぶ。 

3. 言語と個別言語  言語と知的精神活動との関係について考察する。またヒトの社会性がどのように言語と関わるのかについて考える。  

4. La gramática  言語学と文法との関係について考える。文法の規則を自分で発見するための基本的考え方を学ぶ。 

5. La lengua española 世界の言語文化の中でスペイン語はどのような位置を占めるのか、スペインのスペイン語とイスパノアメリカのスペイン語との関係について

も考察する。 

6. El pasado del español  ギリシア語、ラテン語からロマンス諸語、カスティーリャ語からスペイン語までの歴史的変遷をたどる。 

7. スペイン語の音声  言語の媒体としての音声の機能について考える。スペイン語音声学の基本概念を概観する。  
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8. De la voz a la fonema  言語音声の音声学的定義。気流発生機構、発声器官、調音の種類など、スペイン語を例にとって音声の学問的扱いについて学ぶ。 

9. Fonemas y letras  音素とつづり字との関係について考察する。音と文字標記との対応関係について日本語とスペイン語との対照を試みる。 

10. 対照言語学とスペイン語学  複数の言語間の徴標を対照することによって、「言語」のもつ類似性、相似性、差異を明らかにして言語の本質に迫る言語研究の分野

について概観する。  

11. スペイン語の音節構造  音節主音とアクセント、音声学的に見た音節と尾人論敵に見た音節、二重母音・三重母音の音声学的定義について考える。 

12. スペイン語のアクセント  アクセントの役割と言語間対照。スペイン語のアクセントの役割と規則を確認する。また表記法との関係も考える。  

13. スペイン語のプロソディー  アクセント、イントネーション、リズムについて日本語と対照しつつ考察する。  

14. 音韻論と正書法 La ortografía del español  スペイン語の正書法について詳細に確認する。また表記体系の種類と正書法との関連についても考察する。 

15. スペイン語を学ぶ意義についての考察 Examen final  筆記試験と解説、授業の振り返り。また、大学教育における専門課程のスペイン語学の位置づけについて

考える。  

  

【成績評価方法】 

筆記試験の成績により評価するが、授業参画（授業中の積極的発言や発展的学習の報告など）、リアクションペーパーや課題の成果をプラス方向に加味する。期末の筆記

試験90％、授業参画5％、リアクションペーパーと課題5％。 

 

【教科書】 

教科書は使用しない。教材はプリントで配布する。 

 

【参考書、教材等】 

岡田辰雄『現代スペイン語講座』東京:芸林書房, 1996. 

Seco, Manuel. Gramática esencial del español. Madrid: Espasa Calpe, 1995. 

 

※ この授業は、4／12（金）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

129 拓殖大学 スペイン語学概論Ⅱ 
安富 雄平 

外国語学部 教授 
2 後期 金 15 11:00～12:30 

拓殖大学 

八王子国際キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

言語研究の基本動作の確認。即ち、言葉に関わる問題を見つけ出す力、言葉を研究の対象として捉える力、言葉の仕組みを言葉で説明する力を涵養することと、スペイ

ン語と母語や他の言語との対照ができる力を養うこと。 

 

【授業の目的】 

本講開講の目的は、スペイン語学Ⅰに引き続き、スペイン語を研究対象として捉え、分析と総合という科学的視点から言葉を研究する姿勢を持って様々な言語現象を解

明することの面白さを体験し、学門的言語研究の端緒を開くことである。 

 

【授業内容】 

1. Locciones y perífrasis   スペイン語の熟語や迂言法について実例を採取しながら言語学的に考察を加える。 

2. Vida de las palabras  語形成の類型を概観・記述し、スペイン語と日本語、英語などの形態との対照を行う。 

3. El léxico español  スペイン語の語彙を概観し、様々な語種について他の言語と対照しつつその広がりについて考察する。 

4. El léxico heredado  ギリシア語やラテン語などの古典語から継承した語彙と、古典語の形態素による造語について考える。  

5. El léxico adquirido アラビア語、オック語、フランス語、イタリア語、アメリカ大陸の土着原語、英語などを中心に借用語の原語と語源を探る。 

6. El léxico multiplicado  新しい語が生ずる過程のうち、古典語による合成、現代語による合成、接頭辞・接尾辞による派生による造語に焦点をあてる。 

7.Los significados  語と意味との関係について考える。多義性と類犠牲など語の「原意」と「文意」や反意語、同義語、類義語、対語などについても考察する。 

8. Los cambios de significado  意味の経時変化とその誘引、新語形成と意味変化の相互関与について考える。  

9. Muerte de palabras  スペイン語の新語や古語、使われなくなった語と他の言語における語の盛衰の様子を探る。  

10. Las lenguas españolas y la lengua común  スペイン語を例にとって世界共通語としての個別言語の可能性について考察する。  

11. Niveles de la lengua y niveles del habla  共通語と方言、専門用語、俗語や隠語など言語の諸相を概観する。  

12. La norma  言語用法の「正さ」とは何か、正書法や言い回し、様々な状況における文体などについて考える。 

13. Las frases y las palabras  単音、音節、形態素、語、句、文など言語の様々な単位について相互の関係を考える。  

14. El sujeto y el predicado  統語論入門として、文の構成要素としての「主部」と「述部」の構造について概略を学ぶ。  

15. Las partes de la oración y examen final  試験と解説、授業の振り返りをし、スペイン語学のまとめとする。  

  

【成績評価方法】 

筆記試験の成績により評価するが、授業参画（授業中の積極的発言や発展的学習の報告など）、リアクションペーパーや課題の成果をプラス方向に加味する。期末の筆記

試験90％、授業参画5％、リアクションペーパーと課題5％。 

 

【教科書】 

教科書は使用しない。教材はプリントで配布する。 

 

【参考書、教材等】 

岡田辰雄『現代スペイン語講座』東京:芸林書房, 1996. 

Seco, Manuel. Gramática esencial del español. Madrid: Espasa Calpe, 1995. 

 

※ この授業は、9／20（金）が初回です。 
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No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

130 拓殖大学 映画スペイン語Ⅱ 
安富 雄平 

外国語学部 教授 
2 後期 金 15 9:20～10:50 

拓殖大学 

八王子国際キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

話し言葉でよく使う単語や表現を学ぶと同時に、音声聴取法の基礎となる聴解力を身につける。音声を繰り返し聞いて、聴取・書き取りの力を付ける。また、音声の変

化について理解し、音声学的に説明する力を付けることが到達目標である。 

 

【授業の目的】 

映像を伴うスペイン語の音声を聴取し書き起こすことによって、実際の会話スピードで起こる音声の変化や、リズム・イントネーションの違いがわかる聴解の力を養う

ことが目的である。また、場面による表現の練習や、シャドウイングによってより自然なスペイン語が話せるよう、また聞き取れるよう訓練を繰り返す。 

 

【授業内容】 

1. （イントロダクション）外国語学習教材と映画  外国語学習の様々な手段について、『外国語上達法』（千野栄一）、『私の外国語学習法』（カトー・ロンブ）、『外

国語の水曜日』（黒田龍之助）などを手がかりに、効果的学習法としての映画の効用について考える。  

2. スペイン語圏の映像文化  Marcelino, pan y vino、El espíritu de la colmena、Mujeres al borde de un ataque de nervios など、スペインの代表的な映画

