
2019-S000009451-04法学Ａ（現代会社法への招待）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：2019/07/24　３時限　　

井上　能孝

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は、現代の企業をめぐるニュースや事例を読み解くことを
通じて、株式会社制度の概要を知り、企業経営上の問題点を理解
し、それに対する法制度上の対応を概観することを目的とする。
　内容は会社法に関するものではあるが、会社法を法として学ぶこ
とは目的ではない。むしろ、その前段階として、現代の企業をめぐ
る状況や問題点を理解することが重要であると考え、可能な限り数
多く直近の事例を紹介していく。
　そこで得た知識は、法学を学ぶ者だけでなく、経済学･経営学や
商学を学ぶ者にとっても重要であるし、株式会社で働く者や株式会
社と取引する者、株式会社に投資する者、株式会社の責任を追及す
る者にとっても重要かつ有用な知識であると考えられる。したがっ
て、内容は法律を専門とする学生を対象にしたものではない。
　また、現実に自分で情報を収集しなければならない場合に備え、
重要な情報源である、登記簿謄本（履歴事項全部証明書）、定款、
株主総会参考資料、計算書類、公告、有価証券報告書、適時開示資
料及びインターネット上のIR資料等に関して、入手方法を知り、読
み解くために必要な知識を習得することも企図している。
　単なる法律の勉強としてではなく、現代の企業社会全体に関して
の理解を深め、問題意識を持って専門課程に進んで行く一助となる
ことことを期待してる。

　

◎－－－　到達目標　－－－◎

株式会社制度の概要を知り、用語を理解できること。(知識・理解)

株式会社という組織形態について、一般的なビジネスマンと同程度
の理解を持ち、会社法上の問題につき経済新聞の記事を読み理解す
るに必要な知識を習得すること。(知識・理解)

実務上非常に重要な書類である登記簿謄本（履歴事項全部証明
書）、定款、株主総会参考資料、計算書類、公告などにつき、記載
内容・確認すべき点などを知り、そこで記載されている内容から、
重要な情報を導き出せること。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　まず、受講者はFUポータルにアップロードした講義資料をプリ
ントアウトし、予習として簡単に目を通してくること。また、判ら
ない言葉があれば、インターネット等で、事前に調べてくることが
望ましい。受講後も疑問があれば、授業の前後に質問に来ること。
　復習としては、授業で解説した用語等に関して理解しているかを
確認すること。現代の企業に関する問題点につき、レポートの提出
を1度だけ求めるが、そのレポートを作成することを念頭に受講
し、復習をすること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・①株式会社制度の概要及び重要な用語に関する意義と役割、②現
代の企業を取り巻く問題点等について、正確に理解しているかを評
価の基準とする。
・定期試験（70％）、レポート（30%）を基に総合的に判断する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは特に使用しない。
別途、講義資料をFUポータルにアップロードする。

◎－－－　参考書　－－－◎

柴田和史著『図でわかる会社法』
日経文庫、2014年、1,080円
ISBN4532119294

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・必ずしも法律を専門にする学生を対象にした内容ではな
いため、法学部以外の学生の履修は大歓迎である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回 オリエンテーション
　　　　／会社とは、会社ではない法人:
　　　公益財団法人日本相撲協会の定款
第2回 会社の種類:有限会社もめんや藍、
　　　Apple Japan合同会社、　　　
　　　株式会社赤福の登記簿謄本　　　
第3回 外国会社と大会社:登記簿謄本
　　　 JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ銀行東京支店
　　   ふくおかﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ　　　
第4回 機関①:三菱商事の
　　　　　　 コーポレートガバナンス　
第5回 機関②:ｻﾝﾄﾘｰ食品ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙの
　　　　　　　株主総会参考資料
第6回 小田急不動産の株券
　　　 西日本鉄道の単元株数変更
第7回 東芝の定款、減資公告
第8回 株主総会①:西日本ﾌｨﾅﾝｼｬﾙﾎｰﾙ
 ﾃﾞｨﾝｸﾞｽの株主総会招集通知､参考資料
第9回 株主総会②:議決権の行使方法
第10回 株主総会③:事業報告､計算書類
第11回 コーポレートガバナンス・コードと
　　 日本版スチュワードシップ・コード
第12回 メディア5の有価証券報告書
第13回 トヨタ自動車の配当､種類株式
　　　　CYBERDYNE社の種類株式
第14回 Sunnyを運営する合同会社西友
　　 の歴史（M&A､組織再編､組織変更）
第15回 三越伊勢丹ホールディングスと
　　 岩田屋の組織再編



2019-S000009451-06法学Ａ（近代法の歴史と理論）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・５時限　　試験時間割：2019/07/24　３時限　　

岩倉　正博

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は２１世紀の大学の講義としての「法の学」を目指
す。学的営為や知性への敬意が蔑ろにされている現在、改めて
学の重要性と有効性への信頼を取り戻したい。
　人権・民主主義・主権・憲法・ネイションという法や社会の
根本問題をめぐって、アメリカやヨーロッパでは激変が続いて
おり、他方で明治維新から１５０年を経たわたしたちの足元の
現実は「憲法クーデター」下で危機的な状態に陥っている。こ
の病理現象を的確に診断し有効な治療法を見出すには、その基
礎となる理論的な足場が不可欠である。「法の学」が未在の中
で、隣接諸学のみならず文理を超えた最新の動向を踏まえつ
つ、新たな視座を探ってみる。
　他方で、法は、近代への転換を経て、２１世紀の新たな段階
へと変化しつつある。人類史という座標軸の中で法を理解し、
その中での日本そしてアジアの可能性を展望するための理論的
枠組みも提示する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　知識を断片やマニュアルとして記憶にとどめるのではなく、
継承されてきた知的遺産との対話を通して創造的な展開を図る
という学の本来の力を身につけること、また、細分化された知
の領域や文系・理系という分断を超えて思考する総合的な力を
養うこと、そして、その基礎となる対話を通した理解力（読解
力）を高める。(技能)

　法を主軸に歴史や社会を理論的に再構築することで、わたし
たちの現在、また、その課題や可能性を、よりよく理解できる
ようになる。これは、健全な民主主義を担う主体の資質向上を
目指すシティズンシップ教育にも資する。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　配付した資料や参照を指示された情報などは、確実に取り組
んでおくこと。
　また、有効なノートをとる能力の向上のためにも、自分の
ノートを基にした復習の習慣をつけてもらいたい（予習・復
習、各30分程度）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　論述式の定期試験による。問われている基本事項を単に言葉
として記憶しているかどうかではなく、基本事項について理解
しているかどうか、また、解答すべき論点を整序し論理的に説
明できているかどうかを、その達成度に応じて評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　講義の中で印刷資料を配布し、それを基に講義を進め
る。
　また、日々世界で起きている出来事も「生きた教材」で
あるので、普段から関心を持ってもらいたい。

◎－－－　参考書　－－－◎

　関連する資料や文献については、入門的なものや最新の
ものを中心に、講義の中で随時紹介する予定である。それ
ぞれの問題意識に応じて取り組んでもらいたい。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　本講義は法学Ａと法学Ｂが相補い内容上一体のものとし
て計画されているので、十分な理解を得るためにも前期の
法学Ａと後期の法学Ｂの双方を併せて履修することが望ま
しい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　法をどのように捉えるか
２　法の歴史－近代法の前史①
３　法の歴史－近代法の前史②
４　近代社会の誕生①
５　近代社会の誕生②
６　近代社会の理論と思想①
７　近代社会の理論と思想②
８　近代社会の理論と思想③
９　近代法の体系①　私法秩序
10　近代法の体系②　私法・公法の二元論
11　近代法の体系③　社会法①
12　近代法の体系④　社会法②
13　近代法の体系⑤　経済法他
14　現代法と現代国家
15　２１世紀人類社会と法



2019-S000009451-07法学Ａ（近代法の歴史と理論）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・４時限　　試験時間割：2019/07/24　３時限　　

岩倉　正博

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は２１世紀の大学の講義としての「法の学」を目指
す。学的営為や知性への敬意が蔑ろにされている現在、改めて
学の重要性と有効性への信頼を取り戻したい。
　人権・民主主義・主権・憲法・ネイションという法や社会の
根本問題をめぐって、アメリカやヨーロッパでは激変が続いて
おり、他方で明治維新から１５０年を経たわたしたちの足元の
現実は「憲法クーデター」下で危機的な状態に陥っている。こ
の病理現象を的確に診断し有効な治療法を見出すには、その基
礎となる理論的な足場が不可欠である。「法の学」が未在の中
で、隣接諸学のみならず文理を超えた最新の動向を踏まえつ
つ、新たな視座を探ってみる。
　他方で、法は、近代への転換を経て、２１世紀の新たな段階
へと変化しつつある。人類史という座標軸の中で法を理解し、
その中での日本そしてアジアの可能性を展望するための理論的
枠組みも提示する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　知識を断片やマニュアルとして記憶にとどめるのではなく、
継承されてきた知的遺産との対話を通して創造的な展開を図る
という学の本来の力を身につけること、また、細分化された知
の領域や文系・理系という分断を超えて思考する総合的な力を
養うこと、そして、その基礎となる対話を通した理解力（読解
力）を高める。(技能)

　法を主軸に歴史や社会を理論的に再構築することで、わたし
たちの現在、また、その課題や可能性を、よりよく理解できる
ようになる。これは、健全な民主主義を担う主体の資質向上を
目指すシティズンシップ教育にも資する。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　配付した資料や参照を指示された情報などは、確実に取り組
んでおくこと。
　また、有効なノートをとる能力の向上のためにも、自分の
ノートを基にした復習の習慣をつけてもらいたい（予習・復
習、各30分程度）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　論述式の定期試験による。問われている基本事項を単に言葉
として記憶しているかどうかではなく、基本事項について理解
しているかどうか、また、解答すべき論点を整序し論理的に説
明できているかどうかを、その達成度に応じて評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　講義の中で印刷資料を配布し、それを基に講義を進め
る。
　また、日々世界で起きている出来事も「生きた教材」で
あるので、普段から関心を持ってもらいたい。

◎－－－　参考書　－－－◎

　関連する資料や文献については、入門的なものや最新の
ものを中心に、講義の中で随時紹介する予定である。それ
ぞれの問題意識に応じて取り組んでもらいたい。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　本講義は法学Ａと法学Ｂが相補い内容上一体のものとし
て計画されているので、十分な理解を得るためにも前期の
法学Ａと後期の法学Ｂの双方を併せて履修することが望ま
しい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　法をどのように捉えるか
２　法の歴史－近代法の前史①
３　法の歴史－近代法の前史②
４　近代社会の誕生①
５　近代社会の誕生②
６　近代社会の理論と思想①
７　近代社会の理論と思想②
８　近代社会の理論と思想③
９　近代法の体系①　私法秩序
10　近代法の体系②　私法・公法の二元論
11　近代法の体系③　社会法①
12　近代法の体系④　社会法②
13　近代法の体系⑤　経済法他
14　現代法と現代国家
15　２１世紀人類社会と法



2019-S000009451-03法学Ａ（法のしくみを考える）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・１時限　　試験時間割：2019/07/24　３時限　　

村上　英明

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業は、高校生から大学生になった皆さんが、これからの大
学生活を始め世の中には法的ルールに関する問題が意外と多くある
ことを発見し、どうしてそのようなルールになっているのか、その
一般的な答えに納得できるかどうか、別の答えはないか、などを考
えてみることができるようになることを目指します。例えば、高校
の校則では禁止されていた茶髪が大学ではなぜ許されているので
しょうか？高校で禁止されていたのには、どんな理由があるので
しょうか？高校生が茶髪にすると何か困ったことが起きるのでしょ
うか？勉強に集中させるため？不良にならないため？「高校生らし
さ」を守るため？でも茶髪にしたら、本当に勉強しなくなったり、
不良になったりするでしょうか？「高校生らしさ」って具体的には
どんな高校生なのでしょうか？自分の髪を染めるのは、自分で自由
に決めることができるのではないでしょうか？いろいろ疑問があり
ますね。皆さんは、どのように考えますか？
　このように、この授業は、法律で決まっているから当然だとか仕
方がないとか言って素通りしてしまわずに、なぜ法律でそうなって
いるか疑問を持ち、納得できる理由を考えてみることができるよう
になるなど法のしくみを皆さんと一緒に考えることを通じて、皆さ
んが自分の大学生活を問題意識をもって有意義に過ごしていくこと
ができるようサポートしたいと考えています。
　なお、法の世界は、私たちが商品を買ったりアパートを借りたり
する場合のように、相手が個人や会社との間を規律する法（私法）
と、選挙の投票をしたり、市役所で住民票を交付してもらう場合の
ように相手が国や地方公共団体との間を規律する法（公法）とに大
別されますが、この授業では、後者の公法の分野に属する憲法と行
政法における基本的な法のしくみを勉強します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①憲法が保障する基本的人権の意義を参考判例の判旨をも踏まえて
説明することができる（テキスト第1・2・3・4・5・11・12講）。
(知識・理解)

②わが国の統治機構（国会、内閣、裁判所、地方自治、公務員制
度）の仕組みと私たちとの関係について説明することができる（テ
キスト第6・7・8・14講）。(知識・理解)

③市役所などの行政と私たちとの関係および行政活動の意義につい
て説明することができる（テキスト第9・10・13講）。(知識・理
解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業は、指定テキストの講（テーマ）一つを完結させる形で行い
ますので、授業計画に示されたテキストの該当箇所を必ず読んでき
て下さい。憲法や法律の条文あるいは判例が出てきたら、「六法」
や「判例集」で確認しておくことが望まれます。予習には概ね1時
間を充ててください。授業後は、授業中に理解できたこととできな
かったことをノートで確認し、よく理解できなかったことについて
は、テキストを読み返したり、友人と意見交換をしたり、または教
員に質問（オフィス・アワー）して明らかにするよう努めて下さ
い。復習にも概ね1時間を充ててください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　「到達目標」の①について5問、②について3問、③について2問
の記述式（法的基本事項の説明）問題について、各々の目標に到達
できていると判断される最低限度の解答を「可（D）」＝6点と
し、説明の正確さや説得力の高さの程度に応じて、「良（C）」＝
7点、「優（B）」＝8点、「秀（A）」＝9～10点として、10問の得
点を合計して成績評価とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

村上英明・小原清信（編）『新・なるほど！公法入門』法
律文化社、2012年、2800円＋税、ISBN978-4-589-03421-2

◎－－－　参考書　－－－◎

野中俊彦ほか（編）『憲法判例集（第11版）』有斐閣、
2016年、1080円　ISBN 978-4-641-09160-3

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業では、授業内容に関する資料を配布する予定はあり
ませんので、板書された事項を含めて、正確にノートを
とってください。
　憲法や法律を勉強する際には、それらの条文を確認する
ために「六法」が必要となります。法学部以外の皆さんに
とっては、今後、法学関係の専門科目を勉強することはほ
とんどないでしょうから、あえて「六法」を買う必要はあ
りませんが、この授業内容をよりよく理解し、また今後も
法的問題に関心をもっていこうと考える皆さんには、是
非、「六法」（『ポケット六法』のような小型の六法で
可）を携帯することを推奨します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．（プロローグ）大学は自由な世界？
2．（第1講）大人になっても髪形の自由はないん　　です
か？
3．（第2講）外国人公務員は管理職になれないん　　です
か？
4．（第3講）完璧な平等はありますか？
5．（第4講）立って国歌を歌わなければいけませ　　ん
か？
6．（第5講）ポルノも「表現」なんですか？
7．（第6講）国会議員はどんな役割を果たしてい　　るん
ですか？
8．（第7講）裁判って私にも関係あるんですか？
9．（第8講）公務員は不況でも安心できる職業で　　す
か？
10．（第9講）エスニック屋台をするにはどうし　　たら
いいんですか？
11．（第10講）行政側が目的を実現する手法は　　あるん
ですか？
12．（第11講）食品の安全性検査結果は開示し　　てもら
えるんですか？
13．（第12講）私の入試成績を知ることはでき　　ません
か？
14．（第13講）営業停止処分を受けたパチンコ　　店はど
うすればいいんですか？
15．（第14講）住民投票で決めることはできま　　せん
か？



2019-S000009451-02法学Ａ（私たちの生活と憲法が保障する人権）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・５時限　　試験時間割：2019/07/24　３時限　　

守谷　賢輔

◎－－－　概要　－－－◎

　基本的人権（人権）という言葉を知らない人は、おそらくいないで
しょう。人権は尊重されなければならない「大切なもの」だといわれま
すが、人権を尊重されるのは誰か、尊重しなければならないのは誰かを
正確に答えることはできるでしょうか。また、尊重されなければならな
い人権が、私たちの生活とどのように関わっているのかを具体的に説明
できるでしょうか。
　日常生活での何気ない会話やインターネットを自由に閲覧すること、
またアルバイトをしてお金を稼ぐといった当たり前に行っていること
は、実のところ人権と切り離して考えることはできないものです。
　この講義では、憲法が保障する人権とはどのようなもので、私たちの
生活といかなる関係にあるのかを、具体的な事例を手がかりに考察しま
す。
　まず、憲法が保障する人権とは、誰が誰に対して主張できるものなの
か、言い換えると、人権を保障されるのは誰なのか、人権を侵害しては
ならないのは誰なのか、という最も基本的な論点について解説します。
そして、基本的知識を習得したことを前提に、それぞれの人権がどのよ
うな状況のもとで問題となるのか（人権侵害といいうる状況が生じるの
か）、そうした問題をいかに解決すべきなのかを検討していきます。
　憲法や人権の勉強は、条文や関連する用語の暗記だと思っている人が
いるかもしれませんが、暗記はまったく無意味です。条文の文言の解釈
は多様であり、人権問題をいかに解決するかの考え方も様々あります。
このことを踏まえたうえで、どのように考え方が妥当かを主体的に取り
組むことを心がけてください。暗記の「癖」がついている人は、早急に
勉強の姿勢を改めてください。
　授業時間に制約があることから、この講義の中で憲法の論点を網羅的
にとりあげることはできません。授業で扱わなかった論点については、
教科書や参考書などを参照し、自習に努めてください。そうすること
で、憲法をより体系的に理解することができ、皆さんの知的好奇心を刺
激することでしょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

人権に関する基本的知識を習得していること。(知識・理解)

人権保障の意義を自分の言葉で説明できること。(知識・理解)

日常生活をおくることと人権保障の関係を、具体例を挙げて説明できる
こと。(知識・理解)

習得した基本的知識を用いて、日々のニュースから、どのような人権問
題が生じているかを考えることができること。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　レジュメに予習・復習しておくべき教科書の該当箇所を記載しておき
ます。特に復習の際には、各論点の関連性を意識して学習して下さい。
　講義前に新聞記事を配布する場合があります。必ず事前に読み、自分
の意見を言えるようにしておいてください。
　また、新聞やテレビなどで毎日ニュースをみて、いかなる人権問題が
生じているのかを主体的に考えてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の成績で評価します。憲法が保障する人権に関する基本的知
識を身につけ、人権保障の意義を自分の言葉で説明することができるか
を評価の基準とします。
　授業中に、出題した問題の解答をミニッツペーパーに書いてもらうこ
とがあります。その内容によって、定期試験の成績に１～３点を加点し
ます（ミニッツペーパーは毎回の授業で用いるわけではありません。授
業の進捗状況などを勘案して実施します）。
　また、授業後やオフィスアワー等での質問の内容によって、１回につ
き１～３点を付与します。
　いずれの加点方式も、講義に積極的に取り組む姿勢を評価するための
ものです。

◎－－－　テキスト　－－－◎

孝忠延夫・大久保卓治編『憲法実感！ゼミナール』（法律
文化社、2014年）ISNB：9784589035882
　講義内容に沿ったレジュメを用います。レジュメは、授
業の2日前の17時までにMoodleにUPしますので、各自でそ
れをダウンロードしプリントアウトして持参してくださ
い。前の講義内容にふれることがあるので、以前に用いた
授業レジュメも持参してください。
　日本国憲法と大日本帝国憲法の条文が掲載された「資
料」を持参してください（初回の授業で「資料」を配布し
ます）。

◎－－－　参考書　－－－◎

基本的人権の事件簿〔第５版〕　ISBN 4641281351
一歩先への憲法入門　ISBN 4641131961
日本国憲法を考える〔第3版〕　ISBN 9784872594720

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　「日本国憲法」「憲法概論」（法学部の学生においては
「憲法Ⅰ」「憲法Ⅱ」などの憲法関連の科目）や「法学
B」「法律学概論」などの他の法律学の一般教養科目を履
修済みまたは履修中であるほうが、授業をより良く理解で
きます。
　真剣に勉強する気がない人、単位を取るためだけに履修
を考えている人は、この授業の講義の登録を遠慮してくだ
さい。
　私語、携帯電話の使用等、授業妨害とみなされる行為を
行う者には、退出を命じ、また大幅に減点します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.イントロダクション
2.思想・良心の自由
3.信教の自由と政教分離
4.表現の自由（１）
5.表現の自由（２）
6.表現の自由（３）
7.集会・結社の自由
8.職業選択の自由
9.財産権
10.学問の自由
11.自己決定権
12.プライバシー権
13.法の下の平等
14.外国人の人権
15.基本的人権の限界

　授業計画は一応の目安であり、講義の進捗状況等によ
り、テーマや順番を変更することがあります。



2019-S000009451-01法学Ａ（私たちの生活と民法）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

柳　景子

◎－－－　概要　－－－◎

　【！注意！】この授業は、追試・再試は行いません。また、下記の通
り、成績評価は授業中の小テストが60％を占めていますので、就職活動
等で授業に出席できない方は、履修を慎重に検討して下さい。
　みなさんは、日常で次のような行動をしたり、会話や話を聞いたりし
たことがあるのではないでしょうか。例えば、お店で品物を買う、ア
パートの一室を借りる。これらは、契約と呼ばれる民法上の制度に基づ
いた行為です（前者は売買契約、後者は賃貸借契約）。また、「自分は
土地を持っている」「この建物は○○の名義だ」といった表現、これら
は、所有権という民法上の制度のもとで、土地・建物を所有していると
いう意味です。さらに、「自分の土地・建物が抵当に入っている」とい
う表現。これも、抵当権という民法上の制度です。あるいは、自動車を
運転中、事故を起こし、相手に怪我を負わせてしまったので、相手にい
くらかの金銭を支払わなければならない、といった話を聞くこともある
でしょう。これも、怪我を負った相手に生じた損害を賠償するという、
民法の不法行為という制度を根拠にしています。
　このように、私たちの日常的な行為の多くは、実は、民法という法律
に正式な制度として規定されているのです。したがって、民法は、私た
ちが日常生活を送る上で非常に重要な法律といえます。
　この授業では、みなさんに、日常的な行為について、民法という法律
の該当条文を実際に引いて、そこに書いてある意味を理解し、法律学独
特の抽象的な用語（例：物を「売る」、「買う」ことを「売買契約」と
表現し、「土地を持っている」を「土地を所有する」と表現すること
等）を自分で使って説明できるように、講義したいと思います。
　なお、民法には、上記の他に家族法と呼ばれる分野（婚姻関係、親子
関係等に関する規定や、死亡した人の財産を誰が「相続」するか、と
いった問題に関する規定を含む分野）がありますが、本講義では扱いま
せん。
　また、この授業では、レジュメ（授業用資料）の公開、各種連絡、小
テストの実施、レポートの提出等、すべてe-ラーニングシステムの
Moodle （ムードル）を使います（詳細は下記「履修上の注意」参照。）
ので、必ず各自でインターネット環境、PC環境を整え、日常的にMoodle
にアクセスできるようにしておいてください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

民法（財産法）の代表的な制度の内容を理解し、当該制度を規定する適
切な条文を参照した上で、条文及び法律用語を用いながら、これらの制
度を論理的な文章で説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

【予習】
教科書の該当箇所、及び、関連条文を読んでおくこと。（45分）
【復習】
予習段階で分からなかったところを確認し、教科書やノート等を読み返
しておくこと。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

【！注意！】この授業は、追試・再試は行いません。また、下記の通
り、成績評価は授業中の小テストが60％を占めていますので、就職活動
等で授業に出席できない方は、履修を慎重に検討して下さい。

【成績評価基準】
小テスト及びレポートにおいて、民法（財産法）の代表的な制度の内容
を理解し、当該制度を規定する適切な条文を参照した上で、条文及び法
律用語を用いながら、これらの制度を論理的な文章で説明できているか
を基準とする。

【成績評価方法】
・小テスト［60%］：4回程度実施。問題の公開および回答締切を同じ授
業時間内とする。ただし、1～2回は、回答期限を翌日までとする。実施
方法は、eラーニングシステム(Moodle)を主とし、当日インターネットに
アクセスできない受講生には用紙を配布する。
・レポート［40％］：1回実施。問題公開から採点まで、すべてeラーニ
ングシステム(Moodle)上で行う。レポート作成期間約1週間。

※追試・再試は行いません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

1. 六法
下記のいずれかについて、最新年度版のものを入手し、毎
回の授業に必ず持参して下さい。
標準タイプのもの
・有斐閣『ポケット六法』
・三省堂『デイリー六法』

より軽量でかさばらないタイプのもの
・信山社『法学六法』

2. 教科書
下記を入手して下さい。

・生田敏康ほか『民法入門』（法律文化社、2017）¥2,000
（税別）

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に適宜案内します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

【Moodle について】
　この授業では、福岡大学のe-ラーニングシステム、
Moodle （ムードル）を使います。連絡事項の伝達、課題
提出、授業用の資料の配布等、すべてMoodleを通して行い
ます。したがって、大学のメール（@cis のメール）の送
受信、FUポータル及びMoodleへのアクセスが確実にでき
るように、スマートフォン、PC等の環境を整えて下さい。
また、紙媒体での授業の資料配布は原則として行いませ
ん。毎回の授業前に、各自で資料をダウンロードし、印刷
していただきますので、プリンターによる印刷環境を確保
してください。これらの環境が整っていないと、この授業
での単位取得は困難となります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

履修上の注意・授業の説明
導入授業
法律学の勉強方法・資格試験などについて
民法導入（日常生活と法）
未成年者と法
契約・消費者契約
契約の不履行
売買と商品の欠陥
レポート課題の練習問題
レポート課題の練習問題の解説
その他の契約（借金、クレジット、賃貸、雇用など）
不動産取引と登記
事故と損害賠償
まとめ
まとめ



2019-S000009452-06法学Ｂ（憲法秩序の再構築に向けて）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・５時限　　試験時間割：2020/01/16　３時限　　

岩倉　正博

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は２１世紀の大学の講義としての「法の学」を目指
す。学的営為や知性への敬意が蔑ろにされている現在、改めて
学の重要性と有効性への信頼を取り戻したい。
　人権・民主主義・主権・憲法・ネイションという法や社会の
根本問題をめぐって、アメリカやヨーロッパでは激変が続いて
おり、他方で明治維新から１５０年を経たわたしたちの足元の
現実は「憲法クーデター」下で危機的な状態に陥っている。こ
の病理現象を的確に診断し有効な治療法を見出すには、その基
礎となる理論的な足場が不可欠である。「法の学」が未在の中
で、隣接諸学のみならず文理を超えた最新の動向を踏まえつ
つ、新たな視座を探ってみる。
　他方で、法は、近代への転換を経て、２１世紀の新たな段階
へと変化しつつある。人類史という座標軸の中で法を理解し、
その中での日本そしてアジアの可能性を展望するための理論的
枠組みも提示する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　知識を断片やマニュアルとして記憶にとどめるのではなく、
継承されてきた知的遺産との対話を通して創造的な展開を図る
という学の本来の力を身につけること、また、細分化された知
の領域や文系・理系という分断を超えて思考する総合的な力を
養うこと、そして、その基礎となる対話を通した理解力（読解
力）を高める。(技能)

　法を主軸に歴史や社会を理論的に再構築することで、わたし
たちの現在、また、その課題や可能性を、よりよく理解できる
ようになる。これは、健全な民主主義を担う主体の資質向上を
目指すシティズンシップ教育にも資する。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　配付した資料や参照を指示された情報などは、確実に取り組
んでおくこと。
　また、有効なノートをとるという能力の向上のためにも、自
分のノートを基にした復習の習慣をつけてもらいたい（予習・
復習、各30分程度）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　論述式の定期試験による。問われている基本事項を単に言葉
として記憶しているかどうかではなく、基本事項について理解
しているかどうか、また、解答すべき論点を整序し論理的に説
明できているかどうかを、その達成度に応じて評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　講義の中で印刷資料を配布し、それを基に講義を進め
る。
　また、日々世界で起きている出来事にも、「生きた教
材」として関心を持ってもらいたい。

◎－－－　参考書　－－－◎

　関連する資料や文献については、入門的なものや最新の
ものを中心に、講義の中で随時紹介する予定である。それ
ぞれの問題意識に応じて取り組んでもらいたい。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　本講義は法学Ａと法学Ｂが相補い内容上一体のものとし
て計画されているので、十分な理解を得るためにも前期の
法学Ａと後期の法学Ｂの双方を併せて履修することが望ま
しい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　近代法の全体像再考
２　啓蒙期自然法論とは何だったのか①
３　啓蒙期自然法論とは何だったのか②
４　近代への歴史的転換
５　人権とは何のことか
６　人権の区分について①
７　人権の区分について②
８　人権の区分について③
９　憲法とは何か
10　近代国家の成立と絶対主義
11　主権と国民形成
12　民主主義について①
13　民主主義について②
14　正義について
15　２１世紀と法



2019-S000009452-07法学Ｂ（憲法秩序の再構築に向けて）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・４時限　　試験時間割：2020/01/16　３時限　　

岩倉　正博

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は２１世紀の大学の講義としての「法の学」を目指
す。学的営為や知性への敬意が蔑ろにされている現在、改めて
学の重要性と有効性への信頼を取り戻したい。
　人権・民主主義・主権・憲法・ネイションという法や社会の
根本問題をめぐって、アメリカやヨーロッパでは激変が続いて
おり、他方で明治維新から１５０年を経たわたしたちの足元の
現実は「憲法クーデター」下で危機的な状態に陥っている。こ
の病理現象を的確に診断し有効な治療法を見出すには、その基
礎となる理論的な足場が不可欠である。「法の学」が未在の中
で、隣接諸学のみならず文理を超えた最新の動向を踏まえつ
つ、新たな視座を探ってみる。
　他方で、法は、近代への転換を経て、２１世紀の新たな段階
へと変化しつつある。人類史という座標軸の中で法を理解し、
その中での日本そしてアジアの可能性を展望するための理論的
枠組みも提示する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　知識を断片やマニュアルとして記憶にとどめるのではなく、
継承されてきた知的遺産との対話を通して創造的な展開を図る
という学の本来の力を身につけること、また、細分化された知
の領域や文系・理系という分断を超えて思考する総合的な力を
養うこと、そして、その基礎となる対話を通した理解力（読解
力）を高める。(技能)

　法を主軸に歴史や社会を理論的に再構築することで、わたし
たちの現在、また、その課題や可能性を、よりよく理解できる
ようになる。これは、健全な民主主義を担う主体の資質向上を
目指すシティズンシップ教育にも資する。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　配付した資料や参照を指示された情報などは、確実に取り組
んでおくこと。
　また、有効なノートをとるという能力の向上のためにも、自
分のノートを基にした復習の習慣をつけてもらいたい（予習・
復習、各30分程度）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　論述式の定期試験による。問われている基本事項を単に言葉
として記憶しているかどうかではなく、基本事項について理解
しているかどうか、また、解答すべき論点を整序し論理的に説
明できているかどうかを、その達成度に応じて評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　講義の中で印刷資料を配布し、それを基に講義を進め
る。
　また、日々世界で起きている出来事にも、「生きた教
材」として関心を持ってもらいたい。

◎－－－　参考書　－－－◎

　関連する資料や文献については、入門的なものや最新の
ものを中心に、講義の中で随時紹介する予定である。それ
ぞれの問題意識に応じて取り組んでもらいたい。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　本講義は法学Ａと法学Ｂが相補い内容上一体のものとし
て計画されているので、十分な理解を得るためにも前期の
法学Ａと後期の法学Ｂの双方を併せて履修することが望ま
しい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　近代法の全体像再考
２　啓蒙期自然法論とは何だったのか①
３　啓蒙期自然法論とは何だったのか②
４　近代への歴史的転換
５　人権とは何のことか
６　人権の区分について①
７　人権の区分について②
８　人権の区分について③
９　憲法とは何か
10　近代国家の成立と絶対主義
11　主権と国民形成
12　民主主義について①
13　民主主義について②
14　正義について
15　２１世紀と法



2019-S000009452-01法学Ｂ（法と基本的人権の保障）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・５時限　　試験時間割：2020/01/16　３時限　　

屋宮　憲夫

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義においては、まず法の意義、法の歴史的展開、裁判の
意義・仕組みなどの法の一般的論議の中で、現在の「基本的人
権の保障」に関する問題を考えるうえでその前提となる基本的
事項について見ていきます。次に、現在の日本国憲法の意義と
構造について概観し、「基本的人権の保障」の憲法上の位置づ
けを確認していきます。そして、「基本的人権の保障」につい
て、詳細に規定する日本国憲法の人権リストに上げられたいく
つかの人権の問題および人権リストにない新たな人権の問題に
ついて、実際に起こった紛争について取り上げ、できるだけわ
かりやすく問題点についての検討を進めていきたいと思いま
す。日本国憲法が想定しているように「基本的人権」は実現さ
れているのかという視点をもって、受講してもらいたいと思い
ます。
　授業計画は、一応の目安となっており、進度等により変更さ
れますので、確実に履修していってください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

法の意義と歴史的展開について、基本的人権の保障の観点から
把握できる。(知識・理解)

日本国憲法における人権の意義及び内容について説明できる。
(技能)

憲法、人権に関する知識に基づき現実に生起する問題を理解
し、その解決に関心を有して、行動することができる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回のテーマを提示するので、レジュメ等で次回の内容を予習
しておくこと（60分程度）。
毎回、授業の後、授業で取り上げた内容を整理したノートを作
成・整理しておくこと（60分程度）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

法の意義、憲法の意義、基本的人権の意義等について到達目標
の観点からの達成度を成績評価基準とする。
成績評価方法は、定期試験の結果による。復習のための小テス
ト・ミニッツペーパーを行うことがあり、これを成績に加味す
る（最大20％）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

レジュメ、配布資料による。

◎－－－　参考書　－－－◎

適宜指示することがある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．法とな何か
２．法の歴史的展開
３．日本国憲法の制定・構造
４．裁判と法
５．現代の法の目的・解釈
６．基本的人権の保障の構造
７．法の下の平等
８．思想・良心の自由
９．信教の自由
10．表現の自由
11．生存権
12．自己決定権
13．プライヴァシー権
14．自己情報開示権
15．まとめ



2019-S000009452-02法学Ｂ（労働トラブルから学ぶ社会と法の関係）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・１時限　　試験時間割：2020/01/16　３時限　　

所　浩代

◎－－－　概要　－－－◎

［講義内容］
　この講義では、「労働」に関わる法的ルールを概観し、社会と法
の関係を考えます。労働に関わる法的ルールとは、法律（国会で作
られるきまり）や規則（行政機関がつくるきまり）だけではなく、
判例（実際のトラブルを解決するために裁判所が示したきまり）
や、労働契約（使用者と労働者が合意したきまり）などを含みま
す。
　労働に関わる法的ルール（＝労働法）は、これから社会に出て働
こうと考えるみなさんにとって、とても重要なものです。たとえ
ば、会社に勤めて３か月で給料が支払われなくなってしまったら、
どうしますか？残業がきつくて眠れなくなってきたら、どうやって
自分の体を守ればいいのでしょう？働く人の権利や義務を知ること
は、「働くこと」それ自体と同じくらい大切なことです。しかし残
念ながら、これを分かりやすく学べる場はそう多くはありません。
　そこでこの講義では、複雑そうにみえる労働法のしくみを身近な
例題を通して分かりやすく解説します。この講義は、法学初心者向
けですので、法学部の授業で使われるような難解な専門用語は用い
ません。専門用語を用いて正確な知識を伝授することよりも、
「ワークルール（労働をめぐるきまり事）」の仕組みを大まかに理
解し、5年後10年後にトラブルに遭ってしまったときに、自分で解
決の道を探せる技術を伝授したいと思います。

［講義の進め方］
１）職場で起きやすいトラブルを紹介、２）トラブルを解決するた
めの法的ルールを解説、３）トラブルが起きないようにするための
方法を受講生と共に検討、４）まとめ

［持ち物］
１）教科書（テキスト欄を参照）
２）教員が作成するプリント（FUポータルから各自ダウンロード
し、授業に持参すること。授業ではプリントの配布を行いません）

◎－－－　到達目標　－－－◎

労働法の基礎知識を身に着けている。(知識・理解)

職場で起きるトラブルの解決方法を自ら調べて提示することができ
る。(技能)

職場で起きるトラブルの予防方法を他の受講生と議論することがで
きる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

１）（予習）授業計画を確認し、教科書の該当箇所を読む（30分程
度）
２）（復習）授業で取り上げたトラブルに類似・関連するトラブル
を新聞やインターネットで探して、その解決方法を考える（30分程
度）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

［評価基準］
講義で解説した法律の基礎知識が身についているかどうかを確認し
ます。
［評価方法］
１）定期試験（60％）知識定着の有無を短答式で確認する。
２）レポート課題（40％）職場で実際におきたトラブルを新聞やイ
ンターネット等で調べ、その解決方法を自分で考える（A4３枚程
度。PCで作成しプリントアウトで提出）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

道幸・加藤・國武編『18歳から考えるワークルール』（法
律文化社・2018）2,300円　ISBN：458903882X

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業内の私語・携帯・スマートホンの使用を禁止します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１）オリエンテーション
２）仕事を始める時に気をつけること
３）内定をめぐるトラブル
４）労働条件の決まり方
５）賃金のルール
６）労働時間が長すぎる？
７）労働条件の一方的な変更ってあり？
８）二日酔いで出勤したらクビ？
９）これってセクハラじゃないですか！
１０）残業がきつくて不眠症になりそうです
１１）仕事と子ども、どちらも大切
１２）次回は契約更新しないってそりゃないでしょう
１３）ハローワークって何ですか？
１４）労働組合って使えるの？
１５）授業のふりかえり



2019-S000009452-04法学Ｂ（日本、国際社会と法）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・１時限　　試験時間割：2020/01/16　３時限　　

萩原　一樹

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義では、国内法と国際法を合わせて学ぶことにより、
法学の全体像をとらえつつ、法学の基礎を身につけ、法的な観
点から、日本と国際社会との関わり、国内問題と国際法の関わ
り、および国際社会における諸課題について論じられるように
なることを目指します。
　日本の国内法、国際法および国際関係に関する基本的な事柄
について幅広く学びます。テーマに応じて、教科書だけでな
く、判例や新聞記事などの素材を使いながら理解を深めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本の国内法体系の概要および国内法と国際法の関係を理解す
ることができる。(知識・理解)

日本および国際社会におけるさまざまな課題を法的な観点から
論じることができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回、次回の講義で扱うテーマと教科書の範囲を指定しますの
で、熟読し、疑問点をまとめてから講義に出席してください。
（学習時間の目安60分）講義の後は、授業中にまとめたノート
を読み返し、整理してください。（学習時間の目安30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績は、学期末試験の得点のみで評価します。試験は、講義で
学んだ概念や考え方を的確に用いて日本の社会の課題や国際社
会の仕組みなどを法的な観点から論じる能力を基準に評価しま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

大森正仁編著『よくわかる国際法』（第2版）（ミネル
ヴァ書房、2014年）定価2800円＋税
ISBN 9784623069781

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業は、板書ですすめていきます。レジュメやスライドは
原則として用いません。また、繰り返しになりますが、成
績評価は、定期試験の得点だけで行います。したがって、
予習・復習、講義への出席を欠かさず、集中してノートを
とることが重要です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 導入授業：日常生活と法
2 法学の基礎
3 法の種類①
4 法の種類②
5 国際法とは？概念、国際法の歴史的展開
6 国際法の成立形式：条約、慣習国際法
7 国内法と国際法の関係　国内実施
8 日本と国際法の関わり①　歴史
9 日本と国際法の関わり②　核兵器
10 日本と国際法の関わり③　自衛権
11 日本と国際法の関わり④　少数民族・先住民族
12 日本と国際法の関わり⑤　食文化　
13 現代的諸問題：地球環境、持続可能な開発と国際法
14 現代的諸問題：人権保障と国際法
15 総括



2019-S000009452-03法学Ｂ（日本国憲法と基本的人権）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・３時限　　試験時間割：2020/01/16　３時限　　

桧垣　伸次

◎－－－　概要　－－－◎

　近年、憲法9条に関する問題や、生活保護等の社会保障の問
題、憲法改正論議等を通じ、憲法に関する議論が盛んになって
います。それらの議論の前提として、そもそも憲法とはどうい
うもので、何のために存在しているのかを知る必要がありま
す。そのために、憲法を構成する基本的な原理である近代立憲
主義の本質や沿革、趣旨ないし目的を学んでいきたいと思いま
す。また、憲法の改正には高いハードルが課されています（憲
法第96条1項）。なぜ憲法改正にはこのような高いハードルが
課されているのかを考えるためにも、憲法の背後にある思想、
歴史的経緯を学ぶことが必要となります。
　本講義では、このような憲法の基本的な知識、考え方を学
び、それらをもとに、現実の憲法問題について考える能力を
養ってもらいたいと思います。本講義では、主として基本的人
権に関する問題をとりあげて検討していきます。基本的人権に
関する様々な問題を考えることを通じ、憲法が我々の生活に密
接に関連していることも実感できると思います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

憲法の基本的な知識を身につけて、社会で起きている様々な憲
法問題について説明することができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義前、講義後に教科書の該当箇所を読んでおいてください
（90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験100％
憲法の基本的な考え方を理解できているかをふまえ、現実に起
きている憲法問題について解説できるかどうかを問う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

吉田仁美編『スタート憲法（第3版）』（成文堂、2019
年）

◎－－－　参考書　－－－◎

君塚正臣編『大学生のための憲法』（法律文化社、2018
年）　ISBN 9784589039071

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

私語、携帯電話の使用等、授業の妨害となる行為は禁止し
ます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．憲法とは
2．人権の基礎
3．統治の基礎
4．人権の享有主体
5．基本的人権の限界
6．幸福追求権
7．法の下の平等
8．思想・良心の自由
9．信教の自由
10．表現の自由・総論
11．表現の自由・各論
12．経済的自由
13．人身の自由
14．参政権
15．社会権

以上を予定しておりますが、受講生の理解度等に応じて変
更する場合もあります。



2019-S000009453-06日本国憲法（「この国のかたち」を考える）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・４時限　　試験時間割：2019/07/26　６時限　　

守谷　賢輔

◎－－－　概要　－－－◎

　「基本的人権の尊重」「国民主権」「平和主義」が日本国憲法の三
大原理である、と学んだ記憶のある人は多いでしょう。けれども、そ
れぞれの意味内容や意義を問われたとき、明確に答えることのできる
人は、どれほどいるでしょうか。また、私たちの生活が憲法とどのよ
うに関係しているかを具体的に感じたことのある人は、あまりいない
かもしれません。
　しかしながら、私たちが当たり前のように普通に生活を営むことが
できることは、憲法と密接に関係しており、切り離すことのできない
ものです。憲法を学ぶということは、私たち一人ひとりが幸せに生き
るためには、どのような社会や国家が望ましいのかを考えることでも
あります。
　望ましい社会や国家のあり方は、１つではありません。ここには
「正しい答え」は存在しません。したがって、条文や用語の暗記は
まったく無意味です。暗記することが憲法の勉強だと思っている人
は、早急に勉強の姿勢を改めてください。
　この講義では、最初に、憲法とはどのような内容をもつ法なのか、
何のために存在する法なのか、法律との違いは何かといった憲法に関
する基本的な論点について学んでいきます。これらの基本的な知識を
習得したことを前提に、その後の講義を進めていきます。
　毎回の講義は、それぞれ別個独立したものではなく、相互に関連し
ています。各論点のつながりを意識し、主体的に考えていくことを心
がけて受講するようにしてください。
　この講義では、毎回、映像をみてもらいます。映像から、私たちの
生活と憲法との関係、どのような歴史があり私たちの「いま」がある
のかについて具体的なイメージをつかみ、理解することを心がけてく
ださい。そして、憲法問題を糸口に、様々な社会問題に関心をもち、
考えていく姿勢を身につけてください。
　授業時間に制約があることから、この講義の中で憲法の論点を網羅
的にとりあげることはできません。授業で扱わなかった論点について
は、教科書や参考書などを参照し、自習に努めてください。そうする
ことで、憲法をより体系的に理解することができ、皆さんの知的好奇
心を刺激することでしょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

憲法に関する基本的知識を習得していること。(知識・理解)

私たちの生活と憲法は密接な関係にあることを、具体例を挙げながら
説明することができること。(知識・理解)

習得した基本的知識を用いて、日々のニュースが憲法とどのように関
係しているかを考えることができること。(態度・志向性)

習得した基本的知識を用いて、望ましい国家や社会のあり方を主体的
に考えることができること。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　レジュメに予習・復習しておくべき教科書の該当箇所を記載してお
きます。特に復習の際には、各論点の関連性を意識して学習して下さ
い。
　講義前に新聞記事を配布することがあります。必ず事前に読んでお
いてください。
　新聞やテレビなどで毎日ニュースをみて、いかなる憲法問題や社会
問題が生じているのかを考え、私たち一人ひとりにとって、どのよう
な社会や国家が望ましいのかを考えてみてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の成績で評価します。憲法に関する基本的知識を習得して
いることを評価の基準とします。
　授業後やオフィスアワーなどでの質問の内容によって、１回につき
１～３点を付与し、それを定期試験の点数に加点します。講義に積極
的に取り組む姿勢を評価します。
　

◎－－－　テキスト　－－－◎

　播磨信義・木下智史・渡辺洋・脇田吉隆・上脇博之
『新・どうなっている！？日本国憲法〔第3版〕』（法律
文化社、2016年）ISBN:4589037513
　講義内容に沿ったレジュメを用います。レジュメは、授
業の2日前の17時までにMoodleにUPしますので、各自でそ
れをダウンロードしプリントアウトして持参して下さい。
前の講義内容にふれることがあるので、以前に用いた授業
レジュメも持参して下さい。

◎－－－　参考書　－－－◎

18歳からはじめる憲法〔第2版〕　ISBN 4589037815
憲法主義　ISBN 9784335000911
日本国憲法を考える〔第3版〕　ISBN 4569819133

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　「法学A」「法学B」「法律学概論」などの他の法律学
の一般教養科目を履修済み、または履修中であるほうが、
より良く理解できます。
　真剣に勉強する気がない人や単位を取るためだけに履修
を考えている人は、この授業の講義の登録を遠慮してくだ
さい。
　私語、携帯電話の使用等、授業妨害とみなされる行為を
行う者には、退出を命じ、また大幅に減点します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.イントロダクション
2.憲法とは何か
3.立憲主義の成立と展開
4.日本憲法史
5.平和主義
6.個人の尊重と幸福追求権
7.法の下の平等
8.精神的自由権
9.経済的自由権
10.社会権
11.人身の自由と刑事手続き上の権利
12.国会
13.内閣
14.裁判所
15.憲法訴訟

　授業計画は一応の目安であり、順番どおりに各論点を講
義するわけではありません。



2019-S000009453-04日本国憲法（「この国のかたち」を考える）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・３時限　　試験時間割：2019/07/26　６時限　　