を紹介しつつ、スペイン語圏の映像文化とその歴史について概観する。 

3. 外国語音声聴取の諸問題   音の聴取と知覚とに関与する要因には様々なものがあって、音源や媒質に関係するもの、聴覚の受容器による伝音・感音に関係

するものと、大脳皮質の聴覚野に関係するものなどが考えられる 。これらの要素が実際にどのように影響するかを実験によって確認する。 

4. 歌詞の書き取り演習  歌曲の歌詞書き取りの演習と講評を通して、母語の場合と外国語の場合とで、どのような問題が生じるかを検討する。日本語の歌曲の歌詞

書き取りに続いて、スペイン語の歌曲の歌詞書き取りとその詳細な検討を行う。  

5. 外国語聴取の音声学的考察①  主に日本語人学習者がスペイン語音声を聴取し書き取る場合に起こる現象を、実際の例を検討しつつ、音声学的説明を試みる。誤

聴取の類型として、①子音の誤聴取、②母音の誤聴取、③音色の誤聴取、④弱化と同化、⑤機能語や機能部の欠落、⑥セグメンテーションの誤りなどの問題を検討

する。  

6. 外国語聴取の音声学的考察②  引き続き、誤聴取の様々なパタンと原因を検討する。⑦語や語句の誤り、⑧未習単語の問題、⑨書き取りと正書法、などの他、⑩

イントネーションと文の種類、⑪句読法の問題についても外国語学習の観点から詳細に検討する。  

7. スクリーンプレイ学習法①  英語学習の方法の一つとして定着している、スクリーンプレイ学習法について、実例に即して概観する。『スクリーンプレイ学習法

―シナリオのからくり、セリフのなりたち』（新田晴彦）を参考にして、英語の諸例からスペイン語ではどのような問題点が現れるかを考える。（＋次回ための課題

予告）  

8. スクリーンプレイ学習法②  受講者による、スクリーンプレイ学習のための映画の研究レポートを口頭で発表し、スペイン語学習の過程で実際に体験したことと

の結びつきについて考える。  

9. 聴取実習①El Sur Ⅰ  El Sur es una película española dirigida por Víctor Erice y se estrenó en Madrid, en el año 1983. 「エル･スール」全

編をみてストーリーの把握と、スペイン語のリズムやメロディー、イントネーションを観察する。劇中の el Cheli という当時の若者言葉が登場する点にも注目す

る。 

10. 聴取実習②El Sur Ⅱ  指定箇所の聴取書き取りの実習を行う。受講者は各自書き取りを行い、担当教員が個別に指導する。ノートを一冊書き取りの実習

用に準備すること。Andalucia 方言が出てくるシーンが興味深い。 

11. 聴取実習③El Sur Ⅲ  個別に書き取りを行うので、不明の箇所は大量にためないで、こまめに担当教員を呼び、問題を解決すること。授業の広範は各自

の書き取り結果を発表し、相互に音声学的検討を加える。 

12. 聴取実習④El nidoⅠ  El nido es una película española de 1980 escrita y dirigida por Jaime de Armiñán y nominada al Óscar de Hollywood. 主

演のdon Alejandro 役のHéctor Alterio、Goya 役のAna Torrent のスペイン語に注目。全編をみてストーリーの把握とここの登場人物の発話の音声的特長を観察

する。 

13. 聴取実習⑤El nido Ⅱ   指定箇所の聴取書き取りの実習を行う。受講者は各自書き取りを行い、担当教員が個別に指導する。 

14. 聴取実習⑥ El nido Ⅲ   個別に書き取りを行うので、不明の箇所は大量にためないで、こまめに担当教員を呼び、問題を解決すること。授業の広範は各

自の書き取り結果を発表し、相互に音声学的検討を加える。 

15. スペイン語音声学の展望と最終試験  各国語音声学の教育と研究における意義について考える。引き続き、筆記試験を実施する。辞書の参照は可である。 

  

【成績評価方法】 

聴取書き取り実習の成果を反映させたレポートを課し、その成績（20％）と、筆記による最終試験の成績（80％）を合わせて総合的に評価する。 

 

【教科書】 

教科書は使用しない。印刷教材は担当教員が用意する。 

 

【参考書、教材等】 

Manual de fonética española. Articulaciones y sonidos del español. Barcelona:Ariel, 2007. 

 

※ この授業は、9／20（金）が初回です。 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

131 拓殖大学 東南アジア 
椎野 幸平 

国際学部 准教授 
2 前期 月 15 16:40～18:10 

拓殖大学 

八王子国際キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

東南アジアについて、体系的に理解し、自らの言葉で東南アジアについて議論、分析ができる水準に達することを到達目標とする。 

 

【授業の目的】 

東南アジア各国の政治体制、社会を理解した上で、産業、直接投資・貿易などの経済構造や経済政策、各国が抱える課題について理解し、多様な東南アジア各国を、国

別に比較し理解を深めるとともに、ASEAN 経済共同体（AEC）などASEANの地域大での取り組みについて理解を深めることを目的とする。 

 

【授業内容】 

1. イントロダクション、東南アジア概観  東南アジアの地理的特性（陸のアジア、海のアジア）や歴史、宗教・人種・民族、経済概観（人口、経済規模、所得水準

等）など、東南アジアの全体像について概説する。  

2. タイ  王室や軍、政党など政治構造の特徴を理解し、タイの戦後の経済発展、バンコクを中心とする産業集積、タイが直面する中所得国の罠や近年の経済政策に

ついて説明する。  
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3. インドネシア  東南アジアの大国であるインドネシアの国家形成の特徴、スハルト元大統領時代から現在の政治構造への変遷を理解し、自動車をはじめとする産

業構造、経済政策を説明する。  

4. マレーシア  マハテイール首相時代からの、エレクトロニクスを中心とする輸出主導型の成長や近年のインフラ開発などの経済政策を理解するとともに、多様な

民族構造を反映したブミプトラ政策などを説明する。  

5. シンガポール  シンガポールの統治体制や、これまでの経済発展の特徴、先進的な産業・誘致政策、アジアのハブとなっている投資環境を理解した上で、現在、

直面する課題を説明する。  

6. フィリピン  フィリピンの歴史を概観した上で、海外からの送金に支えられる経済や財閥を中心とする経済構造とともに、近年、増大する直接投資を惹きつける

投資環境について説明する。  

7. ベトナム  ベトナムの歴史やドイモイ政策以降の経済改革を概観した上で、近年、チャイナ＋１の企業戦略の中で、縫製品やエレクトロニクスなど成長する産業

やTPP 参加などの通商政策について説明する。  

8. カンボジア  カンボジアの歴史、政治構造を理解し、経済面では縫製品の輸出に加え、近年ではタイ＋１の企業戦略の中で、機械分野でも直接投資を惹きつける

カンボジアの投資環境と課題を説明する。  

9. ミャンマー  テインセイン前大統領の出現以降、東南アジア最後のフロンテイアとして注目されるミャンマーの政治、経済構造、投資環境について説明する。  

10. ラオス  ラオスの歴史、政治構造を概観した上で、内陸国ラオスの資源、電力を中心とする産業構造やタイ＋１の企業戦略の中で関心の増す投資環境と課題に

ついて説明する。  

11. ブルネイ  ブルネイの政治構造と経済構造を説明する。  

12. CLM と一般特恵関税（GSP）  CLM 諸国の輸出において重要な役割を果たしている先進国の一般特恵関税（GSP）について説明する。  

13. ASEAN 経済共同体の現状と展望  ASEAN の形成過程を学ぶとともに、その中核となるASEAN 経済共同体（AEC）について、物品貿易分野の自由化を中心に説明す

る。AEC は、2025 年までに幅広い分野での自由化を目指しており、AEC の将来を展望する。  

14. ASEAN の域外との通商関係  ASEAN は日本や中国、インドなど周辺国とFTA を締結（ASEAN+１ FTA と呼ばれます）し、現在アジア16 か国から成るRCEP 交渉

に参加しており、ASEAN の域外との通商関係を説明する。  

15. 東南アジアの総括  これまでの講義を総括する。  

  

【成績評価方法】 

期末試験（60％）、小テスト（25％）、授業への参画状況（15％）などに基づき総合的に評価する。 

 

【教科書】 

教科書は特に指定せず、配布資料を基に授業を行う。 

 

【参考書、教材等】 

配布資料に関連する参考文献を提示する。 

 

※ この授業は、4／8（月）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

132 拓殖大学 国際政治 
甲斐 信好 

国際学部 教授 
2 前期 水 15 9:20～10:50 

拓殖大学 

八王子国際キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

国際政治が（いえ世の中が）「複雑」であることを理解すること。一方的でわかりやすい結論に飛びつかないこと。「現実」と「理想」の両面から、いろいろな事象を眺

められるようになること。つまり「専門的知識」の育成です。人生がちょっとだけ変わりますよ（笑）。 

 

【授業の目的】 

政治は「総合芸術」です。皆さんの毎日の生活すべてが、政治と関わっているといっても過言ではありません。政治をトータルに根本から理解した上で、国際関係・国

際政治について「深く・広く」進めていきます。「難しいことをやさしく やさしいことを深く 深いことを面白く」を心がけて授業を行います。 

 

【授業内容】 

1. はじめに  オリエンテーション、教員自己紹介 

2. 政治学のテーマ  権力（パワー）―政治学のテーマ 

3. 選挙とデモクラシー  デモクラシー―はじめての選挙 

4. 政治家の仕事  議会と政治家―政治家って何をしているの？ 

5. パワーのコントロール  権力分立と政治システム―どう欲望をコントロールするか 

6. 政策の決定  政治過程、政策過程―誰が政策を決めているのか 

7. ２つの政治思想  リアリズムとリベラリズム―世の中は、暗い？明るい？ 

8. 国際政治学とは  国際政治学の誕生―戦争はなぜなくならないのか 

9. 宗教って何だろう  宗教と政治―日本人は無宗教？パレスチナ 

10. さまざまな国家、さまざまな運命  国家の多様性―5 歳まで3 人に一人が死んでしまう 

11. 開発と民主化①  民主化と開発―豊かさが先？自由が先？ 

12. 開発と民主化②  さまざまな政治システムのメリット・デメリット  
13. 中国の民主化  建国から天安門事件まで 

14. 日本の未来  では、私たちは何をすべきなのか？ 

15. ファイナルチェック  まとめと各章の要点 

  

【成績評価方法】 

試験（テキスト『プレステップ政治学 第2版』のみ持込み可）。 

 

【教科書】 

甲斐信好『プレステップ政治学 第2版』（新版）弘文堂、2012年。初版から大きく加筆変更、章を大幅に加えました。必ず新版を手元においてください。 

 

【参考書、教材等】 

『そうだったのか現代史』集英社、2000年 

 

※ この授業は、4／10（水）が初回です。 
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No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

133 拓殖大学 タイの政治と経済 
甲斐 信好 

国際学部 教授 
2 後期 水  15 9:20～10:50 

拓殖大学 

八王子国際キャンパス 
若干名 

【到達目標】 

主として政治の面からタイを理解していきます。政治史を通してタイの歴史や文化、経済を学び「専門的知識」を身につけることができるでしょう。目的でも申し上げ

ましたが、「タイを好きになること」が到達目標です。 

 

【授業の目的】 

この授業の目的は、地域研究の一環として、タイという国を主として政治経済面から理解することです。地域研究とは、①地域言語、②地域理解、③地域の体験の総合

だと思います。限られた時間・空間ですが、以上の3つを通して「タイを好きになること」が講師の望みです。「タイに行ったことがない人はタイを好きになること。タ

イに行ったことがある人はますますタイを好きになること」を到達目標にします。「１限目の授業」に毎回出席する意思のある人の参加を強く希望します。 

 

【授業内容】 

1. オリエンテーション  講師自己紹介、授業の進め方、評価基準、全体像、成績評価の基準など。  

2. タイの仏教  「日本とタイは同じ仏教国」－それは半分真実で、半分はとんでもない勘違いです。タイを理解するキーワード「仏教」について取り上げます。  

3. タイの夜明けースコータイ朝そして「国王」  13世紀にはじめてタイの王朝として成立したスコータイ朝を顧みながら、タイを理解するキーワードのもう一つ「国

王」について述べます。  

4. タイの多様性ーアユタヤ朝  アユタヤ朝は商業国家であり、また今日に続く「外国人の使い方がうまい」タイの力を示しています。タイの多様性について考えま

す。 

5. タイの近代化―チャクリ王朝  タクシン王一代限りのトンブリ朝を経て、都はバンコクへ。近代化に邁進したモンクット王、チュラロンコーン王を中心に、タイ

がどのように生き延びてきたか、解き明かします。  

6. 立憲革命  1932 年の立憲革命で、タイは絶対王制から立憲君主国になったとされます。それは本当なのか？何が不十分だったのか？について議論を行いたいと思

います。  

7. 第2 次大戦とタイ  欧米列強と日本など枢軸国の間で、タイがどのような対応を見せたか。今日に続く「外交上手」の核心に迫ります。  

8. 開発体制とサリットⅠ  タイに「開発の時代」がやってきました。権威主義開発体制と呼ばれる政治体制について比較政治の面から検証します。 

9. 開発体制とサリットⅡ  タイの開発体制をになったサリットを中心に、タイの経済発展を政治面から分析します。  

10. クーデターの政治学  タイではクーデターは総選挙の代わり、という人がいます。なぜこんなにクーデターが多発するのか、そしてその特徴は何か、改めて問い

ます。  

11. 半分の民主主義  1990年代初頭まで、タイでは「半分の民主主義」といわれる体制が続きました。この「タイ式民主主義」の特徴と原因について紹介します。  

12. 1990 年代の民主化  スチンダ首相の就任とともに、タイには民主化の季節が訪れます。民主化の担い手である「新中間層」とは何だったか、彼らが中心となった

1997 年憲法について、その両面性を検証します。  

13．タクシンという男  タイのデモクラシーを（良きにせよ悪しきにせよ）大きく変えたのが、タクシンという政治家でした。CEO 型首相と言われた彼の功罪につい

て問います。  

14. タイはどこへ行くのか  21世紀になって起こったクーデターによってタクシンは首相の座を追われ、タイ政治の迷走が始まります。タクシンなきタクシン政治に

ついて触れます。  

15. まとめ  これまで学んできたことをまとめ、タイがどこに向かうのか、皆さんと議論を行いたいと思います。  

 

【成績評価方法】 

基本的に出席と期末試験（持ち込み不可）を重要視しますが、授業への参加や、数回行う予定のコメント提出なども加点します。 

 

【教科書】 

授業の中で指示します。 

 