守谷　賢輔

◎－－－　概要　－－－◎

　「基本的人権の尊重」「国民主権」「平和主義」が日本国憲法の三
大原理である、と学んだ記憶のある人は多いでしょう。けれども、そ
れぞれの意味内容や意義を問われたとき、明確に答えることのできる
人は、どれほどいるでしょうか。また、私たちの生活が憲法とどのよ
うに関係しているかを具体的に感じたことのある人は、あまりいない
かもしれません。
　しかしながら、私たちが当たり前のように普通に生活を営むことが
できることは、憲法と密接に関係しており、切り離すことのできない
ものです。憲法を学ぶということは、私たち一人ひとりが幸せに生き
るためには、どのような社会や国家が望ましいのかを考えることでも
あります。
　望ましい社会や国家のあり方は、１つではありません。ここには
「正しい答え」は存在しません。したがって、条文や用語の暗記は
まったく無意味です。暗記することが憲法の勉強だと思っている人
は、早急に勉強の姿勢を改めてください。
　この講義では、最初に、憲法とはどのような内容をもつ法なのか、
何のために存在する法なのか、法律との違いは何かといった憲法に関
する基本的な論点について学んでいきます。これらの基本的な知識を
習得したことを前提に、その後の講義を進めていきます。
　毎回の講義は、それぞれ別個独立したものではなく、相互に関連し
ています。各論点のつながりを意識し、主体的に考えていくことを心
がけて受講するようにしてください。
　この講義では、毎回、映像をみてもらいます。映像から、私たちの
生活と憲法との関係、どのような歴史があり私たちの「いま」がある
のかについて具体的なイメージをつかみ、理解することを心がけてく
ださい。そして、憲法問題を糸口に、様々な社会問題に関心をもち、
考えていく姿勢を身につけてください。
　授業時間に制約があることから、この講義の中で憲法の論点を網羅
的にとりあげることはできません。授業で扱わなかった論点について
は、教科書や参考書などを参照し、自習に努めてください。そうする
ことで、憲法をより体系的に理解することができ、皆さんの知的好奇
心を刺激することでしょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

憲法に関する基本的知識を習得していること。(知識・理解)

私たちの生活と憲法は密接な関係にあることを、具体例を挙げながら
説明することができること。(知識・理解)

習得した基本的知識を用いて、日々のニュースが憲法とどのように関
係しているかを考えることができること。(態度・志向性)

習得した基本的知識を用いて、望ましい国家や社会のあり方を主体的
に考えることができること。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　レジュメに予習・復習しておくべき教科書の該当箇所を記載してお
きます。特に復習の際には、各論点の関連性を意識して学習して下さ
い。
　講義前に新聞記事を配布することがあります。必ず事前に読んでお
いてください。
　新聞やテレビなどで毎日ニュースをみて、いかなる憲法問題や社会
問題が生じているのかを考え、私たち一人ひとりにとって、どのよう
な社会や国家が望ましいのかを考えてみてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の成績で評価します。憲法に関する基本的知識を習得して
いることを評価の基準とします。
　授業後やオフィスアワーなどでの質問の内容によって、１回につき
１～３点を付与し、それを定期試験の点数に加点します。講義に積極
的に取り組む姿勢を評価します。
　

◎－－－　テキスト　－－－◎

　播磨信義・木下智史・渡辺洋・脇田吉隆・上脇博之
『新・どうなっている！？日本国憲法〔第3版〕』（法律
文化社、2016年）ISBN:4589037513
　講義内容に沿ったレジュメを用います。レジュメは、授
業の2日前の17時までにMoodleにUPしますので、各自でそ
れをダウンロードしプリントアウトして持参して下さい。
前の講義内容にふれることがあるので、以前に用いた授業
レジュメも持参して下さい。

◎－－－　参考書　－－－◎

18歳からはじめる憲法〔第2版〕　ISBN 4589037815
憲法主義　ISBN 9784335000911
日本国憲法を考える〔第3版〕　ISBN 4569819133

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　「法学A」「法学B」「法律学概論」などの他の法律学
の一般教養科目を履修済み、または履修中であるほうが、
より良く理解できます。
　真剣に勉強する気がない人や単位を取るためだけに履修
を考えている人は、この授業の講義の登録を遠慮してくだ
さい。
　私語、携帯電話の使用等、授業妨害とみなされる行為を
行う者には、退出を命じ、また大幅に減点します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.イントロダクション
2.憲法とは何か
3.立憲主義の成立と展開
4.日本憲法史
5.平和主義
6.個人の尊重と幸福追求権
7.法の下の平等
8.精神的自由権
9.経済的自由権
10.社会権
11.人身の自由と刑事手続き上の権利
12.国会
13.内閣
14.裁判所
15.憲法訴訟

　授業計画は一応の目安であり、順番どおりに各論点を講
義するわけではありません。



2019-S000009453-07日本国憲法（「この国のかたち」を考える）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・５時限　　試験時間割：2019/07/26　６時限　　

守谷　賢輔

◎－－－　概要　－－－◎

　「基本的人権の尊重」「国民主権」「平和主義」が日本国憲法の三
大原理である、と学んだ記憶のある人は多いでしょう。けれども、そ
れぞれの意味内容や意義を問われたとき、明確に答えることのできる
人は、どれほどいるでしょうか。また、私たちの生活が憲法とどのよ
うに関係しているかを具体的に感じたことのある人は、あまりいない
かもしれません。
　しかしながら、私たちが当たり前のように普通に生活を営むことが
できることは、憲法と密接に関係しており、切り離すことのできない
ものです。憲法を学ぶということは、私たち一人ひとりが幸せに生き
るためには、どのような社会や国家が望ましいのかを考えることでも
あります。
　望ましい社会や国家のあり方は、１つではありません。ここには
「正しい答え」は存在しません。したがって、条文や用語の暗記は
まったく無意味です。暗記することが憲法の勉強だと思っている人
は、早急に勉強の姿勢を改めてください。
　この講義では、最初に、憲法とはどのような内容をもつ法なのか、
何のために存在する法なのか、法律との違いは何かといった憲法に関
する基本的な論点について学んでいきます。これらの基本的な知識を
習得したことを前提に、その後の講義を進めていきます。
　毎回の講義は、それぞれ別個独立したものではなく、相互に関連し
ています。各論点のつながりを意識し、主体的に考えていくことを心
がけて受講するようにしてください。
　この講義では、毎回、映像をみてもらいます。映像から、私たちの
生活と憲法との関係、どのような歴史があり私たちの「いま」がある
のかについて具体的なイメージをつかみ、理解することを心がけてく
ださい。そして、憲法問題を糸口に、様々な社会問題に関心をもち、
考えていく姿勢を身につけてください。
　授業時間に制約があることから、この講義の中で憲法の論点を網羅
的にとりあげることはできません。授業で扱わなかった論点について
は、教科書や参考書などを参照し、自習に努めてください。そうする
ことで、憲法をより体系的に理解することができ、皆さんの知的好奇
心を刺激することでしょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

憲法に関する基本的知識を習得していること。(知識・理解)

私たちの生活と憲法は密接な関係にあることを、具体例を挙げながら
説明することができること。(知識・理解)

習得した基本的知識を用いて、日々のニュースが憲法とどのように関
係しているかを考えることができること。(態度・志向性)

習得した基本的知識を用いて、望ましい国家や社会のあり方を主体的
に考えることができること。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　レジュメに予習・復習しておくべき教科書の該当箇所を記載してお
きます。特に復習の際には、各論点の関連性を意識して学習して下さ
い。
　講義前に新聞記事を配布することがあります。必ず事前に読んでお
いてください。
　新聞やテレビなどで毎日ニュースをみて、いかなる憲法問題や社会
問題が生じているのかを考え、私たち一人ひとりにとって、どのよう
な社会や国家が望ましいのかを考えてみてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の成績で評価します。憲法に関する基本的知識を習得して
いることを評価の基準とします。
　授業後やオフィスアワーなどでの質問の内容によって、１回につき
１～３点を付与し、それを定期試験の点数に加点します。講義に積極
的に取り組む姿勢を評価します。
　

◎－－－　テキスト　－－－◎

　播磨信義・木下智史・渡辺洋・脇田吉隆・上脇博之
『新・どうなっている！？日本国憲法〔第3版〕』（法律
文化社、2016年）ISBN:4589037513
　講義内容に沿ったレジュメを用います。レジュメは、授
業の2日前の17時までにMoodleにUPしますので、各自でそ
れをダウンロードしプリントアウトして持参して下さい。
前の講義内容にふれることがあるので、以前に用いた授業
レジュメも持参して下さい。

◎－－－　参考書　－－－◎

18歳からはじめる憲法〔第2版〕　ISBN 4589037815
憲法主義　ISBN 9784335000911
日本国憲法を考える〔第3版〕　ISBN 4569819133

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　「法学A」「法学B」「法律学概論」などの他の法律学
の一般教養科目を履修済み、または履修中であるほうが、
より良く理解できます。
　真剣に勉強する気がない人や単位を取るためだけに履修
を考えている人は、この授業の講義の登録を遠慮してくだ
さい。
　私語、携帯電話の使用等、授業妨害とみなされる行為を
行う者には、退出を命じ、また大幅に減点します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.イントロダクション
2.憲法とは何か
3.立憲主義の成立と展開
4.日本憲法史
5.平和主義
6.個人の尊重と幸福追求権
7.法の下の平等
8.精神的自由権
9.経済的自由権
10.社会権
11.人身の自由と刑事手続き上の権利
12.国会
13.内閣
14.裁判所
15.憲法訴訟

　授業計画は一応の目安であり、順番どおりに各論点を講
義するわけではありません。



2019-S000009453-02日本国憲法（「この国のかたち」を考える）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・４時限　　試験時間割：2020/01/21　６時限　　

守谷　賢輔

◎－－－　概要　－－－◎

　「基本的人権の尊重」「国民主権」「平和主義」が日本国憲法の三
大原理である、と学んだ記憶のある人は多いでしょう。けれども、そ
れぞれの意味内容や意義を問われたとき、明確に答えることのできる
人は、どれほどいるでしょうか。また、私たちの生活が憲法とどのよ
うに関係しているかを具体的に感じたことのある人は、あまりいない
かもしれません。
　しかしながら、私たちが当たり前のように普通に生活を営むことが
できることは、憲法と密接に関係しており、切り離すことのできない
ものです。憲法を学ぶということは、私たち一人ひとりが幸せに生き
るためには、どのような社会や国家が望ましいのかを考えることでも
あります。
　望ましい社会や国家のあり方は、１つではありません。ここには
「正しい答え」は存在しません。したがって、条文や用語の暗記は
まったく無意味です。暗記することが憲法の勉強だと思っている人
は、早急に勉強の姿勢を改めてください。
　この講義では、最初に、憲法とはどのような内容をもつ法なのか、
何のために存在する法なのか、法律との違いは何かといった憲法に関
する基本的な論点について学んでいきます。これらの基本的な知識を
習得したことを前提に、その後の講義を進めていきます。
　毎回の講義は、それぞれ別個独立したものではなく、相互に関連し
ています。各論点のつながりを意識し、主体的に考えていくことを心
がけて受講するようにしてください。
　この講義では、毎回、映像をみてもらいます。映像から、私たちの
生活と憲法との関係、どのような歴史があり私たちの「いま」がある
のかについて具体的なイメージをつかみ、理解することを心がけてく
ださい。そして、憲法問題を糸口に、様々な社会問題に関心をもち、
考えていく姿勢を身につけてください。
　授業時間に制約があることから、この講義の中で憲法の論点を網羅
的にとりあげることはできません。授業で扱わなかった論点について
は、教科書や参考書などを参照し、自習に努めてください。そうする
ことで、憲法をより体系的に理解することができ、皆さんの知的好奇
心を刺激することでしょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

憲法に関する基本的知識を習得していること。(知識・理解)

私たちの生活と憲法は密接な関係にあることを、具体例を挙げながら
説明することができること。(知識・理解)

習得した基本的知識を用いて、日々のニュースが憲法とどのように関
係しているかを考えることができること。(態度・志向性)

習得した基本的知識を用いて、望ましい国家や社会のあり方を主体的
に考えることができること。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　レジュメに予習・復習しておくべき教科書の該当箇所を記載してお
きます。特に復習の際には、各論点の関連性を意識して学習して下さ
い。
　講義前に新聞記事を配布することがあります。必ず事前に読んでお
いてください。
　新聞やテレビなどで毎日ニュースをみて、いかなる憲法問題や社会
問題が生じているのかを考え、私たち一人ひとりにとって、どのよう
な社会や国家が望ましいのかを考えてみてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の成績で評価します。憲法に関する基本的知識を習得して
いることを評価の基準とします。
　授業後やオフィスアワーなどでの質問の内容によって、１回につき
１～３点を付与し、それを定期試験の点数に加点します。講義に積極
的に取り組む姿勢を評価します。
　

◎－－－　テキスト　－－－◎

　播磨信義・木下智史・渡辺洋・脇田吉隆・上脇博之
『新・どうなっている！？日本国憲法〔第3版〕』（法律
文化社、2016年）ISBN:4589037513
　講義内容に沿ったレジュメを用います。レジュメは、授
業の2日前の17時までにMoodleにUPしますので、各自でそ
れをダウンロードしプリントアウトして持参して下さい。
前の講義内容にふれることがあるので、以前に用いた授業
レジュメも持参して下さい。

◎－－－　参考書　－－－◎

18歳からはじめる憲法〔第2版〕　ISBN 4589037815
憲法主義　ISBN 9784335000911
日本国憲法を考える〔第3版〕　ISBN 4569819133

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　「法学A」「法学B」「法律学概論」などの他の法律学
の一般教養科目を履修済み、または履修中であるほうが、
より良く理解できます。
　真剣に勉強する気がない人や単位を取るためだけに履修
を考えている人は、この授業の講義の登録を遠慮してくだ
さい。
　私語、携帯電話の使用等、授業妨害とみなされる行為を
行う者には、退出を命じ、また大幅に減点します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.イントロダクション
2.憲法とは何か
3.立憲主義の成立と展開
4.日本憲法史
5.平和主義
6.個人の尊重と幸福追求権
7.法の下の平等
8.精神的自由権
9.経済的自由権
10.社会権
11.人身の自由と刑事手続き上の権利
12.国会
13.内閣
14.裁判所
15.憲法訴訟

　授業計画は一応の目安であり、順番どおりに各論点を講
義するわけではありません。



2019-S000009453-01日本国憲法（「この国のかたち」を考える）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・３時限　　試験時間割：2020/01/21　６時限　　

守谷　賢輔

◎－－－　概要　－－－◎

　「基本的人権の尊重」「国民主権」「平和主義」が日本国憲法の三
大原理である、と学んだ記憶のある人は多いでしょう。けれども、そ
れぞれの意味内容や意義を問われたとき、明確に答えることのできる
人は、どれほどいるでしょうか。また、私たちの生活が憲法とどのよ
うに関係しているかを具体的に感じたことのある人は、あまりいない
かもしれません。
　しかしながら、私たちが当たり前のように普通に生活を営むことが
できることは、憲法と密接に関係しており、切り離すことのできない
ものです。憲法を学ぶということは、私たち一人ひとりが幸せに生き
るためには、どのような社会や国家が望ましいのかを考えることでも
あります。
　望ましい社会や国家のあり方は、１つではありません。ここには
「正しい答え」は存在しません。したがって、条文や用語の暗記は
まったく無意味です。暗記することが憲法の勉強だと思っている人
は、早急に勉強の姿勢を改めてください。
　この講義では、最初に、憲法とはどのような内容をもつ法なのか、
何のために存在する法なのか、法律との違いは何かといった憲法に関
する基本的な論点について学んでいきます。これらの基本的な知識を
習得したことを前提に、その後の講義を進めていきます。
　毎回の講義は、それぞれ別個独立したものではなく、相互に関連し
ています。各論点のつながりを意識し、主体的に考えていくことを心
がけて受講するようにしてください。
　この講義では、毎回、映像をみてもらいます。映像から、私たちの
生活と憲法との関係、どのような歴史があり私たちの「いま」がある
のかについて具体的なイメージをつかみ、理解することを心がけてく
ださい。そして、憲法問題を糸口に、様々な社会問題に関心をもち、
考えていく姿勢を身につけてください。
　授業時間に制約があることから、この講義の中で憲法の論点を網羅
的にとりあげることはできません。授業で扱わなかった論点について
は、教科書や参考書などを参照し、自習に努めてください。そうする
ことで、憲法をより体系的に理解することができ、皆さんの知的好奇
心を刺激することでしょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

憲法に関する基本的知識を習得していること。(知識・理解)

私たちの生活と憲法は密接な関係にあることを、具体例を挙げながら
説明することができること。(知識・理解)

習得した基本的知識を用いて、日々のニュースが憲法とどのように関
係しているかを考えることができること。(態度・志向性)

習得した基本的知識を用いて、望ましい国家や社会のあり方を主体的
に考えることができること。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　レジュメに予習・復習しておくべき教科書の該当箇所を記載してお
きます。特に復習の際には、各論点の関連性を意識して学習して下さ
い。
　講義前に新聞記事を配布することがあります。必ず事前に読んでお
いてください。
　新聞やテレビなどで毎日ニュースをみて、いかなる憲法問題や社会
問題が生じているのかを考え、私たち一人ひとりにとって、どのよう
な社会や国家が望ましいのかを考えてみてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の成績で評価します。憲法に関する基本的知識を習得して
いることを評価の基準とします。
　授業後やオフィスアワーなどでの質問の内容によって、１回につき
１～３点を付与し、それを定期試験の点数に加点します。講義に積極
的に取り組む姿勢を評価します。
　

◎－－－　テキスト　－－－◎

　播磨信義・木下智史・渡辺洋・脇田吉隆・上脇博之
『新・どうなっている！？日本国憲法〔第3版〕』（法律
文化社、2016年）ISBN:4589037513
　講義内容に沿ったレジュメを用います。レジュメは、授
業の2日前の17時までにMoodleにUPしますので、各自でそ
れをダウンロードしプリントアウトして持参して下さい。
前の講義内容にふれることがあるので、以前に用いた授業
レジュメも持参して下さい。

◎－－－　参考書　－－－◎

18歳からはじめる憲法〔第2版〕　ISBN 4589037815
憲法主義　ISBN 9784335000911
日本国憲法を考える〔第3版〕　ISBN 4569819133

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　「法学A」「法学B」「法律学概論」などの他の法律学
の一般教養科目を履修済み、または履修中であるほうが、
より良く理解できます。
　真剣に勉強する気がない人や単位を取るためだけに履修
を考えている人は、この授業の講義の登録を遠慮してくだ
さい。
　私語、携帯電話の使用等、授業妨害とみなされる行為を
行う者には、退出を命じ、また大幅に減点します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.イントロダクション
2.憲法とは何か
3.立憲主義の成立と展開
4.日本憲法史
5.平和主義
6.個人の尊重と幸福追求権
7.法の下の平等
8.精神的自由権
9.経済的自由権
10.社会権
11.人身の自由と刑事手続き上の権利
12.国会
13.内閣
14.裁判所
15.憲法訴訟

　授業計画は一応の目安であり、順番どおりに各論点を講
義するわけではありません。



2019-S000009453-03日本国憲法（「この国のかたち」を考える）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・５時限　　試験時間割：2020/01/21　６時限　　

守谷　賢輔

◎－－－　概要　－－－◎

　「基本的人権の尊重」「国民主権」「平和主義」が日本国憲法の三
大原理である、と学んだ記憶のある人は多いでしょう。けれども、そ
れぞれの意味内容や意義を問われたとき、明確に答えることのできる
人は、どれほどいるでしょうか。また、私たちの生活が憲法とどのよ
うに関係しているかを具体的に感じたことのある人は、あまりいない
かもしれません。
　しかしながら、私たちが当たり前のように普通に生活を営むことが
できることは、憲法と密接に関係しており、切り離すことのできない
ものです。憲法を学ぶということは、私たち一人ひとりが幸せに生き
るためには、どのような社会や国家が望ましいのかを考えることでも
あります。
　望ましい社会や国家のあり方は、１つではありません。ここには
「正しい答え」は存在しません。したがって、条文や用語の暗記は
まったく無意味です。暗記することが憲法の勉強だと思っている人
は、早急に勉強の姿勢を改めてください。
　この講義では、最初に、憲法とはどのような内容をもつ法なのか、
何のために存在する法なのか、法律との違いは何かといった憲法に関
する基本的な論点について学んでいきます。これらの基本的な知識を
習得したことを前提に、その後の講義を進めていきます。
　毎回の講義は、それぞれ別個独立したものではなく、相互に関連し
ています。各論点のつながりを意識し、主体的に考えていくことを心
がけて受講するようにしてください。
　この講義では、毎回、映像をみてもらいます。映像から、私たちの
生活と憲法との関係、どのような歴史があり私たちの「いま」がある
のかについて具体的なイメージをつかみ、理解することを心がけてく
ださい。そして、憲法問題を糸口に、様々な社会問題に関心をもち、
考えていく姿勢を身につけてください。
　授業時間に制約があることから、この講義の中で憲法の論点を網羅
的にとりあげることはできません。授業で扱わなかった論点について
は、教科書や参考書などを参照し、自習に努めてください。そうする
ことで、憲法をより体系的に理解することができ、皆さんの知的好奇
心を刺激することでしょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

憲法に関する基本的知識を習得していること。(知識・理解)

私たちの生活と憲法は密接な関係にあることを、具体例を挙げながら
説明することができること。(知識・理解)

習得した基本的知識を用いて、日々のニュースが憲法とどのように関
係しているかを考えることができること。(態度・志向性)

習得した基本的知識を用いて、望ましい国家や社会のあり方を主体的
に考えることができること。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　レジュメに予習・復習しておくべき教科書の該当箇所を記載してお
きます。特に復習の際には、各論点の関連性を意識して学習して下さ
い。
　講義前に新聞記事を配布することがあります。必ず事前に読んでお
いてください。
　新聞やテレビなどで毎日ニュースをみて、いかなる憲法問題や社会
問題が生じているのかを考え、私たち一人ひとりにとって、どのよう
な社会や国家が望ましいのかを考えてみてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の成績で評価します。憲法に関する基本的知識を習得して
いることを評価の基準とします。
　授業後やオフィスアワーなどでの質問の内容によって、１回につき
１～３点を付与し、それを定期試験の点数に加点します。講義に積極
的に取り組む姿勢を評価します。
　

◎－－－　テキスト　－－－◎

　播磨信義・木下智史・渡辺洋・脇田吉隆・上脇博之
『新・どうなっている！？日本国憲法〔第3版〕』（法律
文化社、2016年）ISBN:4589037513
　講義内容に沿ったレジュメを用います。レジュメは、授
業の2日前の17時までにMoodleにUPしますので、各自でそ
れをダウンロードしプリントアウトして持参して下さい。
前の講義内容にふれることがあるので、以前に用いた授業
レジュメも持参して下さい。

◎－－－　参考書　－－－◎

18歳からはじめる憲法〔第2版〕　ISBN 4589037815
憲法主義　ISBN 9784335000911
日本国憲法を考える〔第3版〕　ISBN 4569819133

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　「法学A」「法学B」「法律学概論」などの他の法律学
の一般教養科目を履修済み、または履修中であるほうが、
より良く理解できます。
　真剣に勉強する気がない人や単位を取るためだけに履修
を考えている人は、この授業の講義の登録を遠慮してくだ
さい。
　私語、携帯電話の使用等、授業妨害とみなされる行為を
行う者には、退出を命じ、また大幅に減点します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.イントロダクション
2.憲法とは何か
3.立憲主義の成立と展開
4.日本憲法史
5.平和主義
6.個人の尊重と幸福追求権
7.法の下の平等
8.精神的自由権
9.経済的自由権
10.社会権
11.人身の自由と刑事手続き上の権利
12.国会
13.内閣
14.裁判所
15.憲法訴訟

　授業計画は一応の目安であり、順番どおりに各論点を講
義するわけではありません。



2019-S000009453-05日本国憲法（「この国のかたち」を考える）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・５時限　　試験時間割：2020/01/21　６時限　　

守谷　賢輔

◎－－－　概要　－－－◎

　「基本的人権の尊重」「国民主権」「平和主義」が日本国憲法の三
大原理である、と学んだ記憶のある人は多いでしょう。けれども、そ
れぞれの意味内容や意義を問われたとき、明確に答えることのできる
人は、どれほどいるでしょうか。また、私たちの生活が憲法とどのよ
うに関係しているかを具体的に感じたことのある人は、あまりいない
かもしれません。
　しかしながら、私たちが当たり前のように普通に生活を営むことが
できることは、憲法と密接に関係しており、切り離すことのできない
ものです。憲法を学ぶということは、私たち一人ひとりが幸せに生き
るためには、どのような社会や国家が望ましいのかを考えることでも
あります。
　望ましい社会や国家のあり方は、１つではありません。ここには
「正しい答え」は存在しません。したがって、条文や用語の暗記は
まったく無意味です。暗記することが憲法の勉強だと思っている人
は、早急に勉強の姿勢を改めてください。
　この講義では、最初に、憲法とはどのような内容をもつ法なのか、
何のために存在する法なのか、法律との違いは何かといった憲法に関
する基本的な論点について学んでいきます。これらの基本的な知識を
習得したことを前提に、その後の講義を進めていきます。
　毎回の講義は、それぞれ別個独立したものではなく、相互に関連し
ています。各論点のつながりを意識し、主体的に考えていくことを心
がけて受講するようにしてください。
　この講義では、毎回、映像をみてもらいます。映像から、私たちの
生活と憲法との関係、どのような歴史があり私たちの「いま」がある
のかについて具体的なイメージをつかみ、理解することを心がけてく
ださい。そして、憲法問題を糸口に、様々な社会問題に関心をもち、
考えていく姿勢を身につけてください。
　授業時間に制約があることから、この講義の中で憲法の論点を網羅
的にとりあげることはできません。授業で扱わなかった論点について
は、教科書や参考書などを参照し、自習に努めてください。そうする
ことで、憲法をより体系的に理解することができ、皆さんの知的好奇
心を刺激することでしょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

憲法に関する基本的知識を習得していること。(知識・理解)

私たちの生活と憲法は密接な関係にあることを、具体例を挙げながら
説明することができること。(知識・理解)

習得した基本的知識を用いて、日々のニュースが憲法とどのように関
係しているかを考えることができること。(態度・志向性)

習得した基本的知識を用いて、望ましい国家や社会のあり方を主体的
に考えることができること。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　レジュメに予習・復習しておくべき教科書の該当箇所を記載してお
きます。特に復習の際には、各論点の関連性を意識して学習して下さ
い。
　講義前に新聞記事を配布することがあります。必ず事前に読んでお
いてください。
　新聞やテレビなどで毎日ニュースをみて、いかなる憲法問題や社会
問題が生じているのかを考え、私たち一人ひとりにとって、どのよう
な社会や国家が望ましいのかを考えてみてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の成績で評価します。憲法に関する基本的知識を習得して
いることを評価の基準とします。
　授業後やオフィスアワーなどでの質問の内容によって、１回につき
１～３点を付与し、それを定期試験の点数に加点します。講義に積極
的に取り組む姿勢を評価します。
　

◎－－－　テキスト　－－－◎

　播磨信義・木下智史・渡辺洋・脇田吉隆・上脇博之
『新・どうなっている！？日本国憲法〔第3版〕』（法律
文化社、2016年）ISBN:4589037513
　講義内容に沿ったレジュメを用います。レジュメは、授
業の2日前の17時までにMoodleにUPしますので、各自でそ
れをダウンロードしプリントアウトして持参して下さい。
前の講義内容にふれることがあるので、以前に用いた授業
レジュメも持参して下さい。

◎－－－　参考書　－－－◎

18歳からはじめる憲法〔第2版〕　ISBN 4589037815
憲法主義　ISBN 9784335000911
日本国憲法を考える〔第3版〕　ISBN 4569819133

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　「法学A」「法学B」「法律学概論」などの他の法律学
の一般教養科目を履修済み、または履修中であるほうが、
より良く理解できます。
　真剣に勉強する気がない人や単位を取るためだけに履修
を考えている人は、この授業の講義の登録を遠慮してくだ
さい。
　私語、携帯電話の使用等、授業妨害とみなされる行為を
行う者には、退出を命じ、また大幅に減点します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.イントロダクション
2.憲法とは何か
3.立憲主義の成立と展開
4.日本憲法史
5.平和主義
6.個人の尊重と幸福追求権
7.法の下の平等
8.精神的自由権
9.経済的自由権
10.社会権
11.人身の自由と刑事手続き上の権利
12.国会
13.内閣
14.裁判所
15.憲法訴訟

　授業計画は一応の目安であり、順番どおりに各論点を講
義するわけではありません。



2019-S000009472-01法律学概論（日常生活と法）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・５時限　　試験時間割：2019/07/24　３時限　　

生田　敏康

◎－－－　概要　－－－◎

本講義では日常生活に関する法につき、民法などの法律を中心
に勉強します。とくに我々の生活に最も関係の深い契約、不法
行為及び家族に関する法を扱う予定です。
　人が生活していくうえで契約は不可欠の存在です。たとえば
雇用契約にもとづき賃金を得ることにより自分自身や家族の生
活費を、売買契約により生活必需品を、請負または賃貸借契約
によって住居をそれぞれ確保しなければなりません。
　また、交通事故その他不慮の事故で大怪我を被ったり、所有
物を壊されたりした場合、被害者は加害者に対し損害賠償を請
求できますが、どのような条件でどれだけ賠償を請求できるか
が問題です。
　さらに社会の基本単位である家族すなわち婚姻、親子、相続
についても法の規制が及んでいます。
　これらについて定めるのが民法などの法律であり、これらを
理解すれば日常生活で起こる法的問題に対処することができる
ようになります。
　講義は右の授業計画に従って行う予定ですが、都合により変
更または省略がありうることをご了解ください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

民法その他の法律の基礎的な用語や概念を説明できる。(知
識・理解)

民法などの条文を用いて日常生活に関する簡単な法律問題を説
明できる。(技能)

日常生活や社会における民法その他の法律に関係する諸問題に
ついて関心を持つことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・六法やテキストで次回の内容を予習しておくこと（60分）。
・授業で習ったことをノートで整理しておくこと（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１．評価基準
 　①民法その他の法律に関する基礎知識を習得しているか、②
これらを用いて日常生活上の法律問題を説明できる程度に理解
しているか、③論理的に文章を書けているかを基準に評価す
る。
２．評価方法、評価割合及びフィードバック
 　定期試験50％、中間テスト40％、ミニテスト（授業期間中に
2回実施）10％の割合で評価する。中間テストおよびミニテス
トの実施後、その解説を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

１．生田・畑中・道山・蓑輪・柳『民法入門』（法律文化
社、2017年、ISBN978-4-589-03862-3)価格2,000円＋税
２．平成31年度版の「六法」（ポケット六法やデイリー六
法などをお薦めする）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・レジュメをＦＵポータルにアップする。
・民法その他の条文を頻繁に参照するので、テキストとく
に「六法」は必ず授業に持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.日常生活と法
2.未成年者と法
3.契約
4.契約の不履行
5.消費者と契約
6.売買と商品の欠陥
7.借金とクレジット
8.中間テスト
9.不動産取引と登記
10.住居と賃貸借
11.労働と雇用契約
12.事故と損害賠償
13.結婚と親子
14.相続
15.まとめ



2019-S000009454-02政治学Ａ（政治に関わる諸概念、政治の制度）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・５時限　　試験時間割：2019/08/01　３時限　　

朝倉　拓郎

◎－－－　概要　－－－◎

　現在、日本の社会は様々な困難な問題に直面している。これ
らの問題を解決して住みやすい社会を実現するか、あるいは問
題の解決に失敗して住みにくい社会になるかは、民主政治の担
い手である私たち市民の力量にかかっている。本講義の目的
は、市民として民主政治を運営していく上で必要不可欠な教養
（知識、ものの見方、態度等）を身につけることである。
　前期開講の「政治学A」では、政治に関わる基礎的な諸概念
と、民主政治を運営するための政治制度について学ぶ。その
際、概念や制度の歴史的、思想的背景を含めて説明するので、
単に表面的な知識を覚えるのではなく、「ものの見方」や「考
え方」を理解するように心がけてほしい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①政治に関わる基礎的な諸概念と政治制度の特徴を理解し、説
明できる。(知識・理解)

②上記の知識を用いて、政治について考えたり議論できる。
(技能)

③現在の政治や社会のあり方について関心を持つようになる。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・新聞、テレビ等を通じて、政治に関する報道に日常的に接す
ること。（60分）
・講義で学んだことを参考にして、自分なりの意見を考え、他
者と議論すること。（随時）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・定期試験によって、到達目標①の達成度を評価する。
（90％）
・ビデオ学習の際に提出する感想文によって、到達目標②、③
について評価する。（10％）

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。資料を配付する。

◎－－－　参考書　－－－◎

講義中に適宜紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

後期開講の「政治学B」をあわせて受講すると理解が深ま
る。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　イントロダクション：受講上の注意点など
第2回　政治の概念（1）：公共性
第3回　政治の概念（2）：国家
第4回　政治の概念（3）：自由
第5回　政治の概念（4）：立憲主義
第6回　政治の概念（5）：民主主義
第7回　政治の概念（6）：社会主義
第8回　政治の概念（7）：正義
第9回　ビデオ学習：講義の内容に関わるビデオの視聴
第10回　政治の制度（1）：国会
第11回　政治の制度（2）：内閣
第12回　政治の制度（3）：司法制度
第13回　政治の制度（4）：選挙制度
第14回　政治の制度（5）：政党
第15回　政治の制度（6）：地方自治



2019-S000009454-03政治学Ａ（現代日本の行政）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・１時限　　試験時間割：2019/08/01　３時限　　

菅原　和行

◎－－－　概要　－－－◎

現代では社会の複雑化と多様化を反映し、行政府とその主体と
なる官僚機構の役割がますます増大している。行政国家化や福
祉国家化は、日本に限らず、世界各国に共通した傾向である。
とりわけ、日本では多くの法律の原案は官僚によって作成さ
れ、紛争の予防的解決にも行政権が用いられるなど、官僚機構
の影響力は至るところで確認できる。こうした行政や官僚機構
については政治（立法府や執政部）との関係がつねに問題とな
り、政治学でも継続的に議論されてきた。本講義では、現代日
本の行政をおもな対象として、官僚機構の機能や特徴、また立
法府・執政部と官僚機構の関係について考察する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

現代日本の行政に関して、その基本的な特徴を自分の言葉で説
明できる。(知識・理解)

現代日本の行政における諸課題や行政改革のおもな手法につい
て理解し、自ら改善策を提示できる。(技能)

国や自治体の行政活動に関心を持ち、自ら課題を見つけ、改善
策を提示する主体的な姿勢が身につく。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各回の授業の後、レジュメやノートを見返し、きちんと復習し
ておくとともに（1～2時間程度）、授業中に紹介する参考文献
も積極的に読むこと（授業期間中に少なくとも1～2冊は読了す
ることが望まれる）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験70％と平常点（ミニットペーパー）30％により、総合
的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

森田朗『新版　現代の行政』（第一法規、2017年）　
ISBN 9784474057197

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業中の私語は授業の妨げになり、他の受講者にも迷惑を
かけるため、厳に慎むこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ガイダンス、政治とは何か、行政とは何か
２　議会と行政府の関係
３　日本における行政府・内閣の歴史的変遷
４　行政学発展の歴史
５　現代の行政改革
６　官僚制の諸理論
７　マックス・ウェーバーの官僚制論
８　官僚制の逆機能
９　現代組織論
10　行政祖期の管理運営
11　欧米諸国の公務員制度
12　日本の公務員制度
13　行政責任と行政統制
14　情報公開
15　まとめ



2019-S000009454-01政治学Ａ（政治理論入門（国家と市場との関係を中心に））

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・１時限　　試験時間割：2019/08/01　３時限　　

施　光恒

◎－－－　概要　－－－◎

・代表的な政治理論・思想の概要を説明したうえで、それが現
代の日本政治を理解する上でどのように関係してくるかについ
て、論じていく。

・おもに英米圏の現代の政治理論を幅広く扱う。また、その考
え方や語彙を用いて、日本政治の現状の検討も行う。

・基本的に講義形式で進める。パワーポイントのスライドを用
いる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

リベラリズムとは何かについて基礎的な説明を述べることがで
きる(知識・理解)

民主主義とは何かについて基礎的な説明を述べることができる
(知識・理解)

保守主義の政治観について述べることができる(知識・理解)

マルクス主義の現代的意義について述べることができる(知
識・理解)

市場経済の利点について、特にハイエクに即して述べることが
可能である(知識・理解)

経済のグローバル化が格差拡大を招く理由を説明できる(知
識・理解)

時事的な政治問題について政治理論の基礎的な用語を用いて議
論することができる(技能)

時事的な政治問題について、新聞やネット上のニュースなどを
踏まえて日常的に考えるようになる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習：授業中に指示する参考文献の該当箇所を読んでくる
こと（30分程度）。
事後学習：毎回、配布されるプリントに目を通し、授業を整理
し、各単元の理解を深める（30分程度）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

現代の代表的な政治理論の知識を身に付け、日本を取りまく政
治の現状をそれとの関連で説明できるようになっているかを評
価の基準とする。期末試験（80％)、レポート（20％）という
配分である。「到達目標」のうち、最初の6つは試験で、残り
の二つをレポートで判断する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

ミラー『政治哲学』岩波書店、2005年、1,836円
ISBN　4000268791

◎－－－　参考書　－－－◎

中野、柴山、施『まともな日本再生会議――グローバリズ
ムの虚妄を撃つ』、972円　ISBN 4757222572
柴山、佐伯編『現代社会論のキーワード』、2,700円　
ISBN 44779503604
　一冊目は主に、授業の後半の回の市場経済やグローバル
化に関係します。二冊目は、私が執筆している「リベラ
ル・デモクラシー」の章が授業の参考になると思います。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業中に紹介する参考文献に興味をもち、できる限り目
を通すようにしてください。

・政治に対する興味と知識を得るために、新聞、ニュー
ス、書籍、インターネット、雑誌などを駆使して、一つの
問題に関して複数の視点から情報を得るように日々心がけ
てください。たとえば新聞を例にとるとすれば、特定の一
紙の論説や記事をそのまま信用するのではなく、それをほ
かの新聞や雑誌、書籍、インターネットのサイト（さまざ
まなブログや各種掲示板など）を参照しつつ、多角的に評
価する習慣を養ってください。

・政治学Ｂと合わせて受講することが望ましいが（できれ
ばそうしてください）、政治学Ａのみの受講もできます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　授業の概要説明
２　自由民主主義（１）
３　自由民主主義（２）
４　自由民主主義（３）
５　保守主義（１）
６　保守主義（２）
７　保守主義（３）
８　マルクス主義（１）
９　マルクス主義（２）
１０　市場経済の思想（１）
１１　市場経済の思想（２）
１２　新自由主義とグローバリズム（１）
１３　新自由主義とグローバリズム（２）
１４　新自由主義とグローバリズム（３）
１５　まとめ



2019-S000009454-06政治学Ａ（日本政治の政策課題）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・３時限　　試験時間割：2019/08/01　３時限　　

廣澤　孝之

◎－－－　概要　－－－◎

　現代日本政治の形成過程について、政党システムの変容、主
要な政策課題の変遷、日本を取りまく相互作用などに着目して
講義する。共通教育科目であることを考慮し、高校と大学の橋
渡しになるよう、政治・経済・日本史などの基礎知識の確認に
も留意して講義を進める。
　講義では戦後改革以後の現代日本政治外交史全般を対象とす
るが、今年度はとくに高度経済成長期以後の日本政治を取りま
く諸問題と今後の政策課題について詳述する。なかでも現在焦
眉の課題となっている福祉政策など具体的政策課題への取り組
みを中心に、できるだけわかりやすく講義することにしたい。
講義テキストだけでなく、幅広く参考文献にあたり偏らない知
識の習得に努めてほしい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

現代日本の政治について基礎的な理解をもつ。(知識・理解)

日本社会の政策課題について、合理的に議論することができ
る。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習よりも事後の学習の整理が大切である。しっかりと
ノートを見直し要点を把握すること(30分)。もし不明確な点が
あれば自分で調べるあるいは教員に質問して確認しておくこ
と)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験60％と平常点40％(平常点は小テスト・レポート提出
等による)との総合評価とし、到達目標にある、自分の言葉で
日本政治について説明できるかどうかを重要な評価の基準とす
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

廣澤孝之著『日本政治の政策課題』晃洋書房、2012年、
2800円,ISBN978-4-7710-2385-7

◎－－－　参考書　－－－◎

講義のなかで適宜指示する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　はじめに
2　現代日本社会の抱える諸課題
3　戦後日本政治の基本的枠組み
4　戦後改革から「55年体制」の成立へ
5　自民党支配体制の確立と変容
6「政治改革」と政党システムの再編(1)
7「政治改革」と政党システムの再編(2)
8　日本における「企業社会」の成立
9　日本における福祉政策の特質
10　新しい社会的危機と教育政策の課題
11　日米安保体制の成立と未完の戦後処理
12　国際環境の変化と新しい地域秩序の模索　
13　新しい福祉社会の展望　企業社会を超えて
14　現代日本政治の政策課題
15　まとめ



2019-S000009454-04政治学Ａ（政治学入門）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・５時限　　試験時間割：2019/08/01　３時限　　

山中　亜紀

◎－－－　概要　－－－◎

私たちは、たくさんの人々とおなじ空間の中でともに生活して
います。しかし、「こんな生活がしたい！」という目標や欲求
は、ひとりひとり異なりますし、「どうやって理想の生活を実
現するか」という考え方も、さまざまです。そうした「違い」
は、時として、深刻な争いを招くことになります。こうした現
実のなか、対立する意見を調整しながら、秩序や安定を生み出
そうとするのが、「政治」の重要な営みです。そうした「政
治」の営みは、私たちの暮らしのなかで、具体的にはどのよう
に展開されているのでしょうか。本講義では、「政治」につい
て考えるうえで理解しておかねばならない、政治学の基礎知識
を習得したいと思います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

政治学において用いられる基礎用語を理解する。(知識・理解)

《政治とは何か？》という問いにたいして、概括的なイメージ
を抱くことができるようになる。(知識・理解)

他者と共存するうえで必要な姿勢や事柄を思い描くことができ
るようになる。(態度・志向性)

「概括的なイメージ」を言葉をもちいて説明することができる
ようになる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業終了時、その日の授業内容を復習するため、もしくは次回
授業の予習のために、【毎回必ず】課題（約30～60分を要す
る）を課します。課題を終えたうえで授業に臨むことは【出席
の前提条件】です。課題内容はその時々で変わりますので、
しっかりと指示を聞いてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験７０％およびコメント・シート（詳細は後述）３０％
を目安として、総合的に評価します。
・定期試験の回答形式は論述式を予定しています。論述を採点
するにあたっては、「講義内容の理解」にくわえ、「論述展開
の適切さ・明瞭さ」および「表記の適切さ」を基準とします
（箇条書き、字句の羅列、図式化、ノートの転載等は評価しま
せん）
・受講姿勢および授業内容の理解度を確認する一助として、授
業中に適宜、コメント・シートを配布し、授業内容への質問や
意見、設問・課題への回答を記入してもらいます（課題への回
答はもちろん、質問や感想などの記入内容も評価対象としま
す）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しません

◎－－－　参考書　－－－◎

加茂利男・大西仁・石田徹・伊藤恭彦『現代政治学［第四
版］』（有斐閣、2012年）、1,900円＋税　ISBN
978-4641124554
川出良枝・谷口将紀編『政治学』（東京大学出版会、
2012年）、2,200円＋税　ISBN 978-4130322195

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業内容についてのレジュメ（要旨）は配布しません。
講義概要は板書するので、ノートをとってください（口頭
説明のみになることもありますが、各自で重要度を判断
し、メモをとってください）
・授業中配布するコメント・シートを代筆する（代筆して
もらう）など不誠実な行動は、厳に慎んでください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

授業の内容・順序は以下のように考えていますが、進展に
応じて、多少変更することもあります。
1. イントロダクション
2. 政治とは何か1：権力
3. 政治とは何か2：支配と正統性
4. 立憲主義
5. 自由民主主義
6. 代表制
7. 行政府
8. 政党
9. 政治への働きかけ1：選挙
10. 政治への働きかけ2：利益集団
11. 政治への働きかけ3：マス・メディア
12. 地方自治と住民参加
13. 福祉と政治
14. グローバル化時代の新たな課題
15. まとめ



2019-S000009455-02政治学Ｂ（日本政治の歴史、現代政治の諸問題）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・５時限　　試験時間割：2020/01/27　３時限　　

朝倉　拓郎

◎－－－　概要　－－－◎

　現在、日本の社会は様々な困難な問題に直面している。これ
らの問題を解決して住みやすい社会を実現するか、あるいは問
題の解決に失敗して住みにくい社会になるかは、民主政治の担
い手である私たち市民の力量にかかっている。本講義の目的
は、市民として民主政治を運営していく上で必要不可欠な教養
（知識、ものの見方、態度等）を身につけることである。
　後期開講の「政治学B」では、日本の政治の歴史を振り返
り、その上で現在の日本が抱えている政治問題について学ぶ。
前期の「政治学A」と比べて、より具体的かつ喫緊の課題を取
り上げていくので、単に表面的な知識を覚えるのではなく、一
人の市民として当事者意識をもって能動的な学習を心がけてほ
しい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①日本の政治が抱えている諸問題を歴史的文脈の中で理解し、
説明できる。(知識・理解)

②上記の知識を用いて、政治について考えたり議論できる。
(技能)

③現在の政治や社会のあり方について関心を持つようになる。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・新聞、テレビ等を通じて、政治に関する報道に日常的に接す
ること。（60分）
・講義で学んだことを参考にして、自分なりの意見を考え、他
者と議論すること。（随時）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・定期試験によって、到達目標①の達成度を評価する。
（90％）
・ビデオ学習の際に提出する感想文によって、到達目標②、③
について評価する。（10％）

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。資料を配付する。

◎－－－　参考書　－－－◎

講義中に適宜紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

前期開講の「政治学A」をあわせて受講すると理解が深ま
る。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　イントロダクション：受講上の注意点など
第2回　日本政治の歴史（1）：明治憲法体制
第3回　日本政治の歴史（2）：戦前の政党政治
第4回　日本政治の歴史（3）：戦争への道
第5回　日本政治の歴史（4）：占領期の日本
第6回　日本政治の歴史（5）：安保改定と高度成長
第7回　日本政治の歴史（6）：沖縄返還
第8回　日本政治の歴史（7）：55年体制の崩壊～現在
第9回　ビデオ学習：講義の内容に関わるビデオの視聴
第10回　現代政治の諸問題（1）：安全保障
第11回　現代政治の諸問題（2）：国際社会の中の日本
第12回　現代政治の諸問題（3）：格差問題
第13回　現代政治の諸問題（4）：メディア
第14回　現代政治の諸問題（5）：合意形成の方法
第15回　現代政治の諸問題（6）：市民自治の可能性



2019-S000009455-03政治学Ｂ（現代政治の基礎概念）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・１時限　　試験時間割：2020/01/27　３時限　　

菅原　和行

◎－－－　概要　－－－◎

政治学はその性格上、網羅的・体系的に論じることが困難な学
問分野である。政治学の中には、政治思想、行政学、国際政
治、比較政治など、さらに細分化された領域が含まれ、それぞ
れ研究手法も異なる。また、政治学という分野自体が、法学、
経済学、社会学、心理学などの隣接分野の研究成果を取り込み
ながら発達してきたため、学問的外延は非常に広範かつ曖昧で
ある。こうした政治学の学問的性格もあり、本講義においても
政治学を網羅的・体系的に議論することは困難である。そのた
め、本講義では、現代政治の主要なテーマを取り上げ、それら
を通して、政治学を学ぶうえで、また現実の政治を考察するう
えで、最低限必要となる基礎知識を中心に学習する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

現代政治の基礎概念について、それぞれの特徴を自分自身の言
葉で説明できる。(知識・理解)

現代政治の主要な問題について、それぞれの性格を明らかにし
たうえ、解決に向けた方策を提示できる。(技能)

現代の政治問題を解決するため、自ら主体的に考え、行動する
姿勢が身につく。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各回の授業の後、レジュメやノートを見返し、きちんと復習し
ておくとともに（1～2時間程度）、授業中に紹介する参考文献
も積極的に読むこと（授業期間中に少なくとも1～2冊は読了す
ることが望まれる）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験70％と平常点（ミニットペーペー）30％により、総合
的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

加茂利男、大西仁、石田徹、伊藤恭彦『現代政治学［第4
版］』（有斐閣、2012年）　ISBN 9784641124554
砂原庸介、稗田健志、多湖淳『政治学の第一歩』（有斐
閣、2015年）　ISBN 9784641150256

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業中の私語は授業の妨げになり、他の受講者にも迷惑を
かけるため、厳に慎むこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ガイダンス、政治とは何か
２　政治学の基礎概念
３　政治体制
４　現代日本の政治と行政
５　中央・地方関係
６　選挙制度
７　政党、利益集団
８　政治意識
９　福祉国家の成立
10　コミュニティの役割
11　住民参加の諸権利
12　国際政治(1):近代の国際政治
13　国際政治(2):現代の国際政治
14　国際政治(3):現代の国際問題
15　まとめ



2019-S000009455-01政治学Ｂ（グローバル化とナショナリズム）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・１時限　　試験時間割：2020/01/27　３時限　　