【参考書、教材等】 

授業の中で指示します。 

 

※ この授業は、9／18（水）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

134 拓殖大学 
国際特別講座 

（実践のまちづくりⅠ） 

徳永 辰己 

国際学部 教授 
2 前期 金 15 16:40～18:10 

拓殖大学 

八王子国際キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

本講座を通じて、開発プロジェクトの意義と課題について専門的知識を深め、途上国や国内地方の抱える開発課題に取り組む実践能力を養うことである。 

 

【授業の目的】 

本講座は、実際のコミュニティ開発プロジェクト、まちづくり活動などのフィールドワークを通じて、開発プロジェクトの企画立案から事業実施、評価に至る一連の過

程を実践することを目的としている。併せて、国内の開発事業として地域のまちづくり活動や地方創生の重要性について理解を深める。 

 

【授業内容】 

1. 座学①  導入授業：フィールドワーク演習のガイダンス、使用する資機材の確認、作業行程、分担作業の確認  

2. 座学②  第1章：地域・まちづくりワークの意義と課題 第2章：実施準備からテーマ設定まで、第3章：ワークを軌道に乗せる  

3. 座学③  第4章：地域データや情報の把握  

4. プロジェクト演習（近隣地区）①  現地の実情を調べる「現地視察・課題発見」（八王子長池公園）  

5. プロジェクト演習（近隣地区）②  現地の実情を調べる「現地視察・課題発見」（高尾山）  

6. 座学④  第5章：事前調査の進め方、第6章：地域分析の基礎と考察  

7. 活動報告およびワークショップ①（山梨県立大学）  第1回活動報告およびワークショップ①（山梨県立大学）（山梨県立大学合同授業）  

8. 活動報告およびワークショップ②（山梨県立大学）  第1回活動報告およびワークショップ②（山梨県立大学）（山梨県立大学合同授業）  

9. 座学⑤  プロジェクト演習（近隣地区）の新しいプロジェクトを考える「プロジェクト立案」（八王子長池公園）、（高尾山）  

10. プロジェクト演習（山梨サイト）①  山梨サイトの現地視察・課題発見①（山梨県立大学合同授業） 

11. プロジェクト演習（山梨サイト）②  山梨サイトの現地視察・課題発見②（山梨県立大学合同授業）  
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12. 事例研究①  海外プロジェクトの事例研究（海外コンサルティング企業協会（ECFA）会員）  

13. プロジェクト演習（山梨サイト）③  山梨サイトのプロジェクト立案・準備①（山梨県立大学合同授業）  

14. プロジェクト演習（山梨サイト）④  山梨サイトのプロジェクト立案・準備②（山梨県立大学合同授業）  

15. プロジェクト演習（近隣地区）③  実際にプロジェクトを実施する（八王子長池公園）  

 

【履修上の注意事項】 

プロジェクト演習は、土曜日に大学近隣地区および山梨県の現場にて行います。週1回90分の授業を基本としますが、授業終了後も延長して授業を実施することもしば

しばある。なお、山梨県における演習や活動報告会は1日かけて2回分の授業を実施する。 

 

【成績評価方法】 

全出席を原則とし、演習での発表や発言内容、実習態度、宿題・レポートを総合的に判断する。また授業日以外にもプロジェクトの準備をしなくてはならない場合もあ

り、それらの積極性も評価する。 

 

【教科書】 

谷口守、『実践地域・まちづくりワーク』森北出版、2018年 

 

【参考書、教材等】 

・西村幸夫『まちづくり学』朝倉書店、2007年 

・徳永達己『地方創生の切り札LBT』、2017年 

・佐原隆幸・徳永達己『国際協力アクティブ・ラーニング』弘文堂、2016年 

 

※ この授業は、4／12（金）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

135 拓殖大学 
国際特別講座 

（実践のまちづくりⅡ） 

徳永 辰己 

国際学部 教授 
2 後期 金 15 16:40～18:10 

拓殖大学 

八王子国際キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

本講座を通じて、開発プロジェクトの意義と課題について専門的知識を深め、途上国や国内地方の抱える開発課題に取り組む実践能力を養うことである。 

 

【授業の目的】 

本講座は、実際のコミュニティ開発プロジェクト、まちづくり活動などのフィールドワークを通じて、開発プロジェクトの企画立案から事業実施、評価に至る一連の過

程を実践することを目的としている。併せて、国内の開発事業として地域のまちづくり活動や地方創生の重要性について理解を深める。 

 

【授業内容】 

1. 座学①  導入授業：前期の振り返り、後期科目の進め方  

2. 座学②  第7章：議論の進め方と合意形成  

3. 事例研究①  海外プロジェクトの事例研究（海外コンサルティング企業協会（ECFA）会員）  

4. プロジェクト演習（近隣地区）①  実際にプロジェクトを実施する「プロジェクト実施）」（高尾山）  

5. 座学③  第8章：プレゼンテーション  

6. プロジェクト演習（山梨サイト）①  山梨サイトのプロジェクト実施①  

7. プロジェクト演習（山梨サイト）②  山梨サイトのプロジェクト実施②  

8. 座学④  第9章 地域・まちづくりワークの期待  

9. 事例研究②  海外プロジェクトの事例研究（OISCA）  

10. 座学⑤  近隣地区サイトのプロジェクトのまとめ・評価  

11. 事例研究③  海外プロジェクトの事例研究（国際開発ジャーナル）  

12. プロジェクト演習（山梨サイト）③  第 2回活動報告およびワークショップ（大学コンソーシアム八王子）①山梨サイトのプロジェクトのまとめ・評価（山梨県

立大学合同授業）  

13. プロジェクト演習（山梨サイト）④  第 2回活動報告およびワークショップ（大学コンソーシアム八王子）②山梨サイトのプロジェクトのまとめ・評価（山梨県

立大学合同授業）  

14. 事例研究④  海外プロジェクトの事例研究（国際開発ジャーナル）  

15. 座学⑥  本講座のまとめ  

 

【履修上の注意事項】 

 プロジェクト演習は、土曜日に大学近隣地区および山梨県の現場にて行います。週 1回90分の授業を基本としますが、授業終了後も延長して授業を実施することもし

ばしばある。なお、山梨県における演習や活動報告会は1日かけて2回分の授業を実施する。 

  

【成績評価方法】 

全出席を原則とし、演習での発表や発言内容、実習態度、宿題・レポートを総合的に判断する。また授業日以外にもプロジェクトの準備をしなくてはならない場合もあ

り、それらの積極性も評価する。 

 

【教科書】 

谷口守、『実践地域・まちづくりワーク』森北出版、2018年 

 

【参考書、教材等】 

・西村幸夫『まちづくり学』朝倉書店、2007年 

・徳永達己『地方創生の切り札LBT』、2017年 

・佐原隆幸・徳永達己『国際協力アクティブ・ラーニング』弘文堂、2016年 

 

※ この授業は、9／20（金）が初回です。 
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No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

136 拓殖大学 ロボット工学 
香川 美仁 

工学部 教授 
2 前期 月 15 11:00～12:30 

拓殖大学 

八王子国際キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

ロボット工学の専門用語を理解し、使用できるようになる。ロボット工学の知識を適用して、単純なマニピュレータの軌道を計算できるようになる。工学の基礎的な問

題に対し、ロボット工学の知識を用いて検討することができるようになる。 

 