施　光恒

◎－－－　概要　－－－◎

・代表的な政治理論・思想の概要を説明したうえで、それが現代の
日本政治を理解する上でどのように関係してくるかについて、論じ
ていく。
・この授業では、特に、グローバル化の進展、およびその反動がみ
られる現在の政治状況のもとで、国民国家や「ナショナルなもの」
（国民意識や国民の連帯、愛国心など）の役割を検討していく。
・前半では、主に「ナショナルなもの」と自由民主主義との関連を
考える。
・後半（第11回以降あたりから）は、主に、日本のナショナル・ア
イデンティティについて、いくつかの観点から考察する。
基本的に講義形式で進める。
・パワーポイントのスライドを用いる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ネイションの起源に対する代表的な見方を、「近代」との関わりで
説明できる。(知識・理解)

グローバル化が進むとなぜ格差拡大が生じるのかを説明できる。
(知識・理解)

グローバル化が進むとなぜ民主主義が機能不全に陥るのかを説明で
きる。(知識・理解)

自由、平等、民主主義、少数者の保護といった自由民主主義の理念
と、安定したネイションとの結びつきについて説明できる。(知
識・理解)

歴史教育の目的について、複数の立場から議論できる。(知識・理
解)

日本のナショナル・アイデンティティについて、複数の見方から説
明することができる。(知識・理解)

日本のナショナル・アイデンティティについて、自由民主主義との
関わりという観点から議論できる。(技能)

現在進められているグローバル化の政策について、政治理論の代表
的な語彙や考え方を用いつつ、説明し、評価できる。(技能)

グローバル化やナショナリズムの問題について、新聞やネット上の
ニュースなどを踏まえて日常的に考えるようになる。(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習：次回の授業で用いるテキストや参考文献の該当箇所に目
を通す（毎回30分程度）。
事後学習：毎回の授業で配布するプリントを熟読し、理解できたか
どうか確認する。頭の中で、話の流れが再現できるようになること
を目指す（30分程度）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

現在、進められているグローバル化の現象を、ナショナリズムやグ
ローバル化に関する理論の基礎的な語彙や考え方を用いながら説明
し、評価することができるかを評価の基準とする。おおよそ期末試
験（論述式）（80％)、レポート（20％）の配分である。上記の九
つ「到達目標」のうち、最初の7つは主に試験で、残りの二つは主
にレポートでその達成度を見る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

施光恒『英語化は愚民化――――日本の国力が地に落ち
る』（集英社新書、2015年）

◎－－－　参考書　－－－◎

本当に日本人は流されやすいのか　ISBN 4040820290
ナショナリズムの政治学　ISBN 4779503264
原理から考える政治学　ISBN 4589037262
うえで上げたもの以外の参考書については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業中に紹介する参考文献に興味をもち、できる限り目
を通すようにしてください。

・政治に対する興味と知識を得るために、新聞、ニュー
ス、書籍、インターネット、雑誌などを駆使して、一つの
問題に関して複数の視点から情報を得るように日々心がけ
てください。たとえば新聞を例にとるとすれば、特定の一
紙の論説や記事をそのまま信用するのではなく、それをほ
かの新聞や雑誌、書籍、インターネットのサイト（さまざ
まなブログや各種掲示板など）を参照しつつ、多角的に評
価する習慣を養ってください。

・政治学Ａと合わせて受講することが望ましいが（できれ
ばそうしてください）、政治学Ｂのみの受講もできます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　授業の概要説明
２　ネイションの起源
３　ネイションの起源
４　グローバル化の問題点――格差拡大はなぜ生じるのか
５　グローバル化の問題点――民主主義の機能不全
６　ナショナリティと自由民主主義
７　ナショナリティと自由民主主義
８　ナショナリティと自由民主主義
９　歴史教育を考える
１０　歴史教育を考える
１１　海洋国家論と移民問題――日本のナショナル・アイ
デンティティ
１２　海洋国家論と移民問題――日本のナショナル・アイ
デンティティ
１３　日本人の道徳意識――日本のナショナル・アイデン
ティティ
１４　日本人の道徳意識――日本のナショナル・アイデン
ティティ
１５　まとめ



2019-S000009455-06政治学Ｂ（現代デモクラシー論）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・３時限　　試験時間割：2020/01/27　３時限　　

廣澤　孝之

◎－－－　概要　－－－◎

　現代世界における民主政(デモクラシー)の諸課題について講
義する。現代世界における民主政はファシズムなどさまざまな
反民主政治の潮流を乗り越えて、これまで発展してきたと考え
られるが、各国における選挙の投票率の低下、政治的無関心の
増大に示されているように、自分たちが政治の主人公であると
いう意識は薄れ、いくつかの国では再び独裁政治を讃美する動
きすら見られようとしている。
　こうした状況のなかで、現代世界におけるデモクラシーの諸
原理とは何か、グローバル化しつつ世界のなかで現代のデモク
ラシーにどのような構造的変化が起こりつつあるかについて考
察していく。
　具体的な講義内容としては現代世界が抱える地球的規模の諸
課題に対して、デモクラシーを諸原理とする政治制度は有効な
解決策を示しうるのか、国民国家を基本的単位としてきた近代
デモクラシーの諸原理とグローバル化した世界との関わり、変
貌の激しい家族や共同体と政治空間との関係などについて順次
考えていく。
　さまざまな分野を専攻する学生が履修する全学共通科目であ
ることに配慮し、政治や経済・社会などに関する基礎的知識を
補いつつ、わかりやすい講義となるよう努める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

現代政治の基本原理について正確な知識を持つ。(知識・理解)

デモクラシーの諸原理をさまざまな場面で活用し、自分の考え
を表現できるようになる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回の受講に当たっては事前に配布したプリントに目を通して
おくことが極めて重要です。また事後には概念・用語等をしっ
かりと確認し理解を深めるために再度自分がとったノートを見
直すことが望まれるでしょう(30分)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験60％と平常点40％(平常点は小テスト・レポート等に
よる)との総合評価とし、到達目標にある、自分の言葉で政治
について考え、表現できることを最も重視して評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

「現代デモクラシー論」講義プリントを配布する予定

◎－－－　参考書　－－－◎

講義のなかで適宜指示する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

はじめに　問題の提起
第1部　20世紀民主政の展開過程
1　デモクラシーの基本問題
2　20世紀民主政の基本構造
3　ファシズムの挑戦と総力戦
4　冷戦と福祉国家の建設
5　豊かな社会と1968年の反乱
第2部　20世紀末の構造転換
6　新自由主義革命
7　政府の失敗と民営化路線
8　グローバリゼーションと多文化主義
9　家族の変貌と個人主義の亢進
10　グローバルな貧困と環境問題
第3部　21世紀民主政の課題
11　現代世界における政治構造の転換過程(1)
12  現代世界における政治構造の転換過程(2)
13　諸改革のグランドデザイン(1)
14  諸改革のグランドデザイン(2)
15　むすび　現代デモクラシーの諸課題
 



2019-S000009455-04政治学Ｂ（国際政治史概説）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・５時限　　試験時間割：2020/01/27　３時限　　

山中　亜紀

◎－－－　概要　－－－◎

21世紀初頭の現在、国際社会の様相は20世紀とは大きく様変わ
りしています。たとえば、EUに代表されるように、旧来の国
家の枠組を超えた統合体を創りだそうとする取り組みが世界の
あちこちでなされています。一方、アジアやアフリカを中心と
する地域では、あらたな独立国家の建設をめざす分離運動や、
領土の再編・分割をめぐる対立も続いています。世界の「かた
ち」は、日々、更新されているのです。もっとも、こうした国
際事象のほとんどは、近年になって初めて生じたものではな
く、前世紀以前から続く歴史的な背景を有しています。そうし
た前史を知っていれば、「どうしていま、このような動き／問
題がおこっているのか」ということは、ずっと理解しやすくな
るはずです。本講義では、現代の国際問題を理解するうえで不
可欠な、基本的な国際政治の歴史を学びたいと思います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

国際的な時事的トピックの概要を知る(知識・理解)

時事的トピックについて、多角的に考察しようとする態度をみ
につける(態度・志向性)

理解した内容を、言葉を用いて他人に伝わるよう表現できるよ
うになる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業終了時、その日の授業内容を復習するため、もしくは次回
授業の予習のために、【毎回必ず】課題（約30～60分を要す
る）を課します。課題をこなしたうえで授業に臨むことは【出
席の前提条件】です。課題内容はその時々で変わりますので、
指示をきちんと聞いてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験７０％およびコメント・シート（授業内容への質問や
感想、課題への回答を記入してもらいます）３０％を目安とし
て、総合的に評価します。
・定期試験の回答形式は論述式を予定しています。論述を採点
するにあたっては、「講義内容の理解」にくわえ、「論述展開
の適切さ・明瞭さ」および「表記の適切さ」を基準とします
（箇条書き、字句の羅列、図式化、ノートの転載等は評価しま
せん）
・受講姿勢および授業内容への理解度を確認するため、授業中
に適宜、コメント・シートを配布し、質問・設問への回答を求
めます（シートへの記入内容も評価対象とします）

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しません

◎－－－　参考書　－－－◎

石井修『国際政治史としての20世紀』有信堂高文社、2000
年、3000円＋税　ISBN 978-4-8420-5539-8
松岡完『20世紀の国際政治』［改訂増補版］同文舘出版、
2003年、3,400円＋税　ISBN 978-4-4954-6172-0

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業内容についてのレジュメ（要旨）は配布しません。講
義概要は板書するので、ノートをとってください（口頭説
明のみになることもありますが、各自で重要度を判断し、
メモをとってください）。
コメント・シートを代筆する（代筆してもらう）など不誠
実な行動は、厳に慎んでください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

授業の内容・順序は以下のように考えていますが、進展に
応じて、多少変更することもあります
1. イントロダクション
2. 国際政治のアリーナ
3.19世紀末の国際情勢：帝国主義の時代～アフリカ諸国の
内戦
4. 第一次世界大戦～パレスティナ問題
5. 国際連盟の創設～集団安全保障
6. 世界恐慌とブロック化の伸展～自由貿易体制
7. 第二次世界大戦と戦後体制の構築～日本の「領土問題」
8.冷戦のはじまり1～朝鮮半島分断
9. 冷戦のはじまり2～ヨーロッパ統合の礎
10. 冷戦の常態化～武器の拡散
11. 核をめぐる争い～核不拡散の取組み
12. デタントと国際政治の多極化～資源外交
13. 冷戦のおわり～激化する民族紛争
14. あらたな世界秩序をもとめて～「独立」と地域共同体
15. まとめ



2019-S000009473-01政治学概論Ａ（現代政治と国家）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・４時限　　試験時間割：2019/08/01　３時限　　

東原　正明

◎－－－　概要　－－－◎

　19世紀以降、世界の政治は国民国家を中心として動いてきま
した。しかし近年、統合を一層深めつつあるEUをはじめとし
て、国家を超える組織の重要性が高まっています。それと同時
に、国家内において存在する、あるいは国境をまたいで結びつ
きを強める地域の動向も注目されるようになり、国民国家概念
の相対化ともいえる事態が進行しています。
　このような現状認識に立つとはいえ、二度の世界大戦を経て
現在に至るまで、依然として国家が政治の中心的なアクターの
一つとして存在し続けていることも事実です。また、ヨーロッ
パには統合の進展に対する懐疑や反対の動きも見られます。本
講義ではまず、政治とは何かについて考えたのち、私たちの生
活に今なお欠くことのできない現代の国家に関して様々な角度
から検討します。その際には、担当者が在オーストリア日本大
使館の専門調査員として勤務した経験を活かし、ヨーロッパを
中心に国家に関わる様々なテーマを提示しつつ内容を深め、講
義します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

政治とは何かということについて理解することができる(知
識・理解)

国民国家について、その歴史や問題点も含めて学習することを
通じて、現代世界の政治的動向について自己の見解を持つこと
ができる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習としては、日ごろから新聞等の報道に目を通し、日本や
世界の政治の動向に関心を持っておくことが求められます。復
習としては、講義の内容を整理して疑問点や問題点を確認し、
次回授業に臨む準備をすることが必要です（90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　講義内容をふまえ、政治とは何か、国家とは何かについて理
解できているかを評価の基準とします。
　定期試験により評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

山本佐門『現代国家と民主政治（改訂版）』（北樹出版、
2010年）　ISBN978-4779302459（1800円＋税）

◎－－－　参考書　－－－◎

政治学の第一歩　ISBN 978-4-641-15025-6
連邦制入門　ISBN 978-4862830722
政治学をつかむ　ISBN 978-4641177154

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　日ごろから政治への関心を持ち、積極的に学習して下さ
い。
　私語など他の受講生の学習を妨害する行為、携帯電話、
スマートフォン等の使用は禁止し、それらの行為に対して
は、学生証を提示させ、退出を命じる等の措置を含めて厳
正に対処します。携帯電話、スマートフォン等は講義には
不要ですので、カバンの中に収納し、机上には出さないこ
と。
　各回の配布資料はFUポータルに掲載するので、各自で
印刷して講義時に持参してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 はじめに
2 政治現象とは
3 政治の定義
4 国家とは（1）
5 国家とは（2）
6 国家権力（1）
7 国家権力（2）
8 ナショナリズムと国家（1）
9 ナショナリズムと国家（2）
10 民族と国家
11 変動する国家（1）
12 変動する国家（2）
13 政治体制
14 新しい国のかたち
15 おわりに



2019-S000009474-01政治学概論Ｂ（代表制民主主義の理念と現実）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・４時限　　試験時間割：2020/01/27　３時限　　

東原　正明

◎－－－　概要　－－－◎

　民主主義国家において、国民は主権者として様々な形で政治
に参加しています。この参加は、選挙における投票という形で
表現されるだけではありません。デモや集会への参加、利益集
団を通じての積極的な政治活動など、議会外の直接行動も含め
た幅広いものとしてとらえることが重要です。こうした広範な
政治参加をより意義のあるものにするためにも、私たちには民
主主義についての理解を十分なものとしておくことが必要とな
ります。
　本講義では、検討の対象を代表制民主主義に絞りつつ、議会
や政党、行政府などの現実政治における様々なアクターの活動
や特質について説明するとともに、地方自治の現状や、政治へ
のマスメディアの影響についても検討します。その上で、代表
制民主主義が抱える諸問題を分析し、民主主義への理解を深め
ます。その際には、担当者が在オーストリア日本大使館の専門
調査員として勤務した経験を活かし、ヨーロッパにおける代表
制民主主義の実態についても解説します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

代表制民主主義の理念と現実に関して理解することができる
(知識・理解)

現在の民主主義が抱える課題や問題点について考える上で必要
な知識の取得し、大学での講義にとどまることなく、社会に出
てからも主権者として主体的に行動できるようになる(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習としては、日ごろから新聞等の報道に目を通し、日本や
世界の政治の動向に関心を持っておくことが求められます。復
習としては、講義の内容を整理して疑問点や問題点を確認し、
次回授業に臨む準備をすることが必要です（90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　講義内容をふまえ、代表制民主主義の理念と現実について理
解できているか、現在の民主主義が抱える課題や問題点につい
て考える上で必要な知識の取得しているかを評価の基準としま
す。
　定期試験により評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

山本佐門『現代国家と民主政治（改訂版）』（北樹出版、
2010年）　ISBN978-4779302459（1800円＋税）

◎－－－　参考書　－－－◎

民主主義対民主主義 多数決型とコンセンサス型の36カ 国
比較研究（原著第2版）　ISBN 978-4326302338

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　日ごろから政治への関心を持ち、積極的に学習して下さ
い。
　私語など他の受講生の学習を妨害する行為、携帯電話、
スマートフォン等の使用は禁止し、それらの行為に対して
は、学生証を提示させ、退出を命じる等の措置を含めて厳
正に対処します。携帯電話、スマートフォン等は講義には
不要ですので、カバンの中に収納し、机上には出さないこ
と。
　各回の配布資料はFUポータルに掲載するので、各自で
印刷して講義時に持参してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 はじめに
2 政治集団
3 代表制民主主義
4 独裁体制
5 議会制民主主義の歴史
6 日本における議会制と政党制
7 議会制民主主義の基本要素
8 議会と行政府
9 政党と利益集団
10 選挙
11 地方自治
12 マスメディアと政治
13 国民の政治意識
14 代表制民主主義の現実
15 おわりに



2019-S000009456-06経済学Ａ（ミクロ経済学の基礎）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・３時限　　試験時間割：2019/08/01　３時限　　

主計　浩

◎－－－　概要　－－－◎

　現代のわれわれの経済は，私的所有権制度を基本的な所有形
態としながら，市場という機構に人々の活動の調整をゆだねる
「資本主義」を根幹とする経済体制である．またそこでは，資
本主義が生み出す様々な歪みを修正するための政府の政策的な
介入や計画をも容認しており，しばしば「混合経済」という名
称によって特徴づけられている．本講義の目的は，混合経済と
してのわれわれの経済を理解するための1つの分析道具である
「近代経済学」を解説することにある．近代経済学には消費
者・生産者・政府といった個々の経済主体に注目し，各主体の
相互作用の場・交換の場である市場を主要な分析対象とするミ
クロ経済学と，一国の経済全体を物価水準・GDP・失業率・イ
ンフレ率などの集計量によって捉えるマクロ経済学がある．本
講義では，ミクロ経済学の基本的な枠組みと主要概念・分析手
法をやさしく解説する．具体的にはミクロ経済学の課題，消費
者理論、生産者理論、市場均衡、不完全競争（独占、寡占）、
市場の失敗について説明する予定である．
　受講した皆さんは，少なくとも新聞の経済面を問題なく読め
るようになるだろう．特に公務員希望の方はぜひ受講してほし
い．

◎－－－　到達目標　－－－◎

経済学に関する基本的な知識を習得する(知識・理解)

現実に起こっている経済問題を自分の言葉で説明できる(知
識・理解)

経済学の専門的な知識を活用して、経済問題に対して積極的か
つ柔軟に解決する能力を身に着ける(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義では学習した内容から現実に起こっている経済問題につい
て考えていく．したがって，予めどのような経済問題が起こっ
ているのかを知るために，普段から新聞や雑誌，テレビの
ニュース等に目を通すこと．（30分）さらに，授業後は新たに
出てきた経済用語や経済学的な考え方をしっかり見直すこ
と。．（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験（80%），レポート（20%）によって評価する．
評価基準は，定期試験・レポートともに、
１．授業に出てきた経済用語をきちんと理解していること，
２．授業に出てきた経済政策や経済の出来事を説明できるこ
と，である．

◎－－－　テキスト　－－－◎

試験攻略入門塾 速習!ミクロ経済学
石川秀樹（著）　中央経済社　2808円

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．ミクロ経済学の考え方
２．消費者理論（効用）
３．消費者理論（無差別曲線）
４．消費者理論（効用最大化）
５．需要の価格弾力性
６．代替効果と所得効果
７．生産者理論（費用関数）
８．生産者理論（限界費用、平均費用、平均可変費用）
９．生産者理論（生産の決定）
１０．市場均衡（ワルラス、マーシャル、クモの巣調整過
程）
１１．不完全競争（独占）
１２．不完全競争（クールノー）
１３．不完全競争（ゲームの理論）
１４．市場の失敗（（外部性）
１５．市場の失敗（公共財）



2019-S000009456-01経済学Ａ（高齢社会と財政）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・４時限　　試験時間割：2019/08/01　３時限　　

菊池　裕子

◎－－－　概要　－－－◎

　わが国の経済が抱える問題の一つに人口構造の高齢化があり
ます。わが国の高齢化は、割合もスピードも他の国々とは比較
になりません。なぜこのような状況になったのでしょうか。こ
のような疑問を財政学の観点から明らかにしましょう。そし
て、人口構造の高齢化によって生じる問題とその対策を考えま
しょう。
　前半はプリントによって、後半は参考書を紹介しながら、授
業を進めます。財政学に知識は必要ありませんが、高齢化や社
会の動向に関心を持って授業に出席して下さい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

人口構造の高齢化の原因が説明できる。(知識・理解)

高齢社会と租税制度、公債制度、年金制度の関係について説明
できる。(知識・理解)

人口構造の高齢化がわが国の将来に及ぼす影響を説明できる。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業は可能な限りシラバスの通りに進めます。テキストを使
用せずに、プリントを配布して授業を進めますが、次回の授業
で使用するプリントの内容を各授業の最後に伝えますので、予
習として各自事前に調べて下さい。ほとんどが財務省や総務省
のホームページから入手可能です。また、小テスト（アナウン
スなし）を数回行いますので、授業後は毎回復習をして下さ
い。詳細は最初の授業で説明しますが、予習・復習それぞれ30
分～60分を充てて下さい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　人口構造の高齢化に関する知識を身につけ、その問題点を理
解することを目的とします。定期試験、小テスト、授業時の得
点は、人口構造の高齢化に関する理解度と知識よって評価しま
す。具体的には定期試験（40％）と小テストを含めた授業時の
得点（60％）の合計点です。数回の小テスト、その他について
の詳細は最初の授業で説明します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しません。

◎－－－　参考書　－－－◎

図説　日本の財政（平成29年度版）　ISBN
978-4-492-03196-4
必要に応じて参考文献を紹介します。
新聞を読む習慣を身につけて下さい。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　特に経済学の知識は必要としませんが、社会の動向や出
来事に興味を持って下さい。そして、新聞を読むように心
掛けて下さい。　

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．授業の進め方、内容の紹介
２．高齢化の進展と現状
３．高齢化の要因　長寿化
４．高齢化の要因　少子化Ⅰ
５．高齢化の要因　少子化Ⅱ
６．国民経済における政府の役割
７．財政（政府の経済活動）の目的Ⅰ
８．財政（政府の経済活動）の目的Ⅱ
９．わが国の財政の概況
10．高齢社会の問題点Ⅰ
11．高齢社会の問題点Ⅱ
12．高齢社会における租税制度
13．高齢社会における公債制度
14．高齢社会における年金制度
15．まとめ



2019-S000009456-04経済学Ａ（高齢社会と財政）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・５時限　　試験時間割：2019/08/01　３時限　　

菊池　裕子

◎－－－　概要　－－－◎

　わが国の経済が抱える問題の一つに人口構造の高齢化があり
ます。わが国の高齢化は、割合もスピードも他の国々とは比較
になりません。なぜこのような状況になったのでしょうか。こ
のような疑問を財政学の観点から明らかにしましょう。そし
て、人口構造の高齢化によって生じる問題とその対策を考えま
しょう。
　前半はプリントによって、後半は参考書を紹介しながら、授
業を進めます。財政学に知識は必要ありませんが、高齢化や社
会の動向に関心を持って授業に出席して下さい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

人口構造の高齢化の原因が説明できる。(知識・理解)

高齢社会と租税制度、公債制度、年金制度の関係について説明
できる。(知識・理解)

人口構造の高齢化がわが国の将来に及ぼす影響を説明できる。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業は可能な限りシラバスの通りに進めます。テキストを使
用せずに、プリントを配布して授業を進めますが、次回の授業
で使用するプリントの内容を各授業の最後に伝えますので、予
習として各自事前に調べて下さい。ほとんどが財務省や総務省
のホームページから入手可能です。また、小テスト（アナウン
スなし）を数回行いますので、授業後は毎回復習をして下さ
い。詳細は最初の授業で説明しますが、予習・復習それぞれ30
分～60分を充てて下さい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　人口構造の高齢化に関する知識を身につけ、その問題点を理
解することを目的とします。定期試験、小テスト、授業時の得
点は、人口構造の高齢化に関する理解度と知識よって評価しま
す。具体的には定期試験（40％）と小テストを含めた授業時の
得点（60％）の合計点です。数回の小テスト、その他について
の詳細は最初の授業で説明します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しません。

◎－－－　参考書　－－－◎

図説　日本の財政（平成29年度版）　ISBN
978-4-492-03196-4
必要に応じて参考文献を紹介します。
新聞を読む習慣を身につけて下さい。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　特に経済学の知識は必要としませんが、社会の動向や出
来事に興味を持って下さい。そして、新聞を読むように心
掛けて下さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．授業の進め方、内容の紹介
２．高齢化の進展と現状
３．高齢化の要因　長寿化
４．高齢化の要因　少子化Ⅰ
５．高齢化の要因　少子化Ⅱ
６．国民経済における政府の役割
７．財政（政府の経済活動）の目的Ⅰ
８．財政（政府の経済活動）の目的Ⅱ
９．わが国の財政の概況
10．高齢社会の問題点Ⅰ
11．高齢社会の問題点Ⅱ
12．高齢社会における租税制度
13．高齢社会における公債制度
14．高齢社会における年金制度
15．まとめ



2019-S000009456-03経済学Ａ（ミクロ経済学入門）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・５時限　　試験時間割：2019/08/01　３時限　　

玉田　桂子

◎－－－　概要　－－－◎

　経済学に触れたことがない人も多いと思いますが、この講義
で漠然とでも経済学のイメージを持ってもらうことが目的で
す。具体的にはミクロ経済学の導入部分を解説します。ミクロ
経済学とは、個別の企業や家計がどのように意思決定を行うか
などを研究する分野です。この講義では、主に家計や企業がど
のような意思決定を行いながら財・サービスの取引を行うのか
について、また課税が行われた時に何が起きるかについて説明
します。
　経済学に初めて触れる人はとっつきにくいと感じるかもしれ
ません。この講義では、一つのトピックに時間をかけ、具体的
な例をあげながら説明するので、記憶するのではなく、理解す
ることを目標にしてください。参考書ではアメリカの例が主で
すが、授業では日本の例も紹介します。また、経済学の知識は
前提としていませんので、経済学部ではない人も心配しないで
ください。
　これまでの勉強では記憶することが多かったかもしれません
が、大学、さらには社会に出たら考える力が必要になります。
この講義を通じて物事を考えられるようになってください。ま
た、講義で習ったことを応用させて物事を考える努力をしてみ
てください。難しくても、社会に出る上で重要なことです。
　経済学部の受講生はミクロ経済学の復習あるいは必修のミク
ロ経済学の予習をすることになりますが、この授業ではより直
感的な解説となったり、同じことについても違う角度からの説
明となるので、どのような説明であってもミクロ経済学の本質
を捉えられるようになってください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ミクロ経済学に関して、基礎的な知識を身につけている。(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次のトピックについて参考書などを使って調べる。（90
分）
復習：講義の復習を行う。（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験（100%）で評価を行う。
定期試験では、授業で解説したことについて自分の言葉で説明
できるかを評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特になし

◎－－－　参考書　－－－◎

入門経済学　ISBN 978-4-492-31386-2
講義は参考書の前半部分に沿って行います。参考書の購入
を強制はしませんが、講義の理解に役立つと思います。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

しっかり授業を聞いてください。
予習の際にインターネットを用いると正しくない記述があ
るので、できるだけ参考書や図書館を活用してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（１）イントロダクション
（２）グラフの見方
（３）市場と競争
（４）需要曲線、需要曲線のシフト
（５）供給曲線、供給曲線のシフト
（６）需要と供給を組み合わせる
（７）価格規制ー上限規制
（８）価格規制ー下限規制
（９）税金について
（10）税金ー売り手に対する課税
（11）税金ー買い手に対する課税
（12）税の帰着
（13）消費者余剰
（14）生産者余剰、総余剰
（15）まとめ
内容・順序は受講生の理解度に合わせて変更する可能性が
あります。



2019-S000009456-05経済学Ａ（おもしろミクロ経済学（文系も理系も一から学べるビジネス思考））

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・５時限　　試験時間割：2019/08/01　３時限　　

山崎　好裕

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義を受講しようかな、と考えている皆さんは、いろい
ろな学部の学生さんで、大学に入学してすぐの人が多いと思い
ます。現代の社会では経済が重要だから、社会に出る前にどう
しても勉強しておきたい。だけど、経済学は数学も使うから難
しそうだし、金融と為替とかややこしいことが多そうだなあ
…。こんなふうに考えていませんか。そんな皆さんに、私の担
当している教養経済学の講義はうってつけです。面白く分かり
やすい講義を聞いているうちに、自然と経済学の基本が身につ
いていることに気が付くでしょう。しかも、それだけではな
く、ここで勉強することは、世の中で生きて働いていることば
かりですから、すぐに役に立つはずです。
　経済学は、ミクロとマクロという2つの分野から成っていま
す。ミクロ経済学が人々の暮らし方や働き方の原理を考える分
野であるのに対して、マクロ経済学は国民全体が織り成す経済
の動向や政府の経済政策の原理を考える分野です。こう考える
とミクロ（ちっちゃい）とか、マクロ（でっかい）と名付けら
れている意味もよく分かりますよね。ですから、どっちが身近
で分かりやすいかと質問されても、それは微妙です。両方の分
野が相俟って経済学の全体を構成しているわけです。「経済学
Ａ」の講義では、そのなかのミクロ経済学を学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ミクロ経済学の基本的な考え方について知識が身に付いてい
る。(知識・理解)

経済生活のなかで合理的に判断し行動する技能がある。(技能)

仕事やビジネスの現場で常に効率的な解決策を探す志向性を獲
得している。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業はテキストに従って進みます。授業の前にはテキストを
事前に読んでください。授業の後にはテキストとノートを読
み、理解しておいてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　ミクロ経済学の基礎的な知識を身に着けたかどうかで評価し
ます。
　評価は定期試験の点数で100％出します。試験問題は、文章
の穴埋めの問題が6問30点、○×式問題が8問40点、計算問題が
30点となります。穴埋め問題では語群を与えますので、そこか
ら選んでください。計算問題はテキストにある問題から、その
ままのかたちで出題されます。
　なお、質問や相談については電子メール（yamazaki@cis.
fukuoka-u.ac.jp）を使ってくれればお互いに便利です。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　山崎好裕『おもしろ経済数学』2006年、ミネルヴァ書
房。ISBN 978-4-623-04526-6

◎－－－　参考書　－－－◎

　必要があれば、授業中に随時紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　私の担当している「経済学B」とあわせて履修すると、
経済学の全体像を分かりやすく理解することができます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　前期のはじめに

2　消費生活の数学(1)

3　消費生活の数学(2)

4　売上増大の数学(1)

5　売上増大の数学(2)

6　企業経営の数学(1)

7　企業経営の数学(2)

8　勢力均衡の数学(1)

9　勢力均衡の数学(2)

10　資産運用の数学(1)

11　資産運用の数学(2)

12　景気循環の数学(1)

13　景気循環の数学(2)

14　数学コラムのまとめ

15　前期の終わりに



2019-S000009456-07経済学Ａ（経済理論と国民経済（経済学入門））

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・４時限　　試験時間割：2019/08/01　３時限　　

楊　光洙

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、経済学をはじめて学ぶ学生のための基礎理論
をベースに、ミクロ経済学・マクロ経済学の視点から日本経済
の動向について議論します。
　講義では、まず社会科学の経済系である経済学、商学、経営
学という学問についてそれぞれの研究分野と相互の関連性を理
解した上で、経済学の位置づけや研究対象ごとに身近なトピッ
クを通じて考えていきます。
　経済理論については、日常生活からよく使われている経済関
連の日常用語と専門用語を区別し、わかりやすく解説します。
また、現実経済を的確に理解するために必要な経済理論と事例
を関連付けて実践的な内容を議論します。
　＊授業内容は受講生の理解次第で変更されることもありま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①経済学の基本概念や原理について理解し、他者に説明できる
（知識・理解）(知識・理解)

②経済時事問題について専門用語を用いて自分の言葉で説明で
きる（機能）(技能)

③日常生活でTVニュースや新聞記事等に関心を持ち、主体的
に考える態度を持つ（態度・志向性）(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業計画の毎回の講義テーマに沿って、事前に関連の専門用
語の概念や現実経済事情を調査し予習（60分）して下さい。 ま
た、毎回の講義ポイントを自分なりに整理し、自分のものにな
るように復習（60分）して下さい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　経済の基礎理論と現実の経済現象を自分の言葉で説明できる
かを、評価の基準とします。期末試験（100％）で評価を行い
ます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは指定しません。必要に応じて資料を配布しま
す。

◎－－－　参考書　－－－◎

講義中に適宜紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　この授業では、理論だけではなく、実際経済の内容が多
く含まれていますので、常に国内外の政治・経済の動向に
ついて関心をもって関連情報を入手し、整理して参加して
下さい。
　授業は、一方的な座学ではなく、皆で議論するディス
カッション方式も導入しているので、人に自らの考えを伝
える能力や主体的な学修の姿勢が望ましいです。
　また、社会に出たときに必要な能力を身につける、とい
うことを意識して授業に臨んでください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　授業計画（講義方法、成績評価方法等）
2　経済の仕組みと循環（経済学の体系）
3　日本経済の動向（１）
4　日本経済の動向（２）
5　日本経済の動向（３）
6　需要と供給（市場、価格）
7　消費者行動（効用、消費関数）
8　生産者行動（利潤最大化、生産関数）
9　通貨と金融（貨幣、利子率、為替レート）
10　物価と景気（インフレ、デフレ、景気変動）
11　雇用と失業（雇用形態、失業対策、働き方）
12　租税と財政支出（税制、予算、公債）
13　経済成長（産業革命、ソサイエティ5.0）
14　IS-LMモデル（財政金融政策の効果分析）
15　総括（授業内容のポイント）



2019-S000009456-09経済学Ａ（経済理論と国民経済（経済学入門））

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・５時限　　試験時間割：2019/08/01　３時限　　

楊　光洙

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、経済学をはじめて学ぶ学生のための基礎理論
をベースに、ミクロ経済学・マクロ経済学の視点から日本経済
の動向について議論します。
　講義では、まず社会科学の経済系である経済学、商学、経営
学という学問についてそれぞれの研究分野と相互の関連性を理
解した上で、経済学の位置づけや研究対象ごとに身近なトピッ
クを通じて考えていきます。
　経済理論については、日常生活からよく使われている経済関
連の日常用語と専門用語を区別し、わかりやすく解説します。
また、現実経済を的確に理解するために必要な経済理論と事例
を関連付けて実践的な内容を議論します。
　＊授業内容は受講生の理解次第で変更されることもありま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①経済学の基本概念や原理について理解し、他者に説明できる
（知識・理解）(知識・理解)

②経済時事問題について専門用語を用いて自分の言葉で説明で
きる（機能）(技能)

③日常生活でTVニュースや新聞記事等に関心を持ち、主体的
に考える態度を持つ（態度・志向性）(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業計画の毎回の講義テーマに沿って、事前に関連の専門用
語の概念や現実経済事情を調査し予習（60分）して下さい。 ま
た、毎回の講義ポイントを自分なりに整理し、自分のものにな
るように復習（60分）して下さい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　経済の基礎理論と現実の経済事情を自分の言葉で説明できる
かを評価の基準とします。期末試験（100％）で評価を行いま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは指定しません。必要に応じて資料を配布しま
す。

◎－－－　参考書　－－－◎

講義中に適宜紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　この授業では、理論だけではなく、実際経済の内容が多
く含まれていますので、常に国内外の政治・経済の動向に
ついて関心をもって関連情報を入手し、整理して参加して
下さい。
授業は、一方的な座学ではなく、皆で議論するディスカッ
ション方式も導入しているので、人に自らの考えを伝える
能力や主体的な学修の姿勢が望ましいです。
また、社会に出たときに必要な能力を身につける、という
ことを意識して授業に臨んでください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　授業計画（講義方法、成績評価方法等）
2　経済の仕組みと循環（経済学の体系）
3　日本経済の動向（１）
4　日本経済の動向（２）
5　日本経済の動向（３）
6　需要と供給（市場、価格）
7　消費者行動（効用、消費関数）
8　生産者行動（利潤最大化、生産関数）
9　通貨と金融（貨幣、利子率、為替レート）
10　物価と景気（インフレ、デフレ、景気変動）
11　雇用と失業（雇用形態、失業対策、働き方）
12　租税と財政支出（税制、予算、公債）
13　経済成長（産業革命、ソサイエティ5.0）
14　IS-LMモデル（財政金融政策の効果分析）
15　総括（授業内容のポイント）



2019-S000009456-02経済学Ａ（社会科学の思考法を経済学を通じて学ぶ）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・３時限　　試験時間割：2019/08/01　３時限　　

李　錦東

◎－－－　概要　－－－◎

　このクラスは、経済学の基本的思考方法を身につけることを
目指したクラスです。経済学を初めて学ぶ学生にとって、経済
学の教科書は「分かったような、分からないような」と言う気
分にさせられることもあります。また、経済学で学ぶ内容は、
「現実の世の中とは、違うんじゃないか」と思う人もいるで
しょう。本クラスは、受講生がもつ「経済学」と「現実の世の
なか」に関わる疑問点などを、講師と受講生との間で質疑応答
やディスカッションを通じて理解していきます。また、それぞ
れの疑問点に関する事項をどう深く理解すればよいのかなどを
考えて行きます。場合によっては、テキストやニュースの行間
まで読み込み、疑問点をしっかり解決し、深いレベルの理解を
していきます。このクラスで元気に議論することによって、経
済学に関するしっかりとした基盤を作って行きましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

経済学の基本的な発想をみにつけることが出来る。(知識・理
解)

経済学に関する主要キーワード（100個程度）を理解し、自分
の言葉で説明できる。(知識・理解)

新聞の経済面の記事に関心をもち、経済に関する記事を少々楽
しく読めるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

復習をとくに重視してください。授業で学んだ事項を確実に自
分のものにしてください。勉強には、丸暗記するのも必要です
が、本クラスでは、論理的の筋を自分で理解できるようにして
ください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

50％期末テスト
20％中間ミニテスト（2回～4回）
30％授業中の発言回数などの積極的な授業参加態度

期末テスト及びミニテストによって、到達目標がどの程度達成
されているかを試験する。ミニテストの回数については、講師
が、授業に於いて質疑に対する受講生の答弁・ミニテストの答
案の正解率・受講生のノートなどをみて、総合的に判断する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

N. Gregory Mankiw『マンキュー経済学　I　ミクロ編（第3
版）』東洋経済新報社、2013年
ISBN-10: 4492314377
ISBN-13: 978-4492314371

◎－－－　参考書　－－－◎

必要に応じて、適宜に授業中に案内します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

復習をしっかりやりましょう。教科書をじっくり読む習慣
をつけましょう。

◎－－－　授業計画　－－－◎

※授業は、基本的に授業計画に沿って進めますが、受講生
の理解度にあわせフレキシブルに調整していきます。

１イントロダクション（授業の進め方・社会科学の考え
方・経済学の考え方など）
２経済学の考え方（経済学の十大原理）
３経済学者らしく考える
４相互依存と貿易
５需要と供給の作用
６弾力性
７政府の政策と需要・供給
８市場の効率性（消費者余剰）
９課税の費用
10国際貿易で得するのは？
11外部性
12財の分類
13生産の費用
14競争市場における企業
15まとめ



2019-S000009457-03経済学Ｂ（マクロ経済学の基礎）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・３時限　　試験時間割：2020/01/27　３時限　　

主計　浩

◎－－－　概要　－－－◎

　現代のわれわれの経済は，私的所有権制度を基本的な所有形
態としながら，市場という機構に人々の活動の調整をゆだねる
「資本主義」を根幹とする経済体制である．またそこでは，資
本主義が生み出す様々な歪みを修正するための政府の政策的な
介入や計画をも容認しており，しばしば「混合経済」という名
称によって特徴づけられている．本講義の目的は，混合経済と
してのわれわれの経済を理解するための1つの分析道具である
「近代経済学」を解説することにある．近代経済学には消費
者・生産者・政府といった個々の経済主体に注目し，各主体の
相互作用の場・交換の場である市場を主要な分析対象とするミ
クロ経済学と，一国の経済全体を物価水準・GDP・失業率・イ
ンフレ率などの集計量によって捉えるマクロ経済学がある．本
講義では，マクロ経済学の基本的な枠組みと主要概念・分析手
法をやさしく解説する．具体的にはマクロ経済学の課題，国民
所得の諸概念，国民所得の決定，IS-LM分析，財政金融政策，
総需要と総供給，国際マクロ経済を説明する予定である．
　受講した皆さんは，少なくとも新聞の経済面を問題なく読め
るようになるだろう．特に公務員希望の方はぜひ受講してほし
い．

◎－－－　到達目標　－－－◎

経済学の基本的な知識を習得する(知識・理解)

現実に起こっている経済問題を自分の言葉で説明できる(知
識・理解)

経済学の専門的な知識を活用して、経済問題に対して積極的か
つ柔軟に解決する能力を身に着ける(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義では学習した内容から現実に起こっている経済問題につい
て考えていく．したがって，予めどのような経済問題が起こっ
ているのかを知るために，普段から新聞や雑誌，テレビの
ニュース等に目を通すこと．（30分「）さらに，授業後は新た
に出てきた経済用語や経済学的な考え方をしっかり見直すこ
と。．（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験（80%），レポート（20%）によって評価する．
評価基準は，定期試験・レポートともに、
１．授業に出てきた経済用語をきちんと理解していること，
２．授業に出てきた経済政策や経済の出来事を説明できるこ
と，である．

◎－－－　テキスト　－－－◎

試験攻略　新・経済学入門塾（I）マクロ編　石川秀樹著
　中央経済社　2376円

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．マクロ経済学の考え方，GDPとは
２．GDPの決定（1）有効需要の原理
３．GDPの決定（2）：45度線分析その1
４．GDPの決定（3）：45度線分析その2
５．GDPの決定（4）：45度線分析その3
６．IS-LM分析（1）：IS曲線の導出
７．IS-LM分析（2）：LM曲線の導出（その1）
８．IS-LM分析（3）：LM曲線の導出（その2）
９．IS-LM分析（4）：財市場と貨幣市場の同時均衡
１０．IS-LM分析（5）：財政政策・金融政策
１１．総需要と総供給（1）：総需要曲線（AD曲線）
１２．総需要と総供給（2）：総供給曲線（AS曲線）
１３．総需要と総供給（3）：AD・ASによるマクロ均衡
１４．国際マクロ経済（1）
１５．国際マクロ経済（2）



2019-S000009457-01経済学Ｂ（マクロ経済学の基礎）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・３時限　　試験時間割：2020/01/27　３時限　　

主計　浩

◎－－－　概要　－－－◎

　現代のわれわれの経済は，私的所有権制度を基本的な所有形
態としながら，市場という機構に人々の活動の調整をゆだねる
「資本主義」を根幹とする経済体制である．またそこでは，資
本主義が生み出す様々な歪みを修正するための政府の政策的な
介入や計画をも容認しており，しばしば「混合経済」という名
称によって特徴づけられている．本講義の目的は，混合経済と
してのわれわれの経済を理解するための1つの分析道具である
「近代経済学」を解説することにある．近代経済学には消費
者・生産者・政府といった個々の経済主体に注目し，各主体の
相互作用の場・交換の場である市場を主要な分析対象とするミ
クロ経済学と，一国の経済全体を物価水準・GDP・失業率・イ
ンフレ率などの集計量によって捉えるマクロ経済学がある．本
講義では，マクロ経済学の基本的な枠組みと主要概念・分析手
法をやさしく解説する．具体的にはマクロ経済学の課題，国民
所得の諸概念，国民所得の決定，IS-LM分析，財政金融政策，
総需要と総供給，国際マクロ経済を説明する予定である．
　受講した皆さんは，少なくとも新聞の経済面を問題なく読め
るようになるだろう．特に公務員希望の方はぜひ受講してほし
い．

◎－－－　到達目標　－－－◎

経済学に関する基本的な知識を習得する(知識・理解)

現実に起こっている経済問題を自分の言葉で説明できる(知
識・理解)

経済学の専門的な知識を活用して、経済問題に対して積極的か
つ柔軟に解決する能力を身に着ける(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義では学習した内容から現実に起こっている経済問題につい
て考えていく．したがって，予めどのような経済問題が起こっ
ているのかを知るために，普段から新聞や雑誌，テレビの
ニュース等に目を通すこと．（30分）さらに，授業後は新たに
出てきた経済用語や経済学的な考え方をしっかり見直すこ
と。．（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験（80%），レポート（20%）によって評価する．
評価基準は，定期試験・レポートともに、
１．授業に出てきた経済用語をきちんと理解していること，
２．授業に出てきた経済政策や経済の出来事を説明できるこ
と，である．

◎－－－　テキスト　－－－◎

試験攻略　新・経済学入門塾（I）マクロ編　石川秀樹著
　中央経済社　2376円

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．マクロ経済学の考え方，GDPとは
２．GDPの決定（1）有効需要の原理
３．GDPの決定（2）：45度線分析その1
４．GDPの決定（3）：45度線分析その2
５．GDPの決定（4）：45度線分析その3
６．IS-LM分析（1）：IS曲線の導出
７．IS-LM分析（2）：LM曲線の導出（その1）
８．IS-LM分析（3）：LM曲線の導出（その2）
９．IS-LM分析（4）：財市場と貨幣市場の同時均衡
１０．IS-LM分析（5）：財政政策・金融政策
１１．総需要と総供給（1）：総需要曲線（AD曲線）
１２．総需要と総供給（2）：総供給曲線（AS曲線）
１３．総需要と総供給（3）：AD・ASによるマクロ均衡
１４．国際マクロ経済（1）
１５．国際マクロ経済（2）



2019-S000009457-07経済学Ｂ（マクロ経済学入門）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・５時限　　試験時間割：2020/01/27　３時限　　

玉田　桂子

◎－－－　概要　－－－◎

この講義では経済学の入門として、マクロ経済学の導入部分を
解説します。マクロ経済学とは、一国のインフレ、失業、経済
成長など経済全体を研究する学問です。
　これまで経済学に触れたことがない人も多いと思いますが、
この講義で漠然とでもマクロ経済学のイメージを持ってもらう
ことが目的です。 経済学に初めて触れる人はとっつきにくいと
感じるかもしれません。この講義では、一つのトピックに時間
をかけ、現在の日本経済の問題点など具体的な例をあげながら
説明するので、記憶するのではなく、理解することを目標にし
てください。 経済学を勉強したことがないことを前提として講
義を進めるので、経済学部以外の人も心配しないでください。
経済学部の１年生は必修のマクロ経済学の準備になると思いま
す。　
　これまでの勉強では記憶することが多かったかもしれません
が、大学、さらには社会に出たら考える力が必要になります。
この講義を通じて物事を考えられるようになってください。ま
た、講義で習ったことを応用させて物事を考える努力をしてみ
てください。難しいと思うかもしれませんが、社会に出る上で
重要なことです。

◎－－－　到達目標　－－－◎

マクロ経済学に関して、基礎的な知識を身につけている。(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：講義の終わりに指示する内容をテキストを用いて勉強す
る。 （90分）
復習：講義で学んだことを復習する。 （90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験（100%）で評価を行う。
定期試験では、授業で解説したことについて自分の言葉で説明
できるかを評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『マクロ経済学の第一歩』　柴田章久・宇南山卓著　有斐
閣 ISBN 978-4-641-15006-5　1900円＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

しっかり授業を聞いてください。
予習の際にインターネットを用いると、正しくない記述も
見られるので、テキストやその他のマクロ経済学の本を用
いるようにしてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（１）イントロダクション
（２）マクロ経済学とは
（３）GDPとは
（４）経済成長と技術の役割
（５）消費の決定
（６）投資の決定
（７）労働市場
（８）失業
（９）所得分配と格差
（１０）再分配政策
（１１）政府支出の役割
（１２）社会保障の仕組み
（１３）少子高齢化と財政
（１４）開放経済
（１５）まとめ
内容・順序は変更する可能性があります。



2019-S000009457-06経済学Ｂ（マクロ経済学の基礎）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・２時限　　試験時間割：2020/01/27　３時限　　

藤本　浩明

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では、マクロ経済学の土台となっているマクロモデルを簡単
な数式や図表を織り交ぜながら解説するとともに、理解度を確かめる
ために、公務員・公認会計士・外交官・国税専門官・中小企業診断
士・不動産鑑定士・弁理士など各種資格試験などの過去問に基づく問
題などを取り上げながら、講義を進めていきます。
　なお、この講義で解説する基礎的な論旨の理解と実践的な問題を解
く力を確実に習得するためには、参考書や図書館などで類似の問題な
どに取り組む事が不可欠ですが、こうした自発的に取り組んだ経験は
将来に生かされるので、予習・復習をしっかりと行ってください。

　講義はプリント資料とOHCを利用して、計算や作図の過程などを解
説しますが、解法だけでなく講義ノートも作成するよう心がけて下さ
い。そのような講義ノートの作成などを通じて、問題や解法などを視
覚的・多面的に捉える力や基礎的な数学の知識を養ってください。な
お、グラフを描くときには、必ず軸があらわす意味を明記するととも
に各軸の関係を把握すると、理解がより深まります。
　また、自力で正解にたどりつく過程を体感してもらうために、講義
の復習を兼ねた簡単な小テストや中間試験を実施しますので、自らの
手で計算や図解をするように努めてください。この経験を活かして、
いろいろな問題に対する解決策・処方箋を自らの力で見出す能力や応
用力を磨いてください。

　以上のように、数式や作図を用いて講義を進めますが、数学関連の
知識は講義中にも解説しますので、講義に出席して各自、講義ノート
を作成するように心がけてください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　国家のマクロ的な経済活動のメカニズムを理解し、それらに関連す
る基本的な経済理論を数式および図表などを用いて説明することがで
きる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前学習として、毎週合計80分間は、参考書やインターネットなど
で専門用語の意味などを理解し、事後学習では、毎週合計80分間、講
義中に解説した計算問題を再度解きなおしたり、さらに毎週合計80分
間は、作図を行ったりして、復習を重ねてください。

　なお、それら毎週合計160分間の復習には、配布したプリント資料を
利用したり、参考書や図書館などで類似の問題などに取り組むことな
どしてください。

　そして、授業で聞いたはずの問題が解けなかったり、授業内容に関
連した疑問が浮かんだら、オフィスアワーなどを利用して、すぐに先
生やTAに質問することをお勧めします。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　基本的には、上記到達目標を成し遂げているか否かを確認するため
に実施される、期末試験の成績:60％と中間テストや小テスト:40％の合
計100％で評価します。中間テストの無断欠席は評価を下げます：中間
テストの解答解説前に理由書を提出して、追試テストを受けるように
してください。シラバス作成時には、時間割が未定ですので、中間テ
スト日は、後期授業が始まってから間もなく指示する予定です。それ
らは、授業計画にあるように、授業の９回目になります。

　また、自分で作成した講義ノートの提出や、復習を兼ねて、毎回の
ように、ミニッツペーパーを記入してもらうかもしれませんし、例え
ば、参考書『らくらく　ミクロ・マクロ経済学入門　記述・論文編(茂
木喜久雄　著)』などに基づいたレポートを提出してもらうかもしれま
せんので、提出場所や締切日には、十分な注意を払ってください。

　なお、無断欠席は、低評価の要因となりえます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストとして、参考書『らくらく　マクロ経済学入門
（茂木喜久雄 著）』などは講義中には、直接使用せず
に、プリント資料を配布する予定です。

◎－－－　参考書　－－－◎

　１）茂木喜久雄（著）、『らくらく　マクロ経済学入
門』、洋泉社；２）茂木喜久雄（著）、『らくらく　ミク
ロ・マクロ経済学入門　計算問題編』、洋泉社；３）茂木
喜久雄（著）、『らくらく　ミクロ・マクロ経済学入門　
記述・論文編』、洋泉社；４）資格試験研究会編『速攻！
まるごと経済学：ミクロ・マクロ経済理論』、実務教育出
版；５）石川秀樹（著）、『経済学入門塾Ⅰ　マクロ
編』、中央経済社。

　上記の参考書の内容を一部講義する。なお、参考書は、
授業開始後、先生からの指示を待って、購入したい人だけ
が購入してください。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　参考書などを参考にしたプリント資料とOHCを利用し
て、講義を進める予定です。なお、OHCの内容を見落とし
た場合や記入漏れなどがある場合は、講義の前後などにプ
リント資料を公開するので、それら資料の空欄を各自書き
埋めるように心がけてください。
　また、大学生としての基本的マナーを守ってほしい。つ
まり、遅刻と私語をしないでください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　授業は以下の内容を進む予定です。なお、必要に応じ
て、一部を変更することがあります。
１　イントロダクション
２　経済循環とその表現（１）簡単な数値例
３　経済循環とその表現（２）公表資料に基づく数値例
４　産業連関表と三面等価の法則
５　オープンモデルとレオンチェフモデルの導出
６　産業連関分析の行列解法：レオンチェフの逆行列と波
及効果
７　経済環境の変化が及ぼす影響と産業連関表（産業構
造）の変化
８　産業連関表と均衡国民所得
９　中間テスト
１０　産業連関表（モデル）と４５度線モデルの消費関数
１１　４５度線モデルの均衡国民所得
１２　均衡国民所得と乗数
１３　産業連関表モデルと45度線モデルにおける経済環境
の変化が及ぼす影響の比較
１４　ISーLMモデル
１５　後期のまとめ



2019-S000009457-05経済学Ｂ（目からウロコのマクロ経済学（文系も理系も一から学べる現代経済））

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・５時限　　試験時間割：2020/01/27　３時限　　

山崎　好裕

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義を受講しようかな、と考えている皆さんは、いろい
ろな学部の学生さんで、大学に入学してすぐの人が多いと思い
ます。現代の社会では経済が重要だから、社会に出る前にどう
しても勉強しておきたい。だけど、経済学は数学も使うから難
しそうだし、金融と為替とかややこしいことが多そうだなあ
…。こんなふうに考えていませんか。そんな皆さんに、私の担
当している教養経済学の講義はうってつけです。面白く分かり
やすい講義を聞いているうちに、自然と経済学の基本が身につ
いていることに気が付くでしょう。しかも、それだけではな
く、ここで勉強することは、世の中で生きて働いていることば
かりですから、すぐに役に立つはずです。
　経済学は、ミクロとマクロという2つの分野から成っていま
す。ミクロ経済学が人々の暮らし方や働き方の原理を考える分
野であるのに対して、マクロ経済学は国民全体が織り成す経済
の動向や政府の経済政策の原理を考える分野です。こう考える
とミクロ（ちっちゃい）とか、マクロ（でっかい）と名付けら
れている意味もよく分かりますよね。ですから、どっちが身近
で分かりやすいかと質問されても、それは微妙です。両方の分
野が相俟って経済学の理論体系を構成しているわけです。「経
済学Ｂ」の講義では、そのなかのマクロ経済学を学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

マクロ経済学の基本的な考え方について知識が身に付いてい
る。(知識・理解)

経済報道や簡単なデータから経済情勢を判断する技能を有して
いる。(技能)

常に経済情報に目を配り、生活や仕事において活用しようとす
る態度を獲得している。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業はテキストに従って進みます。授業の前はテキストの指
示された個所を読んでおきましょう。授業の後にはテキストと
ノートをまとめて理解を深めましょう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　マクロ経済学の基礎的な知識を身に着けたかどうかで評価し
ます。
　評価は定期試験の点数で100％出します。試験問題は、文章
の穴埋めの問題が6問30点、○×式問題が8問40点、計算問題が
30点となります。穴埋め問題では語群を与えますので、そこか
ら選んでください。計算問題はテキストにある問題から、その
ままのかたちで出題されます。
　なお、質問や相談については電子メール（yamazaki@cis.
fukuoka-u.ac.jp）を使ってくれればお互いに便利です。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　山崎好裕『目からウロコの経済学入門』2004年、ミネル
ヴァ書房。ISBN 978-4-623-04251-7

◎－－－　参考書　－－－◎

　必要があれば、授業中に随時紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　私の担当している「経済学A」とあわせて履修すると、
経済学の全体像を分かりやすく理解することができます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　経済の大きさって？－産業と所得

2　所得の分配と社会保障

3　家計は経済の増幅器－家計の消費と貯蓄

4　働けど働けど…－所得階層と失業

5　企業は誰のもの－企業の収益

6　投資は経済の原動機

7　政府の役目と税金の仕組み

8　政府のお金の使い方

9　お金は経済の血液

10　金融の仕組みをのぞいてみれば

11　金利はどうやって決まる？

12　国のつきあいと国際収支

13　為替レートの決まり方

14　物価は経済の体温

15　これからどうなる！－経済成長と景気



2019-S000009457-04経済学Ｂ（経済理論と国際経済（経済学入門））

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・２時限　　試験時間割：2020/01/27　３時限　　

楊　光洙

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、経済学をはじめて学ぶ学生のための基礎理論
をベースに、国際経済学・政治経済学の視点から世界経済と日
本経済との関係について議論します。
　講義では、まず社会科学の経済系である経済学、商学、経営
学という学問についてそれぞれの研究分野と相互の関連性を理
解した上で、経済学の位置づけや研究対象ごとに身近なトピッ
クを通じて考えていきます。
　経済理論については、日常生活からよく使われている経済関
連の日常用語と専門用語を区別し、わかりやすく解説します。
また、現実経済を的確に理解するために必要な経済理論と事例
を関連付けて実践的な内容を議論します。
　＊授業内容は受講生の理解次第で変更されることもありま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①経済学の基本概念や原理について理解し、他者に説明できる
（知識・理解）(知識・理解)

②経済時事問題について専門用語を用いて自分の言葉で説明で
きる（機能）(技能)

③日常生活でTVニュースや新聞記事等に関心を持ち、主体的
に考える態度を持つ（態度・志向性）(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業計画の毎回の講義テーマに沿って、事前に関連の専門用
語の概念や現実経済事情を調査し予習（60分）して下さい。 ま
た、毎回の講義ポイントを自分なりに整理し、自分のものにな
るように復習（60分）して下さい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

経済の基礎理論と現実の経済事情を自分の言葉で説明できるか
を評価の基準とします。期末試験（100％）で評価を行いま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは指定しません。必要に応じて資料を配布しま
す。

◎－－－　参考書　－－－◎

講義中に適宜紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　この授業では、理論だけではなく、実際経済の内容が多
く含まれていますので、常に国内外の政治・経済の動向に
ついて関心をもって関連情報を入手し、整理して参加して
下さい。
　授業は、一方的な座学ではなく、皆で議論するディス
カッション方式も導入しているので、人に自らの考えを伝
える能力や主体的な学修の姿勢が望ましいです。
　また、社会に出たときに必要な能力を身につける、とい
うことを意識して授業に臨んでください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　授業計画（講義方法、成績評価方法等）
2　経済の仕組みと循環（経済学の体系）
3　世界経済の動向（１）
4　世界経済の動向（２）
5　世界経済の動向（３）
6　世界貿易秩序（WTO、FTA等）
7　市場統合と地域経済（EU、NAFTA等）
8　東アジアと経済連携（ASEAN、TPP等）
9　国際金融（為替制度、為替レート）
10　アジア通貨危機（ヘッジファンド）
11　金融工学（サブプライムローン）
12　世界金融危機（リーマンショック）
13　世界経済の新潮流（第4次産業革命）
14　IS-LMモデル（財政金融政策の有効性）
15　総括（授業内容のポイント）



2019-S000009457-09経済学Ｂ「後期木曜１時限クラス」（ミクロ経済学とマクロ経済学の思考法を学ぶ。）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・１時限　　試験時間割：2020/01/27　３時限　　

李　錦東

◎－－－　概要　－－－◎

　このクラスは、前期の経済学A（社会科学の思考法を、経済
学を通じて学ぶ）続きですが、後期から初めて受講する人のた
めに、前期の復習もざっと行います。
　このクラスは、経済学の基本的思考方法を身につけることを
目指したクラスです。経済学を初めて学ぶ学生にとって、経済
学の教科書は「分かったような、分からないような」と言う気
分にさせられることもあります。また、経済学で学ぶ内容は、
「現実の世の中とは、違うんじゃないか」と、経済学に不信感
を抱くことさえあります。
　このクラスでは、受講生がもつ「経済学」と「現実の世のな
か」に関わる疑問点などを、講師と受講生との間で質疑応答や
ディスカッションを通じて理解していきます。また、それぞれ
の疑問点に関する事項をどう深く理解すればよいのかなどを考
えて行きます。場合によっては、テキストやニュースの行間ま
で読み込み、疑問点をしっかり解決し、深いレベルの理解をし
ていきます。このクラスで元気に議論することによって、経済
学に関するしっかりとした基盤を作って行きましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.ミクロ経済学及びマクロ経済学の基本的な発想をみにつける
ことができる。(知識・理解)

2.ミクロ経済学・マクロ経済の主要キーワード（100個程度）を
理解し、自分の言葉で説明できる。(知識・理解)

3.新聞の経済面の記事に関心をもち、経済に関する記事を少々
楽しく読めるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

できるだけ指定範囲を事前に読んで（調べて）下さい。授業中
はノートをとってください。スライドに提示されたことだけで
なく、講師が喋ったことに関してもメモすると、いいでしょ
う。授業後には、しっかり復習してください。経済用語や概念
など、丸暗記も重要ではありますが、基本知識を吸収しなが
ら、論理の筋を自分で理解できるようにしてください。授業で
取り上げた事項を、確実に自分のものにして下さい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

50％期末テスト
20％中間ミニテスト（2回～4回）
30％授業中の発言回数などの積極的な授業参加態度

期末テスト及びミニテストによって、到達目標がどの程度達成
されているかを試験する。ミニテストの回数については、講師
が、授業に於いて質疑に対する受講生の答弁・ミニテストの答
案の正解率・受講生のノートなどをみて、実施回数を決める。

◎－－－　テキスト　－－－◎

N. Gregory Mankiw『マンキュー経済学　I　ミクロ編（第3
版）』東洋経済新報社、2013年

◎－－－　参考書　－－－◎

1.N. Gregory Mankiw『マンキュー経済学Ⅱマクロ編（第3
版）』東洋経済新報社、2014年
2．その他、必要に応じて適宜授業で案内します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

復習をしっかりやりましょう。教科書をじっくり読む習慣
をつけましょう。

◎－－－　授業計画　－－－◎

※授業は、基本的にこの授業計画に沿って進めますが、受
講生の理解度やニーズにあわせフレキシブルに調整してい
きます。

１オリエンテーション及び前期の復習（授業の進め方・社
会科学の考え方・経済学の考え方など。）
２経済学の考え方・勉強の仕方、需要と供給
３生産費用・競争市場における企業の動き
４独占（寡占）
5生産要素市場・勤労所得と差別
6所得不平等と貧困
7予算制約と限界効用曲線
8国民所得の測定
9生計費の測定
10経済成長
11ファイナンス
12失業
13貨幣システム
14総需要と総供給
15まとめ



2019-S000009457-02経済学Ｂ「後期木曜２時限クラス」（経済学の考え方をコンパクトに学ぼう）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：2020/01/27　３時限　　

李　錦東

◎－－－　概要　－－－◎

　経済学といえば、一部の学生には「分厚いテキスト」や「数
学だらけ」のイメージが強いかもしれません。経済学は、｢経
済｣という対象を総合的に分析する社会科学の一つの分野で
す。本クラスでは、経済学の基本的な思考法を、経済学のキー
ワードをベースに、コンパクトに学んでいきます。授業は、ま
ずミクロ経済学とマクロ経済学の基礎概念や基礎理論を紹介し
た後、その概念に関連している図表や思考法を解説します。そ
して、類似した問題や事例を提示し、理解を深めます。さら
に、経済学における多様な理論も紹介し、経済学の仕組みをコ
ンパクトに把握できます。※経済数学の基礎のKにあたる知識
や経済学の基本概念に関連する算数問題も理解し、経済分析の
ための1つの道具として使って行きます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①経済学の基本的な理論を、言葉や図表や簡単な数学などを利
用し、理解できる。(知識・理解)

②社会科学の思考法、とくに「経済学的な思考」をみにつける
ことが出来る。(知識・理解)

③本講義でとりあげた経済学の基礎知識に基づき、現代社会の
経済の一部を理解できる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業中にとりあげられた主要概念をしっかり復習してくださ
い。講義中に予告される次回の講義内容について、事前に調べ
ておくと、効率よく勉強できます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準は、①経済学の基礎知識を理解出来ているか、②経済
学の基礎知識に基づき、現代社会の経済（の一部）を理解でき
ているかなどになります。評価は、基本的に①期末テスト
50％、②中間ミニテスト（2・3回程度）20％、③授業中の発言
回数などの積極的な授業参加態度30％の割合で行いますが、
ボーダーにいる学生に関しては、本科目の開設趣旨・到達目標
などに沿って、長期にわたる教育的な観点から総合的に判断
し、評価します。
※ミニテストの回数は、講師が授業中の受講生の答弁・ミニテ
ストの答案などをみて、決めます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

講師作成のPPTを利用します。必要に応じて、その一部を
プリントとして配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

1．N. Gregory Mankiw『マンキュー経済学　I　ミクロ編
（第3版）』東洋経済新報社、2013年
2．N. Gregory Mankiw『マンキュー経済学Ⅱマクロ編（第3
版）』東洋経済新報社、2014年

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

復習をしっかりやりましょう。

◎－－－　授業計画　－－－◎

※授業は、基本的にこの授業計画に沿って進めますが、受
講生の理解度やニーズにあわせフレキシブルに調整してい
きます。

１経済学は「選択」に関する学問か(機会費用など）
２比較優位と国際貿易
３需要と供給
４弾力性と価格設定
5消費者余剰（市場は効率的か）
6 税金と死荷重
7生産の費用（利潤最大化、損益分岐点など）
8予算制約と消費者選択、無差別曲線と消費者最適点（限
界革命、微分、ラグランジュ関数）
9 中間まとめ
10 国内総生産（GDP）、GDPデフレーターとCPI、 Y＝C
＋I＋G
11 経済成長、コップ・ダグラス関数
12 失業はなぜ存在するのか
13 お金の仕組み(貨幣)と中央銀行の役割、インフレーショ
ン
14 信用乗数、LS-IM曲線、フィッシャー方程式
15新古典派vsケインズ派、まとめ



2019-S000009475-01経済学概論Ａ（ミクロ経済学の基礎とミクロ経済学のための数学基礎）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・４時限　　試験時間割：2019/08/01　３時限　　

入江　雅仁

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では、ミクロ経済学の土台となっている市場の理論と生
産者の理論を簡単な数学や図表を織り交ぜながら解説するととも
に、理解度を確かめるために、公務員試験などの過去問に基づく
問題などを取り上げながら、講義を進めていきます。
　なお、この講義で解説する基礎的な論旨の理解と実践的な問題
を解く力を確実に習得するためには、参考書や図書館などで類似
の問題などに取り組む事が不可欠ですが、こうした自発的に取り
組んだ経験は将来に生かされるので、予習・復習をしっかりと
行ってください。

　講義はOHCを利用して、計算や作図の過程などを解説します
が、解法だけでなく講義メモも作成するよう心がけて下さい。そ
のような講義メモの作成などを通じて、問題や解法などを視覚
的・多面的に捉える力や基礎的な数学の知識を養ってください。
なお、グラフを描くときには、必ず軸があらわす意味を明記する
とともに各軸の関係を把握すると、理解がより深まります。
　また、自力で正解にたどりつく過程を体感してもらうために、
講義の復習を兼ねた簡単な小テストを実施しますので、自らの手
で計算や図解をするように努めてください。この経験を活かし
て、いろいろな問題に対する解決策・処方箋を自らの力で見出す
能力や応用力を磨いてください。

　以上のように、数学や作図を用いて講義を進めますが、数学関
連の知識は講義中にも解説しますので、講義に出席して講義メモ
を必ず作成するようにしてください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

市場の要素および市場均衡について説明できる。(知識・理解)

市場均衡や比較静学を使った応用分析を考えるようになる。(技能)

費用に関する知識を身につけ、それらを図表で説明できる。(知
識・理解)

企業の利潤最大化問題を理解し、最適解を図表や計算で求める事
が出来る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前学習（各回1～2時間程度）として、参考書やインターネッ
トなどで専門用語の意味などを理解し、事後学習（各回2～3時間
程度）で、講義中に解説した計算問題を再度解きなおしたり、作
図を行ったりして、復習を重ねてください。なお、復習には、FU
ポータルに公開する資料や課題を利用したり、参考書や図書館な
どで類似の問題などに取り組むなどしてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準
　市場均衡に関する基本的な事を図表や計算などで求めたり、現
実の問題などを定量的に考察・再現できるかどうかを評価の基準
とします。また、利潤最大条件の意味を理解し、その解を図表な
どで求められる事を評価の基準となります。
②評価方法と評価の割合
　基本的には、期末試験の成績:80％と平常点（小テストと課
題）:20％の合計100％で評価します。
③その他
　小テストは、復習を兼ねた問題や応用問題などを講義中に提出
してもらいます。他方、課題は各自で取り組み、講義後に提出し
てください。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用せずに資料を配布予定。

◎－－－　参考書　－－－◎

石川秀樹（著），『経済学入門塾Ⅱミクロ編』，中央経済
社；
石川秀樹（著），『新・経済学入門塾Ⅵ　計算マスター
編』 中央経済社；
茂木喜久雄（著），『らくらくミクロ・マクロ経済学入門
　計算問題編』，週間住宅新聞社；
西村和雄（著），『入門・経済学ゼミナール』，実務教育
出版；
白浜堤津耶・森脇翔太（著），『例題で学ぶ初歩からの経
済学』， 日本評論社；
このほか、必要に応じて、授業中に指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　参考書などを参考にしたプリント（FUポータルを通じ
て印刷できるようにする予定）とOHCを利用して、講義を
進める予定です。なお、OHCのメモを見落とした場合や記
入漏れなどがある場合は、講義の前後などに資料を公開す
るので、各自でノートを書き写すように心がけてくださ
い。
　また、講義の復習や応用などを兼ねた簡単な小テストな
どを講義中に実施するので、必ず、講義ノートを作成して
ください。なお、評価対象の小テストなどは、講義ノート
を作成すれば解ける問題などを予定しているので、必ず、
指定時間までに提出してください。
　携帯・スマートフォンを机の上などに置いたり、それら
を講義中に使用するなどの行為は厳禁とします。また、配
布プリントの余りなどを置く場所に指定した座席には座ら
ないでください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　授業は以下の内容を進む予定です。なお、必要に応じ
て、一部を変更することがあります。
１　市場の要素
２　需要と供給の法則および市場均衡
３　需要・供給曲線のシフトと市場均衡
４　比較静学の応用分析
５　市場均衡と連立方程式の解法
６　需要と供給の価格弾力性
７　価格弾力性と曲線の関係
８　需要の価格弾力性と収入の関係
９　需要の価格弾力性の応用分析
１０　いろいろな費用関数
１１　逆S字型総費用関数に関する各費用関数の関係
１２　利潤最大化問題
１３　損益分岐点・操業停止点
１４　利潤最大化問題の応用分析
１５　前期のまとめ



2019-S000009476-01経済学概論Ｂ（マクロ経済学の基礎とマクロ経済学のための数学基礎）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・４時限　　試験時間割：2020/01/27　３時限　　

入江　雅仁

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では、マクロ経済学の土台となっているマクロモデルを簡
単な数学や図表を織り交ぜながら解説するとともに、理解度を確か
めるために、公務員試験などの過去問に基づく問題などを取り上げ
ながら、講義を進めていきます。
　なお、この講義で解説する基礎的な論旨の理解と実践的な問題を
解く力を確実に習得するためには、参考書や図書館などで類似の問
題などに取り組む事が不可欠ですが、こうした自発的に取り組んだ
経験は将来に生かされるので、予習・復習をしっかりと行ってくだ
さい。

　講義はOHCを利用して、計算や作図の過程などを解説しますが、
解法だけでなく講義メモも作成するよう心がけて下さい。そのよう
な講義メモの作成などを通じて、問題や解法などを視覚的・多面的
に捉える力や基礎的な数学の知識を養ってください。なお、グラフ
を描くときには、必ず軸があらわす意味を明記するとともに各軸の
関係を把握すると、理解がより深まります。
　また、自力で正解にたどりつく過程を体感してもらうために、講
義の復習を兼ねた簡単な小テストを実施しますので、自らの手で計
算や図解をするように努めてください。この経験を活かして、いろ
いろな問題に対する解決策・処方箋を自らの力で見出す能力や応用
力を磨いてください。
　
　以上のように、本講義では、数学や作図を用いて講義を進めます
が、数学関連の知識は講義中にも解説しますので、講義に出席して
講義メモを必ず作成するようにしてください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

経済循環と産業連関表を理解し、それらを用いて経済（お金）の流
れについて考えるようになる。(知識・理解)

産業連関分析や45度線分析からGDP等の国内所得を求める事が出来
る。(知識・理解)

乗数分析を通じて、経済環境の変化などが及ぼす影響について説明
できる。(技能)

インフレギャップ・デフレギャップについて理解したうえで、それ
らが生じた場合の経済状況について考えるようになる。(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前学習（各回1～2時間程度）として、参考書やインターネット
などで専門用語の意味などを理解し、事後学習（各回2～3時間程
度）で、講義中に解説した計算問題を再度解きなおしたり、作図を
行ったりして、復習を重ねてください。なお、復習には、FUポータ
ルに公開する資料や課題を利用したり、参考書や図書館などで類似
の問題などに取り組むなどしてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準
　産業連関分析・45度線分析に関する基本的な事を図表や計算など
で求めたり、現実の問題などを定量的に考察・再現できるかどうか
を評価の基準とします。
②評価方法と評価の割合
　基本的には、期末試験の成績:80％と平常点（小テストと課
題）:20％の合計100％で評価します。
③その他
　小テストは、復習を兼ねた問題や応用問題などを講義中に提出し
てもらいます。他方、課題は各自で取り組み、講義後に提出してく
ださい。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用せずに資料を配布予定。

◎－－－　参考書　－－－◎

平澤典男（著），『マクロ経済学基礎理論講義』，有斐
閣；
石川秀樹（著），『経済学入門塾Ⅰマクロ編』，中央経済
社；
石川秀樹（著），『新・経済学入門塾Ⅵ　計算マスター
編』， 中央経済社；
茂木喜久雄（著），『らくらくミクロ・マクロ経済学入門
　計算問題編』，週間住宅新聞社；
西村和雄（著），『入門・経済学ゼミナール』，実務教育
出版；
白浜堤津耶・森脇翔太（著），『例題で学ぶ初歩からの経
済学』， 日本評論社
このほか、必要に応じて、授業中に指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　参考書などを参考にしたプリント（FUポータルを通じ
て印刷できるようにする予定）とOHCを利用して、講義を
進める予定です。なお、OHCのメモを見落とした場合や記
入漏れなどがある場合は、講義の前後などに資料を公開す
るので、各自でノートを書き写すように心がけてくださ
い。
　また、講義の復習や応用などを兼ねた簡単な小テストな
どを講義中に実施するので、必ず、講義ノートを作成して
ください。なお、評価対象の小テストなどは、講義ノート
を作成すれば解ける問題などを予定しているので、必ず、
指定時間までに提出してください。
　携帯・スマートフォンを机の上などに置いたり、それら
を講義中に使用するなどの行為は厳禁とします。また、配
布プリントの余りなどを置く場所に指定した座席には座ら
ないでください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　授業は以下の内容を進む予定です。なお、必要に応じ
て、一部を変更することがあります。
１　ミクロ経済学とマクロ経済学
２　経済循環とその表現
３　産業連関表とGDPの三面等価の法則
４　オープンモデルとレオンチェフモデルの導出
５　産業連関分析の行列解法
６　レオンチェフの逆行列と波及効果
７　経済環境の変化と産業連関表の変化
８　産業連関分析の演習
９　産業連関モデルと４５度線モデルの違いとマクロ消費
関数
１０　４５度線モデルの均衡国内所得と乗数分析
１１　産業連関表モデルと４５度線モデルの比較演習
１２　インフレギャップ・デフレギャップ
１３　フローの貯蓄とマクロ貯蓄関数
１４　４５度線分析の再考
１５　後期のまとめ



2019-S000009458-01商学Ａ（マーケティングの進化とネット通販の発展）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：2019/07/25　４時限　　

渦原　実男

◎－－－　概要　－－－◎

　これから商学を学習する初学者を対象に、基礎原理から始め
て、理論や歴史、政策、戦略を体系的に講義する。特に流通・
マーケティングの先進国である米国と日本の最先端の事情を、
ＶＴＲや資料を利用して解説し、グローバルな視点から、ビジ
ネスや商学研究の楽しさを理解させたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

流通・マーケティングに関する基本的な学説について説明でき
る。(知識・理解)

今後のマーケティングのあるべき姿について、新聞などで接す
る情報を踏まえて日常的に考えるようになる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　教科書をワークブックとして活用するために、必ず予習と復
習をすること。また、講義の際には必ず持参すること。
　専門用語は定義を正確に学習すること。
　授業で事例として取り上げた企業やブランドは、ホームペー
ジで確認すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　流通に関する基本的な学説を自分の言葉で正確に説明できて
いるかを評価の基準とする。
　定期試験（８０％）と平常点（平常の理解度チェック、授業
態度など）（２０％）で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

渦原実男著『流通・マーケティング革新の展開』同文舘出
版）単行本
ISBN　978-4-495-64851-0
本体価格　2,800円

◎－－－　参考書　－－－◎

現代商学原論　ISBN 978-4805107850
商学通論　ISBN 978-4495628475

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　積み上げ式で講義を行うため、商学Ｂ（渦原担当）を受
講すれば、商学の世界全体像が把握できるので、望まし
い。理解ができなくなるので、出席を重要視しておりま
す。教科書を持参して、毎回、遅刻や早退をせず、出席を
してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１.ドラッカーの流通・マーケティング研究への関与
２.マーケティングの適用拡大と発展　
３.コトラーのマーケティング論　
４.流通革新の企業者史的研究（ダイエー中内功とイオン
岡田卓也）

５.流通構造の変化と新しいビジネス展開

６.アース　ミュージク＆エコロジー　
７.総合スーパーのマーケティング戦略転換

８.小売国際化とマーケティング（ルイヴィトン，Ｈ＆
Ｍ，ＺＡＲＡなど）　　

９.通信販売の経営革新（ジャパネットたかた，ＺＯＺＯ
ＴＯＷＮ）　

10.ネットとリアルの融合したマーケティング

11.アマゾン，楽天，アリババなどインターネットビジネ
ス　

12.無印良品，東急ハンズ，ウォルマート

13.セブン＆アイ，イオン　

14.小売企業の社会的責任活動　

15.総括とまとめ



2019-S000009458-04商学Ａ（サービス産業の基礎を学ぶ）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・５時限　　試験時間割：2019/07/25　４時限　　

魏　蜀楠

◎－－－　概要　－－－◎

　私たちは、通常、さまざまな物を購入し、それらを消費して日常生
活を行っています。物を作ることを生産、生産する人を生産者、生産
される物を生産物と言いますが、その生産物が私たち消費者の手に渡
るまでには、いくつかの手順（プロセス）が必要となります。通常
は、生産者から生産物を手に入れて（仕入れて）、それを小売業者に
卸す業者（卸売り業者）がおり、それを手に入れた小売業者が生産物
を商品として最終消費者に販売することになります。消費者はそれを
購入して、消費という行動をとります。
　生産者から消費者まで物（生産物）が流通するという現象が見られ
ます。そして、その流通というプロセスの中では、生産物を輸送しな
ければなりません。そこでは、交通事業者・物流事業者が必要となり
ます。さらに、大切な生産物が壊れたり紛失したりするリスクがある
ので、それを保険にかける必要があり、保険事業・保険会社が必要と
なります。また、これらの事業を営むためには、お金（資金）の貸し
借りや支払いが伴いますが、お金を扱う銀行・金融業の存在がなけれ
ばなりません。
　以上の流通のプロセスを扱う事業者・会社は、具体的な物（生産
物）を生産しているのではなく、サービスを提供していることになり
ます。したがって、このような産業はサービス産業（service
industry）と言われ、商学が扱うのは、こうした産業部門となりま
す。
　本講義では、商学の視角から私たちの日常生活や経済活動を支える
基本的な制度の「しくみ」、商業システムを理解し、ものごとの背後
に潜む因果関係について整理していきます。具体的に、サービス産業
を研究する学問としての「商学」、その学問的位置づけを理解するた
めに、まず、商学の役割、商学の歴史的展開、サービス、サービス産
業の意味合いについて説明します。そして、商業理論の中心となる流
通の中身を理解するため、流通とは何か、商的流通、物的流通、情報
流通などを説明します。つぎに、私たち日常的に経験する経済活動
「生産」「流通」「消費」の全体像を知るため、取引とは何か、サー
ビス市場のしくみ、マーケットを形成するための「消費サイド」と
「供給サイド」における原理について解説します。さらに、消費者教
育、商業流通政策（概論）について順に紹介していきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

商学に関する基本的な概念・専門用語などを充分に理解できる。(知
識・理解)

商学に関する中身の論理的な展開を理解・認識できる。(知識・理解)

商業社会に対する論理的な思考力、ものの見方、学問的な判断力を高
める。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　本講義は、前回の内容をもとに次回の内容が展開するという形式を
とっています。このため、講義後、その回の内容を配布資料およびレ
ジメを利用して復習することが大切になります。（30分）
　また、講義で紹介した記事、文献については、図書館あるいは自宅
でしっかり読み込むことも必要となります。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　評価基準について、定期試験が基本となるが、議論への参加態度、
小テスト（2回程度）などを含め、総合的に評価します（小テストお
よびレポートの提出状況30％、定期試験70％）。
　具体的に、①授業中に説明した基本的な概念・専門用語をクイズと
して出題し、その回答の正確さ、解説の論理性の2点で、学生の理解
の程度を確認し、評価します。②小テスト（2回程度）を通して授業
内容に対する学生の理解度を確認し、段階的に評価します。③基本的
に、授業内容と関連する記事を毎回配布します。それを材料に、ポイ
ント制で学生の自主的な発言また提出物（ミニッツペーパー）をa.論
理性b.理論知識の応用度c.観点の独創性、の3つの側面から評価しま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特定のテキストは使わず、プリントを配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

商学への招待　ISBN 978464118417
はじめての流通　ISBN 9784641150102
現代のサービス経済　ISBN 4623017982
　必要に応じて、講義の中で紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　他人の迷惑となるので、欠席、遅刻、途中の出入り、私
語などは行わないこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.イントロダクション（講義紹介）
2.商学とは何か
3.サービスとは何か
4.サービス産業とは何か
5.流通とは何かⅠ―商的流通
6.流通とは何かⅡ―物的流通
7.流通とは何かⅢ―情報流通
8.流通の補助機能
9.取引とは何か
10.サービス市場のしくみ
11.供給者サイドの原理
12.消費者サイドの原理
13.消費者教育
14.流通政策の概論
15.まとめ



2019-S000009458-03商学Ａ（商学入門）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・５時限　　試験時間割：2019/07/25　４時限　　

三井　雄一

◎－－－　概要　－－－◎

　「商学」は、企業間の取引と、それに伴うリスクを処理する
仕組みを扱う学問です。本講義では、商学の学問的位置づけ、
特に経営学・経済学との違いや、会社制度、金融制度、商業や
物流などについて学びます。前半では、事業の主体やそれを支
えるシステムについて、後半には取引が行われる場である市場
についてをテーマとする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

商学の基礎概念を理解する(知識・理解)

商学の学問的位置づけや視点を理解する(知識・理解)

商学の知識を用いて実際に企業の活動や市場の動きを分析する
ことができる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：身のまわりの企業活動や市場の動きに日頃から関心を持
ち、興味を持ったものをメモすること。
復習：次の講義までに、参考書等の該当箇所をふりかえり、自
身の講義ノートを補完すること。

予習・復習合わせて60時間以上の学習時間を確保すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

商学に関する基礎的な概念を十分に理解し、事業や市場につい
て明確に論じられるかを評価の基準とします。
定期試験を100％として成績の評価をいたします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定なし

◎－－－　参考書　－－－◎

商学への招待　ISBN 9784641184176

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・自ら学ぶ姿勢を強く求めます
・講義中の私語、理由なき途中退室等、他の履修者への迷
惑行為を厳しく禁じます

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　イントロダクション（「商学」とは）
２　リスクと商学
３　会社とは何か
４　経営者の役割とは何か
５　どのようにしてお金を管理するのか
６　貨幣という制度
７　金融という制度
８　証券市場という制度
９　取引制度の意味
１０　取引と市場
１１　流通と商業
１２　ロジスティクスの展開
１３　国際取引のひろがり
１４　eコマースによる拡大
１５　改めて商学の意義を考える



2019-S000009458-02商学Ａ（日本における商業の歴史）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・３時限　　試験時間割：2019/07/25　４時限　　

本村　希代

◎－－－　概要　－－－◎

　人間の歴史は、財貨の交換行為の展開史、つまり流通・商業
の変容過程であったといえる。それゆえ現代社会のあり方を問
うには、今日にいたるまで連綿と続く商業活動を明らかにする
必要がある。
　本講義では近世期（江戸時代）の商業活動を中心に検討を加
え、それが基礎となり、近代以降の商業発展につながることを
見ていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

経済社会状況を歴史的背景から説明できるようになる。(知
識・理解)

歴史的事象が現在の流通・商業の在り方にどのようにつながっ
ているかを考えるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　歴史は得てして暗記するものだと思われがちだが、全体の大
きな流れを理解することが大切である。それゆえ毎回の講義
テーマごとに、なぜそのような姿にいたったのか、原因・結果
など、歴史の流れを整理しておくこと（60分）。またそれが次
回の講義の予習にもなる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験で評価する。講義内で取り上げたテーマについて、
きちんと歴史の流れとして把握できているか、またそれらを自
分の言葉で説明できているかを評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特に指定しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

廣田誠他『日本商業史』　ISBN 9784641165069
石井寛治『日本流通史』　ISBN 9784641161696

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　はじめに
２　日本型企業経営の起源
３　貨幣の鋳造
４　戦国大名と商品流通
５　幕藩制社会の成立
６　近世商家の経営組織と経営理念
７　商人道とは何か
８　家訓の展開
９　開国と国内流通の変化
10　近代商業経営の成立
11　奉公人からサラリーマンへ
12　呉服商から百貨店へ
13　伝統的商業経験から純国産品の創製へ
14　商業史・経済史研究の動向
15　まとめ



2019-S000009459-01商学Ｂ（ファッションのマーケティングと流通革新）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・２時限　　試験時間割：2020/01/20　４時限　　

渦原　実男

◎－－－　概要　－－－◎

　これから商学を学習する初学者を対象に、基礎原理から始め
て、理論や歴史、政策、戦略を体系的に講義する。特に流通・
マーケティングの先進国である米国と日本の最先端の事情を、
ＶＴＲや資料を利用して解説し、グローバルな視点から、ビジ
ネスや商学研究の楽しさを理解させたい。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

流通・マーケティングに関する基本的な学説について説明でき
る。(知識・理解)

今後のマーケティングのあるべき姿について、新聞などで接す
る情報を踏まえて、日常的に考えるようになる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　教科書をワークブックとして活用するために、必ず予習と復
習をすること。また、講義の際には必ず持参すること。
　専門用語は定義を正確に学習すること。
　授業で事例に取り上げた企業やブランドは、ネットでホーム
ページを閲覧するとともに、近隣のある店舗を視察して確認す
る事。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　流通に関する基本的な学説を自分の言葉で正確に説明できて
いるかを評価の基準とする。
　定期試験（８０％）と平常点（平常の理解度テスト、授業態
度など）（２０％）で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

渦原実男著『小売マーケティングとイノベーション』単行
本　同文舘出版　２０１２年３月　￥２，８００（本体価
格）　ISBN-13:978-4495644819

◎－－－　参考書　－－－◎

日米流通業のマーケティング革新　ISBN
978-4-495-64152-8
商学通論　ISBN 978-4495628475
現代商学原論　ISBN 978-4805107850

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　積み上げ式で講義を行うため、商学Ａ（渦原担当）を受
講すると商学の世界全体像が把握できるので、望ましい。
出席を重要視しておりますので、教科書を持参して、毎
回、遅刻や早退をせず、出席をしてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１.商の本質と商学の認識対象
２.商学の研究方法と学問体系
３.商取引の理論と流通機能
４.ドラッカーのマネジメントとマーケティングの概念
５.コトラーの小売マーケティングと流通
６.小売業態の展開とイノベーション
７.小売技術革新とイノベーション
８.ユニクロ、Ｈ＆Ｍ、ＺＡＲＡ、ＧＡＰの経営戦略
９.ニトリとＩＫＥＡの経営革新
10.無印良品の経営革新
11.イオンとセブンイレブンの経営戦略
12.西友（ウォルマート）の経営戦略転換
13.総合小売業のグローバル戦略
14.国際化とビジネスモデルの構築
15.総括とまとめ



2019-S000009459-04商学Ｂ（サービス産業の「しくみ」を考える）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・５時限　　試験時間割：2020/01/20　４時限　　

魏　蜀楠

◎－－－　概要　－－－◎

　私たちは、通常、さまざまな物を購入し、それらを消費して日常生
活を行っています。物を作ることを生産、生産する人を生産者、生産
される物を生産物と言いますが、その生産物が私たち消費者の手に渡
るまでには、いくつかの手順（プロセス）が必要となります。通常
は、生産者から生産物を手に入れて（仕入れて）、それを小売業者に
卸す業者（卸売り業者）がおり、それを手に入れた小売業者が生産物
を商品として最終消費者に販売することになります。消費者はそれを
購入して、消費という行動をとります。
　生産者から消費者まで物（生産物）が流通するという現象が見られ
ます。そして、その流通というプロセスの中では、生産物を輸送しな
ければなりません。そこでは、交通事業者・物流事業者が必要となり
ます。さらに、大切な生産物が壊れたり紛失したりするリスクがある
ので、それを保険にかける必要があり、保険事業・保険会社が必要と
なります。また、これらの事業を営むためには、お金（資金）の貸し
借りや支払いが伴いますが、お金を扱う銀行・金融業の存在がなけれ
ばなりません。
　以上の流通のプロセスを扱う事業者・会社は、具体的な物（生産
物）を生産しているのではなく、サービスを提供していることになり
ます。したがって、このような産業はサービス産業（service
industry）と言われ、商学が扱うのは、こうした産業部門となりま
す。
　本講義では、商学の視角から私たちの日常生活や経済活動を支える
基本的な制度のしくみ、商業システムを理解し、会社組織をよりよく
するためのノウハウについて整理していきます。具体的に、事業を営
むための会社のしくみを理解するために、まず、会社とは何か、会社
の制度的しくみ、会社の機能と発展について説明します。そして、会
社組織の維持存続とさらなる発展を図るための経営者の役割、会社の
各レベルの意思決定について説明します。つぎに、会社・事業を支え
るための制度的しくみを理解するため、銀行とは何か、証券市場とは
何かなどについて説明します。さらに、より具体的な流通の意味合
い、卸売業のしくみ、小売業の現状、小売業のしくみ、激変する小売
業を説明し、また、市場の拡大と陸・海・空におけるロジスティクス
の展開について順に解説していきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

商学に関する基本的な概念・専門用語などを充分に理解できる。(知
識・理解)

商学に関する中身の論理的な展開を理解・認識できる。(知識・理解)

商業社会に対する論理的な思考力、ものの見方、学問的な判断力を高
める。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　本講義は、前回の内容をもとに次回の内容が展開するという形式を
とっています。このため、講義後、その回の内容を配布資料およびレ
ジメを利用して復習することが大切になります。（30分）
　また、講義で紹介した記事、文献については、図書館あるいは自宅
でしっかり読み込むことも必要となります。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験が基本となるが、小テスト（2回程度）などに合わせて、
総合的に評価します（小テストおよびレポートの提出状況30％、定期
試験70％）。
　具体的に、①授業中に説明した基本的な概念・専門用語をクイズと
して出題し、その回答の正確さ、解説の論理性の2点で、学生の理解
の程度を確認し、評価します。②小テスト（2回程度）を通して授業
内容に対する学生の理解度を確認し、段階的に評価します。③基本的
に、授業内容と関連する記事を毎回配布します。それを材料に、ポイ
ント制で学生の自主的な発言また提出物（ミニッツペーパー）をa.論
理性b.理論知識の応用度c.観点の独創性、の3つの側面から評価しま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特定のテキストは使わない。

◎－－－　参考書　－－－◎

商学への招待　ISBN 978464118417
現代物流の基礎　ISBN 9784495641726
ロジスティクス入門　ISBN 9784532112691
　必要に応じて、講義中で紹介していきます。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　他人の迷惑となるので、欠席、遅刻、途中の出入り、私
語は極力行わないこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.イントロダクション（講義の紹介）
2.会社とは何か
3.経営者の役割
4.銀行とは何か
5.証券市場とは何か
6.流通とは何か
7.卸売業のしくみ
8.小売業の現状
9.小売業のしくみ
10.激変する小売業
11.市場の拡大
12.ロジスティクスの展開Ⅰ
13.ロジスティクスの展開Ⅱ
14.ロジスティクスの展開Ⅲ
15.まとめ



2019-S000009459-02商学Ｂ（マーケティングを知れば世界観が変わるかもしれない）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・３時限　　試験時間割：2020/01/20　４時限　　

二宮　麻里

◎－－－　概要　－－－◎

マーケティングの基礎を紹介します。マーケティングは、製品
を企画開発・生産・販売する際、企業の戦略的意思決定の基礎
となるものです。マーケティングは、市場を分析し、需要をと
らえ、販売に結びつけていく企業活動です。企業戦略と市場取
引分析との双方にまたがる領域の学問分野で、ひろがりがあ
り、複雑で難しいのですが、だからこそ魅力があるともいえま
す。
　講義では、なるべく、マーケティングの具体的な製品、企業
のケースを紹介しながら、マーケティングのプロセスを理論的
に理解していきます。必要に応じて経済学・経営学の基礎概念
についても学びます。
　講義後半では、実際にマーケティング戦略を立案してもらい
ます。特定産業の新商品開発を体験してもらいます。市場分析
するために情報を収集し、リサーチ計画をたて、統合的なマー
ケティング戦略を策定します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

マーケティングの専門用語を正しく理解し、説明できる(知
識・理解)

マーケティング事象を、専門用語を用いて、分析することがで
きる(技能)

学んだ内容を応用し、積極的に新しいマーケティング戦略の提
案ができる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義前には指定したテキストを読み、その事例についてイン
ターネット等で学習すること（60分）。

講義後は実際に小売店頭で商品を確かめたり、また講義で説明
するマーケティングの基礎概念を整理してください(30分）。

レポート作成には、　180分以上必要だろう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験で100％成績評価します。
１）特定企業のマーケティング戦略について専門用語を理解し
ているかどうか、
２）その専門用語を使って現在の企業行動を正確に分析できて
いるかどうか、
３）自ら新たなマーケティング戦略を策定し、提案できるかど
うか、
以上を成績評価の基準とします。
　定期試験はレポート課題を応用して出題します。レポートは
学期途中に１回、A4用紙１枚程度です。レポートを作成しなけ
れば、定期試験の問題を解くことはできません

◎－－－　テキスト　－－－◎

マーケティングをつかむ（新版）定価 2,268円（本体 2,100
円）
ISBN 978-4-641-17725-3

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

マーケティングを理解するには、実際の企業活動について
「日々目を光らせる」という姿勢が不可欠です。教科書を
読んでも、講義を聴いても、自らが「マーケター」の視点
を持とうと努力をしなければ、まったく理解できないで
しょう。新聞・テレビで報道される企業活動について「意
識的に」情報を収集する習慣を身につけることが必要で
す。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回　顧客の理解
　unit１　マーケティングとはなにか
第２回　消費者行動分析
　unit２　消費者の行動
　unit３　購買意思決定の影響要因
　unit４　マーケティング・リサーチ
第３回　マーケティング戦略の策定
　unit５　経営環境の把握
　unit６　セグメンテーション，ターゲティング，ポジ
ショニング
第４回　製品政策
　unit７　製品と製品ミックス
　unit８　新製品開発
第５回　価格政策
　unit９　価格の設定
　unit10　戦略的価格
第６回　プロモーション政策　　　　　　　　　
　unit11　プロモーションの理解
　unit12　プロモーションの手段
第７回　プロモーション政策の実際

第８回　流通政策
　unit13　マーケティング・チャネル
　unit14　メーカーと流通
第９回　マーケティング・ミックスの統合
　unit15　基本戦略
　unit16　製品ライフサイクル戦略
　unit17　市場地位別戦略
第10回　戦略的マーケティング
　unit18　事業領域と成長戦略
　unit19　資源展開
第11回　市場資源のマーケティング
　unit20　ブランド
　unit21　関係性マーケティング
第12回　マーケティングの拡張（１）
　unit22　サービス・マーケティング
　unit23　生産財マーケティング
第13回　マーケティングの拡張（２）
　unit24　グローバル・マーケティング
　unit25　ソーシャル・マーケティング
第14回　デジタル・マーケティング
第15回　講義まとめ



2019-S000009459-03商学Ｂ（マーケティング入門）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・５時限　　試験時間割：2020/01/20　４時限　　