【授業の目的】 

わたしたちの身の周りには、形状、機能、動き方も様々なロボットが誕生しているが、ロボット大国日本を支えてきたのは、工場内で使われ、マニピュレータと呼ばれ

る腕型のロボットである。本講義では、マニピュレータを例として、それを動かすために必要な運動学を中心に学ぶ。 

 

【授業内容】 

1. ロボット工学の概要  ロボット開発の歴史、実用・研究段階のロボットについて概説する。  

2. ベクトルと行列の演算  ロボット工学で必要な数学（ベクトルと行列演算）の復習をする。  

3. 座標変換Ⅰ（並進・回転変換）  ロボットの運動解析の基礎となる座標変換の基礎（並進・回転変換）について学ぶ。  

4. 座標変換Ⅱ（並進・回転変換）  ロボットの運動解析の基礎となる座標変換の基礎（同時変換）について学ぶ。  

5. 座標変換Ⅰ（同時変換）  D-H パラメータ法に基づくリンクパラメータの記述と同時変換行列の導出法を学ぶ。  

6. 座標変換Ⅱ（同時変換）  同時変換行列を用いたマニピュレータの順運動学解析法について学ぶ。  

7. マニピュレータの手先位置と関節変位の関係（機構と順運動学）  いくつかの機構について例題を行い、順運動学解析を修得する。  

8. ロボットアームの手先位置と関節変位の関係（例題演習）  種々の例題を通して、マニピュレータの順運動学解析を修得する。  

9. 手先と関節の速度の解析Ⅰ（ヤコビ行列）  手先速度からヤコビ行列を導入し、その物理的意味を学ぶ。  

10. 手先と関節の速度の解析Ⅱ（ヤコビ行列）  ヤコビ行列を用いた機構の評価を特異解析を行い、その意味を学ぶ。  

11. マニピュレータのアクチュエータとセンサⅠ  代表的なアクチュエータ、センサ、ギアについて解説し、その使い方を学ぶ。  

12. マニピュレータのアクチュエータとセンサⅡ  代表的なアクチュエータ、センサ、ギアについて解説し、その使い方を学ぶ。  

13. マニピュレータの軌道制御  マニピュレータの軌道制御法について学ぶ。  

14. マニピュレータの制御  マイコンによるモータ制御について学ぶ。  

15. 期末総合演習  例題による総合演習を行う。  

  

【成績評価方法】 

毎回行う小テスト（質問および相談をしてよい）(20％)および期末試験(80％)で評価する。 

 

【参考書、教材等】 

・早川・櫟・矢野著「ロボット工学」（コロナ社） 

・J. Craig「ロボティクス－機構・力学・制御」（共立出版） 

 

※ この授業は、4／8（月）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

137 拓殖大学 材料基礎論 
森 きよみ 

工学部 准教授 
2 前期 水 15 9:20～10:50 

拓殖大学 

八王子国際キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

多様な材料を機械構造物等の材料として使用する際に必要となる種々の材料特性に対する考え方を習得し，機械を設計する際に適切な材料の選択ができるようになるこ

とを到達目標とする。 

 

【授業の目的】 

金属・セラミックス・高分子・複合材料等、機械材料として使用される多様な材料の物理的特性と機械的特性を知るとともに、それらの特性が生じる由来を分子構造の

立場から理解することを目的とする。 

 

【授業内容】 

1. 種々の材料とその特徴  授業のねらいと講義の予定を紹介すると共に、金属・セラミックス・高分子・複合材料等多様な材料を紹介し、それらの主たる特徴を講述

する。  

2. 第2 回 金属材料とその特性-1  金属材料の結晶構造と機械特性を示すとともに、合金の考え方を理解するために、平衡状態図の読み方を実例を使って学ぶ。  

3. 第3 回 金属材料とその特性-2  代表的な金属として鋼を取りあげ、炭素鋼と合金鋼の成分と熱処理によって強度・靱性を改良する方法に対する基礎的考え方を学

ぶ。 

4. 第4 回 セラミックスとその特性-1  セラミックス材料の結晶構造と機械特性を示すとともに、脆いというセラミックスの特徴の由来と脆いことによるセラミック

材料の取り扱い方の注意点を概説する。  

5. 第5 回 セラミックスとその特性-2  セラミックス材料の製造方法を成型と接合を含めて概説するとともに、エンジニアリングセラミックスと呼ばれている高機能

セラミックスの概要を説明する。  

6. 第6 回 高分子材料とその特性  高分子材料の特徴が長くつながった分子構造にあり、そのような構造をもつが故に粘弾性やクリープなど高分子材料独特の機械特

性が現れることを学ぶ。  

7. 複合材料とその特性-1  複合材料の考え方の基礎を学ぶとともに、炭素繊維などの高強度繊維と高分子材料やセラミックス材料を組み合わせると既存材料にない特

性を出現させることが可能になることを学ぶ。  

8. 複合材料とその特性-2  複合材料によって得られるさまざまな機能と材料の微視的構造との関連性について説明し、材料設計の手法について学ぶ。  

9. 弾性率・強度・疲労  弾性率弾性率・強度・疲労特性と結晶構造や原子間力との関係を学ぶとともに、これらの特性の評価方法を概説する。  

10. 第9 回 塑性と破壊靱性  金属材料に特徴的な塑性変形に対する考え方とセラミックス材料に特徴的な脆性破壊（破壊靱性）に対する考え方の概要を解説する。  

11. 第10 回 粘弾性とクリープ  高分子材料に特徴的な粘弾性とクリープ変形について概説し、その現象を具体的に解説する。  

12. 第11 回 耐環境性と摩耗  材料の腐食・酸化や摩耗現象について説明し、これら現象の解析方法と対策を解説する。  

13. 第12 回 生体材料  骨や皮膚などの生体材料は、金属やセラミックスのような汎用材料に比べて特性に劣るところはあるが、自己組織化により低温低圧でつくら

れ、様々な機能に対して最適化されている。本講ではこれらの特徴を概説する。 

14. 木材と炭素材料  木材は主としてセルロースからなる高分子材料であるが、微細構造とその特性には材料として見ても優れた点が数多くある。炭素材料はフルか
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らある材料であるが、フラーレンやカーボンナノチューブなど最近になって見つかった新材料も含まれている。本講ではこれらの多様性と多機能性について解説する。 

15. 構造用材料の特徴と機械設計  学期試験および本講義で扱った種々の材料を機械構造物の材料として用いる際に必要な材料特性について総説し、本講義のまとめ

とする。  

  

【成績評価方法】 

授業中に行う演習と授業への取り組み状況を考慮しつつ、主に期末試験の結果により評価する。期末試験の結果を85％、中間試験および演習等の結果を15％の割合で評

価し、100点満点の60点以上で合格とする。授業中の小テストと演習および中間試験のフィードバックは，翌週の授業中に解説と解答を示して行う。 

 

【教科書】 

授業中に指示する。 

 

【参考書、教材等】 

授業中に指示する。 

 

※ この授業は、4／10（水）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

138 拓殖大学 半導体デバイス 
吉森 茂 

工学部 教授 
2 前期 月 15 13:20～14:50 

拓殖大学 

八王子国際キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

省エネ技術と言えば、太陽光発電やLEDでしょう。LEDはエコ照明にも使われていますし、2014年のノーベル物理学賞に輝いたのもLEDです。半導体工学的には、太陽

光発電やLEDに使用される半導体デバイスの基本がpn接合です。この講義を受ければ、きっとpn接合に詳しくなり、学生諸君の未来も明るくなるでしょう！ 

 