三井　雄一

◎－－－　概要　－－－◎

本講義では、マーケティングの意義や役割、基礎的な概念を理
解し、マーケティングの基礎である顧客志向の考え方を体系的
に理解することに重点を置きます。また、事例をベースとし
て、身の回りの出来事について考え、マーケティング視点で考
える力を養うことを目的とします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

マーケティングの意義や役割、基礎的な概念を理解する(知
識・理解)

適切なマーケティング活動を行うための考え方と知識の基礎を
身につける(知識・理解)

事例を通じて、実際に企業や市場を分析する力を身につける
(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：身のまわりのマーケティング活動に日頃から関心を持
ち、興味を持ったものをメモすること。
復習：次の講義までに、教科書・指定図書等の該当箇所をふり
かえり、自身の講義ノートを補完すること。

予習・復習合わせて60時間以上の学習時間を確保すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

マーケティングについての基礎的な概念を十分理解し、市場に
おける企業活動について、自ら分析し、論じることができるか
を評価の基準とします。
定期試験により100％、成績評価を行います。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しません。

◎－－－　参考書　－－－◎

マーケティング　ISBN 9784595314315
マーケティング　ISBN 9784532110444

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・自ら学ぶ姿勢を強く求める。
・講義中の私語、途中退室等、他の履修者への迷惑行為を
厳しく禁じる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 ガイダンス（マーケティングとは）
2 顧客価値と顧客満足
3 マーケティングの基礎
4 セグメンテーション
5 ターゲティング
6 ポジショニング
7 製品（Product)戦略
8 価格（Price)戦略
9 流通（Place)戦略
10 プロモーション（Promotion)戦略
11 マーケティング・リサーチ
12 ブランド・マネジメント
13 サービス・マーケティング
14 グローバル・マーケティング
15 まとめ



2019-S000009460-04社会学Ａ（変動する社会のとらえ方）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・３時限　　試験時間割：2019/07/25　４時限　　

井手　靖子

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義においては、社会におけるいくつかの主要なトピック
を取り上げ、それらのテーマに対して社会学的な視点を教授す
ることで、社会に対してこれまでとは違った考え方を獲得出来
ることを主眼としています。
　授業内容としては、工業化・脱工業化や都市化、家族の変
容、恋愛の変容など、いくつかのトピックを取り上げていきま
す。それらのテーマが時代の変遷をどのように辿ってきたかと
いった歴史的な変容を踏まえた上で、そこで何が問題とされて
いるのか、それらの問題に対してどのように向き合うべきかを
示唆します。また、必要に応じてビデオの鑑賞も行い、社会問
題に対する多面的なアプローチの方法も提示することで、「社
会」をより身近に、より柔軟に受け止められるよう、講義をす
すめていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ニュース等で社会問題に接した際に、独自の視点で捉え直すこ
とができるようになる(態度・志向性)

社会変動の過程で、技術の革新が社会の変容、ひいては私たち
の生活や価値意識に深く連関していることを理解し、説明でき
るようになる(知識・理解)

限られた時間の中で、論理的に思考し、自分の考えをまとめら
れるようになる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義に際して配布する資料を熟読し、疑問点や自らの考えをま
とめて下さい。また、講義で取り扱うテーマ以外でも質問や話
したいことがあれば、遠慮なく聞きに来て下さい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価方法：学期末の定期試験を80％、平常点として講義中での
積極的発言および小レポート等で20％、その総合で評価を行い
ます。
評価基準：身近な出来事を既存の枠組みにとらわれることな
く、論理的かつ社会学な視点で論じることができるか。

◎－－－　テキスト　－－－◎

図書の指定はありません。

◎－－－　参考書　－－－◎

講義中において適宜紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

常に社会問題に関心を持ち、積極的に授業に参加してくだ
さい。また、固定概念や一般常識にとらわれず、自由な発
想と柔軟な姿勢を心がけてください。質問や要望について
は随時受け付けます。　

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　本講義の説明と社会学的思考について
２～５　社会学の始まりとその変容
６～９　工業化・脱工業化
１０　映画鑑賞
１１～１３　都市の変容
１４～１５　社会の変容とその視座



2019-S000009460-10社会学Ａ（現代社会と若者の意識・アイデンティティ）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・３時限　　試験時間割：2019/07/25　４時限　　

園田　浩之

◎－－－　概要　－－－◎

私たちの生きるこの現代社会は、とても複雑で不透明です。けれ
どそのすべては、私たちの「やっていること（そして場合によっ
ては「気づいていない」こと）」から出来ています。社会をみる
ということは、ふだんあまり意識することのない「あたりまえ」
を、いつもとは「別の視点」から問い直してみることです。それ
は同時に「私たち自身」を知ることにもつながります。私たちは
思いのほか私たち自身について知らないものですが、社会学は、
そのような「あまりに近くて見えなくなっているもの」の成り立
ちを意外なかたちで見せてくれる学問です。ありふれた日常をま
るで異文化のように経験すること、「ふだん」についてふだんと
は異なるまなざしを向けてみること――社会学は、そのための方
法です。この講義ではとくに、社会学におけるアイデンティティ
論の系譜の中からいくつか重要なものをみていきながら、現代社
会を生きる私たちの「私」めぐって考察してゆきます。とはい
え、そうしたテーマを（ただ）抽象的なレベルで考察するだけで
なく、具体的な「日常」を読み解きながら、液状化しつつある現
代社会をめぐるトピック（たとえば消費文化やコミュニケーショ
ンなど）と、社会学的なものの見方のいくつかを結びつけながら
紹介します。社会学をつうじて、皆さんのあたりまえから距離を
とり、その中に（その上に）成り立っている皆さん自身の姿に出
会ってみて下さい。講義はそうした考察に向けて本格的に離陸す
るための「始まりの地図」のようなものです。

◎－－－　到達目標　－－－◎

講義で説明する社会学の諸概念・キーワードの意味を適切に理解
する。(知識・理解)

講義で説明する社会学の諸概念・キーワードを用いて、具体的な
現実を説明・理解することができる。(知識・理解)

講義内容をそのつど適切に理解したうえで、それに積極的に自分
の言葉でコメントできる。(知識・理解)

講義をつうじて、社会学的思考に基づくクリティカル・シンキン
グの姿勢を身につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次の講義までに、前回の講義で扱ったプリントや参考資料を（講
義内容を思い出しながら）もう一度読み直すこと。これは理解を
深めるための事後学習であると同時に、有意義な事前学習にもな
る。そこで疑問やわからないことが浮かんだら、どのようなこと
であれ遠慮せずに私（園田）に質問して欲しい（というか、何か
質問ができるように意識しながら講義を受けてもらえたらと思
う）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義への実質的な参加（講義ごとに提出してもらうコメントペー
パー）と（＝態度・志向性）、定期試験（＝知識・理解）により
評価する。評価の具体的なウエイトとしては、前者15％、後者
85％を目安とする（変更がある場合には、必ず講義の中で指示す
る）。たんなる「出席」ではなく、講義への実質的な参加を求め
るので、その点を十分に心得た上で履修すること。
試験では、①講義で説明した概念・キーワード、社会学的なもの
の考え方（そこにある論理や流れ）を適切に理解できているか、
②またそれを用いて講義内容を的確に再構成でき、講義で扱われ
たトピック（具体的な社会現象）を説明できるかを、成績評価に
さいしては重視する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは指定しません。進行にあわせて配布する講義
プリントのほか、場合によっては映像資料も用いながら講
義を進めます。ただし、「好奇心」そのものは各自持参の
こと。

◎－－－　参考書　－－－◎

　講義の進行に応じて、社会学的な発想やものの見方に興
味をもった人、さらに深く考えてみたいという人たちに向
けて、考えるヒントになる文献をいくつか紹介していけた
らと思います。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　履修を希望する場合は、必ず「初回の講義」から出席し
て下さい。また時間割等を確認し、実際に毎回の講義に出
席できることを前提にして、履修を考えること。講義中の
私語はもちろん、講義とは無関係な行為（携帯電話・スマ
ホ・各種端末の使用なども含む）には厳しく対処します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

01.あたりまえをみるために:社会学への招待
02.「日常」を読み解く作法:社会学的思考のすすめ
03.「日常」を読み解く技法 :クリティカル・シンキングと
（しての）社会学①
04.「疑い」の使いみち :クリティカル・シンキングと（と
しての）社会学②
05.「事実」を知ることの難しさ/大切さ　:クリティカル・
シンキングと（しての）社会学③（2）
06.社会学的想像力への離陸（1）社会の中の個人
07.社会学的想像力への離陸（2）個人の中の社会
08.液状化する現代社会と変容する「私」たち（1）:変容す
る社会意識
09.液状化する現代社会と変容する「私」たち（2）:変容す
る若者たち（？）
10.液状化する現代社会と変容する「私」たち（3）方向感
覚の喪失と若者の社会意識
11.現代社会のなかの「私」（1）:アイデンティティの不
安、自由な社会の生きづらさ
12.現代社会のなかの「私」（2）:アイデンティティをめぐ
る不安と困難

13.現代社会のなかの「私」（3）:拡散する現代人の自己を
めぐって

14.:社会と自己の現在

15.始まりの終わり:社会学的想像力のために

＊ただし上記の授業計画は、受講者の理解度・進度に応じ
て一部変更（テーマの入れ替えなども含む）される可能性
があります。



2019-S000009460-01社会学Ａ（幽霊が語る日本の都市の変容）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・２時限　　試験時間割：2019/07/25　４時限　　

高岡　弘幸

◎－－－　概要　－－－◎

　「幽霊」や「妖怪」は、人間が自然環境との関係や社会関係
の中から生み出してきた文化的な創造物である。これを逆に述
べるならば、幽霊や妖怪の資料の分析を通じて、人びとの自然
との関係や人間関係の特徴が浮かび上がってくることになるだ
ろう。特に「幽霊」は、江戸時代以降、「まち」や「都市」に
出現することが一般的であった。
　そこで、この講義では「幽霊」の資料の分析を中心に、前近
代（平安～江戸時代）、近代を経て現代に至る都市社会のそれ
ぞれの時代の特質を把握し、変容の様子を明らかにすることを
目的としている。
　言うまでもなく、現代の日本は「都市」の時代である。つま
り、「都市」を考えるということは、現代の私たちの価値観や
社会（人間）関係、生活がどのように変化してきたのか、そし
て、今後、どのように変化していくのかを考えることでもある
わけである。
　履修にあたり、都市社会学の他、宗教社会学や歴史社会学、
関連分野として民俗学や文化人類学、歴史学など、幅広く読書
をすすめて欲しい。とりわけ、受講生自身の生活環境を理解す
ることこそ、現代社会の怪異の特質を理解することにつながる
ことを覚えておいて欲しい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

主に日本の怪異や妖怪、呪術、宗教、都市といった具体的な事
例をもとに、社会学の考え方や基礎的な専門用語を説明するこ
とができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各回受講後、授業で説明したキーワード（専門用語）を具体的
な事例をもとに意味内容を理解しておくこと。（30分）
また、各自の問題関心にしたがって、社会学だけではなく、歴
史学、民俗学、宗教学、文化人類学の専門書を幅広く読み、次
回の講義にそなえること。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

期末テスト（100％）で、上記「授業の到達目標等」の項目に
従って採点する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しない。講義中に適宜資料を配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

場所を消費する　ISBN 4-588-00769-6
幽霊　近世都市が生み出した化物　ISBN 10-4642058338
妖怪学新考　ISBN 978-4-86248-180-1
事前に購入する必要はない。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

必要に応じてビデオやＤＶＤ教材を使用する予定である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

①集合表象としての怪異・妖怪：社会学の基礎
②アニメ『もののけ姫』の解読(1)：アニミズムと呪術
③同上(2)：日本の神と妖怪
④シャーマニズム
⑤古代都市（平安京）：官僚制社会と怨霊
⑥「鬼」と「天狗」：空間認識と怪異
⑦高知と富山の「異界マップ」：妖怪と幽霊の差異⑧怖い
幽霊の誕生(1)：近世都市の構造
⑨同上(2)：ジェンダーと幽霊
⑩近代的都市伝説：「口裂け女」
⑪学校と病院の怪談：「場所性」の怪異
⑫幽霊が語る都市の現在：「非・場所性」の怪異　⑬
「ケータイ」する異界
⑭妖怪ウォッチブームと異界の変容
⑮まとめ



2019-S000009460-02社会学Ａ（幽霊が語る日本の都市の変容）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・５時限　　試験時間割：2019/07/25　４時限　　

高岡　弘幸

◎－－－　概要　－－－◎

　「幽霊」や「妖怪」は、人間が自然環境との関係や社会関係
の中から生み出してきた文化的な創造物である。これを逆に述
べるならば、幽霊や妖怪の資料の分析を通じて、人びとの自然
との関係や人間関係の特徴が浮かび上がってくることになるだ
ろう。特に「幽霊」は、江戸時代以降、「まち」や「都市」に
出現することが一般的であった。
　そこで、この講義では「幽霊」の資料の分析を中心に、前近
代（平安～江戸時代）、近代を経て現代に至る都市社会のそれ
ぞれの時代の特質を把握し、変容の様子を明らかにすることを
目的としている。
　言うまでもなく、現代の日本は「都市」の時代である。つま
り、「都市」を考えるということは、現代の私たちの価値観や
社会（人間）関係、生活がどのように変化してきたのか、そし
て、今後、どのように変化していくのかを考えることでもある
わけである。
　履修にあたり、都市社会学の他、宗教社会学や歴史社会学、
関連分野として民俗学や文化人類学、歴史学など、幅広く読書
をすすめて欲しい。とりわけ、受講生自身の生活環境を理解す
ることこそ、現代社会の怪異の特質を理解することにつながる
ことを覚えておいて欲しい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

主に日本の怪異や妖怪、呪術、宗教、都市といった具体的な事
例をもとに、社会学の考え方や基礎的な専門用語を説明するこ
とができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各回受講後、授業で説明したキーワード（専門用語）を具体的
な事例をもとに意味内容を確認しておくこと。（30分）
また、各自の問題関心にしたがって、社会学だけではなく、歴
史学、民俗学、宗教学、文化人類学の専門書を幅広く読み、次
回の講義にそなえること。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

期末テスト（100％）で、上記「授業の到達目標等」の項目に
従って採点する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しない。講義中に適宜資料を配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

場所を消費する　ISBN 4-588-00769-6
幽霊　近世都市が生み出した化物　ISBN 10-4642058338
妖怪学新考　ISBN 978-4-86248-180-1
事前に購入する必要はない。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

必要に応じてビデオやＤＶＤ教材を使用する予定である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

①集合表象としての怪異・妖怪：社会学の基礎
②アニメ『もののけ姫』の解読(1)：アニミズムと呪術
③同上(2)：日本の神と妖怪
④シャーマニズム
⑤古代都市（平安京）：官僚制社会と怨霊
⑥「鬼」と「天狗」：空間認識と怪異
⑦高知と富山の「異界マップ」：妖怪と幽霊の差異⑧怖い
幽霊の誕生(1)：近世都市の構造
⑨同上(2)：ジェンダーと幽霊
⑩近代的都市伝説：「口裂け女」
⑪学校と病院の怪談：「場所性」の怪異
⑫幽霊が語る都市の現在：「非・場所性」の怪異　⑬
「ケータイ」する異界
⑭妖怪ウォッチブームと異界の変容
⑮まとめ



2019-S000009460-05社会学Ａ（社会学への誘い）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・３時限　　試験時間割：2019/07/25　４時限　　

花野　裕康

◎－－－　概要　－－－◎

この講義は、社会学A、Bにおける前半の科目で、社会学の入
門を学ぶものです（Aだけでの受講でももちろん構いませ
ん）。
具体的には、
①社会学とはどのような学問なのか、その「考え方」と「研究
対象」をまず学びます。
②次に社会学の「基礎概念」を理解します。
③そして、①②の理解を受けて、具体的な社会現象を社会学的
に分析します。
④最終的には、社会学の基本的な考え方およびその具体的適用
の基礎を習得する事を目標とします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

社会学とはどのような学問か、自身の言葉で説明することがで
きる(知識・理解)

社会学の基礎概念について、自身の言葉で説明することができ
る(知識・理解)

身近な社会現象について、社会学的見解を小論文として記述で
きる(技能)

身近な社会事象について、社会学的視点から他者と議論を交わ
す事ができる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：毎回の講義終了時に指示した課題（次回講義テーマに関
わるもの）について、関連書籍およびインターネット上の情報
に当たって知識を得ておくこと（90分）

復習：毎回の講義後に当該講義テーマについて要点を整理した
上で、自身の考えを文章化しておくこと（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準： 社会学の学問的特徴と基礎概念を理解しそれを自身
の言葉で説明できるか、および身近な社会現象を社会学的に解
説できるか、の2点を評価基準とする

評価方法：定期試験のみによる。他の評価方法は用いない

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない

◎－－－　参考書　－－－◎

使用しない

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

きちんと出席していないと単位取得はおぼつかないので特
別な理由がない限り休まずに出席すること。講師の問いか
けには答えるなど、積極的に授業に参加する事。居眠り・
私語・許可された場合以外でのスマホ使用等、授業に無関
係な事は行わず授業に集中する事。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回 「わたし」と社会

第2回 社会の「学」とは何か

第3回 社会学の研究対象

第4回 社会的存在としての「人」

第5回 意志行為

第6回 コミュニケーションと心

第7回 役割理論

第8回 人の集まり①:非集団

第9回 人の集まり2:集団

第10回 集団と組織

第11回 農村と都市

第12回 国家

第13回 世界社会

第14回 社会における問題

第15回 社会の未来診断



2019-S000009460-08社会学Ａ（社会学への誘い）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・４時限　　試験時間割：2019/07/25　４時限　　

花野　裕康

◎－－－　概要　－－－◎

この講義は、社会学A、Bにおける前半の科目で、社会学の入
門を学ぶものです（Aだけでの受講でももちろん構いませ
ん）。
具体的には、
①社会学とはどのような学問なのか、その「考え方」と「研究
対象」をまず学びます。
②次に社会学の「基礎概念」を理解します。
③そして、①②の理解を受けて、具体的な社会現象を社会学的
に分析します。
④最終的には、社会学の基本的な考え方およびその具体的適用
の基礎を習得する事を目標とします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

社会学とはどのような学問か、自身の言葉で説明することがで
きる(知識・理解)

社会学の基礎概念について、自身の言葉で説明することができ
る(知識・理解)

身近な社会現象について、社会学的見解を小論文として記述で
きる(技能)

身近な社会事象について、社会学的視点から他者と議論を交わ
す事ができる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：毎回の講義終了時に指示した課題（次回講義テーマに関
わるもの）について、関連書籍およびインターネット上の情報
に当たって知識を得ておくこと（90分）

復習：毎回の講義後に当該講義テーマについて要点を整理した
上で、自身の考えを文章化しておくこと（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準： 社会学の学問的特徴と基礎概念を理解しそれを自身
の言葉で説明できるか、および身近な社会現象を社会学的に解
説できるか、の2点を評価基準とする

評価方法：定期試験のみによる。他の評価方法は用いない

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない

◎－－－　参考書　－－－◎

使用しない

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

きちんと出席していないと単位取得はおぼつかないので特
別な理由がない限り休まずに出席すること。講師の問いか
けには答えるなど、積極的に授業に参加する事。居眠り・
私語・許可された場合以外でのスマホ使用等、授業に無関
係な事は行わず授業に集中する事。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回 「わたし」と社会

第2回 社会の「学」とは何か

第3回 社会学の研究対象

第4回 社会的存在としての「人」

第5回 意志行為

第6回 コミュニケーションと心

第7回 役割理論

第8回 人の集まり①:非集団

第9回 人の集まり2:集団

第10回 集団と組織

第11回 農村と都市

第12回 国家

第13回 世界社会

第14回 社会における問題

第15回 社会の未来診断



2019-S000009460-03社会学Ａ（現代社会の趨勢）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・１時限　　試験時間割：2019/07/25　４時限　　

平田　暢

◎－－－　概要　－－－◎

　現実に起こっている現象や趨勢の分析を通して現代社会を考
察していく。「趨勢」とは、「時代の趨勢」という言葉が使わ
れるように、現状から読み取ることのできる傾向や動向、成り
行きを意味する。
　まず、身近なものとして家族の変容や少子化、最近話題の格
差や社会的不平等といった個々の趨勢や現象の分析を行ってい
く。それらの作業を通して、現代社会をもっとも根底的な部分
で動かしている趨勢は何なのか、またその中心原理がどのよう
なものであるか考察する。あわせて、戦後の日本社会がたどっ
てきた道筋と直面する問題、解決すべき課題等も明らかにして
いきたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

現代社会の趨勢に関する基本的な知識と理解が身につき、説明
できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習
　資料は早めに配布するので、事前に内容に目を通し、理解で
きない点や疑問点を自分の課題として明らかにしておくこと。
また、｢STOP & THINK｣の問いを考えておくこと(60分)。

復習
　講義後は、事前の課題が解決できたか否かの確認を中心に復
習しておくこと(60分)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
　現代社会の趨勢に関する基本的な知識と理解が身につき、説
明できることを評価の基準とする。

評価方法
　定期試験の成績のみで評価する(100%)。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。講義中に資料を配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

江原由美子(著),1989,『ジェンダーの社会学』,新曜社.
　ISBN-13: 978-4788503397
原純輔・盛山和夫(著),1999,『社会階層―豊かさの中の不平
等―』,東京大学出版会.
　ISBN-13: 978-4130530125
真木悠介(著),2003,『時間の比較社会学』,岩波現代文庫.
　ISBN-13: 978-4006001087
山田昌弘(著),2007,『希望格差社会―「負け組」の絶望感が
日本を引き裂く』,ちくま文庫.
　ISBN-13: 978-4480423085
篠原清夫・栗田真樹(編著),2016,『大学生のための社会学入
門』,晃洋書房.
　ISBN-13: 978-4771027176

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 社会学とはどのような学問か(1)
2 社会学とはどのような学問か(2)
3 家族の変容(1)
4 家族の変容(2)
5 少子化の進展(1)
6 少子化の進展(2)
7 社会的不平等と格差(1)
8 社会的不平等と格差(2)
9 社会の情報化と監視(1)
10 社会の情報化と監視(2)
11 社会的ジレンマと環境問題(1)
12 社会的ジレンマと環境問題(2)
13 地域社会の変容(1)
14 地域社会の変容(2)
15 全体のまとめ



2019-S000009460-09社会学Ａ（現代社会の趨勢）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・３時限　　試験時間割：2019/07/25　４時限　　

平田　暢

◎－－－　概要　－－－◎

　現実に起こっている現象や趨勢の分析を通して現代社会を考
察していく。「趨勢」とは、「時代の趨勢」という言葉が使わ
れるように、現状から読み取ることのできる傾向や動向、成り
行きを意味する。
　まず、身近なものとして家族の変容や少子化、最近話題の格
差や社会的不平等といった個々の趨勢や現象の分析を行ってい
く。それらの作業を通して、現代社会をもっとも根底的な部分
で動かしている趨勢は何なのか、またその中心原理がどのよう
なものであるか考察する。あわせて、戦後の日本社会がたどっ
てきた道筋と直面する問題、解決すべき課題等も明らかにして
いきたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

現代社会の趨勢に関する基本的な知識と理解が身につき、説明
できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習
　資料は早めに配布するので、事前に内容に目を通し、理解で
きない点や疑問点を自分の課題として明らかにしておくこと。
また、｢STOP & THINK｣の問いを考えておくこと(60分)。

復習
　講義後は、事前の課題が解決できたか否かの確認を中心に復
習しておくこと(60分)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
　現代社会の趨勢に関する基本的な知識と理解が身につき、説
明できることを評価の基準とする。

評価方法
　定期試験の成績のみで評価する(100%)。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。講義中に資料を配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

江原由美子(著),1989,『ジェンダーの社会学』,新曜社.
　ISBN-13: 978-4788503397
原純輔・盛山和夫(著),1999,『社会階層―豊かさの中の不平
等―』,東京大学出版会.
　ISBN-13: 978-4130530125
真木悠介(著),2003,『時間の比較社会学』,岩波現代文庫.
　ISBN-13: 978-4006001087
山田昌弘(著),2007,『希望格差社会―「負け組」の絶望感が
日本を引き裂く』,ちくま文庫.
　ISBN-13: 978-4480423085
篠原清夫・栗田真樹(編著),2016,『大学生のための社会学入
門』,晃洋書房.
　ISBN-13: 978-4771027176

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 社会学とはどのような学問か(1)
2 社会学とはどのような学問か(2)
3 家族の変容(1)
4 家族の変容(2)
5 少子化の進展(1)
6 少子化の進展(2)
7 社会的不平等と格差(1)
8 社会的不平等と格差(2)
9 社会の情報化と監視(1)
10 社会の情報化と監視(2)
11 社会的ジレンマと環境問題(1)
12 社会的ジレンマと環境問題(2)
13 地域社会の変容(1)
14 地域社会の変容(2)
15 全体のまとめ



2019-S000009460-06社会学Ａ（現代に生きる社会理論）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・２時限　　試験時間割：2019/07/25　４時限　　

平兮　元章

◎－－－　概要　－－－◎

　学説史的に諸理論の流れを論ずる。社会理論や視点には、社
会中心の見方、個人中心の見方、人と人の関係や相互作用中心
の見方などがある。これらそれぞれについて主な社会学者の説
をとりあげ、それらが中心的に取り扱った社会事象とその分析
方法について解説する。また、時間が許せばこれらの異なる立
場を統合しようとする最近の理論的動向についても解説した
い。

◎－－－　到達目標　－－－◎

社会学に関する基本的な学説について説明することができる。
(知識・理解)

人間の行為・相互行為・集団に関する説を用いて、様々な社会
生活の領域を説明することができる。(知識・理解)

ミクロ社会・マクロ社会に関する文献・資料・データを正確に
読み解き、分析することができる。(技能)

様々な社会的・文化的活動に関心を持ち、関与する意欲を持
つ。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　テキストの授業計画に該当する箇所を事前に読んでおくこ
と。また、専門用語の意味を社会学事典（辞典）（有斐閣と弘
文堂のものがある）等で調べておくこと。疑問点は次回の授業
の際に質問すること。（予習30分、復習60分）
　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業に出席するのは当たり前のことであるので、定期試験等
の結果で判断する。定期試験の成績80%、小テスト20%の割合
で総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　秋元・石川・羽田・袖井著『社会学入門』（有斐閣）新
書版Ｃ35 、1990年、ISBN:4641091161、800円、 を用い
る。但し、この文献には近年の理論や視点が掲載されてい
ないので、ノート講義と併用する。必要に応じて適宜資料
を配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

G・エントルーヴァイト『現代の社会理論』恒星社厚生閣
　ISBN 4769909187
小谷敏他編『文化』日本図書センター　ISBN 4284502030
　Ａ.ギデンズ『社会学』（改訂新版）、而立書房、1997
年。ISBN9784880593500．ボリュームがあるが、面白く社
会学を学びたい人にはこれを薦める。
　理論面の学習には、Ｇ.エントルーヴァイト編『現代の
社会理論』、恒星社厚生閣、2000年、ISBN978469909187
がよい。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　テキスト以外にノート講義を併用するが、むしろノート
講義の分量の方がはるかに多くなるので、授業には毎回出
席して自分のノートを作成すること。 社会学Ａが理論編
で、社会学Ｂが理論の現実世界への応用編となっているの
で、Ａ・Ｂ共に受講するとより社会への理解が深まると思
う。
　５回以上欠席した場合は、定期試験を受けても不合格と
なる可能性が高いので留意しておくこと。また、出席詐欺
に対しては厳正に対処する。成績評価に値しないことを付
け加えておく。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　社会学の対象と方法
２　社会学の起源・歴史
３　コント、スペンサー(1)
４　コント、スペンサー(2)
５　マルクス(1)
６　マルクス(2)
７　ウェーバー(1)
８　ウェーバー(2)
９　デュルケム(1)
10　デュルケム(2)
11　ジンメル
12　クーリー、ミード、プラグマティズム
13　ゴッフマン、ブルーマー
14　パーソンズ、ルーマン、ハバーマス
15　ブルデュー、ギデンズ



2019-S000009460-07社会学Ａ（現代に生きる社会理論）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・３時限　　試験時間割：2019/07/25　４時限　　

平兮　元章

◎－－－　概要　－－－◎

　学説史的に諸理論の流れを論ずる。社会理論や視点には、社
会中心の見方、個人中心の見方、人と人の関係や相互作用中心
の見方などがある。これらそれぞれについて主な社会学者の説
をとりあげ、それらが中心的に取り扱った社会事象とその分析
方法について解説する。また、時間が許せばこれらの異なる立
場を統合しようとする最近の理論的動向についても解説した
い。

◎－－－　到達目標　－－－◎

社会学に関する基本的な学説について説明することができる。
(知識・理解)

人間の行為・相互行為・集団に関する説を用いて、様々な社会
生活の領域を説明することができる。(知識・理解)

ミクロ社会・マクロ社会に関するデータを正確に読み解き、分
析することができる。(技能)

様々な社会的・文化的活動に関心を持ち、関与する意欲を持
つ。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　テキストの授業計画に該当する箇所を事前に読んでおくこ
と。また、専門用語の意味を社会学事典（辞典）（有斐閣と弘
文堂のものがある）等で調べておくこと。疑問点は次回の授業
の際に質問すること。（予習30分、復習60分）
　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業に出席するのは当たり前のことであるので、定期試験等
の結果で判断する。定期試験の成績80%、小テスト20%の割合
で総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　秋元・石川・羽田・袖井著『社会学入門』（有斐閣）新
書版Ｃ35 、1990年、ISBN:4641091161、800円、 を用い
る。但し、この文献には近年の理論や視点が掲載されてい
ないので、ノート講義と併用する。必要に応じて適宜資料
を配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

G・エントルーヴァイト『現代の社会理論』恒星社厚生閣
　ISBN 4769909187
小谷敏他編『文化』日本図書センター　ISBN 4284502030
　Ａ.ギデンズ『社会学』（改訂新版）、而立書房、1997
年。ISBN9784880593500．ボリュームがあるが、面白く社
会学を学びたい人にはこれを薦める。
　理論面の学習には、Ｇ.エントルーヴァイト編『現代の
社会理論』、恒星社厚生閣、2000年、ISBN978469909187
がよい。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　テキスト以外にノート講義を併用するが、むしろノート
講義の分量の方がはるかに多くなるので、授業には毎回出
席して自分のノートを作成すること。 社会学Ａが理論編
で、社会学Ｂが理論の現実世界への応用編となっているの
で、Ａ・Ｂ共に受講するとより社会への理解が深まると思
う。
　５回以上欠席した場合は、定期試験を受けても不合格と
なる可能性が高いので留意しておくこと。また、出席詐欺
に対しては厳正に対処する。成績評価に値しないことを付
け加えておく。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　社会学の対象と方法
２　社会学の起源・歴史
３　コント、スペンサー(1)
４　コント、スペンサー(2)
５　マルクス(1)
６　マルクス(2)
７　ウェーバー(1)
８　ウェーバー(2)
９　デュルケム(1)
10　デュルケム(2)
11　ジンメル
12　クーリー、ミード、プラグマティズム
13　ゴッフマン、ブルーマー
14　パーソンズ、ルーマン、ハバーマス
15　ブルデュー、ギデンズ



2019-S000009460-11社会学Ａ（社会学の基礎―社会を考察しよう）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・５時限　　試験時間割：2019/07/25　４時限　　

本多　康生

◎－－－　概要　－－－◎

　社会学とは、人間が集合的に織りなす社会を考察の対象とす
る学問である。本講義では、現代の様々な社会事象を分析し理
解するために、社会学の理論や物の見方を、家族・宗教・労
働・地域社会・医療・障害・教育・メディア・現代文化・環境
問題・ジェンダーなどのテーマに即して解説し、社会の構造や
仕組みに対する基本的認識を深める手ほどきを行う。特に、身
近な問題からグローバルな社会事象までを総合的に分析する社
会学の問題把握の特性を、歴史学・政治学など他の社会科学と
の関わりをも視野に教授していく。講義では、視聴覚資料を積
極的に活用し、受講者それぞれが現代社会の諸問題に関する社
会学的理解や合意形成の手掛かりを得ることを目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　社会学的な物の見方を理解し、現代の様々な社会事象につい
て多角的な視野から考察できる。 (知識・理解)

　自身の見解や立場を相対化し、問い直す姿勢を持つ。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　ノートや配付レジュメを見直したり、授業中に紹介した参考
書に目を通すなど、各講義の後に復習をすることが望ましい
（30分程度）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　各回の授業の最後に提出するリアクションペー
パー（30％）、中間レポート（20％）、定期試験の成績
（50％）。

リアクションペーパー：各回の授業内容を理解した上で、当該
テーマについて独自の見解を述べられるかどうかを評価基準と
する。

中間レポート・定期試験：社会学の基礎的概念と物の見方を理
解した上で、現代の様々な社会事象について、多角的な視野か
ら独自の見解を論理的に述べられるかどうかを評価基準とす
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　講義毎にレジュメを配布する。各講義では、テーマに対
応した視聴覚資料を的確な問題意識を持って使用する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　受講にあたって特別な知識は必要としないが、テレビや
新聞報道の記事などを通じて、時事問題に関心を持って欲
しい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　講義内容や順序は、受講者の理解度に応じて変更される
可能性がある。

１　 イントロダクション
２　 社会学のパラドクス
３　 家族を社会学する
４　 宗教を社会学する
５　 産業・労働を社会学する
６　 地域社会を社会学する
７　 医療を社会学する
８　 障害を社会学する
９　 教育を社会学する
10　メディアを社会学する
11　現代文化を社会学する
12　環境問題を社会学する
13　ジェンダーを社会学する
14　フィールドワーク入門
15　総括



2019-S000009461-04社会学Ｂ（身近な社会の捉え方）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・３時限　　試験時間割：2020/01/20　４時限　　

井手　靖子

◎－－－　概要　－－－◎

　今日の社会問題をどのように考えるべきか、そもそも、社会
問題とは何か、社会問題に対して社会がどのように捉えている
のか、情報化社会といわれる今日、その情報をどのように受け
止めるべきなのか。
　本講義では、身の回りの出来事だけではなく、現代社会への
関心を深め、社会学的なものの見方や 説明の仕方を学ぶ方法を
提供します。 現代社会への関心を深めるために、日本社会が
直面している重要な社会問題のいくつかを取り上げ、社会学の
概念や理論を用いて説明を行っていきます。私たちが社会にい
かに組み込まれているかということ、つまり社会的存在である
ことを丁寧に考えいく中で、社会を生きること、社会と向き合
うことについて考えを深めてもらいたいと思います。また、講
義の中でビデオの鑑賞を行い、映像から自由な発想を獲得して
もらいたいと考えます。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

氾濫する情報の中から必要な情報を取捨選択し、得られた情報
に基づいて、社会の発展に対して独自の視点から考察すること
ができるようになる(技能)

常に社会の中で起こっている事柄に対して、強い関心をもって
接する姿勢を身につけることができるようになる(態度・志向
性)

様々な言説に対して常に疑問を持ち、積極的に疑問を解決する
ための発想力と姿勢をもつことができるようになる(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

テーマごとに配布する資料を熟読し、疑問点や自らの考えをま
とめてください。また、講義で取り扱うテーマ以外でも質問や
話したいことがあれば、遠慮なく聞きに来て下さい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価方法：学期末の定期試験を80％、平常点として講義中での
積極的発言および小レポート等で20％、その総合で評価を行い
ます。
評価基準：身近な出来事を既存の枠組みにとらわれることな
く、論理的かつ社会学な視点で論じることができるか。

◎－－－　テキスト　－－－◎

図書の指定は特にありません。

◎－－－　参考書　－－－◎

講義中において適宜紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

常に社会問題に関心を持ち、積極的に授業に参加してくだ
さい。また、固定概念や一般常識にとらわれず、自由な発
想と柔軟な姿勢を心がけてください。質問や要望について
は随時受け付けます。　

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　講義の概要と現代社会の諸問題
２～５　家族の変容とジェンダー論
６　映画鑑賞
７～９　女性天皇制論
１０～１２　恋愛の社会学
１３～１４　若者の現状
１５　身近な社会問題をどう捉えるか



2019-S000009461-10社会学Ｂ（現代社会と若者のコミュニケーション）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：2020/01/20　４時限　　

園田　浩之

◎－－－　概要　－－－◎

私たちの生きるこの現代社会は、とても複雑で不透明です。けれ
どそのすべては、私たちの「やっていること（そして場合によっ
ては「気づいていない」こと）」から出来ています。社会をみる
ということは、ふだんあまり意識することのない「あたりまえ」
を、いつもとは「別の視点」から問い直してみることです。それ
は同時に「私たち自身」を知ることにもつながります。私たちは
思いのほか私たち自身について知らないものですが、社会学は、
そのような「あまりに近くて見えなくなっているもの」の成り立
ちを意外なかたちで見せてくれる学問です。ありふれた日常をま
るで異文化のように経験すること、「ふだん」についてふだんと
は異なるまなざしを向けてみること――社会学は、そのための方
法です。
この講義ではとくに、コミュニケーション文化の現在に注目し
て、現代社会を生きる私たちの「関係」めぐって考察してゆきま
す。とはいえ、そうしたテーマを（ただ）抽象的なレベルで考察
するだけでなく、具体的な「日常」を読み解きながら、社会学的
なものの見方のいくつかを紹介します。社会学をつうじて、皆さ
んのあたりまえから距離をとり、その中に（その上に）成り立っ
ている皆さん自身の姿に出会ってみて下さい。講義はそうした考
察に向けて本格的に離陸するための「始まりの地図」のようなも
のです。

◎－－－　到達目標　－－－◎

講義で説明する社会学の諸概念・キーワードの意味を適切に理解
する。(知識・理解)

講義で説明する社会学の諸概念・キーワードを用いて、具体的な
現実を説明・理解することができる。(知識・理解)

講義内容をそのつど適切に理解したうえで、それに積極的に自分
の言葉でコメントできる。(知識・理解)

講義をつうじて、社会学的思考に基づくクリティカル・シンキン
グの姿勢を身につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次の講義までに、前回の講義で扱ったプリントや参考資料を（講
義内容を思い出しながら）もう一度読み直すこと。これは理解を
深めるための事後学習であると同時に、有意義な事前学習にもな
る。そこで疑問やわからないことが浮かんだら、どのようなこと
であれ遠慮せずに私（園田）に質問して欲しい（というか、何か
質問ができるように意識しながら講義を受けてもらえたらと思
う）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義への実質的な参加（講義ごとに提出してもらうコメントペー
パー）と（＝態度・志向性）、定期試験（＝知識・理解）により
評価する。評価の具体的なウエイトとしては、前者15％、後者
85％を目安とする（変更がある場合には、必ず講義の中で指示す
る）。たんなる「出席」ではなく、講義への実質的な参加を求め
るので、その点を十分に心得た上で履修すること。
試験では、①講義で説明した概念・キーワード、社会学的なもの
の考え方（そこにある論理や流れ）を適切に理解できているか、
②またそれを用いて講義内容を的確に再構成でき、講義で扱われ
たトピック（具体的な社会現象）を説明できるかを、成績評価に
さいしては重視する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは指定しません。進行にあわせて配布する講義プ
リントのほか、場合によっては映像資料も用いながら講義
を進めます。ただし、「好奇心」そのものは各自持参のこ
と。

◎－－－　参考書　－－－◎

講義の進行に応じて、社会学的な発想やものの見方に興味
をもった人、さらに深く考えてみたいという人たちに向け
て、考えるヒントになる文献をいくつか紹介していけたら
と思います。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

履修を希望する場合は、必ず「初回の講義」から出席して
下さい。また時間割を確認し、毎回出席できることを前提
にして、履修を計画すること。
　講義中の私語はもちろん、講義とは無関係な行為（携帯
電話・スマホ・各種端末の使用なども含む）には厳しく対
処します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

01.「日常」を読み解く視点:社会学への招待
02.「常識」を疑う技法:社会学思考への離陸①
03.思考停止を超えて:社会学的思考への離陸②
04.社会をみる方法（1）:「外」に出るために
05.社会をみる方法（2）:「いま・ここ・じぶん」を相対化
するために
06.「社会」という謎/「社会」への問い①
07.「社会」という謎/「社会」への問い②:相互行為へのま
なざし
08.ひきこもりを考える/ひきこもりから考える①:問題をみ
る目を磨く
09.ひきこもりを考える/ひきこもりから考える②:心から社
会へ
10.コミュニケーションの社会学①:つながりをめぐる葛藤
11.コミュニケーションの社会学②:つながりをめぐる問題
12.コミュニケーションの社会学③:つながりの過小と過剰

13.現代社会のリアル①:コミュニケーションの不安
14.現代社会のリアル②:コミュニケーションと現代社会
15.社会学のおしえ:社会の現在を読み解く

＊ただし上記の授業計画は、受講者の理解度・進度に応じ
て一部変更（テーマの入れ替えなども含む）される可能性
があります。



2019-S000009461-01社会学Ｂ（日本人の人間関係を考える）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・２時限　　試験時間割：2020/01/20　４時限　　

高岡　弘幸

◎－－－　概要　－－－◎

　人間は一人きりで生きていくことはできない。生まれたとき
から家族・親戚、学校、会社あるいは友人・知人関係、サーク
ル、インターネットの輪といった、何らかの集団や組織に所属
することになる。では、そうした集団・組織の内部での人間関
係はどのように決められているのだろうか。
　つまり、この授業では、日本人が、まったく疑問を抱くこと
なく、当たり前のように結ぶ人間関係の具体的な事例の紹介と
分析をとおして、社会学の考え方と基礎知識、分析方法を学ぶ
ことを目的としている。
　また、こうした課題は、日常生活と切り離された、教室の内
側だけでおさまるものではない。受講生自身の、トラブルも含
む、さまざまな人間関係の経験と記憶、さらには、新聞、テレ
ビ、インターネットなど各種メディアに、授業と関連する出来
事や事件があふれ返っている。この授業を履修するにあたり、
日頃から、「人間関係」「集団・組織」をキーワードとして、
さまざまな情報を収集するよう心掛けてもらいたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

主に日本人の人間関係のあり方といった具体的な事例をもと
に、社会学の考え方や基礎的な専門用語を説明することができ
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各回受講後、授業で説明したキーワード（専門用語）を具体的
な事例をもとに意味内容を確認しておくこと。（30分）
また、各自の問題関心にしたがって、社会学だけではなく、歴
史学、民俗学、宗教学、文化人類学の専門書を幅広く読み、次
回の講義にそなえること。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

期末テスト（100％）で、上記「授業の到達目標等」の項目に
従って採点する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しない。講義中に適宜資料を配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

希望格差社会　ISBN 978-4-480-42308-5
下流社会　ISBN 4-334-03321-0
無縁社会　ISBN 978-4-16-373380-7
事前に購入する必要はない。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

必要に応じてビデオ、ＤＶＤ教材を使用する予定である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

①「社会学」とは何か？：社会と集合表象
②アニメ『となりのトトロ』の解読(1)：本家・分家関係、
文化資本、家格
③同上(2)：村人を行動に駆り立てるものとは？
④日本的社会：世間と贈与・互酬性、タテ社会
⑤西欧の市民社会と都市：日本の世間との比較
⑥日本的人間関係を規定する力：空気
⑦社会の構造を探る：異人(stranger)
⑧村八分再考(1)：犯人探し・確定の方法
⑨同上(2)：何が罪の重さを決めるのか？
⑩同上(3)：連座と縁座(罪をかぶる範囲)・ケガレ
⑪日本の近代化(1)：社会の変化
⑫同上(2)：学歴社会の誕生と変容
⑬同上(3)：一億総中流社会・消費社会
⑭同上(4)：下流社会・格差社会・ネット依存症
⑮まとめ



2019-S000009461-02社会学Ｂ（日本人の人間関係を考える）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・５時限　　試験時間割：2020/01/20　４時限　　

高岡　弘幸

◎－－－　概要　－－－◎

　人間は一人きりで生きていくことはできない。生まれたとき
から家族・親戚、学校、会社あるいは友人・知人関係、サーク
ル、インターネットの輪といった、何らかの集団や組織に所属
することになる。では、そうした集団・組織の内部での人間関
係はどのように決められているのだろうか。
　つまり、この授業では、日本人が、まったく疑問を抱くこと
なく、当たり前のように結ぶ人間関係の具体的な事例の紹介と
分析をとおして、社会学の考え方と基礎知識、分析方法を学ぶ
ことを目的としている。
　また、こうした課題は、日常生活と切り離された、教室の内
側だけでおさまるものではない。受講生自身の、トラブルも含
む、さまざまな人間関係の経験と記憶、さらには、新聞、テレ
ビ、インターネットなど各種メディアに、授業と関連する出来
事や事件があふれ返っている。この授業を履修するにあたり、
日頃から、「人間関係」「集団・組織」をキーワードとして、
さまざまな情報を収集するよう心掛けてもらいたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

主に日本人の人間関係のあり方といった具体的な事例をもと
に、社会学の考え方や基礎的な専門用語を説明することができ
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各回受講後、授業で説明したキーワード（専門用語）を具体的
な事例をもとに意味内容を確認しておくこと。（30分）
また、各自の問題関心にしたがって、社会学だけではなく、歴
史学、民俗学、宗教学、文化人類学の専門書を幅広く読み、次
回の講義にそなえること。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

期末テスト（100％）で、上記「授業の到達目標等」の項目に
従って採点する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しない。講義中に適宜資料を配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

希望格差社会　ISBN 978-4-480-42308-5
下流社会　ISBN 4-334-03321-0
無縁社会　ISBN 978-4-16-373380-7
事前に購入する必要はない。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

必要に応じてビデオ、ＤＶＤ教材を使用する予定である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

①「社会学」とは何か？：社会と集合表象
②アニメ『となりのトトロ』の解読(1)：本家・分家関係、
文化資本、家格
③同上(2)：村人を行動に駆り立てるものとは？
④日本的社会：世間と贈与・互酬性、タテ社会
⑤西欧の市民社会と都市：日本の世間との比較
⑥日本的人間関係を規定する力：空気
⑦社会の構造を探る：異人(stranger)
⑧村八分再考(1)：犯人探し・確定の方法
⑨同上(2)：何が罪の重さを決めるのか？
⑩同上(3)：連座と縁座(罪をかぶる範囲)・ケガレ
⑪日本の近代化(1)：社会の変化
⑫同上(2)：学歴社会の誕生と変容
⑬同上(3)：一億総中流社会・消費社会
⑭同上(4)：下流社会・格差社会・ネット依存症
⑮まとめ



2019-S000009461-05社会学Ｂ（タテからヨコから社会を知る）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・３時限　　試験時間割：2020/01/20　４時限　　

花野　裕康

◎－－－　概要　－－－◎

この講義は、社会学A、Bにおける後半の科目で、社会学の実
践を学ぶものです（Bだけでの受講でも十分理解できるように
授業するので問題ありません）。具体的には、社会学Aで学ん
だ事柄の簡単な復習を経て、
①現代社会の「タテ」の側面である「近代社会の誕生から現在
までの時間的な変遷」を「日本社会の100年」という具体例を
通して学びます。
②次に「ヨコ」面である、「今現在の社会における様々なト
ピック」を「若者文化」という具体例を通して学びます。
③最終的には、今ここにある現代社会をタテヨコの両面から知
ることを目標とします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本社会の100年について、社会学視点から説明することがで
きる(知識・理解)

若者文化について、社会学視点から説明することができる(知
識・理解)

身近な社会現象について、その時系列的および地域的視点を含
めた社会学的見解を小論文として記述できる(技能)

身近な社会事象について、その時系列的および地域的視点を含
めた社会学的視点から他者と議論を交わす事ができる(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：毎回の講義終了時に指示した課題（次回講義テーマに関
わるもの）について、関連書籍およびインターネット上の情報
に当たって知識を得ておくこと（90分）

復習：毎回の講義後に当該講義テーマについて要点を整理した
上で、自身の考えを文章化しておくこと（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準： 日本社会の100年および若者文化を理解しそれを自
身の言葉で説明できるか、および身近な社会現象を時系列的地
域的視点から解説できるか、の2点を評価基準とする

評価方法：定期試験のみによる。他の評価方法は用いない

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない

◎－－－　参考書　－－－◎

使用しない

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

きちんと出席していないと単位取得はおぼつかないので特
別な理由がない限り休まずに出席すること。講師の問いか
けには答えるなど、積極的に授業に参加する事。居眠り・
私語・許可された場合以外でのスマホ使用等、授業に無関
係な事は行わず授業に集中する事。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回 社会学Aの振り返り