【授業の目的】 

半導体が産業の中心技術だった時代は過ぎたと言えるでしょう。しかし、PCやスマホ、タブレットなど半導体技術の結晶とも言える商品は人々の暮らしをより豊かにし

ています。電子工学分野のエンジニアには、是非、半導体技術のすばらしさを理解して欲しいと思います。 

 

【授業内容】 

1. 量子力学の基礎Ⅰ  原子や分子を扱うミクロな世界の力学を量子力学と呼ぶ。量子力学の世界では、粒子と波動の区別は意味を持たない。 

2. 量子力学の基礎Ⅱ  量子力学の基礎方程式であるシュレージンガーの波動方程式について説明する。シュレージンガー方程式により、波動性を持った粒子の運動を

記述できる。 

3. エネルギーの量子化Ⅰ  シュレージンガーの波動方程式を「1 次元井戸型ポテンシャル問題」に適用し、ミクロな世界ではエネルギーが量子化されることを示す。 

4. エネルギーの量子化Ⅱ  1 次元井戸型ポテンシャル問題を例に、エネルギー固有値を導出した後、位置と運動量の間には不確定性原理が成り立つことを説明する。 

5. エネルギー帯理論Ⅰ  実際の半導体や金属の結晶は3次元構造であるが、結晶ポテンシャルの1 次元モデルを用いて、固体の電気伝導機構を説明する。 

6. エネルギー帯理論Ⅱ  クローニッヒ・ペニーのモデルを用いて、固体中における電子のエネルギーが帯構造を持つようになることを示す。 

7. エネルギー帯理論Ⅲ  エネルギー帯理論を用いて、金属と半導体、絶縁体の電気伝導度の違いを説明する。 

8. pn ダイオードⅠ  半導体デバイスの中で最も基礎的なデバイスであるpn ダイオードの種類や特徴の概略を説明する。 

9. 太陽電池  pn ダイオードである太陽電池がなぜ発電素子になるのかについて説明する。 

10. 接合トランジスタⅠ  接合トランジスタ（npn形とpnp形）について、エネルギー帯理論に基づいて動作原理を説明する。 

11. 接合トランジスタⅡ  接合トランジスタの各種接地形式とその特長について説明する。トランジスタがなぜ増幅作用を有するのか理解できるようになる。 

12. 電界効果トランジスタ  電界効果トランジスタ（Field Effect Transistor, FET）の動作原理及び特長について説明する。  

13. レーザの基礎  光通信やDVD プレーヤーなどレーザが様々なところで利用されている。レーザの種類及び動作原理の基礎について説明する。 

14. 総合演習  第1回から第13回まで学んだ内容の総復習を行う。 

15. 期末試験及び出題意図の解説  期末試験を実施する。その後、出題意図について解説する。 

  

【成績評価方法】 

毎回の授業の冒頭にミニテストを行う（全部で10回実施し、各2点満点で合計20点満点）。期末試験を80点満点で実施し、ミニテストとの合計点が60点以上で合格と

する。 

 

【教科書】 

「電子デバイス入門」（森北出版） 

 

【参考書、教材等】 

「電子物性基礎」（電気学会） 

 

※ この授業は、4／8（月）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

139 拓殖大学 パルス回路 
小川 毅彦 

工学部 教授 
2 後期 木 15 11:00～12:30 

拓殖大学 

八王子国際キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

基本的なパルス波やパルス・ディジタル回路の原理を理解・習得し、設計・解析のために説明できることを到達目標とする。 

 

【授業の目的】 

電子回路の基本素子であるダイオードとトランジスタ、及び増幅回路について学んだ学生が、ダイオードやトランジスタを用いたパルス・ディジタル回路の原理を理解

し、設計および解析法を身につけることを目的とする。 

 

【授業内容】 

1. いろいろなパルス波  ステップ波、単一方形パルス、周期方形パルス、のこぎり波について。実際の方形パルス。  
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2. パルス方形波の周波数解析  周波数特性とフーリエ級数。パルス方形波のフーリエ級数展開と標本化関数、周波数スペクトル。  

3. 線形回路のパルス応答（1）  パルス方形波をRC 回路に加えたときの出力波形。正弦波交流、単一方形パルスを加えた場合。  

4. 線形回路のパルス応答（2）  パルス方形波をRL 回路・RLC 回路に加えたときの出力波形。過制動、臨界制動、過少制動。  

5. 半導体素子の特性とパルス応答  ダイオードとバイポーラトランジスタ。パルス方形波をダイオード・バイポーラトランジスタに加えたときの出力波形。  

6. パルス波形操作回路  演算増幅器。時間軸上での波形操作、微分回路と積分回路。振幅軸上での波形操作、クリップ回路、リミット回路、クランプ回路。  

7. 中間試験と解説  第１回～第６回の内容の理解度を確認するための筆記試験およびフィードバックとしての解説。  

8. マルチバイブレータとパルス発生回路(1)  マルチバイブレータ。非安定マルチバイブレータによる周期方形パルス発生。  

9. マルチバイブレータとパルス発生回路(2)  単安定マルチバイブレータによる単一方形パルス発生。双安定マルチバイブレータによる記憶。  

10. のこぎり波発生回路  RC 回路によるのこぎり波発生。ミラー積分回路、ブートストラップ回路によるのこぎり波発生。  

11. 組み合せ論理回路(1)  ダイオードによるAND・OR ゲート回路。MOS トランジスタ。  

12. 組み合せ論理回路(2)  CMOS インバータ回路。CMOS によるNAND 回路・NOR 回路。  

13. DA 変換器  デジタル－アナログ変換回路。荷重抵抗型DA 変換器。はしご抵抗型DA 変換器。  

14. AD 変換器  アナログ－デジタル変換回路。計数方式AD 変換器。電圧比較方式AD 変換器。  

15. 期末試験と解説  第8回～第14回の内容の理解度を確認するための筆記試験およびフィードバックとしての解説。  

  

【成績評価方法】 

筆記試験として中間試験と期末試験を実施する。また、毎回の授業で演習と解答解説を行い、理解度をチェックする。成績は、中間試験（40%）と期末試験（40%）と、

毎回の演習の解答状況（20%）で評価する。 
 

【教科書】 

鈴木八十二、吉田正廣著「パルス・ディジタル回路入門」（日刊工業新聞社） 

 

※ この授業は、9／19（木）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

140 拓殖大学 情報工学概論 
早川 栄一 

工学部 教授 
2 前期 水 15 11:00～12:30 

拓殖大学 

八王子国際キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

講義を履修し，合格した人は，情報工学がどのような分野で、情報工学で用いるコンピュータの基本を理解できるようになることが到達目標です。また，１年後期以降

の授業科目で必要となる基礎知識を得ることができるようになります。さらに、資格の一つである「IT パスポート」試験の対策にもなります。 

 

【授業の目的】 

情報工学科で最初の専門科目です。情報工学は、情報の発生、伝達、収集、蓄積、処理など情報を工学的に扱う分野です。その内容はとても広いものです。４年間の講

義や演習のスタートとして、自分たちが係る分野の全体像を眺められるような「みちしるべ」となる講義です。また、情報工学では、コンピュータの知識は不可欠です。

ハードウェア、ソフトウェア、ネットワークの三つの視点から、その内容を学習しながら、そこで関連する分野の知識を獲得していくことを目的としています。 

 

【授業内容】 

1. 講義の全体像  この講義で取り扱う内容の全体像の解説を行います。どのような内容を扱うか，この講義を履修すると何が分かるのかを説明します。また，評価方

法などについても述べます。 

2. 計算機の原理  計算機がどのように動作しているのか，その原理とハードウェアとソフトウェアの違いなどについて説明していきます。 

3. 計算機のハードウェアはどうやって動くのか  計算機のハードウェアの中心的な構造であるCPU/メモリ/入出力について説明します。  

4. CPU の動作：計算機はどのように計算するのか  CPU の動作や機械が最終的にどのように命令を解釈，実行してくのかを説明します。  

5. 機械語：計算機が得意なこと、苦手なこと  計算機がどのように計算をして、処理を進めるのかを、機械が理解できる言語を通して説明します。  

6. アルゴリズムとデータ構造  プログラムを構成する上で重要なアルゴリズムと，データを実際にメモリ上にどのように配置するかというデータ構造について説明し

ます。 

7. プログラミング言語  アルゴリズムやデータ構造を人間がより理解し記述しやすいプログラミング言語について説明します。また，プログラムの考え方として大事

なオブジェクト指向についても触れていきます。 

8. オペレーティングシステム  Windows やLinux, MacOS など計算機の操作に欠かせないオペレーティングシステムについて説明します。特にファイルを中心に，そ

の意味を説明していきます。 

9. 人工知能  認識、機械学習、自然言語処理などを通して、人間に近い知能を実現しようとする試みについて説明していきます。 

10. コンピュータネットワーク  今日重要になっているコンピュータネットワークについて，その概念と構造について説明します。 

11. ネットワークの応用  ネットワークを用いた各種アプリケーションについて説明していきます。 

12. 暗号とセキュリティ  プライバシーや情報の保護のために重要度が高まるセキュリティや暗号化について説明します。 

13. 人工知能  近年注目が集まっている人工知能や機械学習について、分野の概観と学科のカリキュラムとの関係について説明します。 

14. 計算機の応用  計算機の応用範囲は計算や科学にとどまりません。文字や画像，音声などといった多様なデータを計算機で扱うための方法について説明します。 

15. 期末テスト  これまでの範囲について理解度を確認するためのテストを行います。 

  

【成績評価方法】 

授業中の出席を兼ねたテスト，期末テスト，およびレポートによって採点します。出席およびレポートが 40%程度，テスト類が 60%程度の配点です。レポートの課題に

は質問項目があり，よい質問については加点するので，積極的に質問してください。また、毎回授業のチェックシートを提出してもらいます。それを累積することで、

どのくらい内容を理解できたか、課題をやってきたかがわかるようにします。 

 

【教科書】 

コンピュータサイエンス〜計算を通して世界を観る〜，渡辺治，丸善，ISBN978-4-621-08972-9 

 

【参考書、教材等】 

新版コンピューティング科学，川合慧，東京大学出版会，ISBN978-4-13-062142-7 

 

※ この授業は、4／10（水）が初回です。 
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No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

141 拓殖大学 デザイン史 
工藤 芳彰 

工学部 教授 
2 前期 火 15 15:00～16:30 

拓殖大学 

八王子国際キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

時代・地域ごとの代表的な事例の意義と変遷を理解することを目指します。 

 

【授業の目的】 

デザイン史は、人間がより良い生活や社会のために創造し、工夫し、継承してきた物事の記録であり、極めて有用な手引きです。この科目では、時代・地域ごとの代表

的な事例について学び、その意義と変遷を理解します。 

 

【授業内容】 

1. ガイダンス  授業の計画や進め方、出席確認、採点方法について確認します。また、原始的な生活の痕跡に焦点をあて、デザインの基本的な役割について考えます。 

2. 古代ローマの生活とデザイン  古代ローマ時代の都市計画や建築物を事例に、当時の生活とデザインのあり方について学びます。 

3. 中世イギリスの生活とデザイン  中世イギリスのコミュニティに焦点をあて、当時のデザインと生活の関わりについて学びます。 

4. ゴシック様式の展開  中世ヨーロッパの教会建築に展開したゴシック様式に焦点をあて、デザイン様式の誕生と役割について学びます。 

5. デザイン様式の展開  代表的な教会や宮殿を事例に、ゴシック様式に続くルネッサンスやバロック、ロココといったデザイン様式について学びます。 

6. 産業革命とデザイン  18 世紀末のイギリスに始まる産業革命によって明らかとなったデザインの役割とデザイナーの職能について学びます。  

7. 19 世紀イギリスのデザイン振興  産業革命後のイギリスで展開したデザイン改良運動と万国博覧会、デザイン教育が一体となったデザイン振興について学びます。 

8. ウィリアム・モリスとアーツ＆クラフツ運動  モダンデザインの先駆者であるウィリアム・モリスの活動と、モリスが先導したアーツ＆クラフツ運動について学び

ます。  

9. アール・ヌーヴォー様式  19 世紀末から20 世紀初頭にかけて隆盛したアール・ヌーヴォー様式の誕生と終焉について学びます。 

10. ドイツ工作連盟とバウハウス  ドイツ工作連盟の規格化論争およびバウハウスを中心に、ドイツで展開したモダンデザインについて学びます。 

11. 新造形主義とデ・スティル  モンドリアンとリートフェルトの活動に焦点をあて、オランダで転換した新造形主義とデ・スティルについて学びます。 

12. 近代建築の展開  近代建築の巨匠と呼ばれるル・コルビュジェやミースらに焦点をあて、その特徴的手法について学びます。 

13. アメリカの商業デザイン  アメリカの商業デザインを牽引したイームズやローウィーの活動を中心に、その特徴的手法について学びます。  

14. 北欧のモダンデザイン  アアルトやヤコブセンら北欧のデザイナーの取り組みに焦点をあて、その特徴的手法について学びます。 

15. ポストモダン  20 世紀後半にモダンデザインに対する批判的活動として隆盛したポストモダン活動について学びます。また、授業全体を振り返り、総括します。 

  

【成績評価方法】 

毎回の授業に対する姿勢（10％）や上記レポート課題（20％）、期末試験（70％）の内容を踏まえ、総合的に判断します。最も重視するのは期末試験です。 

 

【教科書】 

石川 マサル・フレア共著「絵ときデザイン史」（出版:エムディエヌコーポレーション） 

 

※ この授業は、4／9（火）が初回です。 

 

 

No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

142 拓殖大学 講座「科学・技術と人間」 担当複数 2 前期 水  15 16:40～18:10 
拓殖大学 

八王子国際キャンパス 
若干名 

 

【到達目標】 

様々な分野の科学・技術のエッセンスを学習し、その知識を今後の社会活動に役立てることを目標とする。 

 

【授業の目的】 

私たちはあらゆるところで科学・技術の恩恵を受けて、便利な生活を送っている。しかし、どのような科学・技術の成果がどのように人間社会に影響を与えているのか

を知ることはそれほど容易なことではない。そこで、この講座では、科学・技術と人間社会のかかわりを具体的なトピックスを通して理解することを目的とする。 

 