第2回 日本社会の100年①:戦前と戦中

第3回 日本社会の100年②:夢の時代(前半)

第4回 日本社会の100年③:夢の時代(後半)

第5回 日本社会の100年④:虚構の時代(前半)

第6回 日本社会の100年⑤:虚構の時代(後半)

第7回 日本社会の100年⑥:現実の時代(前半)

第8回 日本社会の100年⑦:現実の時代(後半)

第9回 若者文化①：自分らしさとコミュニケーション

第10回 若者文化②:状況志向型の誕生

第11回 若者文化③:状況志向型の社会的背景

第12回 若者文化④:状況志向型がもたらした社会的影響

第13回 若者文化⑤:放射志向型の誕生

第14回 若者文化⑥:放射志向型の社会的背景

第15回 若者文化⑦:放射志向型がもたらした社会的影響



2019-S000009461-08社会学Ｂ（タテからヨコから社会を知る）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・４時限　　試験時間割：2020/01/20　４時限　　

花野　裕康

◎－－－　概要　－－－◎

この講義は、社会学A、Bにおける後半の科目で、社会学の実
践を学ぶものです（Bだけでの受講でも十分理解できるように
授業するので問題ありません）。具体的には、社会学Aで学ん
だ事柄の簡単な復習を経て、
①現代社会の「タテ」の側面である「近代社会の誕生から現在
までの時間的な変遷」を「日本社会の100年」という具体例を
通して学びます。
②次に「ヨコ」面である、「今現在の社会における様々なト
ピック」を「若者文化」という具体例を通して学びます。
③最終的には、今ここにある現代社会をタテヨコの両面から知
ることを目標とします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本社会の100年について、社会学視点から説明することがで
きる(知識・理解)

若者文化について、社会学視点から説明することができる(知
識・理解)

身近な社会現象について、その時系列的および地域的視点を含
めた社会学的見解を小論文として記述できる(技能)

身近な社会事象について、その時系列的および地域的視点を含
めた社会学的視点から他者と議論を交わす事ができる(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：毎回の講義終了時に指示した課題（次回講義テーマに関
わるもの）について、関連書籍およびインターネット上の情報
に当たって知識を得ておくこと（90分）

復習：毎回の講義後に当該講義テーマについて要点を整理した
上で、自身の考えを文章化しておくこと（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準： 日本社会の100年および若者文化を理解しそれを自
身の言葉で説明できるか、および身近な社会現象を時系列的地
域的視点から解説できるか、の2点を評価基準とする

評価方法：定期試験のみによる。他の評価方法は用いない

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない

◎－－－　参考書　－－－◎

使用しない

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

きちんと出席していないと単位取得はおぼつかないので特
別な理由がない限り休まずに出席すること。講師の問いか
けには答えるなど、積極的に授業に参加する事。居眠り・
私語・許可された場合以外でのスマホ使用等、授業に無関
係な事は行わず授業に集中する事。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回 社会学Aの振り返り

第2回 日本社会の100年①:戦前と戦中

第3回 日本社会の100年②:夢の時代(前半)

第4回 日本社会の100年③:夢の時代(後半)

第5回 日本社会の100年④:虚構の時代(前半)

第6回 日本社会の100年⑤:虚構の時代(後半)

第7回 日本社会の100年⑥:現実の時代(前半)

第8回 日本社会の100年⑦:現実の時代(後半)

第9回 若者文化①：自分らしさとコミュニケーション

第10回 若者文化②:状況志向型の誕生

第11回 若者文化③:状況志向型の社会的背景

第12回 若者文化④:状況志向型がもたらした社会的影響

第13回 若者文化⑤:放射志向型の誕生

第14回 若者文化⑥:放射志向型の社会的背景

第15回 若者文化⑦:放射志向型がもたらした社会的影響



2019-S000009461-03社会学Ｂ（社会学の概念・命題）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・１時限　　試験時間割：2020/01/20　４時限　　

平田　暢

◎－－－　概要　－－－◎

　概念とは理論に関連した、物や行動、認識結果、現象などの
正確な定義である。命題とは概念間の関係についての言明であ
り、判断を言葉で表したものである。多くの社会学者が、現代
社会を説明するために概念や命題を提案してきた。
　本講義では、大きく分けて、社会(的なもの)が個人を拘束す
る側面と、個々人の行動が集積されて社会現象が起こる側面の
２つに注目し、それらにかかわる概念や命題に解説を加えてい
く。前者の文脈では、「与えられた役割が、普通の人を残虐行
為に駆り立てる凶器となりうる」現象などを、後者の文脈では
「ある状況が起こりそうだと考えて人々が行動すると、そう思
わなければ起こらなかったはずの状況が実現してしまう」現象
などを紹介する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

社会学を中心とした複数の概念や命題に関する知識と理解が身
につき、説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習
　資料は早めに配布するので、事前に内容に目を通し、理解で
きない点や疑問点を自分の課題として明らかにしておくこと。
また、｢STOP & THINK｣の問いを考えておくこと(60分)。

復習
　講義後は、事前の課題が解決できたか否かの確認を中心に復
習しておくこと(60分)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
　社会学を中心とした複数の概念や命題に関する知識と理解が
身につき、説明できることを評価の基準とする。

評価方法
　定期試験の成績のみで評価する(100%)。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。講義中に資料を配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

作田啓一・井上俊(編著),1986,『命題コレクション社会
学』,筑摩書房.
　ISBN-13: 978-4480852922
E.デュルケム(著),宮島喬(訳),1985,『自殺論』,中公文庫.
　ISBN-13: 978-4122012561
M.ウェーバー(著),大塚久雄(訳),1989,『プロテスタンティズ
ムの倫理と資本主義の精神』,岩波文庫.
　ISBN-13: 978-4003420935
篠原清夫・栗田真樹(編著),2016,『大学生のための社会学入
門』,晃洋書房.
　ISBN-13: 978-4771027176

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 社会学理論とは何か
2 自殺論(Durkheim)
3 犯罪の潜在的正機能(Durkheim)
4 役割の功罪(1)(Milgram/Zimbardo)
5 役割の功罪(2)(Milgram/Zimbardo)
6 合理化と官僚制化(1)(Weber)
7 合理化と官僚制化(2)(Weber)
8 社会のリスク化(Beck)
9 予言の自己成就と中範囲の理論(1)(Merton)
10 予言の自己成就と中範囲の理論(2)(Merton)
11 囚人のジレンマとナッシュ均衡(1)
12 囚人のジレンマとナッシュ均衡(2)
13 社会的決定のパラドックス(1)
14 社会的決定のパラドックス(2)
15 全体のまとめ



2019-S000009461-09社会学Ｂ（社会学の概念・命題）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・３時限　　試験時間割：2020/01/20　４時限　　

平田　暢

◎－－－　概要　－－－◎

　概念とは理論に関連した、物や行動、認識結果、現象などの
正確な定義である。命題とは概念間の関係についての言明であ
り、判断を言葉で表したものである。多くの社会学者が、現代
社会を説明するために概念や命題を提案してきた。
　本講義では、大きく分けて、社会(的なもの)が個人を拘束す
る側面と、個々人の行動が集積されて社会現象が起こる側面の
２つに注目し、それらにかかわる概念や命題に解説を加えてい
く。前者の文脈では、「与えられた役割が、普通の人を残虐行
為に駆り立てる凶器となりうる」現象などを、後者の文脈では
「ある状況が起こりそうだと考えて人々が行動すると、そう思
わなければ起こらなかったはずの状況が実現してしまう」現象
などを紹介する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

社会学を中心とした複数の概念や命題に関する知識と理解が身
につき、説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習
　資料は早めに配布するので、事前に内容に目を通し、理解で
きない点や疑問点を自分の課題として明らかにしておくこと。
また、｢STOP & THINK｣の問いを考えておくこと(60分)。

復習
　講義後は、事前の課題が解決できたか否かの確認を中心に復
習しておくこと(60分)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
　社会学を中心とした複数の概念や命題に関する知識と理解が
身につき、説明できることを評価の基準とする。

評価方法
　定期試験の成績のみで評価する(100%)。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。講義中に資料を配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

作田啓一・井上俊(編著),1986,『命題コレクション社会
学』,筑摩書房.
　ISBN-13: 978-4480852922
E.デュルケム(著),宮島喬(訳),1985,『自殺論』,中公文庫.
　ISBN-13: 978-4122012561
M.ウェーバー(著),大塚久雄(訳),1989,『プロテスタンティズ
ムの倫理と資本主義の精神』,岩波文庫.
　ISBN-13: 978-4003420935
篠原清夫・栗田真樹(編著),2016,『大学生のための社会学入
門』,晃洋書房.
　ISBN-13: 978-4771027176

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 社会学理論とは何か
2 自殺論(Durkheim)
3 犯罪の潜在的正機能(Durkheim)
4 役割の功罪(1)(Milgram/Zimbardo)
5 役割の功罪(2)(Milgram/Zimbardo)
6 合理化と官僚制化(1)(Weber)
7 合理化と官僚制化(2)(Weber)
8 社会のリスク化(Beck)
9 予言の自己成就と中範囲の理論(1)(Merton)
10 予言の自己成就と中範囲の理論(2)(Merton)
11 囚人のジレンマとナッシュ均衡(1)
12 囚人のジレンマとナッシュ均衡(2)
13 社会的決定のパラドックス(1)
14 社会的決定のパラドックス(2)
15 全体のまとめ



2019-S000009461-06社会学Ｂ（逸脱をとおして社会を見る）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・２時限　　試験時間割：2020/01/20　４時限　　

平兮　元章

◎－－－　概要　－－－◎

　社会学理論や視点を具体的な社会事象に適用してその分析と
解説を行う。特に、社会病理、社会問題、逸脱と社会統制の考
え方に関する種々の立場（コンセンサス・パースペクティヴと
コンフリクト・パースペクティヴ）を中心的にとりあげて説明
する。その中に子どもの社会化、自我意識の形成、ジェン
ダー、階層、階級、権力と支配、宗教、エスニシティ、医療、
正気と狂気、情報化、環境、などの項目に関わる話を織りまぜ
ながら解説する。また、少年犯罪の凶悪化？、非行下位文化お
よび非行少年の消滅、管理社会・情報社会の犯罪など近年の犯
罪現象についても触れる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

逸脱行動に関する学説についてその概要を説明することができ
る。(知識・理解)

個人レベル・集団レベルの逸脱行為に関する説を用いて、様々
な逸脱行為を分析・説明することができる。(知識・理解)

様々な逸脱行為に関するデータ・資料を正確に読み解き、分析
することができる。(技能)

逸脱行動といわれる様々な行為を分析し、他者理解を検討した
うえで、何らかの対応を導き出す努力をする。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

一見難解に思える逸脱理論や視点については、事前に内容を記
したプリントを配付するので、それを事前に読んでおくこと。
事後にノートと共によく読み返すこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業に出席するのは当たり前のことであるので、定期試験等
の結果で判断する。定期試験の成績80%、小テスト20%の割合
で総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特に用いずにノート講義中心とする。必要に応じて適宜
資料を配付する。

◎－－－　参考書　－－－◎

T・ハーシー『非行の原因』文化書房博文社　ISBN
4830107103
J・I・キツセ、M・B・スペクター『社会問題の構築』マ
ルジュ社　ISBN 9784896160666

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　ノート講義であるので、授業には毎回出席して自分の
ノートを作成すること。社会学Ａが理論編で、社会学Ｂが
理論の現実世界への応用編となっているので、Ａ・Ｂ共に
受講するとより社会への理解が深まると思う。
　５回以上欠席した場合は、定期試験を受けても不合格と
なる可能性が高いので留意しておくこと。また、出席詐欺
に対しては厳正に対処する。成績評価に値しないことをつ
け加えておく。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　社会病理・社会問題の考え方
２　逸脱に関する種々の理論・視点
３　アノミー論
４　精神分析理論・青年期反抗理論
５　分化的接触論・文化葛藤論
６　下層階級文化論・非行下位文化論
７　分化的機会構造論
８　社会的絆論・抑制理論
９　シェイミング理論
10　ラベリング論(1)
11　ラベリング論(2)
12　構築主義社会問題論・エスノメソドロジー
13　記号論的逸脱論・ニュー＆ラディカルクリミノロジー
14　フーコーの狂気論と監禁社会論
15　ライアンの監視社会論



2019-S000009461-07社会学Ｂ（逸脱をとおして社会を見る）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・３時限　　試験時間割：2020/01/20　４時限　　

平兮　元章

◎－－－　概要　－－－◎

　社会学理論や視点を具体的な社会事象に適用してその分析と
解説を行う。特に、社会病理、社会問題、逸脱と社会統制の考
え方に関する種々の立場（コンセンサス・パースペクティヴと
コンフリクト・パースペクティヴ）を中心的にとりあげて説明
する。その中に子どもの社会化、自我意識の形成、ジェン
ダー、階層、階級、権力と支配、宗教、エスニシティ、医療、
正気と狂気、情報化、環境、などの項目に関わる話を織りまぜ
ながら解説する。また、少年犯罪の凶悪化？、非行下位文化お
よび非行少年の消滅、管理社会・情報社会の犯罪など近年の犯
罪現象についても触れる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

逸脱行動に関する学説についてその概要を説明することができ
る。(知識・理解)

個人レベル・集団レベルの逸脱行為に関する説を用いて、様々
な逸脱行為を分析・説明することができる。(知識・理解)

様々な逸脱行為に関するデータ・資料を正確に読み解き、分析
することができる。(技能)

逸脱行動といわれる様々な行為を分析し、他者理解を検討した
うえで、何らかの対応を導き出す努力をする。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

一見難解に思える逸脱理論や視点については、事前に内容を記
したプリントを配付するので、それを事前に読んでおくこと。
事後にノートと共によく読み返すこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業に出席するのは当たり前のことであるので、定期試験等
の結果で判断する。定期試験の成績80%、小テスト20%の割合
で総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特に用いずにノート講義中心とする。必要に応じて適宜
資料を配付する。

◎－－－　参考書　－－－◎

T・ハーシー『非行の原因』文化書房博文社　ISBN
4830107103
J・I・キツセ、M・B・スペクター『社会問題の構築』マ
ルジュ社　ISBN 9784896160666

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　ノート講義であるので、授業には毎回出席して自分の
ノートを作成すること。社会学Ａが理論編で、社会学Ｂが
理論の現実世界への応用編となっているので、Ａ・Ｂ共に
受講するとより社会への理解が深まると思う。
　５回以上欠席した場合は、定期試験を受けても不合格と
なる可能性が高いので留意しておくこと。また、出席詐欺
に対しては厳正に対処する。成績評価に値しないことをつ
け加えておく。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　社会病理・社会問題の考え方
２　逸脱に関する種々の理論・視点
３　アノミー論
４　精神分析理論・青年期反抗理論
５　分化的接触論・文化葛藤論
６　下層階級文化論・非行下位文化論
７　分化的機会構造論
８　社会的絆論・抑制理論
９　シェイミング理論
10　ラベリング論(1)
11　ラベリング論(2)
12　構築主義社会問題論・エスノメソドロジー
13　記号論的逸脱論・ニュー＆ラディカルクリミノロジー
14　フーコーの狂気論と監禁社会論
15　ライアンの監視社会論



2019-S000009461-11社会学Ｂ（現代社会学―社会問題に学ぶ）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・５時限　　試験時間割：2020/01/20　４時限　　

本多　康生

◎－－－　概要　－－－◎

　社会学とは、人間が集合的に織りなす社会を考察の対象とす
る学問である。本講義では、現代の様々な社会事象を分析し理
解するために、社会学の理論や物の見方を、具体的な社会問題
に即して解説し、社会の構造や仕組みに対する基本的認識を深
める手ほどきを行う。特に、身近な問題からグローバルな社会
事象までを総合的に分析する社会学の問題把握の特性を、歴史
学・政治学など他の社会科学との関わりをも視野に教授してい
く。講義では、ドキュメンタリー・映画などの視聴覚資料を積
極的に活用し、受講者それぞれが現代社会の諸問題に関する社
会学的理解や合意形成の手掛かりを得ることを目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　社会学的な物の見方を理解し、現代の様々な社会事象につい
て多角的な視野から考察できる。(知識・理解)

　自身の見解や立場を相対化し、問い直す姿勢を持つ。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　ノートや配付レジュメを見直したり、授業中に紹介した参考
書に目を通すなど、各講義の後に復習をすることが望ましい
（30分程度）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　各回の授業の最後に提出するリアクションペー
パー（30％）、定期試験の成績（70％）。

リアクションペーパー：各回の授業内容を理解した上で、当該
テーマについて独自の見解を述べられるかどうかを評価基準と
する。

定期試験：社会学の基礎的概念と物の見方を理解した上で、現
代の様々な社会事象について、多角的な視野から独自の見解を
論理的に述べられるかどうかを評価基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　講義毎にレジュメを配布する。各講義では、テーマに対
応した視聴覚資料を的確な問題意識を持って使用する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　受講にあたって特別な知識は必要としないが、テレビや
新聞報道の記事などを通じて、時事問題に関心を持って欲
しい。なお、前期に開講される社会学Ａを履修していなく
ても問題はない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　講義内容や順序は、受講者の理解度に応じて変更する可
能性がある。

１　 イントロダクション―社会問題とは何か
２　 少子高齢社会　
３　 ニート　　
４　 自殺問題
５　 アダルトチルドレン　
６　 犯罪被害
７　 いじめ
８　 東日本大震災と復興
９　 エスニシティ
10　障害と差別
11　医療化
12　薬害問題
13　環境問題
14　リスク社会　
15　総括



2019-S000009462-01教育論Ａ（幼児教育について考える）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・１時限　　試験時間割：2019/07/25　４時限　　

江玉　睦美

◎－－－　概要　－－－◎

　近年、幼児期の教育に関する話題が様々取り上げられてい
る。幼児期の教育は、人間教育における出発点ともいう重要な
ものであり、OECDも各国の「幼稚園・保育園の質」に関する
調査を実施するなど、これまで以上にその重要性が認識されて
いる。
　学生にとっては将来、親として、地域社会の一員として、中
には教師や保育士として子どもにかかわる者として、何かしら
の形ですべての学生が幼児期の教育に携わる存在であるといえ
る。しかし、大学での教育内容をみると資格取得のための専門
科目以外では、幼児教育について学ぶ機会があまりないのが現
状である。
　そこで、本講義では幼児教育の歴史や思想といった基礎的な
学習に基づいた幼児教育への理解と関心を育てることを目的と
する。講義では、メディア教材を活用しながら幼稚園や保育園
での教育・保育や子どもの姿を実際にとらえながら進めてい
く。

◎－－－　到達目標　－－－◎

幼児教育の重要性について述べることができる(知識・理解)

フレーベルの幼児教育思想について説明することができる(知
識・理解)

わが国における子育て支援の現状と課題について理解し、子育
てや幼児教育の今後のあり方について考えることができる(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・次回の講義テーマを発表するので、それに関する新聞記事や
文献などを探し、目を通しておくこと。（60分）
・講義後は、講義で取り上げた事柄について各自ノート等に自
分の意見をまとめることで、復習とすること（試験に向けても
重要となる）（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験　100％

　以下の点を評価基準として、定期試験によって評価する。
・幼児教育の重要性について述べることができるか
・フレーベルの幼児教育思想について説明することができるか
・わが国における子育て支援の現状と課題について理解し、子
育てや幼児教育の今後のあり方について述べることができるか

◎－－－　テキスト　－－－◎

特定のテキストはしません。毎時間資料を配布します

◎－－－　参考書　－－－◎

『家庭教育の隘路』　ISBN 978-4-326-65333-1
『森のようちえん』　ISBN 978-4-7592-6746-4
『保育臨床相談』　ISBN 9784762826580
（1）本田由紀、勁草書房、2008年
（2）今村光章編著、解放出版社、2013年
（3）小田豊他、北大路書房、2009年

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎時間、質問カードを配布します。
携帯電話・スマホ等の使用、私語については厳しく対応し
ます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1 回　幼児期の子どもの世界
第2 回　幼児教育の歴史①Kindergarten創設以前
第3 回　幼児教育の歴史②Kindergarten
第4 回　幼児教育の歴史③森のようちえん
第5 回　幼児教育の歴史④日本における幼児教育
第6 回　フレーベルの幼児教育思想①幼児期の子ども
第7 回　フレーベルの幼児教育思想②遊び
第8 回　フレーベルの幼児教育思想③環境
第9 回　幼児教育の構造
第10回　幼児理解の重要性
第11回　幼児教育がかかえる問題①園を取り巻く環境
第12回　幼児教育がかかえる問題②待機児童
第13回　幼児教育がかかえる問題③虐待
第14回　幼児期における家庭教育
第15回　子育て支援の現状と課題



2019-S000009462-02教育論Ａ（「子ども」について考える）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・４時限　　試験時間割：2019/07/25　４時限　　

佐喜本　愛

◎－－－　概要　－－－◎

　私たちの社会にとって「子ども」とはどんな存在なのだろう
か。そもそも「子ども」とは何か、いつから「大人」になった
というのだろうか。みなさん（大学生）はまだ「子ども」だろ
うか、それとも「大人」だといえるのだろうか。
　本講義ではそうした「子ども」についての素朴な疑問に目を
向けることから始めたい。次にそうした私たちがイメージする
「子ども」について本質的に考えるべく、近代の「子ども」と
社会の関係について概観する。本年度は特に「子ども」を取り
巻く環境として「家族」「母」「女性」、特に日本の女子教育
への考察を深める予定である。そうした基礎作業を通して「子
ども」への視点を広げた上で、現在の日本の「子ども」たちを
取り巻く社会的事象について検討する。
　本講義では数回レポートを提出してもらう。これは出席確認
のためではなく、各講義で何を学び、考えたのか、受講生の理
解度を確認するものであり、各自が論理的に文章をまとめる練
習でもある。毎回、講義の課題に即して新しい発見をするこ
と、考えること、まとめること、他人が読みやすい文字で記述
すること、それぞれの力をつけてほしいと考えている。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

「教育」についての基本的概念について説明できる(知識・理
解)

近代の「子ども」観についての基本的な学説について説明でき
る(知識・理解)

近代家族についての基本的な学説について説明できる(知識・
理解)

日本における「女子教育」についての基本的知識を理解する
(知識・理解)

現代の「子ども」をめぐる諸問題について、客観的な分析がで
きるようになる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習として前回の授業（第1回オリエンテーションをのぞ
く）で示した課題（次回の予告）について「何を知りたいか」
「何を考えたいか」といった視点で興味関心をまとめる（毎回
1時間程度）。事後学習として、配付プリントとノートをもと
に内容を整理するとともに、「何が深められたか」を各自で確
認し、次の課題へとつなげていくこと（毎回1時間程度）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

受講態度とミニレポート／レポート40％、学期末試験60％とす
る。
　15回の中で数回レポートを提出してもらい、講義の理解度お
よび上記到達目標「態度・志向性」の達成度を主に確認する。
定期試験は上記到達目標「知識・理解」の達成度を評価する。
基本的な知識を問う問題（用語記入など）と論述問題とする。
論述問題は、講義中に説明した歴史的・思想的文脈を理解した
上で考察・論述ができているかどうかを基準に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは指定しません。配布プリント集については初回
で案内します。

◎－－－　参考書　－－－◎

子どもの教育の歴史―その生活と社会背景をみつめて　
ISBN 4815805865
近代子ども史年表　ISBN 4309223761
「子供」の誕生 : アンシァン・レジ－ム期の子供と家族生
活　ISBN 4622018322

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　「教育」、「子ども」に興味・関心をもつ学生を歓迎す
る。積極的に自分で考え、更なる課題を見つける視点で臨
んで欲しい。
よって理由なき遅刻、教室の出入り、携帯電話（スマホ）
の使用、私語、イヤホンを聞きながらの受講、「内職」
（他の授業で課された課題や検定試験等の勉強）などの授
業態度は、上記意識がないものとして厳しく対応する。例
年、多くの学生が受講してくれており、熱心な学生がいる
一方で、福岡大学の学生として恥ずかしい態度で受講する
学生が残念ながらいる。他者の学習権を侵害する者には厳
しく対処し、本年度は状況によっては座席指定を実施す
る。なお、出席を確認することはしない。
授業は「生もの」であり、学生のみなさんとの対話で進行
していくものである。よってシラバスの内容に若干の変更
（順番の変更）が生じることがあることを了承の上受講し
てほしい。本講義は、総じて「歴史」を多く用いた分析を
行う。高校まで歴史が苦手であったも内容理解に問題はな
いが、歴史という方法を用いた内容になることを納得した
上で受講していただきたい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　オリエンテーション
　　　　　教育学の課題と方法
２　「教育」とは何か
３　大学生は「子ども」か「大人」か
４　子ども観の変遷①中世の「子ども」
５　子ども観の変遷②近代の「子ども」
６　近代家族の中の「子ども」
７　「母」像と「子ども」
８　「女子」の教育①江戸時代の女性観
９　「女子」の教育②「理想的」女子教育

１０　「女子」の教育③高等女学校での教度
１１　「女子」の教育④女子の高等教育
１２　少年法を理解する
１３　子どもの権利とその課題
１４　世界のこどもたち
１５　講義のまとめ　　　



2019-S000009462-04教育論Ａ（「子ども」について考える）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・５時限　　試験時間割：2019/07/25　４時限　　

佐喜本　愛

◎－－－　概要　－－－◎

　私たちの社会にとって「子ども」とはどんな存在なのだろう
か。そもそも「子ども」とは何か、いつから「大人」になった
というのだろうか。みなさん（大学生）はまだ「子ども」だろ
うか、それとも「大人」だといえるのだろうか。
　本講義ではそうした「子ども」についての素朴な疑問に目を
向けることから始めたい。次にそうした私たちがイメージする
「子ども」について本質的に考えるべく、近代の「子ども」と
社会の関係について概観する。本年度は特に「子ども」を取り
巻く環境として「家族」「母」「女性」、特に日本の女子教育
への考察を深める予定である。そうした基礎作業を通して「子
ども」への視点を広げた上で、現在の日本の「子ども」たちを
取り巻く社会的事象について検討する。
　本講義では数回レポートを提出してもらう。これは出席確認
のためではなく、各講義で何を学び、考えたのか、受講生の理
解度を確認するものであり、各自が論理的に文章をまとめる練
習でもある。毎回、講義の課題に即して新しい発見をするこ
と、考えること、まとめること、他人が読みやすい文字で記述
すること、それぞれの力をつけてほしいと考えている。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

「教育」についての基本的概念について説明できる(知識・理
解)

近代の「子ども」観についての基本的な学説について説明でき
る(知識・理解)

近代家族についての基本的な学説について説明できる(知識・
理解)

日本における「女子教育」についての基本的知識を理解する
(知識・理解)

現代の「子ども」をめぐる諸問題について、客観的な分析がで
きるようになる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習として前回の授業（第1回オリエンテーションをのぞ
く）で示した課題（次回の予告）について「何を知りたいか」
「何を考えたいか」といった視点で興味関心をまとめる（毎回
1時間程度）。事後学習として、配付プリントとノートをもと
に内容を整理するとともに、「何が深められたか」を各自で確
認し、次の課題へとつなげていくこと（毎回1時間程度）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

受講態度とミニレポート／レポート40％、学期末試験60％とす
る。
　15回の中で数回レポートを提出してもらい、講義の理解度お
よび上記到達目標「態度・志向性」の達成度を主に確認する。
定期試験は上記到達目標「知識・理解」の達成度を評価する。
基本的な知識を問う問題（用語記入など）と論述問題とする。
論述問題は、講義中に説明した歴史的・思想的文脈を理解した
上で考察・論述ができているかどうかを基準に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは指定しません。配布プリント集については初回
で案内します。

◎－－－　参考書　－－－◎

子どもの教育の歴史―その生活と社会背景をみつめて　
ISBN 4815805865
近代子ども史年表　ISBN 4309223761
「子供」の誕生 : アンシァン・レジ－ム期の子供と家族生
活　ISBN 4622018322

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　「教育」、「子ども」に興味・関心をもつ学生を歓迎す
る。積極的に自分で考え、更なる課題を見つける視点で臨
んで欲しい。
よって理由なき遅刻、教室の出入り、携帯電話（スマホ）
の使用、私語、イヤホンを聞きながらの受講、「内職」
（他の授業で課された課題や検定試験等の勉強）などの授
業態度は、上記意識がないものとして厳しく対応する。例
年、多くの学生が受講してくれており、熱心な学生がいる
一方で、福岡大学の学生として恥ずかしい態度で受講する
学生が残念ながらいる。他者の学習権を侵害する者には厳
しく対処し、本年度は状況によっては座席指定を実施す
る。なお、出席を確認することはしない。
授業は「生もの」であり、学生のみなさんとの対話で進行
していくものである。よってシラバスの内容に若干の変更
（順番の変更）が生じることがあることを了承の上受講し
てほしい。本講義は、総じて「歴史」を多く用いた分析を
行う。高校まで歴史が苦手であったも内容理解に問題はな
いが、歴史という方法を用いた内容になることを納得した
上で受講していただきたい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　オリエンテーション
　　　　　教育学の課題と方法
２　「教育」とは何か
３　大学生は「子ども」か「大人」か
４　子ども観の変遷①中世の「子ども」
５　子ども観の変遷②近代の「子ども」
６　近代家族の中の「子ども」
７　「母」像と「子ども」
８　「女子」の教育①江戸時代の女性観
９　「女子」の教育②「理想的」女子教育

１０　「女子」の教育③高等女学校での教度
１１　「女子」の教育④女子の高等教育
１２　少年法を理解する
１３　子どもの権利とその課題
１４　世界のこどもたち
１５　講義のまとめ　　　



2019-S000009463-01教育論Ｂ（子どもの発達と教育）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・５時限　　試験時間割：2020/01/20　４時限　　

江玉　睦美

◎－－－　概要　－－－◎

　近年、子どもたちがみせる様々な姿が教育問題として取り上
げられる。それらは、今という時代の中で学校、家庭、地域社
会といった子どもたちを取り囲む環境とのかかわりで語られ、
「最近の子どもは昔とは違う」という言葉がよく使われる。こ
うした状況の中で、昔に比べて子どもたちはどれだけ変わった
のだろうか、その結果、どのような問題が起きているのろう
か、なぜ子どもたちは変わったのだろうか、いくつもの問いが
出てくる。これらの問いをときほぐし、教育の対象である子ど
もの今ある姿をとらえることが教育において重要なことなので
ある。
　そこで本講義では、子どもたちが発達するうえでみられる問
題について取り上げ、その背景にあるもの、問題のメカニズ
ム、これからの社会や教育において必要なことについて考えて
いくことを目的とする。講義内容は、①近年の子どもたちの姿
を視聴覚教材や統計資料などを用いて実態把握する、②発達上
の問題を明確にし、要因について考える、③改善のために必要
なことについて考える、この3点をポイントとする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

子どもの発達過程と各発達段階にみられる特徴を説明すること
ができる(知識・理解)

近年の子どもたちにみられる発達上の問題について背景や要因
を理解し、今後のあり方について講義内容をふまえて考えるこ
とができる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・次回の講義テーマを発表するので、それに関する新聞記事や
文献などを探し、目を通しておくこと。（60分）
・講義後は、講義で取り上げた事柄について各自ノート等に自
分の意見をまとめることで、復習とすること（試験に向けても
重要となる）。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験　100％
・子どもの発達過程と各発達段階にみられる特徴を正確に述べ
ることができるか
・近年の子どもたちにみられる発達上の問題について背景や要
因を理解し、今後のあり方までを講義内容をふまえて自分の考
えとしてまとめることができるか

　以上の点を評価基準として、定期試験によって評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特定のテキストはしません。毎時間資料を配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

図説教育の論点　ISBN 978-4-8451-1151-0
子どもが見えない　ISBN 978-4-591-085509
家庭教育の隘路　ISBN 978-4-326-65333-1
（1）久冨善之・長谷川祐・山﨑鎮親編、旬報社、2010年
（2）NHKスペシャル「子どもが見えない」取材班、ポプ
ラ社、2005年
（3）本田由紀著、勁草書房、2008年

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎時間、質問カードを配布します。遅刻、携帯電話・スマ
ホ等の使用、私語については厳しく対応します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1 回　発達と教育
第2 回　身体の発達
第3 回　認知の発達
第4 回　言葉の発達と読書行動
第5 回　社会性の発達と子どもの仲間関係
第6 回　子どもと遊び①―遊びの要素―
第7 回　子どもと遊び②―遊びの教育的意義―
第8 回  乳児期における人格の発達
第9 回  幼児期における人格の発達
第10回  児童期における人格の発達
第11回  青年期における人格の発達
第12回　子どもの生活リズム―生活習慣の形成―
第13回　子ども理解①（幼児期）
第14回　子ども理解②（児童期～青年期）
第15回　これからの社会と子どもの発達　　　



2019-S000009463-02教育論Ｂ（教育と福祉の問題を考える）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・４時限　　試験時間割：2020/01/20　４時限　　

田中　友佳子

◎－－－　概要　－－－◎

　教育と福祉の狭間にある子どもの問題の変遷について理解し、教育
福祉に関する実践と理論、その課題について考察することを、本講義
の目的とする。
　現在の日本社会においては、小・中学校で義務教育を受けることは
当たり前であり、家族に育てられることは当然と思われがちである。
しかし、雑誌や新聞、統計データなどの史料に目を向けてみると、学
校に行かない、行けない子どもが戦前戦後にかけて多く存在していた
ことが分かる。こうした状況は過去のものではなく、現在、新たに
「子どもの貧困」が発見され、「希望格差社会」と呼ばれる状況が生
まれていることは周知のとおりである。また、血縁関係にある親以外
が育てる里預けや縁組に基づく養育は、高度経済成長期に至るまでご
く一般的に見られる光景であった。実子のみを養育する家族像は自明
なものではなかったのである。本講義では、こうした「当たり前」が
いかに成り立ってきたのかを問う。
　翻って考えて見ると、「当たり前」が作られるとき、新しい子ども
の問題が湧き出てくるともいえよう。こうした子どもの問題の中で
も、本講義が取り扱うのは、とくに見えづらかったり、見えないよう
隠されてきたものが多い。それは、教育が解決すべきとされる問題
と、福祉が解決すべきとされる問題の狭間あるいは重なりにおいて存
在する問題だからである。こうした教育問題とも福祉問題ともいえ
る/いえない境界に存在する領域を「教育福祉」問題と呼ぶことがで
き、これまで多くの理論や実践が生み出されてきた。教育と福祉の狭
間にあって見えづらい子どもをめぐる問題をひもときながら、そもそ
も学校とは何か、教育や家族とは何なのだろうといった、根本的な問
いについて考えてみたい。
　本講義の内容は、二部に分かれる。具体的な講義内容については以
下のとおりである。まず、前半の講義では、学校と教育福祉をテーマ
とする。近年、「子どもの貧困」問題が叫ばれ、学校現場でも生活困
窮世帯への支援が取りざたされるようになっている。子どもや世帯の
貧困は戦前から存在していたものの、問題の現れ方や語られ方は現在
とは異なる。学校の＜外＞にいる子どもたちがいかに眼差され、いか
なる働きかけが行われたのか、その歴史とこれからについて考察する
機会としたい。後半の講義では、子どもの養育と教育福祉をテーマと
する。家族の＜外＞に出された子どもに目を向けることにより、近代
家族の成り立ちについて逆照射する。また、子どもの養育と優生思想
との関係性などについても触れる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教育と福祉の狭間にある子どもの問題の歴史を理解し、自らの考えを
表明できる(態度・志向性)

教育福祉に関する理論の多様性について知り、その内容を説明できる
(知識・理解)

学校等における教育福祉の実践と課題について理解できる(知識・理
解)

近代家族の成り立ちと社会的養護との関わりについて説明できる(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業中に配布した資料やワークシートを読み、予習と復習を行うこ
と。詳細は授業の最後に伝える。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

受講態度と毎回のコメントシート40%
理解度チェックテスト30%（1～7回の授業の理解度を問う）
定期試験30%（9～15回の授業の理解度を問う）
理解度チェックテストと定期試験は、論述形式で行う。問題を事前に
配布するので、必ず各自で準備して臨むこと。電子機器類以外は持ち
込み可能。

◎－－－　テキスト　－－－◎

関連する資料を、授業中に適宜配布する。各自ファイリン
グを行い、整理しておくこと。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・他の学生の妨げとなる行為（私語、飲食など）を為す者
には厳正に対処する
・授業中、パソコンやスマートフォン等の電子機器類の使
用を固く禁ずる
・ペアワーク・グループワークに積極的に参加すること

◎－－－　授業計画　－－－◎

＜前半＞
１．オリエンテーションー教育と福祉の狭間とは
２．『泥の河』にみる子どもの情況
３．＜不就学＞の歴史
４．教育福祉論の展開
５．「子どもの貧困」の問題化（理解度チェックテスト問
題開示）
６．子どもと世帯の貧困をとらえる
７．学校社会事業とスクールソーシャルワーク
８．前半のまとめ―理解度チェックテスト
＜後半＞
９．前近代の子どもの生の捉え方
10．良妻賢母思想の展開　
11．優生思想と子ども―赤ちゃんコンテストと国民優生法
12．戦後の家族体制の成立と変容
13．社会的養護にみる家族と子どもの問題（定期試験問題
開示）
14．里親養育の社会史
15．社会的養護から社会的養育へ



2019-S000009463-04教育論Ｂ（教育と福祉の問題を考える）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・５時限　　試験時間割：2020/01/20　４時限　　

田中　友佳子

◎－－－　概要　－－－◎

　教育と福祉の狭間にある子どもの問題の変遷について理解し、教育
福祉に関する実践と理論、その課題について考察することを、本講義
の目的とする。
　現在の日本社会においては、小・中学校で義務教育を受けることは
当たり前であり、家族に育てられることは当然と思われがちである。
しかし、雑誌や新聞、統計データなどの史料に目を向けてみると、学
校に行かない、行けない子どもが戦前戦後にかけて多く存在していた
ことが分かる。こうした状況は過去のものではなく、現在、新たに
「子どもの貧困」が発見され、「希望格差社会」と呼ばれる状況が生
まれていることは周知のとおりである。また、血縁関係にある親以外
が育てる里預けや縁組に基づく養育は、高度経済成長期に至るまでご
く一般的に見られる光景であった。実子のみを養育する家族像は自明
なものではなかったのである。本講義では、こうした「当たり前」が
いかに成り立ってきたのかを問う。
　翻って考えて見ると、「当たり前」が作られるとき、新しい子ども
の問題が湧き出てくるともいえよう。こうした子どもの問題の中で
も、本講義が取り扱うのは、とくに見えづらかったり、見えないよう
隠されてきたものが多い。それは、教育が解決すべきとされる問題
と、福祉が解決すべきとされる問題の狭間あるいは重なりにおいて存
在する問題だからである。こうした教育問題とも福祉問題ともいえ
る/いえない境界に存在する領域を「教育福祉」問題と呼ぶことがで
き、これまで多くの理論や実践が生み出されてきた。教育と福祉の狭
間にあって見えづらい子どもをめぐる問題をひもときながら、そもそ
も学校とは何か、教育や家族とは何なのだろうといった、根本的な問
いについて考えてみたい。
　本講義の内容は、二部に分かれる。具体的な講義内容については以
下のとおりである。まず、前半の講義では、学校と教育福祉をテーマ
とする。近年、「子どもの貧困」問題が叫ばれ、学校現場でも生活困
窮世帯への支援が取りざたされるようになっている。子どもや世帯の
貧困は戦前から存在していたものの、問題の現れ方や語られ方は現在
とは異なる。学校の＜外＞にいる子どもたちがいかに眼差され、いか
なる働きかけが行われたのか、その歴史とこれからについて考察する
機会としたい。後半の講義では、子どもの養育と教育福祉をテーマと
する。家族の＜外＞に出された子どもに目を向けることにより、近代
家族の成り立ちについて逆照射する。また、子どもの養育と優生思想
との関係性などについても触れる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教育と福祉の狭間にある子どもの問題の歴史を理解し、自らの考えを
表明できる(態度・志向性)

教育福祉に関する理論の多様性について知り、その内容を説明できる
(知識・理解)

学校等における教育福祉の実践と課題について理解できる(知識・理
解)

近代家族の成り立ちと社会的養護との関わりについて説明できる(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業中に配布した資料やワークシートを読み、予習と復習を行うこ
と。詳細は授業の最後に伝える。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

受講態度と毎回のコメントシート40%
理解度チェックテスト30%（1～7回の授業の理解度を問う）
定期試験30%（9～15回の授業の理解度を問う）
理解度チェックテストと定期試験は、論述形式で行う。問題を事前に
配布するので、必ず各自で準備して臨むこと。電子機器類以外は持ち
込み可能。

◎－－－　テキスト　－－－◎

関連する資料を、授業中に適宜配布する。各自ファイリン
グを行い、整理しておくこと。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・他の学生の妨げとなる行為（私語、飲食など）を為す者
には厳正に対処する
・授業中、パソコンやスマートフォン等の電子機器類の使
用を固く禁ずる
・ペアワーク・グループワークに積極的に参加すること

◎－－－　授業計画　－－－◎

＜前半＞
１．オリエンテーションー教育と福祉の狭間とは
２．『泥の河』にみる子どもの情況
３．＜不就学＞の歴史
４．教育福祉論の展開
５．「子どもの貧困」の問題化（理解度チェックテスト問
題開示）
６．子どもと世帯の貧困をとらえる
７．学校社会事業とスクールソーシャルワーク
８．前半のまとめ―理解度チェックテスト
＜後半＞
９．前近代の子どもの生の捉え方
10．良妻賢母思想の展開　
11．優生思想と子ども―赤ちゃんコンテストと国民優生法
12．戦後の家族体制の成立と変容
13．社会的養護にみる家族と子どもの問題（定期試験問題
開示）
14．里親養育の社会史
15．社会的養護から社会的養育へ



2019-S000009477-05教育原論（教育について知る・わかる・考える）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・３時限　　試験時間割：2020/01/25　６時限　　

江玉　睦美

◎－－－　概要　－－－◎

　教育に関する基礎的概念や思想及び学校における教育活動の
全体計画としての教育課程とその編成に関する基本的概念や原
理を学ぶことによって、教育実践において必要となる基礎的な
知識及び理論を習得することを目的とする。
　そこで、本講義では教育の本質に関する理解を基盤とし、教
育の場としての学校における教育課程とその編成に関して理
論・歴史・実践という多様な観点を取り入れて授業を進める。
マルチメディア教材を活用して子どもや地域社会、学校、保護
者の現状をとらえ、それらをふまえたこれからの学びのあり方
について特色ある教育課程の事例をもとに考察を深める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教育の本質と目的、構造及び教育思想について説明することが
できる(知識・理解)

学校教育制度の変遷をふまえて学校の意義と役割について説明
することができる(知識・理解)

教育課程の意義と編成する際の基礎的知識や方法を説明するこ
とができる(知識・理解)

学習指導要領にもとづいた教育課程の編成・実施・評価・改善
のあり方について説明することができる(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・講義終了時に次回講義のテキストの範囲を連絡するので、必
ず読むこと（45分）
・講義後は、講義で取り上げた事項について各自ノートに自分
の意見をまとめることで復習の一端とすること（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験　100％

　以下の点を評価基準として、定期試験によって評価する。
・教育の本質と目的、構造及び教育思想について説明すること
ができるか
・学校教育制度の変遷をふまえて学校の意義と役割について説
明することができるか
・教育課程の意義と編成する際の基礎的知識や方法について説
明することができるか
・学習指導要領にもとづいた教育課程の編成・実施・評価・改
善のあり方について説明することができるか

◎－－－　テキスト　－－－◎

小川哲哉・勝山吉章・井上豊久編『現代教育の論究』青簡
舎、2014年（2200円＋税）
ISBN978-4-903996-54-7

◎－－－　参考書　－－－◎

『教師教育講座第6巻教育課程論　ISBN 978-4-319-10675-2
『中学校学習指導要領』　ISBN 978-4-827815405
『高等学校学習指導要領』　ISBN 978-4-827815412
（1）鈴木由美子他、協同出版、2014年
（2）文部科学省
（3）文部科学省

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

携帯電話・スマホの使用、私語については厳しく対応しま
す。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1 回：教育の本質①　教育とは何か（教育の本質と目
的）
第2 回：教育の本質②　教育の機能と構造
第3 回：教育の歴史と思想　①ルソー
第4 回：教育の歴史と思想　②ペスタロッチー
第5 回：教育の歴史と思想　③デューイ
第6 回：学校の役割と意義（学校教育が抱える諸問題を通
して）
第7 回：学校教育制度の変遷
第8 回：教育課程の定義及び意義
第9 回：教育課程の歴史
第10回：学習指導要領からみる教育課程の変遷①
       -経験主義と系統主義-
第11回：学習指導要領からみる教育課程の変遷② -ゆとり
教育-
第12回：教育課程の編成原理
第13回：教育課程編成の考え方と手法
第14回：特色ある教育課程編成のあり方とカリキュラム・
マネジメント
第15回：学校・家庭・地域社会の連携にもとづくこれから
の学び



2019-S000009477-06教育原論（教育について知る・わかる・考える）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・４時限　　試験時間割：2020/01/25　６時限　　

江玉　睦美

◎－－－　概要　－－－◎

　教育に関する基礎的概念や思想及び学校における教育活動の
全体計画としての教育課程とその編成に関する基本的概念や原
理を学ぶことによって、教育実践において必要となる基礎的な
知識や理論を習得することを目的とする。
　そこで、本講義では教育の本質に関する理解を基盤とし、教
育の場としての学校における教育課程とその編成に関して理
論・歴史・実践という多様な観点を取り入れて授業を進める。
マルチメディア教材を活用して子どもや地域社会、学校、保護
者の現状をとらえ、それらをふまえたこれからの学びのあり方
について特色ある教育課程の事例をもとに考察を深める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教育の本質と目的、構造及び教育思想について説明することが
できる(知識・理解)

学校教育制度の変遷をふまえて学校の意義と役割について説明
することができる(知識・理解)

教育課程の意義と編成する際の基礎的知識や方法を説明するこ
とができる(知識・理解)

学習指導要領にもとづいた教育課程の編成・実施・評価・改善
のあり方について説明することができる(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・講義終了時に次回講義のテキストの範囲を連絡するので、必
ず読むこと（45分）
・講義後は、講義で取り上げた事項について各自ノートに自分
の意見をまとめることで復習の一端とすること（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験　100％

　以下の点を評価基準として、定期試験によって評価する。
・教育の本質と目的、構造及び教育思想について説明すること
ができるか
・学校教育制度の変遷をふまえて学校の意義と役割について説
明することができるか
・教育課程の意義と編成する際の基礎的知識や方法について説
明することができるか
・学習指導要領にもとづいた教育課程の編成・実施・評価・改
善のあり方について説明することができるか

◎－－－　テキスト　－－－◎

小川哲哉・勝山吉章・井上豊久編『現代教育の論究』青簡
舎、2014年（2200円＋税）
ISBN978-4-903996-54-7

◎－－－　参考書　－－－◎

『教師教育講座第6巻教育課程論』　ISBN
978-4-319-10675-2
『中学校学習指導要領』　ISBN 978-4-827815405
『高等学校学習指導要領』　ISBN 978-4-827815412
（1）鈴木由美子他、協同出版、2014年
（2）文部科学省
（3）文部科学省

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

携帯電話・スマホ等の使用、私語については厳しく対応し
ます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1 回：教育の本質①　教育とは何か（教育の本質と目
的）
第2 回：教育の本質②　教育の機能と構造
第3 回：教育の歴史と思想　①ルソー
第4 回：教育の歴史と思想　②ペスタロッチー
第5 回：教育の歴史と思想　③デューイ
第6 回：学校の役割と意義（学校教育が抱える諸問題を通
して）
第7 回：学校教育制度の変遷
第8 回：教育課程の定義及び意義
第9 回：教育課程の歴史
第10回：学習指導要領からみる教育課程の変遷①
       -経験主義と系統主義-
第11回：学習指導要領からみる教育課程の変遷② -ゆとり
教育-
第12回：教育課程の編成原理
第13回：教育課程編成の考え方と手法
第14回：特色ある教育課程編成のあり方とカリキュラ
       ム・マネジメント
第15回：学校・家庭・地域社会の連携にもとづくこれから
の学び