【授業内容】 

1. 電子機械概論（機械システム工学科 香川美仁）  ロボットの代名詞ともなっているヒューマノイドの歩き方について講義する。  

2. ロボットの情報と制御（機械システム工学科 香川美仁）  ロボットが自分で判断して、行動する方法とその課題について講義する。  

3. 機械設計の未来を拓く接着技術（機械システム工学科 森きよみ）  構造物を組み立てる際には、必ず接合技術が必要になる。そこで最先端機器を支える最新の接

着接合技術を紹介する。  

4. 電力技術と太陽光発電（電子システム工学科 吉森茂）  省エネ技術として注目を集めている太陽光発電技術。その技術開発の背景・歴史について講義し、さらに

問題点や今後の課題についても講義する。  

5. 電子技術とＬＥＤ（電子システム工学科 吉森茂）  青色 LED がノーベル賞を受賞したことで、省エネ技術として LED が注目されている。LED とはどのようなデ

バイスであるか、その応用を中心に講義する。  

6. 電子技術の未来像（電子システム工学科 吉森茂）  省エネ技術の未来像について講義する。一般家庭や企業、工場などで消費される電力はいかに節約できるか、

今後の 技術開発の方向について講義する。  

7. スマートフォンのセキュリティ(1)（情報工学科 早川栄一）  社会で多くの人が所持しているスマートフォンは多くのセキュリティの問題を抱えている。スマー

トフォンのセキュリティについて、技術的、社会的な面から講義する。  

8. スマートフォンのセキュリティ(2)（情報工学科 早川栄一）  スマートフォンのセキュリティについて、ネットワークとネットワークサービスの点から、講義す

る。 

9. IoT とは何か（情報工学科 早川栄一）  これから日本の産業の重要な位置を担っているモノのインターネット化について、どういうものかを解説する。  

10. メディアのデザイン（デザイン学科 大島直樹）  人間と科学技術をつなぐメディアとデザインとの関係について講義する｡  

11. デザインと科学技術（デザイン学科 大島直樹）  デザインと科学技術の関連性の中で、デザイン対象となるメディアのひとつとして､｢香り｣の可能性について講

義する｡  

12. 土木構造とデザイン（デザイン学科 永見豊）  日々進歩している土木技術とデザインとの関係性と発展性について講義する｡ 

13. 文学が描く科学技術：概論（基礎教育系列 大森裕二）  文学の世界で描かれている科学技術についての概論を講義する。  

14. 現代文学が描く科学技術（基礎教育系列 大森裕二）  現代の文学に描かれている科学技術について講義する。  

15. 現代文学が描く科学技術：その後の変容（基礎教育系列 大森裕二）  現代の文学の世界で描かれている科学技術のその後の変容の状況について概観する。 
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【成績評価方法】 

毎回の講義中に課される小試験、レポート、課題などによって、講義の理解度を評価する。学期試験は行わない。また、再試験も実施しない。 

 

【教科書】 

特になし。必要な場合は、各講義の最初にプリントを配布する。 

 

【参考書、教材等】 

特になし。必要な場合は、各講義の最初にプリントを配布する。 

 

※ この授業は、4／10（水）が初回です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集中講義（夏季または冬季）・後期科目において追加・変更をする場合があります。（その場合には7月上旬頃に所属大学において掲示などによりお知らせします。） 
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（大学コンソーシアム八王子単位互換履修申請用）       申請年月日： 平成   年   月   日 

 

※受入大学等 

学籍番号 
 

 

    単位互換履修申請書 
 

 

 

               大学学長 殿 

                         

写真貼付 

 

縦４㎝×横３㎝ 

最近３カ月以内に

撮影したもの 

 

 

所属大学等 大学      部           学科    年 

所属大学 

学籍番号  
(ふりがな） 

氏  名 

 

 

生年月日 
19（  ）年（  ）月（  ）日生 

（昭和・平成   年） 
 

本人連絡先 

〒   － 

 

Tel．   －    －          （該当事項に○印： 携帯 ・ 自宅 ・ 呼出 ） 

E-mail:   

緊急連絡先 
(ふりがな） 

氏  名 

 Tel．  －   －     

（該当事項に○印： 携帯 ・ 自宅 ・ 呼出 ）  

 

下記科目を受講いたしたく、ご許可くださいますようお願い申し上げます。 

受講に当たっては、貴学の学則その他諸規則を遵守することを誓約いたします。 

 
【個人情報の取扱い】 

学生の所属大学等及び科目の受入れ大学等は、この単位互換に関する手続き並びに履修、成績評価、単位認定、 

施設利用等にかかる業務に限り利用し、この利用範囲において両大学間で個人情報の提供を行います。 

 

記 

 

受入大学等 授業受講会場 No. 履修希望科目名 
開講  

期間  
曜日・時限 担当教員 

※大学等 

記入欄 

 

   

     曜   限 
  

    曜   限 
 

 

（注）１ この「単位互換履修申請書」は、「所属大学等の事務担当窓口」に提出してください。 

２ 「※」の欄には、何も記入しないでください。 

                                            

※大学等記入欄  受入大学等受付印 

 

所属大学等受付印 

   

 

キ 
 

 
 

 
 

リ 
 

 
 

 
 

ト 
 

 
 

 
 

リ

 

 





（大学コンソーシアム八王子単位互換履修申請用）       申請年月日： 平成   年   月   日 

 

※受入大学等 

学籍番号 
 

 

    単位互換履修申請書 
 

 

 

               大学学長 殿 

                         

写真貼付 

 

縦４㎝×横３㎝ 

最近３カ月以内に

撮影したもの 

 

 

所属大学等 大学      部           学科    年 

所属大学 

学籍番号  
(ふりがな） 

氏  名 

 

 

生年月日 
19（  ）年（  ）月（  ）日生 

（昭和・平成   年） 
 

本人連絡先 

〒   － 

 

Tel．   －    －          （該当事項に○印： 携帯 ・ 自宅 ・ 呼出 ） 

E-mail:   

緊急連絡先 
(ふりがな） 

氏  名 

 Tel．  －   －     

（該当事項に○印： 携帯 ・ 自宅 ・ 呼出 ）  

 

下記科目を受講いたしたく、ご許可くださいますようお願い申し上げます。 

受講に当たっては、貴学の学則その他諸規則を遵守することを誓約いたします。 

 
【個人情報の取扱い】 

学生の所属大学等及び科目の受入れ大学等は、この単位互換に関する手続き並びに履修、成績評価、単位認定、 

施設利用等にかかる業務に限り利用し、この利用範囲において両大学間で個人情報の提供を行います。 

 

記 

 

受入大学等 授業受講会場 No. 履修希望科目名 
開講  

期間  
曜日・時限 担当教員 

※大学等 

記入欄 

 

   

     曜   限 
  

    曜   限 
 

 

（注）１ この「単位互換履修申請書」は、「所属大学等の事務担当窓口」に提出してください。 

２ 「※」の欄には、何も記入しないでください。 

                                            

※大学等記入欄  受入大学等受付印 

 

所属大学等受付印 

   

 

キ 
 

 
 

 
 

リ 
 

 
 

 
 

ト 
 

 
 

 
 

リ

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大学コンソーシアム八王子 
 

大学コンソーシアム八王子事務局（八王子市学園都市センター内） 

〒192-0083 東京都八王子市旭町９－１ 八王子東急スクエアビル11階 

TEL：042-646-5740  FAX：042-646-2663 

http://www.gakuen-hachioji.jp/ 

 