2019-S000009477-01教育原論（教育の理念と教育課程（カリキュラムマネジメントを含む））

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・２時限　　試験時間割：2020/01/25　６時限　　

勝山　吉章

◎－－－　概要　－－－◎

学習指導要領の教育課程の意義や編成の方法について学びなが
ら、経験主義教育（開発主義）と系統主義教育（注入主義）が
歴史的に交互に繰り返されてきたことを知る。経験主義とは、
児童生徒の興味関心や体験・経験を重視する児童中心主義教育
であり、系統主義とはそれぞれの教科の科学性や知の構成を重
視する科学中心主義を指す。日本でも西洋でも、この両者は常
に教育実践や教育思想のなかで論じられてきたものである。本
講義は、これら両者のメリット・デメリットを理解しながら、
学校のあり方や教育課程の編成のあり方を考える。そしてカリ
キュラム・マネジメントの方法原理を考察していく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教育の理念ならびに教育に関する思想および方法について理解
する(知識・理解)

教育課程の意義について理解する(知識・理解)

教育課程編成の方法（カリキュラムマネジメントを含む）につ
いて具体的に考える(技能)

学校や教育の在り方について考える(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・授業計画に即して指定したテキストの授業相応内容を事前に
読んでおくこと（30分）
・授業計画に即して事前に専門用語等を調べ理解しておくこと
（30分）
・講義終了後に授業内容をノートに整理しておくこと（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

教育の理念や教育課程の編成について理解しているかどうかを
評価の基準とする。
定期試験の結果（80%）、授業中の発表等（20%)を評価の方法
とする。
なお、近年の成績評価の厳格化の動向もあり、単位認定の合格
者は履修生の半数ぐらいを考えている。

◎－－－　テキスト　－－－◎

勝山他『西洋の教育の歴史を知る』あいり出版
ISBN978-4-901903-47-9定価2000円＋税

◎－－－　参考書　－－－◎

安彦他『カリキュラム研究入門』勁草書房　ISBN
978-4-326-29815-0

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業中の私語、居眠り、携帯等の遊戯は減点の対象とな
り、不合格の理由ともなりえる。
テキストを中心に授業を行う。従って、テキストを持参し
ない学生の受講は認められない。
本講義は、西洋教育史の授業とリンクしているので、両者
の受講を勧める。
担当者は、視覚に障害をもっているので、学生の理解をお
願いする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１：学習指導要領からみる教育課程の意義
２：学習指導要領からみる教育課程編成の方法
３：教育の基本的概念と近代教育学
４：教育の歴史と思想－コメニウス
５：教育の歴史と思想－ルソー
６：教育の歴史と思想－ペスタロッチ
７：教育の歴史と思想－フレーベル
８：教育の歴史と思想－デューイ
９：教育の歴史と思想－沢柳政太郎と大正自由教育
１０：戦後教育の教育課程論争－経験主義か系統主義か
１１：スプートニックショックと発見学習
１２：教科カリキュラムと経験カリキュラムの編成方法と
特色
１３：相関カリキュラム、融合カリキュラム、コア・カリ
キュラムの編成方法と特色
１４：カリキュラム・マネジメントの意義と内容
１５：まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

中学校学習指導要領解説総則
(http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1387016.htm)



2019-S000009477-04教育原論（学校再生にむけて）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・１時限　　試験時間割：2020/01/25　６時限　　

添田　祥史

◎－－－　概要　－－－◎

　すべての子どもたちが、しあわせな学校生活を過ごしてほし
い。そのために、学校や教師はどうあるべきか。それを議論す
るためには、教育に関する歴史や思想、教師や教育課程に関す
る理論について知っておく必要があります。そうした素養を欠
いたまま学校や教育の未来を語ると、ひとりよがりの居酒屋談
義のレベルになってしまいます。
　あなたにとって学校はどんな場所でしたか。あなたにとって
先生はどんな存在でしたか。この講義では、みなさんの学校体
験をふりかえりながら、今日の学校教育を形づくってきた歴史
や思想、授業とカリキュラムに関する理論について学んでいき
ます。この講義の最終的な目標は、教育学の基礎的な知識にも
とづきながら、学校再生の展望について自分なりの意見をもつ
ことができることにあります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教員の理念と専門性の基礎となる用語や概念を説明できる。
(知識・理解)

教育に関する歴史と思想について説明できる。(知識・理解)

教育課程の意義及び編成方法の基礎となる用語や概念について
説明できる。(知識・理解)

仲間と協同して講義とグループワークを遂行できる。(技能)

講義内容をふまえて、自分なりに学校再生にむけた展望をこと
ばにすることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・テキストを通読しておくこと。
・講義内容を復習しておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標の達成度について次の方法で評価します｡
 ・課題レポート等　　　　　　30％
 ・定期試験　　　　　　　　　70％
加えて、次の加点・減点を行います。
 ・講義への積極的な参加（発言、グループワークでの活躍等）
については加点する。
 ・講義へのあからさまな不参加表明（欠席、私語、「内職」、
読書、携帯電話等の使用、居眠り､遅刻等）とみなす言動には
減点する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

木山徹哉・太田光洋編著『教育原論』ミネルヴァ書房、
2500円（税別）ISBN：9784623078042
＊講義やワークで使用しますので、必ず購入すること。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

この講義では、グループワークを行います。欠席すると意
見交換等についていけなくなるので注意してください。み
なさんの関心や理解度に応じて授業計画や課題提出物を変
更する場合があります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：学習指導要領とはなにか―変遷と意義
第２回：学習指導要領にみる教育課程編成の課題と方法
第３回：夜間中学から教育を考える①―現代日本における
学びからの排除問題
第４回：夜間中学から教育を考える②―夜間中学にみる教
材開発と教授方法
第５回：夜間中学から教育を考える③―夜間中学にみるカ
リキュラム・マネージメント
第６回：ポスターセッション形式での発表会「夜間中学に
みる主体的で対話的で深い学び」
第７回：先人に学ぶ教育思想①―教材と子ども観（コメニ
ウス、ペスタロッチ）
第８回：先人に学ぶ教育思想②―教育方法の誕生と開発
（ヘルバルト、フレーベル）
第９回：先人に学ぶ教育思想③―教育課程の編成（デュー
イ他）
第１０回：教育の歴史と思想④―学びから逃走する子ども
たちと格差・貧困
第１１回：教育の歴史と思想⑤―地域の持続可能性と学校
教育
第１２回：カリキュラム・マネージメントとカリキュラム
評価の理論
第１３回：カリキュラム・マネージメントの実際①―北海
道浦幌町「うらほろスタイル」の実践
第１４回：カリキュラム・マネージメントの実際②―宮崎
県五ヶ瀬町「Ｇ授業」の実践
第１５回：ふりかえりとまとめ



2019-S000009477-03教育原論（教育の理念・歴史から教育課程まで）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・３時限　　試験時間割：2020/01/25　６時限　　

橋場　論

◎－－－　概要　－－－◎

　現在学校で行われている教育は、皆さんにとってどのように見えて
いるでしょうか。うまくいっているように見えるでしょうか。それと
も、失敗しているように見えるでしょうか。もしも改善の余地がある
とすれば、それはどのような点で、どのような方向に変えていけばよ
いのでしょうか。
　教育という営みは捉えどころがなく、とても複雑なものです。それ
は、様々な歴史的経緯や思想に基づいて形作られてきたものです。そ
のため、そうした経緯や思想を知らなければ、現在や将来の教育のあ
り方について考えることはできません。また、教育というと「親と子
ども」や「教師と児童・生徒」のみの関係に焦点化されて考えられが
ちであり、時には、無条件に「善いもの」として、美化されることす
らあります。しかし、実際には、教育はその時々の社会の影響を受け
つつ、政治や経済の手段として用いられているという側面もありま
す。そのような意味で、教育を巡る問題は、社会や国家のあり方とも
密接な関係を持つものなのです。
　そこで、本講義では、こうした教育の性質を踏まえつつ、教育の理
念や歴史、思想から教育課程に至るまで網羅的に取り上げ、解説して
いきます。その際には、単に歴史的、思想的な話を行うのではなく、
それらを通じて、現代の教育課題に対する視野を広げられるよう、議
論を展開していく予定です。
　講義を通じて、受講生の皆さんには、社会を支える構成員として、
さらには、教育者として求められる「教育を見る眼」を養ってもらい
たいと考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教育（理念・歴史・思想並びに教育課程）に関する正確な知識を身
につけ、それを自分の言葉で説明できる。(知識・理解)

②教育（理念・歴史・思想並びに教育課程）の現状や課題に対する自
分の考えを、身に付けた知識を応用することによって導き出すことが
できる。(技能)

③自らの考えを文章によって説明する際に、適切な様式や体裁に則っ
て表現することができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回の内容については、授業後に見直したうえで、自分自身の言葉
でまとめなおしてください。また、テレビや新聞、インターネット等
の媒体に接するときは、授業で取り扱ったテーマに関する情報を逃さ
ないよう心がけてください。
　なお、本授業科目の内容を理解する上では、高校までに学習した歴
史や公民等に関する知識が役立ちます。授業中に十分理解できない事
項が出てきた場合には、自分自身で復習することをおすすめします。
もちろん、担当教員に質問をしていただくことも歓迎します。
　以上の授業時間外における学習については、予習・復習を合わせ
て、各回180分程度（試験前に行う勉強も含む）を要する、という前提
で授業を進行します。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　「到達目標」において示した三つの具体的な目標について、以下に
掲げる成績評価方法を用いながら、それぞれの到達度を測ることとし
ます。

　①授業中に提出するワークシート：40%
　※毎回の授業において、複数の問いを提示します。問いに対する自
身や他者の考えをワークシートにまとめ、毎回提出してもらいます。

　②定期試験：60%

　なお、遅刻・欠席をすると①に関する課題を提出できないことがあ
り、減点の対象になりますので、注意してください。また、上記のほ
かに、私語や遅刻等の授業態度については、評価の際に適宜考慮しま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは指定しません。必要に応じて資料を配布しま
す。

◎－－－　参考書　－－－◎

　講義中に適宜紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　大規模授業となることが予想されますが、一方的な講義
ではなく、グループでのディスカッション等も交えながら
進行します。積極的な参加を期待します。特に、教育につ
いて、他の学生と一緒に議論し、考えたい、という学生の
履修を歓迎します。
　テキストは指定しないので、授業時の配布資料等をこま
めにファイリングするようにしてください。
　なお、本講義は、教職科目でもあるため、それを踏まえ
つつ授業を進めます。新たな発見や知的刺激のある「楽し
い」授業となるよう努めますが、授業に対する積極的な参
加という形でのご協力をお願いします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.ガイダンス
2.教育とは何か：教育の本質と意義
3.近代国家の成立と公教育の展開（教育の歴史と思想：西
洋）
4.近代国家の成立と公教育の展開（教育の歴史と思想：日
本）
5.教育の歴史的展開と教育思想（コメニウス・ロック・ル
ソーなど）
6.公教育を巡る現代的課題（アーミッシュを事例として）
7.公教育を巡る現代的課題（教師の役割に注目して）
8.中間まとめ
9.教育課程編成と学習指導要領
10.教育課程編成に関する原理
11.学習指導要領の歴史的変遷
12.学力低下論争と教育課程
13.新たな学習観と教育課程
14.カリキュラム・マネジメント
15.全体まとめ



2019-S000009477-02教育原論（現代学校教育の諸課題を手がかりに、教育について考える）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・３時限　　試験時間割：2020/01/25　６時限　　

藤田　由美子

◎－－－　概要　－－－◎

　本授業では，教職を目指す学生が，教育の思想，歴史，そして現代の
教育課題について理解を深め，教育とは何かについて考察を行うととも
に，教育課程および教育実践について考えることを目指す。内容は，次
の通りである。第一に，教育の理念・教育の思想・教育の歴史・教育課
程について基礎的理解を深める。第二に，教育の理念にかかる具体的な
問題として，子どもの権利，教育の公共性および機会均等について，理
解を深める。第三に，子どもの貧困，社会的養護の子ども，ダイバーシ
ティと教育，といった現代の学校教育が直面する問題について，歴史を
踏まえつつ理解を深め，教育課程および教育実践へと関連づけていく。
各授業回においては，具体的な事例をとりあげ，ワークシートを用いる
学習やグループ・ディスカッション等によって，受講生ひとりひとりが
主体的に学び考えることができる工夫を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教育学の諸概念，教育の本質及び目標を理解できる。(知識・理解)

近代教育制度の成立等教育の歴史について理解できる。(知識・理解)

教育に関するさまざまな思想，代表的な教育家の思想について理解でき
る(知識・理解)

身近な教育事象について，教育の理念および思想に関する学習内容を活
用して説明することができる。(技能)

現代社会における教育課題を，歴史との関わりで説明することができ
る。(技能)

教育の理念・歴史・思想について，積極的に学ぶ姿勢をもっている。
(態度・志向性)

教育の諸事象について，多角的に考える姿勢をもっている。(態度・志
向性)

グループ学習などで，他者の考えを受け入れる姿勢をもっている。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習：テキストの該当箇所をあらかじめ読んでおく。
事後学習：講義内容について，ウェブや図書館資料などでさらに理解を
深める。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１．成績評価基準：
（１）定期試験によって，教育学の諸概念・教育の本質及び目標，近代
教育制度の成立等教育の歴史，教育に関するさまざまな思想や代表的な
教育化の思想について理解し記述できているかを評価する。
（２）中間レポートおよびMinute Paperによって，身近な教育事象につ
いて説明できているか，現代社会における教育課題について考察ができ
ているか，を評価する。あわせて，レポート作成ルールを遵守できてい
るかを評価する。
（３）授業ごとに行う個別活動や，グループ・ディスカッションなどの
集団活動によって，授業への参加度および身近な教育事象についての理
解や考察について評価する。

２．成績評価方法：
（１）定期試験（上記到達目標について，基本的な内容の理解度を評価
する）：55％
（２）中間レポート（レポート作成ルールの遵守，身近な教育事象や現
代社会における教育課題についての考察力を評価する）：30％
（３）グループ・ディスカッションなど授業への参加状況：10％
（４）Minute Paper：5％

◎－－－　テキスト　－－－◎

藤田由美子・谷田川ルミ編『ダイバーシティ時代の　教育
の原理　多様性と新たなるつながりの地平へ』学文社，
2018年，ISBN：978-4762028311

◎－－－　参考書　－－－◎

講義時間内に適宜提示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１．遅刻をしないこと
２．私語など，他の受講生の妨げになる行為をしないこと
３．グループ・ディスカッションなどの学習活動に，主体
的に参加するよう努めること
＊下記授業計画は，変更の可能性もある

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：オリエンテーション　̶教育原論とは何か̶
第２回：教育の理念　̶教育とは何か̶
第３回：教育の思想　̶先人の教育思想に学ぶ̶
第４回：学校教育の成立　̶西洋における教育の歴史より
学ぶ̶
第５回：日本における教育の歴史（１）　̶近代における
学校教育の普及を中心に̶
第６回：日本における教育の歴史（２）　̶戦後教育改革
以降現代に至るまで̶
第７回：教育課程　̶学習指導要領，カリキュラム・マネ
ジメント，隠れたカリキュラム̶
第８回：子どもの権利　̶子どもの権利条約に学ぶ̶
第９回：教育の公共性　̶公教育とシティズンシップ教育
について考える̶
第１０回：教育の機会均等　̶その理念および現代的課題
̶
第１１回：子どもの貧困　̶歴史，現状および課題̶
第１２回：社会的養護に生きる子ども　̶教育と福祉をつ
なぐ̶
第１３回：ダイバーシティと教育（１）　̶外国につなが
る子ども̶
第１４回：ダイバーシティと教育（２）　̶多様な性を生
きる子ども̶
第１５回：総括　̶「教育について考えること」とは何か
̶
定期試験



2019-S000009477-07教育原論（教育と学校について深く考えるために）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・１時限　　試験時間割：2020/01/25　６時限　　

山岸　賢一郎

◎－－－　概要　－－－◎

私たちが生まれ社会的な存在としての「人」になるには、教育
が不可欠である。しかしながら、その一方で教育は不確実性を
伴うきわめて困難な営みであり、教育について理解するには、
その理念や歴史、思想、方法、制度等から幅広く捉えていく必
要がある。本授業では、教育とは何かを考えるための基礎概
念、教育の歴史的発展、教育の方法や組織、教育制度などにつ
いての基本的な知識を概観する。そのうえで、学校が直面する
今日的教育課題の具体的取り組みや成果についての理解を深め
ていきたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教育や学校に関する基礎的な知識（教育の理念、教育に関する
思想・歴史、教育課程の意義と編成方法、等）を備えている。
(知識・理解)

教育や学校の在り方について、主体的かつ多面的・多角的に思
考しようとしている。(態度・志向性)

教育に携わる者・教育に関わる者に求められる、必要最低限の
倫理観と責任感とを備えている。(態度・志向性)

教育に関する基礎的な知識を活用しつつ、教育や学校の在り方
について、主体的かつ多面的・多角的に思考することができ
る。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義の際に指示する事前学習課題は必ず行うこと（毎回60分程
度）。講義後は、講義資料や各自でとった講義ノートを用い
て、学習した内容を復習しておくこと（毎回60分程度）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標に照らして、次の２点にもとづき評価する。
・授業時に課す課題（小レポート等）　30％
　授業の内容を踏まえた上で、根拠を大切にして説得的に論を
展開できているか否か、を評価の基準とする。
・定期試験　70％
　論述問題については、授業の内容を踏まえた上で、根拠を大
切にして説得的に論を展開できているか否か、を評価の基準と
する。

ただし、次の２点については、加点・減点を行う。
・講義への積極的な参加（発言、各種のワークへの積極的な参
加、等）については、加点する。
・講義への不参加をあからさまに示す態度が見られた場合や、
他の受講者の学習の権利を奪いかねない行為が見られた場合、
減点する（遅刻、私語、各種のワークへの不参加、等）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは特に指定しない。毎回資料を配付する。

◎－－－　参考書　－－－◎

・安彦忠彦・石堂常世編著（2010）『最新教育原理』勁草
書房
・汐見稔幸・伊東毅・髙田史子・東宏行・増田修治編著
（2011）『よくわかる教育原理』ミネルヴァ書房
・早川操・伊藤彰浩編著（2015）『教育と学びの原理』名
古屋大学出版会
・文部科学省『中学校学習指導要領』
・文部科学省『高等学校学習指導要領』

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

教育に関わる講義に相応しい受講態度を期待する。
本講義は個人で行うワークやグループワークを含んでい
る。また、講義中、発言を求めることもある。
授業計画等は、学習状況や理解度に応じて調整・変更する
ことがある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：オリエンテーション―「教育」という営みを考え
る
第２回：教育とは、学ぶとは―教育の基本的概念
第３回：教育と学校の歴史・思想①―西洋
第４回：教育と学校の歴史・思想②―日本
第５回：日本の学校教育制度①―戦前
第６回：日本の学校教育制度②―戦後
第７回：教育課程編成と学習指導要領①―学習指導要領導
入とその意義
第８回：20世紀末以降の教育論争―世界の教育動向と日本
への影響
第９回：教育課程編成と学習指導要領②―21世紀を生きる
子どもに求められる力
第１０回：教育の今日的課題①―学力
第１１回：教育の今日的課題②―セクシュアル・マイノリ
ティ
第１２回：教育の今日的課題③―外国人児童生徒
第１３回：課題を踏まえた学校づくり①―カリキュラム・
マネジメント
第１４回：課題を踏まえた学校づくり②―社会に開かれた
教育課程に向けた学校・保護者・地域の連携
第１５回：講義の総括―今日求められる「教育」とは



2019-S000009481-05教育の原理・課程論（教育について知る・わかる・考える）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・３時限　　試験時間割：2020/01/25　６時限　　

江玉　睦美

◎－－－　概要　－－－◎

　教育に関する基礎的概念や思想及び学校における教育活動の
全体計画としての教育課程とその編成に関する基本的概念や原
理を学ぶことによって、教育実践において必要となる基礎的な
知識及び理論を習得することを目的とする。
　そこで、本講義では教育の本質に関する理解を基盤とし、教
育の場としての学校における教育課程とその編成に関して理
論・歴史・実践という多様な観点を取り入れて授業を進める。
マルチメディア教材を活用して子どもや地域社会、学校、保護
者の現状をとらえ、それらをふまえたこれからの学びのあり方
について特色ある教育課程の事例をもとに考察を深める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教育の本質と目的、構造及び教育思想について説明することが
できる(知識・理解)

学校教育制度の変遷をふまえて学校の意義と役割について説明
することができる(知識・理解)

教育課程の意義と編成する際の基礎的知識や方法を説明するこ
とができる(知識・理解)

学習指導要領にもとづいた教育課程の編成・実施・評価・改善
のあり方について説明することができる(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・講義終了時に次回講義のテキストの範囲を連絡するので、必
ず読むこと（45分）
・講義後は、講義で取り上げた事項について各自ノートに自分
の意見をまとめることで復習の一端とすること（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験　100％

　以下の点を評価基準として、定期試験によって評価する。
・教育の本質と目的、構造及び教育思想について説明すること
ができるか
・学校教育制度の変遷をふまえて学校の意義と役割について説
明することができるか
・教育課程の意義と編成する際の基礎的知識や方法について説
明することができるか
・学習指導要領にもとづいた教育課程の編成・実施・評価・改
善のあり方について説明することができるか

◎－－－　テキスト　－－－◎

小川哲哉・勝山吉章・井上豊久編『現代教育の論究』青簡
舎、2014年（2200円＋税）
ISBN978-4-903996-54-7

◎－－－　参考書　－－－◎

『教師教育講座第6巻教育課程論』　ISBN
978-4-319-10675-2
『中学校学習指導要領』　ISBN 978-4-827815405
『高等学校学習指導要領』　ISBN 978-4-827815412
（1）鈴木由美子他、協同出版、2014年
（2）文部科学省
（3）文部科学省

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

携帯電話・スマホの使用、私語については厳しく対応しま
す。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1 回：教育の本質①　教育とは何か（教育の本質と目
的）
第2 回：教育の本質②　教育の機能と構造
第3 回：教育の歴史と思想　①ルソー
第4 回：教育の歴史と思想　②ペスタロッチー
第5 回：教育の歴史と思想　③デューイ
第6 回：学校の役割と意義（学校教育が抱える諸問題を通
して）
第7 回：学校教育制度の変遷
第8 回：教育課程の定義及び意義
第9 回：教育課程の歴史
第10回：学習指導要領からみる教育課程の変遷①
       -経験主義と系統主義-
第11回：学習指導要領からみる教育課程の変遷② -ゆとり
教育-
第12回：教育課程の編成原理
第13回：教育課程編成の考え方と手法
第14回：特色ある教育課程編成のあり方とカリキュラ
       ム・マネジメント
第15回：学校・家庭・地域社会の連携にもとづくこれから
の学び



2019-S000009481-06教育の原理・課程論（教育について知る・わかる・考える）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・４時限　　試験時間割：2020/01/25　６時限　　

江玉　睦美

◎－－－　概要　－－－◎

　教育に関する基礎的概念や思想及び学校における教育活動の
全体計画としての教育課程とその編成に関する基本的概念や原
理を学ぶことによって、教育実践において必要となる基礎的な
知識や理論を習得することを目的とする。
　そこで、本講義では教育の本質に関する理解を基盤とし、教
育の場としての学校における教育課程とその編成に関して理
論・歴史・実践という多様な観点を取り入れて授業を進める。
マルチメディア教材を活用して子どもや地域社会、学校、保護
者の現状をとらえ、それらをふまえたこれからの学びのあり方
について特色ある教育課程の事例をもとに考察を深める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教育の本質と目的、構造及び教育思想について説明することが
できる(知識・理解)

学校教育制度の変遷をふまえて学校の意義と役割について説明
することができる(知識・理解)

教育課程の意義と編成する際の基礎的知識や方法を説明するこ
とができる(知識・理解)

学習指導要領にもとづいた教育課程の編成・実施・評価・改善
のあり方について説明することができる(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・講義終了時に次回講義のテキストの範囲を連絡するので、必
ず読むこと（45分）
・講義後は、講義で取り上げた事項について各自ノートに自分
の意見をまとめることで復習の一端とすること（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験　100％

　以下の点を評価基準として、定期試験によって評価する。
・教育の本質と目的、構造及び教育思想について説明すること
ができるか
・学校教育制度の変遷をふまえて学校の意義と役割について説
明することができるか
・教育課程の意義と編成する際の基礎的知識や方法について説
明することができるか
・学習指導要領にもとづいた教育課程の編成・実施・評価・改
善のあり方について説明することができるか

◎－－－　テキスト　－－－◎

小川哲哉・勝山吉章・井上豊久編『現代教育の論究』青簡
舎、2014年（2200円＋税）
ISBN978-4-903996-54-7

◎－－－　参考書　－－－◎

『教師教育講座第6巻教育課程論』　ISBN
978-4-319-10675-2
『中学校学習指導要領』　ISBN 978-4-827815405
『高等学校学習指導要領』　ISBN 978-4-827815412
（1）鈴木由美子他、協同出版、2014年
（2）文部科学省
（3）文部科学省

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

携帯電話・スマホ等の使用、私語については厳しく対応し
ます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1 回：教育の本質①　教育とは何か（教育の本質と目
的）
第2 回：教育の本質②　教育の機能と構造
第3 回：教育の歴史と思想　①ルソー
第4 回：教育の歴史と思想　②ペスタロッチー
第5 回：教育の歴史と思想　③デューイ
第6 回：学校の役割と意義（学校教育が抱える諸問題を通
して）
第7 回：学校教育制度の変遷
第8 回：教育課程の定義及び意義
第9 回：教育課程の歴史
第10回：学習指導要領からみる教育課程の変遷①
       -経験主義と系統主義-
第11回：学習指導要領からみる教育課程の変遷② -ゆとり
教育-
第12回：教育課程の編成原理
第13回：教育課程編成の考え方と手法
第14回：特色ある教育課程編成のあり方とカリキュラ
       ム・マネジメント
第15回：学校・家庭・地域社会の連携にもとづくこれから
の学び



2019-S000009481-01教育の原理・課程論（教育の理念と教育課程（カリキュラムマネジメントを含む））

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・２時限　　試験時間割：2020/01/25　６時限　　

勝山　吉章

◎－－－　概要　－－－◎

学習指導要領の教育課程の意義や編成の方法について学びなが
ら、経験主義教育（開発主義）と系統主義教育（注入主義）が
歴史的に交互に繰り返されてきたことを知る。経験主義とは、
児童生徒の興味関心や体験・経験を重視する児童中心主義教育
であり、系統主義とはそれぞれの教科の科学性や知の構成を重
視する科学中心主義を指す。日本でも西洋でも、この両者は常
に教育実践や教育思想のなかで論じられてきたものである。本
講義は、これら両者のメリット・デメリットを理解しながら、
学校のあり方や教育課程の編成のあり方を考える。そしてカリ
キュラム・マネジメントの方法原理を考察していく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教育の理念ならびに教育に関する思想および方法について理解
する(知識・理解)

教育課程の意義について理解する(知識・理解)

教育課程編成の方法（カリキュラムマネジメントを含む）につ
いて具体的に考える(技能)

学校や教育の在り方について考える(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・授業計画に即して指定したテキストの授業相応内容を事前に
読んでおくこと（30分）
・授業計画に即して事前に専門用語等を調べ理解しておくこと
（30分）
・講義終了後に授業内容をノートに整理しておくこと（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

教育の理念や教育課程の編成について理解しているかどうかを
評価の基準とする。
定期試験の結果（80%）、授業中の発表等（20%)を評価の方法
とする。
なお、近年の成績評価の厳格化の動向もあり、単位認定の合格
者は履修生の半数ぐらいを考えている。

◎－－－　テキスト　－－－◎

勝山他『西洋の教育の歴史を知る』あいり出版
ISBN978-4-901903-47-9定価2000円＋税

◎－－－　参考書　－－－◎

安彦他『カリキュラム研究入門』勁草書房　ISBN
978-4-326-29815-0

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業中の私語、居眠り、携帯等の遊戯は減点の対象とな
り、不合格の理由ともなりえる。
テキストを中心に授業を行う。従って、テキストを持参し
ない学生の受講は認められない。
本講義は、西洋教育史の授業とリンクしているので、両者
の受講を勧める。
担当者は、視覚に障害をもっているので、学生の理解をお
願いする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１：学習指導要領からみる教育課程の意義
２：学習指導要領からみる教育課程編成の方法
３：教育の基本的概念と近代教育学
４：教育の歴史と思想－コメニウス
５：教育の歴史と思想－ルソー
６：教育の歴史と思想－ペスタロッチ
７：教育の歴史と思想－フレーベル
８：教育の歴史と思想－デューイ
９：教育の歴史と思想－沢柳政太郎と大正自由教育
１０：戦後教育の教育課程論争－経験主義か系統主義か
１１：スプートニックショックと発見学習
１２：教科カリキュラムと経験カリキュラムの編成方法と
特色
１３：相関カリキュラム、融合カリキュラム、コア・カリ
キュラムの編成方法と特色
１４：カリキュラム・マネジメントの意義と内容
１５：まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

中学校学習指導要領解説総則
(http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1387016.htm)



2019-S000009481-04教育の原理・課程論（学校再生にむけて）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・１時限　　試験時間割：2020/01/25　６時限　　

添田　祥史

◎－－－　概要　－－－◎

　すべての子どもたちが、しあわせな学校生活を過ごしてほし
い。そのために、学校や教師はどうあるべきか。それを議論す
るためには、教育に関する歴史や思想、教師や教育課程に関す
る理論について知っておく必要があります。そうした素養を欠
いたまま学校や教育の未来を語ると、ひとりよがりの居酒屋談
義のレベルになってしまいます。
　あなたにとって学校はどんな場所でしたか。あなたにとって
先生はどんな存在でしたか。この講義では、みなさんの学校体
験をふりかえりながら、今日の学校教育を形づくってきた歴史
や思想、授業とカリキュラムに関する理論について学んでいき
ます。この講義の最終的な目標は、教育学の基礎的な知識にも
とづきながら、学校再生の展望について自分なりの意見をもつ
ことができることにあります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教員の理念と専門性の基礎となる用語や概念を説明できる。
(知識・理解)

教育に関する歴史と思想について説明できる。(知識・理解)

教育課程の意義及び編成方法の基礎となる用語や概念について
説明できる。(知識・理解)

仲間と協同して講義とグループワークを遂行できる。(技能)

講義内容をふまえて、自分なりに学校再生にむけた展望をこと
ばにすることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・テキストを通読しておくこと。
・講義内容を復習しておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標の達成度について次の方法で評価します｡
 ・課題レポート等　　　　　　30％
 ・定期試験　　　　　　　　　70％
加えて、次の加点・減点を行います。
 ・講義への積極的な参加（発言、グループワークでの活躍等）
については加点する。
 ・講義へのあからさまな不参加表明（欠席、私語、「内職」、
読書、携帯電話等の使用、居眠り､遅刻等）とみなす言動には
減点する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

木山徹哉・太田光洋編著『教育原論』ミネルヴァ書房、
2500円（税別）ISBN：9784623078042
＊講義やワークで使用しますので、必ず購入すること。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

この講義では、グループワークを行います。欠席すると意
見交換等についていけなくなるので注意してください。み
なさんの関心や理解度に応じて授業計画や課題提出物を変
更する場合があります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：学習指導要領とはなにか―変遷と意義
第２回：学習指導要領にみる教育課程編成の課題と方法
第３回：夜間中学から教育を考える①―現代日本における
学びからの排除問題
第４回：夜間中学から教育を考える②―夜間中学にみる教
材開発と教授方法
第５回：夜間中学から教育を考える③―夜間中学にみるカ
リキュラム・マネージメント
第６回：ポスターセッション形式での発表会「夜間中学に
みる主体的で対話的で深い学び」
第７回：先人に学ぶ教育思想①―教材と子ども観（コメニ
ウス、ペスタロッチ）
第８回：先人に学ぶ教育思想②―教育方法の誕生と開発
（ヘルバルト、フレーベル）
第９回：先人に学ぶ教育思想③―教育課程の編成（デュー
イ他）
第１０回：教育の歴史と思想④―学びから逃走する子ども
たちと格差・貧困
第１１回：教育の歴史と思想⑤―地域の持続可能性と学校
教育
第１２回：カリキュラム・マネージメントとカリキュラム
評価の理論
第１３回：カリキュラム・マネージメントの実際①―北海
道浦幌町「うらほろスタイル」の実践
第１４回：カリキュラム・マネージメントの実際②―宮崎
県五ヶ瀬町「Ｇ授業」の実践
第１５回：ふりかえりとまとめ



2019-S000009481-03教育の原理・課程論（近代以降の公教育を中心に）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・３時限　　試験時間割：2020/01/25　６時限　　

橋場　論

◎－－－　概要　－－－◎

　現在学校で行われている教育は、皆さんにとってどのように見えて
いるでしょうか。うまくいっているように見えるでしょうか。それと
も、失敗しているように見えるでしょうか。もしも改善の余地がある
とすれば、それはどのような点で、どのような方向に変えていけばよ
いのでしょうか。
　教育という営みは捉えどころがなく、とても複雑なものです。それ
は、様々な歴史的経緯や思想に基づいて形作られてきたものです。そ
のため、そうした経緯や思想を知らなければ、現在や将来の教育のあ
り方について考えることはできません。また、教育というと「親と子
ども」や「教師と児童・生徒」のみの関係に焦点化されて考えられが
ちであり、時には、無条件に「善いもの」として、美化されることす
らあります。しかし、実際には、教育はその時々の社会の影響を受け
つつ、政治や経済の手段として用いられているという側面もありま
す。そのような意味で、教育を巡る問題は、社会や国家のあり方とも
密接な関係を持つものなのです。
　そこで、本講義では、こうした教育の性質を踏まえつつ、教育の理
念や歴史、思想から教育課程に至るまで網羅的に取り上げ、解説して
いきます。その際には、単に歴史的、思想的な話を行うのではなく、
それらを通じて、現代の教育課題に対する視野を広げられるよう、議
論を展開していく予定です。
　講義を通じて、受講生の皆さんには、社会を支える構成員として、
さらには、教育者として求められる「教育を見る眼」を養ってもらい
たいと考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教育（理念・歴史・思想並びに教育課程）に関する正確な知識を身
につけ、それを自分の言葉で説明できる。(知識・理解)

②教育（理念・歴史・思想並びに教育課程）の現状や課題に対する自
分の考えを、身に付けた知識を応用することによって導き出すことが
できる。(技能)

③自らの考えを文章によって説明する際に、適切な様式や体裁に則っ
て表現することができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回の内容については、授業後に見直したうえで、自分自身の言葉
でまとめなおしてください。また、テレビや新聞、インターネット等
の媒体に接するときは、授業で取り扱ったテーマに関する情報を逃さ
ないよう心がけてください。
　なお、本授業科目の内容を理解する上では、高校までに学習した歴
史や公民等に関する知識が役立ちます。授業中に十分理解できない事
項が出てきた場合には、自分自身で復習することをおすすめします。
もちろん、担当教員に質問をしていただくことも歓迎します。
　以上の授業時間外における学習については、予習・復習を合わせ
て、各回180分程度（試験前に行う勉強も含む）を要する、という前提
で授業を進行します。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　「到達目標」において示した三つの具体的な目標について、以下に
掲げる成績評価方法を用いながら、それぞれの到達度を測ることとし
ます。

　①授業中に提出するワークシート：40%
　※毎回の授業において、複数の問いを提示します。問いに対する自
身や他者の考えをワークシートにまとめ、毎回提出してもらいます。

　②定期試験：60%

　なお、遅刻・欠席をすると①に関する課題を提出できないことがあ
り、減点の対象になりますので、注意してください。また、上記のほ
かに、私語や遅刻等の授業態度については、評価の際に適宜考慮しま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは指定しません。必要に応じて資料を配布しま
す。

◎－－－　参考書　－－－◎

　講義中に適宜紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　大規模授業となることが予想されますが、一方的な講義
ではなく、グループでのディスカッション等も交えながら
進行します。積極的な参加を期待します。特に、教育につ
いて、他の学生と一緒に議論し、考えたい、という学生の
履修を歓迎します。
　テキストは指定しないので、授業時の配布資料等をこま
めにファイリングするようにしてください。
　なお、本講義は、教職科目でもあるため、それを踏まえ
つつ授業を進めます。新たな発見や知的刺激のある「楽し
い」授業となるよう努めますが、授業に対する積極的な参
加という形でのご協力をお願いします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.ガイダンス
2.教育とは何か：教育の本質と意義
3.近代国家の成立と公教育の展開（教育の歴史と思想：西
洋）
4.近代国家の成立と公教育の展開（教育の歴史と思想：日
本）
5.教育の歴史的展開と教育思想（コメニウス・ロック・ル
ソーなど）
6.公教育を巡る現代的課題（アーミッシュを事例として）
7.公教育を巡る現代的課題（教師の役割に注目して）
8.中間まとめ
9.教育課程編成と学習指導要領
10.教育課程編成に関する原理
11.学習指導要領の歴史的変遷
12.学力低下論争と教育課程
13.新たな学習観と教育課程
14.カリキュラム・マネジメント
15.全体まとめ



2019-S000009481-02教育の原理・課程論（現代学校教育の諸課題を手がかりに、教育について考える）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・３時限　　試験時間割：2020/01/25　６時限　　

藤田　由美子

◎－－－　概要　－－－◎

　本授業では，教職を目指す学生が，教育の思想，歴史，そして現代の
教育課題について理解を深め，教育とは何かについて考察を行うととも
に，教育課程および教育実践について考えることを目指す。内容は，次
の通りである。第一に，教育の理念・教育の思想・教育の歴史・教育課
程について基礎的理解を深める。第二に，教育の理念にかかる具体的な
問題として，子どもの権利，教育の公共性および機会均等について，理
解を深める。第三に，子どもの貧困，社会的養護の子ども，ダイバーシ
ティと教育，といった現代の学校教育が直面する問題について，歴史を
踏まえつつ理解を深め，教育課程および教育実践へと関連づけていく。
各授業回においては，具体的な事例をとりあげ，ワークシートを用いる
学習やグループ・ディスカッション等によって，受講生ひとりひとりが
主体的に学び考えることができる工夫を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教育学の諸概念，教育の本質及び目標を理解できる。(知識・理解)

近代教育制度の成立等教育の歴史について理解できる。(知識・理解)

教育に関するさまざまな思想，代表的な教育家の思想について理解でき
る(知識・理解)

身近な教育事象について，教育の理念および思想に関する学習内容を活
用して説明することができる。(技能)

現代社会における教育課題を，歴史との関わりで説明することができ
る。(技能)

教育の理念・歴史・思想について，積極的に学ぶ姿勢をもっている。
(態度・志向性)

教育の諸事象について，多角的に考える姿勢をもっている。(態度・志
向性)

グループ学習などで，他者の考えを受け入れる姿勢をもっている。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習：テキストの該当箇所をあらかじめ読んでおく。
事後学習：講義内容について，ウェブや図書館資料などでさらに理解を
深める。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１．成績評価基準：
（１）定期試験によって，教育学の諸概念・教育の本質及び目標，近代
教育制度の成立等教育の歴史，教育に関するさまざまな思想や代表的な
教育化の思想について理解し記述できているかを評価する。
（２）中間レポートおよびMinute Paperによって，身近な教育事象につ
いて説明できているか，現代社会における教育課題について考察ができ
ているか，を評価する。あわせて，レポート作成ルールを遵守できてい
るかを評価する。
（３）授業ごとに行う個別活動や，グループ・ディスカッションなどの
集団活動によって，授業への参加度および身近な教育事象についての理
解や考察について評価する。

２．成績評価方法：
（１）定期試験（上記到達目標について，基本的な内容の理解度を評価
する）：55％
（２）中間レポート（レポート作成ルールの遵守，身近な教育事象や現
代社会における教育課題についての考察力を評価する）：30％
（３）グループ・ディスカッションなど授業への参加状況：10％
（４）Minute Paper：5％

◎－－－　テキスト　－－－◎

藤田由美子・谷田川ルミ編『ダイバーシティ時代の　教育
の原理　多様性と新たなるつながりの地平へ』学文社，
2018年，ISBN：978-4762028311

◎－－－　参考書　－－－◎

講義時間内に適宜提示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１．遅刻をしないこと
２．私語など，他の受講生の妨げになる行為をしないこと
３．グループ・ディスカッションなどの学習活動に，主体
的に参加するよう努めること
＊下記授業計画は，変更の可能性もある

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：オリエンテーション　̶教育原論とは何か̶
第２回：教育の理念　̶教育とは何か̶
第３回：教育の思想　̶先人の教育思想に学ぶ̶
第４回：学校教育の成立　̶西洋における教育の歴史より
学ぶ̶
第５回：日本における教育の歴史（１）　̶近代における
学校教育の普及を中心に̶
第６回：日本における教育の歴史（２）　̶戦後教育改革
以降現代に至るまで̶
第７回：教育課程　̶学習指導要領，カリキュラム・マネ
ジメント，隠れたカリキュラム̶
第８回：子どもの権利　̶子どもの権利条約に学ぶ̶
第９回：教育の公共性　̶公教育とシティズンシップ教育
について考える̶
第１０回：教育の機会均等　̶その理念および現代的課題
̶
第１１回：子どもの貧困　̶歴史，現状および課題̶
第１２回：社会的養護に生きる子ども　̶教育と福祉をつ
なぐ̶
第１３回：ダイバーシティと教育（１）　̶外国につなが
る子ども̶
第１４回：ダイバーシティと教育（２）　̶多様な性を生
きる子ども̶
第１５回：総括　̶「教育について考えること」とは何か
̶
定期試験



2019-S000009481-07教育の原理・課程論（教育と学校について深く考えるために）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・１時限　　試験時間割：2020/01/25　６時限　　

山岸　賢一郎

◎－－－　概要　－－－◎

私たちが生まれ社会的な存在としての「人」になるには、教育
が不可欠である。しかしながら、その一方で教育は不確実性を
伴うきわめて困難な営みであり、教育について理解するには、
その理念や歴史、思想、方法、制度等から幅広く捉えていく必
要がある。本授業では、教育とは何かを考えるための基礎概
念、教育の歴史的発展、教育の方法や組織、教育制度などにつ
いての基本的な知識を概観する。そのうえで、学校が直面する
今日的教育課題の具体的取り組みや成果についての理解を深め
ていきたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教育や学校に関する基礎的な知識（教育の理念、教育に関する
思想・歴史、教育課程の意義と編成方法、等）を備えている。
(知識・理解)

教育や学校の在り方について、主体的かつ多面的・多角的に思
考しようとしている。(態度・志向性)

教育に携わる者・教育に関わる者に求められる、必要最低限の
倫理観と責任感とを備えている。(態度・志向性)

教育に関する基礎的な知識を活用しつつ、教育や学校の在り方
について、主体的かつ多面的・多角的に思考することができ
る。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義の際に指示する事前学習課題は必ず行うこと（毎回60分程
度）。講義後は、講義資料や各自でとった講義ノートを用い
て、学習した内容を復習しておくこと（毎回60分程度）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標に照らして、次の２点にもとづき評価する。
・授業時に課す課題（小レポート等）　30％
　授業の内容を踏まえた上で、根拠を大切にして説得的に論を
展開できているか否か、を評価の基準とする。
・定期試験　70％
　論述問題については、授業の内容を踏まえた上で、根拠を大
切にして説得的に論を展開できているか否か、を評価の基準と
する。

ただし、次の２点については、加点・減点を行う。
・講義への積極的な参加（発言、各種のワークへの積極的な参
加、等）については、加点する。
・講義への不参加をあからさまに示す態度が見られた場合や、
他の受講者の学習の権利を奪いかねない行為が見られた場合、
減点する（遅刻、私語、各種のワークへの不参加、等）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは特に指定しない。毎回資料を配付する。

◎－－－　参考書　－－－◎

・安彦忠彦・石堂常世編著（2010）『最新教育原理』勁草
書房
・汐見稔幸・伊東毅・髙田史子・東宏行・増田修治編著
（2011）『よくわかる教育原理』ミネルヴァ書房
・早川操・伊藤彰浩編著（2015）『教育と学びの原理』名
古屋大学出版会
・文部科学省『中学校学習指導要領』
・文部科学省『高等学校学習指導要領』

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

教育に関わる講義に相応しい受講態度を期待する。
本講義は個人で行うワークやグループワークを含んでい
る。また、講義中、発言を求めることもある。
授業計画等は、学習状況や理解度に応じて調整・変更する
ことがある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：オリエンテーション―「教育」という営みを考え
る
第２回：教育とは、学ぶとは―教育の基本的概念
第３回：教育と学校の歴史・思想①―西洋
第４回：教育と学校の歴史・思想②―日本
第５回：日本の学校教育制度①―戦前
第６回：日本の学校教育制度②―戦後
第７回：教育課程編成と学習指導要領①―学習指導要領導
入とその意義
第８回：20世紀末以降の教育論争―世界の教育動向と日本
への影響
第９回：教育課程編成と学習指導要領②―21世紀を生きる
子どもに求められる力
第１０回：教育の今日的課題①―学力
第１１回：教育の今日的課題②―セクシュアル・マイノリ
ティ
第１２回：教育の今日的課題③―外国人児童生徒
第１３回：課題を踏まえた学校づくり①―カリキュラム・
マネジメント
第１４回：課題を踏まえた学校づくり②―社会に開かれた
教育課程に向けた学校・保護者・地域の連携
第１５回：講義の総括―今日求められる「教育」とは



2019-S000009464-02地理学Ａ（グローバリゼーション・格差問題）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・１時限　　試験時間割：2019/07/25　１時限　　

鴨川　武文

◎－－－　概要　－－－◎

　グローバリゼーションと格差問題について講義が行われる。
グローバルな視点といわれるが、それは、たとえば人口・食
料・エネルギー・環境などの問題は地球的規模で考えなければ
解決の糸口は見つからないであろう。一方で、これらの問題は
地域によって現れ方が異なっている。したがって初めに日本や
身近な地域の問題としてとらえ、さらに世界的な問題としてと
らえる。すなわちローカルな問題をグローバルな観点から考え
ていく。加えてグローバリゼーションの進展によって、工業や
農業における日本の優位性が失われつつあることも事実であ
り、このことが日本国内においてどのような地域格差をもたら
しているかも合わせて考えていくこととする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

グローバリゼーションや格差問題について説明することができ
る。(知識・理解)

文献や統計資料の収集ができる。(知識・理解)

新聞記事などを読んで、グローバリゼーションや格差問題につ
いて日常的に考えることができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業の予習・復習をしてもらいたい。その方法としては、教科
書を熟読して、理解に努める。不明な箇所については講義時や
オフィスアワーを活用して疑問点・問題点を氷解させる。ま
た、インターネットを活用してもよいであろう。ただし、その
際、その情報が正確かどうかの精査を必ず行って欲しい。ま
た、予習・復習には、講義時間に相当する90分程度をかけて欲
しい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準
グローバリゼーションや格差問題についての文献や新聞記事を
読み、また、統計資料などを参照して、自分の言葉で正確に説
明できているかを評価の基準とする。
②評価方法
定期試験、小テスト(1回)、グローバリゼーションや格差につい
てのショートクイズなどにより評価する。
③割合
定期試験の成績を80％、小テストを10％、ショートクイズを
10％とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

伊藤喜栄・藤塚吉浩編『図説 21世紀日本の地域問題』古
今書院 2012年 2500円
ISBN 978-4-7722-4124-3

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

教科書は必ず持参すること。また、授業中に地名などが出
てくることがあるので、高校時代に使用したものでかまわ
ないから地図帳や統計集を持参することが望ましい。ただ
し、地図帳や統計集がないからといって、あらためて購入
する必要はない。また、日常的に新聞や雑誌を読んで、グ
ローバリゼーションや格差の意味についての基礎的な知識
を有することが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　地理学的な見方・考え方
２　世界都市の可能性と限界
３　外資系企業の集積と都心の再開発
４　居住・生活空間としての都心の再活
　　性化
５　エネルギー資源の供給構造
６　食料輸入と安全性
７　観光立国日本の可能性
８　日本の地域間所得格差
９　人口構造の地域特性
10　大都市のインナーシティ問題
11　地方都市中心市街地の空洞化
12　産業の空洞化と大都市就業構造の変　　化
13　サービス経済化と都市の就業問題
14　産業立地の変化と農山漁村の就業問　　題
15　失業の地域特性



2019-S000009464-03地理学Ａ（グローバリゼーション・格差問題）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・３時限　　試験時間割：2019/07/25　１時限　　

鴨川　武文

◎－－－　概要　－－－◎

　グローバリゼーションと格差問題について講義が行われる。
グローバルな視点といわれるが、それは、たとえば人口・食
料・エネルギー・環境などの問題は地球的規模で考えなければ
解決の糸口は見つからないであろう。一方で、これらの問題は
地域によって現れ方が異なっている。したがって初めに日本や
身近な地域の問題としてとらえ、さらに世界的な問題としてと
らえる。すなわちローカルな問題をグローバルな観点から考え
ていく。加えてグローバリゼーションの進展によって、工業や
農業における日本の優位性が失われつつあることも事実であ
り、このことが日本国内においてどのような地域格差をもたら
しているかも合わせて考えていくこととする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

グローバリゼーションや格差問題について説明することができ
る。(知識・理解)

文献検索や統計資料の収集ができる(知識・理解)

新聞記事などを読んで、グローバリゼーションや格差問題につ
いて日常的に考えることができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業の予習・復習をしてもらいたい。その方法としては、教科
書を熟読して、理解に努める。不明な箇所については講義時や
オフィスアワーを活用して疑問点・問題点を氷解させる。ま
た、インターネットを活用してもよいであろう。ただし、その
際、その情報が正確かどうかの精査を必ず行って欲しい。ま
た、予習・復習には、講義時間に相当する90分程度をかけて欲
しい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準
グローバリゼーションや格差問題についての文献や新聞記事を
読み、また、統計資料などを参照して、自分の言葉で正確に説
明できているかを評価の基準とする。
②評価方法
定期試験、小テスト(1回)、グローバリゼーションや格差につい
てのショートクイズなどにより評価する。
③割合
定期試験の成績を80％、小テストを10％、ショートクイズを
10％とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

伊藤喜栄・藤塚吉浩編『図説 21世紀日本の地域問題』古
今書院 2012年 2500円
ISBN 978-4-7722-4124-3

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

教科書は必ず持参すること。また、授業中に地名などが出
てくることがあるので、高校時代に使用したものでかまわ
ないから地図帳や統計集を持参することが望ましい。ただ
し、地図帳や統計集がないからといって、あらためて購入
する必要はない。また、日常的に新聞や雑誌を読んで、グ
ローバリゼーションや格差の意味についての基礎的な知識
を有することが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　地理学的な見方・考え方
２　世界都市の可能性と限界
３　外資系企業の集積と都心の再開発
４　居住・生活空間としての都心の再活
　　性化
５　エネルギー資源の供給構造
６　食料輸入と安全性
７　観光立国日本の可能性
８　日本の地域間所得格差
９　人口構造の地域特性
10　大都市のインナーシティ問題
11　地方都市中心市街地の空洞化
12　産業の空洞化と大都市就業構造の変　　化
13　サービス経済化と都市の就業問題
14　産業立地の変化と農山漁村の就業問
　　題
15　失業の地域特性



2019-S000009464-04地理学Ａ（グローバリゼーション・格差問題）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・２時限　　試験時間割：2019/07/25　１時限　　

鴨川　武文

◎－－－　概要　－－－◎

　グローバリゼーションと格差問題について講義が行われる。
グローバルな視点といわれるが、それは、たとえば人口・食
料・エネルギー・環境などの問題は地球的規模で考えなければ
解決の糸口は見つからないであろう。一方で、これらの問題は
地域によって現れ方が異なっている。したがって初めに日本や
身近な地域の問題としてとらえ、さらに世界的な問題としてと
らえる。すなわちローカルな問題をグローバルな観点から考え
ていく。加えてグローバリゼーションの進展によって、工業や
農業における日本の優位性が失われつつあることも事実であ
り、このことが日本国内においてどのような地域格差をもたら
しているかも合わせて考えていくこととする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

グローバリゼーションや格差問題について説明することができ
る。(知識・理解)

文献検索や統計資料の収集ができる。(知識・理解)

新聞記事などを読んで、グローバリゼーションや格差問題につ
いて日常的に考えることができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業の予習・復習をしてもらいたい。その方法としては、教科
書を熟読して、理解に努める。不明な箇所については講義時や
オフィスアワーを活用して疑問点・問題点を氷解させる。ま
た、インターネットを活用してもよいであろう。ただし、その
際、その情報が正確かどうかの精査を必ず行って欲しい。ま
た、予習・復習には、講義時間に相当する90分程度をかけて欲
しい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準
グローバリゼーションや格差問題についての文献や新聞記事を
読み、また、統計資料などを参照して、自分の言葉で正確に説
明できているかを評価の基準とする。
②評価方法
定期試験、小テスト(1回)、グローバリゼーションや格差につい
てのショートクイズにより評価する。
③割合
定期試験の成績を80％、小テストを10％、ショートクイズを
10％とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

伊藤喜栄・藤塚吉浩編『図説 21世紀日本の地域問題』古
今書院 2012年 2500円
ISBN 978-4-7722-4124-3

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

教科書は必ず持参すること。また、授業中に地名などが出
てくることがあるので、高校時代に使用したものでかまわ
ないから地図帳や統計集を持参することが望ましい。ただ
し、地図帳や統計集がないからといって、あらためて購入
する必要はない。また、日常的に新聞や雑誌を読んで、グ
ローバリゼーションや格差の意味についての基礎的な知識
を有することが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　地理学的な見方・考え方
２　世界都市の可能性と限界
３　外資系企業の集積と都心の再開発
４　居住・生活空間としての都心の再活　　性化
５　エネルギー資源の供給構造
６　食料輸入と安全性
７　観光立国日本の可能性
８　日本の地域間所得格差
９　人口構造の地域特性
10　大都市のインナーシティ問題
11　地方都市中心市街地の空洞化
12　産業の空洞化と大都市就業構造の変　　化
13　サービス経済化と都市の就業問題
14　産業立地の変化と農山漁村の就業問　　題
15　失業の地域特性



2019-S000009464-05地理学Ａ（グローバリゼーション・格差問題）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・１時限　　試験時間割：2019/07/25　１時限　　

鴨川　武文

◎－－－　概要　－－－◎

　グローバリゼーションと格差問題について講義が行われる。
グローバルな視点といわれるが、それは、たとえば人口・食
料・エネルギー・環境などの問題は地球的規模で考えなければ
解決の糸口は見つからないであろう。一方で、これらの問題は
地域によって現れ方が異なっている。したがって初めに日本や
身近な地域の問題としてとらえ、さらに世界的な問題としてと
らえる。すなわちローカルな問題をグローバルな観点から考え
ていく。加えてグローバリゼーションの進展によって、工業や
農業における日本の優位性が失われつつあることも事実であ
り、このことが日本国内においてどのような地域格差をもたら
しているかも合わせて考えていくこととする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

グローバリゼーションや格差問題について説明することができ
る。(知識・理解)

文献検索や統計資料の収集ができる。(知識・理解)

新聞記事などを読んで、グローバリゼーションや格差問題につ
いて日常的に考えることができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業の予習・復習をしてもらいたい。その方法としては、教科
書を熟読して、理解に努める。不明な箇所については講義時や
オフィスアワーを活用して疑問点・問題点を氷解させる。ま
た、インターネットを活用してもよいであろう。ただし、その
際、その情報が正確かどうかの精査を必ず行って欲しい。ま
た、予習・復習には、講義時間に相当する90分程度をかけて欲
しい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準
グローバリゼーションや格差問題についての文献や新聞記事を
読み、また、統計資料などを参照して、自分の言葉で正確に説
明できているかを評価の基準とする。
②評価方法
定期試験、小テスト(1回)、グローバリゼーションや格差につい
てのショートクイズなどにより評価する。
③割合
定期試験の成績を80％、小テストを10％、ショートクイズを
10％とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

伊藤喜栄・藤塚吉浩編『図説 21世紀日本の地域問題』古
今書院 2012年 2500円
ISBN 978-4-7722-4124-3

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

教科書は必ず持参すること。また、授業中に地名などが出
てくることがあるので、高校時代に使用したものでかまわ
ないから地図帳や統計集を持参することが望ましい。ただ
し、地図帳や統計集がないからといって、あらためて購入
する必要はない。また、日常的に新聞や雑誌を読んで、グ
ローバリゼーションや格差の意味についての基礎的な知識
を有することが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　地理学的な見方・考え方
２　世界都市の可能性と限界
３　外資系企業の集積と都心の再開発
４　居住・生活空間としての都心の再活　　性化
５　エネルギー資源の供給構造
６　食料輸入と安全性
７　観光立国日本の可能性
８　日本の地域間所得格差
９　人口構造の地域特性
10　大都市のインナーシティ問題
11　地方都市中心市街地の空洞化
12　産業の空洞化と大都市就業構造の変　　化
13　サービス経済化と都市の就業問題
14　産業立地の変化と農山漁村の就業問　　題
15　失業の地域特性



2019-S000009464-06地理学Ａ（グローバリゼーション・格差問題）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・３時限　　試験時間割：2019/07/25　１時限　　

鴨川　武文

◎－－－　概要　－－－◎

　グローバリゼーションと格差問題について講義が行われる。
グローバルな視点といわれるが、それは、たとえば人口・食
料・エネルギー・環境などの問題は地球的規模で考えなければ
解決の糸口は見つからないであろう。一方で、これらの問題は
地域によって現れ方が異なっている。したがって初めに日本や
身近な地域の問題としてとらえ、さらに世界的な問題としてと
らえる。すなわちローカルな問題をグローバルな観点から考え
ていく。加えてグローバリゼーションの進展によって、工業や
農業における日本の優位性が失われつつあることも事実であ
り、このことが日本国内においてどのような地域格差をもたら
しているかも合わせて考えていくこととする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

グローバリゼーションや格差問題について説明することができ
る。(知識・理解)

文献や統計資料の収集ができる。(知識・理解)

新聞記事などを読んで、グローバリゼーションや格差問題につ
いて日常的に考えることができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業の予習・復習をしてもらいたい。その方法としては、教科
書を熟読して、理解に努める。不明な箇所については講義時や
オフィスアワーを活用して疑問点・問題点を氷解させる。ま
た、インターネットを活用してもよいであろう。ただし、その
際、その情報が正確かどうかの精査を必ず行って欲しい。ま
た、予習・復習には、講義時間に相当する90分程度をかけて欲
しい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準
グローバリゼーションや格差問題についての文献や新聞記事を
読み、また、統計資料などを参照して、自分の言葉で正確に説
明できているかを評価の基準とする。
②評価方法
定期試験、小テスト(1回)、グローバリゼーションや格差につい
てのショートクイズなどにより評価する。
③割合
定期試験の成績を80％、小テストを10％、ショートクイズを
10％とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

伊藤喜栄・藤塚吉浩編『図説 21世紀日本の地域問題』古
今書院 2012年 2500円
ISBN 978-4-7722-4124-3

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

教科書は必ず持参すること。また、授業中に地名などが出
てくることがあるので、高校時代に使用したものでかまわ
ないから地図帳や統計集を持参することが望ましい。ただ
し、地図帳や統計集がないからといって、あらためて購入
する必要はない。また、日常的に新聞や雑誌を読んで、グ
ローバリゼーションや格差の意味についての基礎的な知識
を有することが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　地理学的な見方・考え方
２　世界都市の可能性と限界
３　外資系企業の集積と都心の再開発
４　居住・生活空間としての都心の再活　　性化
５　エネルギー資源の供給構造
６　食料輸入と安全性
７　観光立国日本の可能性
８　日本の地域間所得格差
９　人口構造の地域特性
10　大都市のインナーシティ問題
11　地方都市中心市街地の空洞化
12　産業の空洞化と大都市就業構造の変　　化
13　サービス経済化と都市の就業問題
14　産業立地の変化と農山漁村の就業問　　題
15　失業の地域特性



2019-S000009464-07地理学Ａ（地形学と自然災害）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・４時限　　試験時間割：2019/07/25　１時限　　

黒田　圭介

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は日本で発生しうる自然災害を網羅的に学ぶ地理学系
の教養科目である。具体的には、地震災害・水害などの原因と
なる自然活動のメカニズムを地形学と関連付けて講義し、災害
に伴う環境変化や人々の生活への影響を理解することを目標と
する。
　本講義は三部構成とし、まず地震のメカニズムや地震災害に
ついての理解を深める。次に、気象災害のメカニズムや風水害
被害についての理解を深め、最後に火山災害及び火山地形につ
いて学ぶ。具体的な内容については、毎回ごとの授業内容を参
照のこと。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地形を改変させる営力と自然災害の関係を理解し，正確に説明
できる。(知識・理解)

地図を読み解くことで水害や地震災害による被害を推測でき
る。(技能)

自らすすんで自身が住まう地域のハザードマップを参照し、防
災への意識を持つ。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　講義終了時に次回内容について伝えるので、関連事項をイン
ターネットや図書館等であらかじめ調べておくこと。また、複
数回レポートや小テストを課す。
　また，moodleでレジメを事前に配布するので，講義前に目を
通しておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

地形変化に影響を与える自然災害のメカニズム（特に地震，風
水害，火山）を理解し，これを正確に説明できるかを評価の基
準とする。
定期試験80%、課題レポート及び小テスト20%を目安として総
合的に判断する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし。moodleからレジメを取得すること。取得方法につい
ては，初回講義時に説明する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

＊私語に関しては厳正に対処する。
＊特別な事情を除いて、授業開始10分後以降の入室は認め
ない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．イントロダクション～地形と自然災害
２．世界の変動帯とプレート型地震
３．活断層性の地震
４．断層変位地形とその判読
５．地震被害の実際～東日本大震災を例に
６．河川氾濫
７．台風と高潮
８．雪害
９．水害被害の実際～1999年博多駅水没を例に
１０．火山分布の特徴
１１．火山の噴火様式の特徴
１２．狭まるプレート境界の火山
１３．噴火活動の推移
１４．大規模火山噴火災害の事例～雲仙普賢岳を例に
１５．ハザードマップの読み方と利用方法
＊進捗状況などにより内容が変更になる場合がある。



2019-S000009464-01地理学Ａ（自然と農牧業を中心に）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・２時限　　試験時間割：2019/07/25　１時限　　

藤村　健一

◎－－－　概要　－－－◎

　地理学は、概ね人文地理学・自然地理学・地誌学に分かれて
いる。この授業では、まず地理学全体について説明をした後
で、自然地理学の主要テーマである気候・地形について講じ
る。ついで、人文地理学の中でも自然地理学と特に関わりが深
い農牧業の地理学について論じる。以上を通して、地理学の基
礎的な知識と地理学的な考え方を修得することを目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地理学の考え方を理解し、自然と農牧業の地理学の基礎的な知
識を修得する。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回、授業前に各自で前回授業の内容を復習しておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験：100%（授業内容を理解し、地理学の基礎を把握
できているかを確認する）

◎－－－　テキスト　－－－◎

　なし（レジュメを配布する）

◎－－－　参考書　－－－◎

松原彰子『自然地理学』第5版　ISBN 9784766424003
松山洋ほか『自然地理学』　ISBN 9784623058662
有薗正一郎『地産地消の歴史地理』　ISBN 9784772252928
　これ以外の参考書については、授業中に適宜指示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　後期の地理学Bも併せて受講することが望ましい。地理
の専門知識に乏しい初学者にも分かりやすい授業を心掛け
るので、高校で「地理」を履修しなかった学生の受講も歓
迎する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション
2. 地理学とは何か I（研究目的）
3. 地理学とは何か II（研究方法）
4. 地理学と地理教育
5. 環境論の盛衰
6. 気候 I（気候因子）
7. 気候 II（気候分布）
8. 気候 III（風と海流、異常気象）
9. 地形 I（大地形 1）
10. 地形 II（大地形 2）
11. 地形 III（小地形）
12. 世界の農牧業 I（農産物の原産地と栽培条件）
13. 世界の農牧業 II（農牧業の類型　1）
14. 世界の農牧業 III（農牧業の類型 2）
15. 世界の農牧業 IV（主な農畜産物の生産）



2019-S000009465-03地理学Ｂ（環境問題・地域再構築）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・１時限　　試験時間割：2020/01/20　１時限　　

鴨川　武文

◎－－－　概要　－－－◎

　環境問題と地域再構築について講義が行われる。環境問題の
発生は、工業化にともなう大量生産・大量消費・大量廃棄に主
たる背景があるといえる。今日の地球的規模での環境問題をふ
まえて、工業化・都市化による環境の劣化、環境保全活動の具
体例について考えていく。加えて日々生活する人々にとって好
ましい環境開発・環境整備とはどのようなものであるかを地域
再構築の観点から考えていくこととする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

環境問題や産業再生・コミュニティ再生について説明できる。
(技能)

文献検索や統計資料の収集ができる。(技能)

新聞記事などを読んで、環境問題や産業再生・地域社会につい
て日常的に考えることができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業の予習・復習をしてもらいたい。その方法としては、教科
書を熟読して、理解に努める。不明な箇所については講義時や
オフィスアワーを活用して疑問点・問題点を氷解させる。ま
た、インターネットを活用してもよいであろう。ただし、その
際、その情報が正確かどうかの精査を必ず行って欲しい。ま
た、予習・復習には、講義時間に相当する90分程度をかけて欲
しい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準
環境問題や産業再生・コミュニティ再生についての文献や新聞
記事を読み、また、統計資料などを参照して、自分の言葉で正
確に説明できているかを評価の基準とする。
②評価方法
定期試験、小テスト(1回)、環境問題や産業再生・コミュニティ
再生についてのショートクイズなどにより評価する。
③割合
定期試験の成績を80％、小テストを10％、ショートクイズを
10％とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

伊藤喜栄・藤塚吉浩編『図説 21世紀日本の地域構造』古
今書院 2012年 2500円
ISBN 978-4-7722-4124-3

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

教科書は必ず持参すること。また、授業中に地名などが出
てくることがあるので、高校時代に使用したものでかまわ
ないから地図帳や統計集を持参することが望ましい。ただ
し、地図帳や統計集がないからといって、あらためて購入
する必要はない。また、日常的に新聞や雑誌を読んで、環
境問題や産業再生・コミュニティについての基礎的な知識
を有することが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　地理学的な見方・考え方
２　限界集落と廃村
３　林業の衰退と花粉症
４　環境の変化と獣害
５　大気汚染
６　ヒートアイランド
７　産業廃棄物
８　農林業の多面的機能と棚田の保全
９　環境運動の地域的展開
10　地球温暖化問題への対応
11　都市圏と生活圏
12　東京大都市圏の生活空間
13　都市問題と製造業－住工混在問題－
14　コンパクトシティ
15　市町村合併



2019-S000009465-04地理学Ｂ（環境問題・地域再構築）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・３時限　　試験時間割：2020/01/20　１時限　　

鴨川　武文

◎－－－　概要　－－－◎

　環境問題と地域再構築について講義が行われる。環境問題の
発生は、工業化にともなう大量生産・大量消費・大量廃棄に主
たる背景があるといえる。今日の地球的規模での環境問題をふ
まえて、工業化・都市化による環境の劣化、環境保全活動の具
体例について考えていく。加えて日々生活する人々にとって好
ましい環境開発・環境整備とはどのようなものであるかを地域
再構築の観点から考えていくこととする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

環境問題や産業再生・コミュニティ再生について説明できる。
(技能)

文献検索や統計資料の収集ができる。(技能)

新聞記事などを読んで、環境問題や産業再生・地域社会につい
て日常的に考えることができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業の予習・復習をしてもらいたい。その方法としては、教科
書を熟読して、理解に努める。不明な箇所については講義時や
オフィスアワーを活用して疑問点・問題点を氷解させる。ま
た、インターネットを活用してもよいであろう。ただし、その
際、その情報が正確かどうかの精査を必ず行って欲しい。ま
た、予習・復習には、講義時間に相当する90分程度をかけて欲
しい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準
環境問題や産業再生・コミュニティ再生についての文献や新聞
記事を読み、また、統計資料などを参照して、自分の言葉で正
確に説明できているかを評価の基準とする。
②評価方法
定期試験、小テスト(1回)、環境問題や産業再生・コミュニティ
再生についてのショートクイズなどにより評価する。
③割合
定期試験の成績を80％、小テストを10％、ショートクイズを
10％とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

伊藤喜栄・藤塚吉浩編『図説 21世紀日本の地域構造』古
今書院 2012年 2500円
ISBN 978-4-7722-4124-3

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

教科書は必ず持参すること。また、授業中に地名などが出
てくることがあるので、高校時代に使用したものでかまわ
ないから地図帳や統計集を持参することが望ましい。ただ
し、地図帳や統計集がないからといって、あらためて購入
する必要はない。また、日常的に新聞や雑誌を読んで、環
境問題や産業再生・コミュニティについての基礎的な知識
を有することが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　地理学的な見方・考え方
２　限界集落と廃村
３　林業の衰退と花粉症
４　環境の変化と獣害
５　大気汚染
６　ヒートアイランド
７　産業廃棄物
８　農林業の多面的機能と棚田の保全
９　環境運動の地域的展開
10　地球温暖化問題への対応
11　都市圏と生活圏
12　東京大都市圏の生活空間
13　都市問題と製造業－住工混在問題－
14　コンパクトシティ
15　市町村合併



2019-S000009465-05地理学Ｂ（環境問題・地域再構築）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・２時限　　試験時間割：2020/01/20　１時限　　

鴨川　武文

◎－－－　概要　－－－◎

　環境問題と地域再構築について講義が行われる。環境問題の
発生は、工業化にともなう大量生産・大量消費・大量廃棄に主
たる背景があるといえる。今日の地球的規模での環境問題をふ
まえて、工業化・都市化による環境の劣化、環境保全活動の具
体例について考えていく。加えて日々生活する人々にとって好
ましい環境開発・環境整備とはどのようなものであるかを地域
再構築の観点から考えていくこととする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

環境問題および産業再生・コミュニティ再生について説明でき
る。(技能)

文献検索や統計資料の収集ができる(技能)

新聞記事などを読んで、環境問題や産業再生・地域社会につい
て日常的に考えることができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業の予習・復習をしてもらいたい。その方法としては、教科
書を熟読して、理解に努める。不明な箇所については講義時や
オフィスアワーを活用して疑問点・問題点を氷解させる。ま
た、インターネットを活用してもよいであろう。ただし、その
際、その情報が正確かどうかの精査を必ず行って欲しい。ま
た、予習・復習には、講義時間に相当する90分程度をかけて欲
しい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準
環境問題や産業再生・コミュニティ再生についての文献や新聞
記事を読み、また、統計資料などを参照して、自分の言葉で正
確に説明できているかを評価の基準とする。
②評価方法
定期試験、小テスト(1回)、環境問題や産業再生・コミュニティ
再生についてのショートクイズなどにより評価する。
③割合
定期試験の成績を80％、小テストを10％、ショートクイズを
10％とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

伊藤喜栄・藤塚吉浩編『図説 21世紀日本の地域構造』古
今書院 2012年 2500円
ISBN 978-4-7722-4124-3

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

教科書は必ず持参すること。また、授業中に地名などが出
てくることがあるので、高校時代に使用したものでかまわ
ないから地図帳や統計集を持参することが望ましい。ただ
し、地図帳や統計集がないからといって、あらためて購入
する必要はない。また、日常的に新聞や雑誌を読んで、環
境問題や産業再生・コミュニティについての基礎的な知識
を有することが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　地理学的な見方・考え方
２　限界集落と廃村
３　林業の衰退と花粉症
４　環境の変化と獣害
５　大気汚染
６　ヒートアイランド
７　産業廃棄物
８　農林業の多面的機能と棚田の保全
９　環境運動の地域的展開
10　地球温暖化問題への対応
11　都市圏と生活圏
12　東京大都市圏の生活空間
13　都市問題と製造業－住工混在問題－
14　コンパクトシティ
15　市町村合併



2019-S000009465-06地理学Ｂ（環境問題・地域再構築）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・３時限　　試験時間割：2020/01/20　１時限　　

鴨川　武文

◎－－－　概要　－－－◎

　環境問題と地域再構築について講義が行われる。環境問題の
発生は、工業化にともなう大量生産・大量消費・大量廃棄に主
たる背景があるといえる。今日の地球的規模での環境問題をふ
まえて、工業化・都市化による環境の劣化、環境保全活動の具
体例について考えていく。加えて日々生活する人々にとって好
ましい環境開発・環境整備とはどのようなものであるかを地域
再構築の観点から考えていくこととする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

環境問題および産業再生・コミュニティ再生について説明でき
る。(技能)

文献検索や統計資料の収集ができる。(技能)

新聞記事などを読んで、環境問題や産業再生・地域社会につい
て日常的に考えることができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業の予習・復習をしてもらいたい。その方法としては、教科
書を熟読して、理解に努める。不明な箇所については講義時や
オフィスアワーを活用して疑問点・問題点を氷解させる。ま
た、インターネットを活用してもよいであろう。ただし、その
際、その情報が正確かどうかの精査を必ず行って欲しい。ま
た、予習・復習には、講義時間に相当する90分程度をかけて欲
しい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準
環境問題や産業再生・コミュニティ再生についての文献や新聞
記事を読み、また、統計資料などを参照して、自分の言葉で正
確に説明できているかを評価の基準とする。
②評価方法
定期試験、小テスト(1回)、環境問題や産業再生・コミュニティ
再生についてのショートクイズなどにより評価する。
③割合
定期試験の成績を80％、小テストを10％、ショートクイズを
10％とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

伊藤喜栄・藤塚吉浩編『図説 21世紀日本の地域構造』古
今書院 2012年 2500円
ISBN 978-4-7722-4124-3

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

教科書は必ず持参すること。また、授業中に地名などが出
てくることがあるので、高校時代に使用したものでかまわ
ないから地図帳や統計集を持参することが望ましい。ただ
し、地図帳や統計集がないからといって、あらためて購入
する必要はない。また、日常的に新聞や雑誌を読んで、環
境問題や産業再生・コミュニティについての基礎的な知識
を有することが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　地理学的な見方・考え方
２　限界集落と廃村
３　林業の衰退と花粉症
４　環境の変化と獣害
５　大気汚染
６　ヒートアイランド
７　産業廃棄物
８　農林業の多面的機能と棚田の保全
９　環境運動の地域的展開
10　地球温暖化問題への対応
11　都市圏と生活圏
12　東京大都市圏の生活空間
13　都市問題と製造業－住工混在問題－
14　コンパクトシティ
15　市町村合併



2019-S000009465-07地理学Ｂ（地形図を読む）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・４時限　　試験時間割：2020/01/20　１時限　　

黒田　圭介

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では、地理学的な解析作業で最も重要な机上作業の一
つ、国土地理院発行地形図の読解技術の修得を目指す。地形図
に散りばめられた地図記号は地域の様相を的確に表現してい
る。これを正確に読み解き、地図を用いて地域の土台（自然環
境）と人々の営み（歴史、文化、産業）を考察できる人材の輩
出を目標とする。中学校社会科教員、高校地歴の教員、塾・予
備校の地歴科講師等を目指しているものは、地図(地形図)につ
いて本格的に学ぶチャンスはそうそうないので、是非履修のこ
と。また、単純に地図に興味があり地図について深く学びたい
者や、地図を片手に旅行・街歩きを生涯の趣味として楽しみた
い者も歓迎する。
　毎回地形図を用いて地域の自然環境と土地利用、歴史、文
化、産業の関係などを考察する。毎回課題作業を行い、課題の
提出をもって出席とする。具体的な内容は各回ごとの授業内容
を参照のこと。また、説明にはプロジェクター等を用い視覚的
に分かりやすい授業をこころがける。

◎－－－　到達目標　－－－◎

国土交通省発行地形図で用いられる地図記号の意味を理解し、
識別できる。(知識・理解)

地形図を読み解くことで、地域の特色を考えることができる。
(技能)

将来、仕事やマイホーム探し、旅行などで積極的に地図を活用
しようとする態度を持つ。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　講義終了時に次回内容について伝えるので、教科書の該当箇
所を熟読しておくこと。分からない用語等はインターネットや
図書館等であらかじめ調べておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

地形図と地図記号を正しく読み、地域の特徴を自ら考え、表現
できることを評価の基準とする。
定期試験80%、課題レポート20%を目安として総合的に判断す
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

帝国書院編集部編『新編コンターワーク　地形図学習の基
礎　最新版』帝国書院　2017年発行　409円　ISBN
978-4807163014

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

＊テキストは直接書き込む形式のものであるので、必ず毎
時持参すること。また、毎回色鉛筆を使用するので、持っ
ていない者は100円ショップのものでよいので購入してお
くこと。
＊特別な事情を除いて、授業開始10分後以降の入室は認め
ない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１)地形図の説明、縮尺と方位
２)地図記号と等高線の読み方
３)山地の生活
４)扇状地と土地利用
５)台地と沖積平野の土地利用
６)三角州と自然堤防の土地利用
７)河岸段丘と海岸段丘の土地利用
８)沈水海岸と離水海岸の土地利用
９)砂州・砂嘴・陸繋島・さんご礁の土地利用
１０)カルスト地形と断層の土地利用
１１)条里村・塊村・名田百姓村・散村
１２)新田集落・路村・屯田兵村
１３)城下町・門前町・鳥居前町・港町・宿場町
１４)都市化とニュータウン
１５)東京・大阪の都市構造
＊進捗状況等により内容が変更になる場合がある。



2019-S000009465-01地理学Ｂ（人文地理と地図を中心に）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・２時限　　試験時間割：2020/01/20　１時限　　

藤村　健一

◎－－－　概要　－－－◎

　地理学は、概ね人文地理学・自然地理学・地誌学に分かれて
いる。この授業では、前期の地理学Aに引き続き、人文地理学
の主要テーマである経済と都市・村落の地理学について講じ
る。ついで、現代の社会問題・国際問題の要因にもなっている
宗教・言語・民族・人口の地理学について論じる。さらに、地
形図をはじめとしたさまざまな地図の種類と読図方法を教え
る。以上を通して、地理学の基礎的な知識と地理学的な考え方
を修得することを目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地理学の考え方を理解し、人文地理学の基礎的な知識を修得す
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回、授業前に各自で前回授業の内容を復習しておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験：100%（授業内容を理解し、地理学の基礎を把握
できているかを確認する）

◎－－－　テキスト　－－－◎

　なし（レジュメを配布する）

◎－－－　参考書　－－－◎

佐藤廉也ほか編『現代人文地理学』　ISBN 9784595318627
ハバードほか『現代人文地理学の理論と実践』　ISBN
9784750347417
稲垣稜『現代社会の人文地理学』　ISBN 9784772231626
　これ以外の参考書については、授業中に適宜指示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　前期の地理学Aも併せて受講することが望ましい。地理
の専門知識に乏しい初学者にも分かりやすい授業を心掛け
るので、高校で「地理」を履修しなかった学生の受講も歓
迎する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション
2. 経済 I（工業の立地）
3. 経済 II（サービス産業の立地）
4. 経済 III（国民経済）
5. 経済 IV（貿易、国際分業）
6. 都市 I（都市の定義・特徴・機能）
7. 都市 II（都市の階層構造・内部構造）
8. 都市 III（都市化、都市問題）
9. 都市 IV（都市の歴史的形態）
10. 村落 I（村落の定義・分類・歴史）
11. 村落 II（村落の社会構造、過疎問題）
12. 宗教 I（世界の宗教の分類）
13. 宗教 II（主な宗教の分布と特徴）
14. 言語・民族・人口
15. 地図



2019-S000009465-02地理学Ｂ（人文地理と地図を中心に）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：2020/01/20　１時限　　

藤村　健一

◎－－－　概要　－－－◎

　地理学は、概ね人文地理学・自然地理学・地誌学に分かれて
いる。この授業では、前期の地理学Aに引き続き、人文地理学
の主要テーマである経済と都市・村落の地理学について講じ
る。ついで、現代の社会問題・国際問題の要因にもなっている
宗教・言語・民族・人口の地理学について論じる。さらに、地
形図をはじめとしたさまざまな地図の種類と読図方法を教え
る。以上を通して、地理学の基礎的な知識と地理学的な考え方
を修得することを目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地理学の考え方を理解し、人文地理学の基礎的な知識を修得す
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回、授業前に各自で前回授業の内容を復習しておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験：100%（授業内容を理解し、地理学の基礎を把握
できているかを確認する）

◎－－－　テキスト　－－－◎

　なし（レジュメを配布する）

◎－－－　参考書　－－－◎

佐藤廉也ほか編『現代人文地理学』　ISBN 9784595318627
ハバードほか『現代人文地理学の理論と実践』　ISBN
9784750347417
稲垣稜『現代社会の人文地理学』　ISBN 9784772231626
　これ以外の参考書については、授業中に適宜指示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　前期の地理学Aも併せて受講することが望ましい。地理
の専門知識に乏しい初学者にも分かりやすい授業を心掛け
るので、高校で「地理」を履修しなかった学生の受講も歓
迎する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション
2. 経済 I（工業の立地）
3. 経済 II（サービス産業の立地）
4. 経済 III（国民経済）
5. 経済 IV（貿易、国際分業）
6. 都市 I（都市の定義・特徴・機能）
7. 都市 II（都市の階層構造・内部構造）
8. 都市 III（都市化、都市問題）
9. 都市 IV（都市の歴史的形態）
10. 村落 I（村落の定義・分類・歴史）
11. 村落 II（村落の社会構造、過疎問題）
12. 宗教 I（世界の宗教の分類）
13. 宗教 II（主な宗教の分布と特徴）
14. 言語・民族・人口
15. 地図



2019-S000009478-01地誌学（地域性を把握する）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・４時限　　試験時間割：2020/01/21　１時限　　

藤村　健一

◎－－－　概要　－－－◎

　いわゆる「土地柄」、「県民性」、「国民性」などのこと
を、学術界では「地域性」と呼んでいる。地域性とは、それぞ
れの地域に備わっているとされる固有の性格のことである。地
域性を理解するのは一般に考えられているほど容易ではなく、
地域における自然環境や経済、文化など様々な要素を勘案し、
総合的に考察する必要がある。では、地域性は具体的にどのよ
うな方法で把握できるのだろうか。そもそも、「地域」とは何
なのだろうか。
　地域や地域性に関する研究分野は、地理学では「地誌学」と
呼ばれている。この授業では、地誌学による地域理解の方法を
概観した上で、世界の諸地域の例としてアメリカと中国を取り
上げ、それぞれの地域性を地誌学的に考察する。
　このほか、地誌学と地理教育との関係についても言及する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地誌学の基礎を理解し、地域性を把握することができる。(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回、授業前に各自で前回授業の内容を復習しておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験：100%（授業内容を理解し、地誌学の基礎を把握で
きているか確認する）

◎－－－　テキスト　－－－◎

　なし（レジュメを配布する）

◎－－－　参考書　－－－◎

村山祐司編『地域研究』　ISBN 9784254167122
モンテス『地図で見るアメリカハンドブック』　ISBN
9784562055647
サンジュアン『地図で見る中国ハンドブック』　ISBN
9784562054220
　これ以外の参考書については、授業中に適宜指示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　地理の専門知識に乏しい初学者にも分かりやすい授業を
心掛けるので、高校で「地理」を履修しなかった学生の受
講も歓迎する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション、地理学および地誌学とは何か I
（研究目的・研究方法）
2. 地理学および地誌学とは何か II（研究例）、学校での
「地理」教育と地誌学
3. 地域性の捉え方 I（自然環境と政治・経済の関係）
4. 地域性の捉え方 II （自然環境と文化の関係）
5. 地域性の捉え方 III （経済と文化の関係）
6. 地域性の捉え方 IV （政治と文化の関係）
7. アメリカの地誌 I （自然環境）
8. アメリカの地誌 II （地域区分）
9. アメリカの地誌 III（歴史）
10. アメリカの地誌 IV（国民経済、農牧業）
11. アメリカの地誌 V（主要都市）
12. アメリカの地誌 IV （民族、宗教、政治）
13. 中国の地誌 I（地域区分、気候、農牧業）
14. 中国の地誌 II （工業、主要都市、政治）
15. 中国の地誌 III（民族、文化、香港・台湾）



2019-S000009466-09心理学Ａ（心の基礎的な働き）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・５時限　　試験時間割：2019/07/29　１時限　　

大上　渉

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義では，視る，感じる，覚える・思い出す，考える・
想像するなど，我々の心の基礎的な働きについて学ぶ。講義の
最初に，心理学の歴史を取り上げ，どのような経緯で心が学問
の研究対象となり，どのような形で現在まで引き継がれている
かを説明する。
　次に，感覚や知覚，学習，記憶など基礎的な心のはたらきに
関する主要な知見・理論を順次取り上げ，これまでに明らかに
なっていることを説明する。その中で，我々の日常生活におい
て心のはたらきがどのように関わっているかを写真や図などを
用いて解説する。
　この講義で取り上げる心の働きは，当たり前すぎて，「これ
が心理学なの？」と思われるかもしれない。しかしながら，心
の入り口に相当する部分であり，後期の心理学Bで学ぶ発達や
パーソナリティ形成，心の不適応などにも関わる，心の基盤的
働きであることに留意して欲しい。
　なお，講義資料はMoodle上にアップするので各自ダウンロー
ド・印刷し持参すること。

◎－－－　到達目標　－－－◎

心理学に関する基礎的な知見や理論などについて理解を深め，
説明できること(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

1．受講者はMoodle上にアップロードした講義資料を予めダウ
ンロード・出力し，予習しておくこと（60分）。
2．重要な箇所については講義中に強調して説明する。そのよ
うな箇所は重点的に復習しておくこと（60分）。
　
　なお，講義資料は頁数が多い。印刷時には1枚の用紙に複数
枚印刷する割り付け印刷を行うなど各自工夫すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　原則として定期試験の成績のみで評価する。評価に際して
は，講義で解説した心理学の知見や理論が記憶として定着して
いるかを基準とする。また，講義の進展状況によっては，課題
やミニテストなどを行い，評価の考慮に入れることもある。
　なお，本講義や心理学への積極的な関与（例えば、毎回最前
列に座っての質疑応答や時間外に行われる心理学実験への参
加）については加点対象とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

「心理学A to B（改訂版）」（ISBN 978-4-563-05253-9）

◎－－－　参考書　－－－◎

「心理学ビジュアル百科」　ISBN 978-4-422-11622-8
「意識的な行動の無意識的な理由: 心理学ビジュアル百科
認知心理学編」　ISBN 978-4422116846
「カラー版徹底図解 心理学―生活と社会に役立つ心理学
の知識」　ISBN 978-4405106758

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

※以下の点に十分留意した上で，履修登録を行うこと。
①講義資料はMoodleにアップするので受講者は事前に出力
し講義時に持参すること。
②講義中，最後部に座る受講者を指名し，発言を求める。
③講義中の著しい私語，スマートフォンや携帯電話，音楽
プレーヤー等の使用は厳禁。これらを行う者に対しては学
生証を呈示させ厳しい処置をとる。また，筆記用具や講義
資料など，なにも持たずに受講している者も同様の措置を
とる。
④本講義では不定期にアンケートや小テストなどを行い，
出席をチェックする。その際，不正な出席工作（いわゆる
「ピ逃げ」）が発覚した場合，大幅な減点を行う。
⑤この講義では，心理学アンケートや心理学実験への協力
を求めることがある。
⑥正当な理由がなく5回以上欠席すると、単位取得が困難
になる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　心理学とは？
２　心理学史：構成主義，ゲシュタルト
３　心理学史：精神分析，行動主義
４　知覚：感覚・知覚の性質，絶対閾
５　知覚：図と地の分化，図地反転，錯視
６　知覚：形，奥行き，動きの知覚，恒常性
７　記憶：記銘のプロセス，記憶の種類
８　記憶：リハーサルと処理水準，スキーマ
９　記憶：長期記憶のネットワークモデル，状態依存記
憶，目撃証言
10　学習：古典的条件づけ，道具的条件づけ
11　学習：強化，観察学習
12　感情：感情の定義，感情の理論，感情と認知
13　思考：推理，問題解決，問題の内的表現
14　脳と心：心の生物学的基礎
15　心理学Aの振り返り



2019-S000009466-10心理学Ａ（心の基礎的な働き）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・１時限　　試験時間割：2019/07/29　１時限　　

大上　渉

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義では，視る，感じる，覚える・思い出す，考える・
想像するなど，我々の心の基礎的な働きについて学ぶ。講義の
最初に，心理学の歴史を取り上げ，どのような経緯で心が学問
の研究対象となり，どのような形で現在まで引き継がれている
かを説明する。
　次に，感覚や知覚，学習，記憶など基礎的な心のはたらきに
関する主要な知見・理論を順次取り上げ，これまでに明らかに
なっていることを説明する。その中で，我々の日常生活におい
て心のはたらきがどのように関わっているかを写真や図などを
用いて解説する。
　この講義で取り上げる心の働きは，当たり前すぎて，「これ
が心理学なの？」と思われるかもしれない。しかしながら，心
の入り口に相当する部分であり，後期の心理学Bで学ぶ発達や
パーソナリティ形成，心の不適応などにも関わる，心の基盤的
働きであることに留意して欲しい。
　なお，講義資料はMoodle上にアップするので各自ダウンロー
ド・印刷し持参すること。

◎－－－　到達目標　－－－◎

心理学に関する基礎的な知見や理論などについて理解を深め，
説明できること(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

1．受講者はMoodle上にアップロードした講義資料を予めダウ
ンロード・出力し，予習しておくこと（60分）。
2．重要な箇所については講義中に強調して説明する。そのよ
うな箇所は重点的に復習しておくこと（60分）。
　
　なお，講義資料は頁数が多い。印刷時には1枚の用紙に複数
枚印刷する割り付け印刷を行うなど各自工夫すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　原則として定期試験の成績のみで評価する。評価に際して
は，講義で解説した心理学の知見や理論が記憶として定着して
いるかを基準とする。また，講義の進展状況によっては，課題
やミニテストなどを行い，評価の考慮に入れることもある。
　なお，本講義や心理学への積極的な関与（例えば、毎回最前
列に座っての質疑応答や時間外に行われる心理学実験への参
加）については加点対象とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

「心理学A to B（改訂版）」（ISBN 978-4-563-05253-9）

◎－－－　参考書　－－－◎

「心理学ビジュアル百科」　ISBN 978-4-422-11622-8
「意識的な行動の無意識的な理由: 心理学ビジュアル百科
認知心理学編」　ISBN 978-4422116846
「カラー版徹底図解 心理学―生活と社会に役立つ心理学
の知識」　ISBN 978-4405106758

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

※以下の点に十分留意した上で，履修登録を行うこと。
①講義資料はMoodleにアップするので受講者は事前に出力
し講義時に持参すること。
②講義中，最後部に座る受講者を指名し，発言を求める。
③講義中の著しい私語，スマートフォンや携帯電話，音楽
プレーヤー等の使用は厳禁。これらを行う者に対しては学
生証を呈示させ厳しい処置をとる。また，筆記用具や講義
資料など，なにも持たずに受講している者も同様の措置を
とる。
④本講義では不定期にアンケートや小テストなどを行い，
出席をチェックする。その際，不正な出席工作（いわゆる
「ピ逃げ」）が発覚した場合，大幅な減点を行う。
⑤この講義では，心理学アンケートや心理学実験への協力
を求めることがある。
⑥正当な理由がなく5回以上欠席すると、単位取得が困難
になる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　心理学とは？
２　心理学史：構成主義，ゲシュタルト
３　心理学史：精神分析，行動主義
４　知覚：感覚・知覚の性質，絶対閾
５　知覚：図と地の分化，図地反転，錯視
６　知覚：形，奥行き，動きの知覚，恒常性
７　記憶：記銘のプロセス，記憶の種類
８　記憶：リハーサルと処理水準，スキーマ
９　記憶：長期記憶のネットワークモデル，状態依存記
憶，目撃証言
10　学習：古典的条件づけ，道具的条件づけ
11　学習：強化，観察学習
12　感情：感情の定義，感情の理論，感情と認知
13　思考：推理，問題解決，問題の内的表現
14　脳と心：心の生物学的基礎
15　心理学Aの振り返り



2019-S000009466-08心理学Ａ（心理学の基礎）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・３時限　　試験時間割：2019/07/29　１時限　　

佐藤　基治

◎－－－　概要　－－－◎

　最初に「心理学とは何か」において心理学の研究領域、歴
史、方法、考え方などを講義します。科学的心理学の範囲がわ
かります。
　次に、様々な心理学の領域の中から、誰もが日常生活の中で
経験している「感覚と知覚」、「記憶」、「学習」の領域の授
業を行います。それによって、対象の分離、距離知覚、運動知
覚の原理などの知覚の仕組み、感覚記憶、作業記憶、そして長
期記憶の違いなどの記憶の特徴、古典的条件づけ、道具的条件
づけ、観察学習など種々の学習の型がわかるようになります。
　授業は、講義形式でおこないますが、デモンストレーション
や簡単な実験を体験すること、教員との簡単な質疑応答を行な
うことによって理解を深めていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

科学としての心理学の範囲がわかる(知識・理解)

対象の分離、距離知覚、運動知覚原理がわかる(知識・理解)

感覚記憶、作業記憶、そして長期記憶の違いを理解することが
できる(知識・理解)

古典的条件づけ、道具的条件づけ、観察学習などの学習の型を
使用できる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前に教科書に目を通してください。わからない言葉があっ
たら、書物やインターネットで調べてください。
　教科書に添付されたCD-ROMにデモンストレーションがある
場合には必ず実行してください。
　事後には、興味を持った事柄を図書館の資料などを使って調
べてください。
　事前学習と事後学習を合わせて90分の時間外の学習を想定し
ています。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義で取り上げた概念や専門用語を理解し、正しい説明や正し
い文脈での使用が可能かを評価基準とします。
定期試験で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

佐藤基治・大上渉・他　「心理学A to B（改訂版）」、培
風館、2019年、￥2000（予定）　 ISBN: 978-4-563-0523-9

◎－－－　参考書　－－－◎

新・心理学の基礎知識　ISBN 4641183112
心理学辞典　ISBN 4641002592
ヒルガードの心理学　ISBN 4892428191

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　ガイダンス
　２　心理学とは何か：科学としての心理学
　３　心理学とは何か：心理学史
　４　心理学とは何か：心理学の方法
　５　感覚と知覚：感覚と知覚の区別
　６　感覚と知覚：感覚
　７　感覚と知覚：知覚
　８　感覚と知覚：感覚と知覚のまとめ
　９　記憶：記憶のプロセス
１０　記憶：記憶の種類
１１　記憶：短期記憶と長期記憶
１２　学習：古典的条件づけの理論
１３　学習：道具的条件づけ
１４　学習：思考錯誤説と洞察学習説
１５　まとめ



2019-S000009466-12心理学Ａ（心理学の基礎）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・３時限　　試験時間割：2019/07/29　１時限　　

佐藤　基治

◎－－－　概要　－－－◎

　最初に「心理学とは何か」において心理学の研究領域、歴
史、方法、考え方などを講義します。科学的心理学の範囲がわ
かります。
　次に、様々な心理学の領域の中から、誰もが日常生活の中で
経験している「感覚と知覚」、「記憶」、「学習」の領域の授
業を行います。それによって、対象の分離、距離知覚、運動知
覚の原理などの知覚の仕組み、感覚記憶、作業記憶、そして長
期記憶の違いなどの記憶の特徴、古典的条件づけ、道具的条件
づけ、観察学習など種々の学習の型がわかるようになります。
　授業は、講義形式でおこないますが、デモンストレーション
や簡単な実験を体験すること、教員との簡単な質疑応答を行な
うことによって理解を深めていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

科学としての心理学の範囲がわかる(知識・理解)

対象の分離、距離知覚、運動知覚原理がわかる(知識・理解)

感覚記憶、作業記憶、そして長期記憶の違いを理解することが
できる(知識・理解)

古典的条件づけ、道具的条件づけ、観察学習などの学習の型を
使用できる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前に教科書に目を通してください。わからない言葉があっ
たら、書物やインターネットで調べてください。
　教科書に添付されたCD-ROMにデモンストレーションがある
場合には必ず実行してください。
　事後には、興味を持った事柄を図書館の資料などを使って調
べてください。
　事前学習と事後学習を合わせて90分の時間外の学習を想定し
ています。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義で取り上げた概念や専門用語を理解し、正しい説明や正し
い文脈での使用が可能かを評価基準とします。
定期試験で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

佐藤基治・大上渉・他　「心理学A to B（改訂版）」、培
風館、2019年、￥2000（予定）　 ISBN: 978-4-563-0523-9

◎－－－　参考書　－－－◎

新・心理学の基礎知識　ISBN 4641183112
心理学辞典　ISBN 4641002592
ヒルガードの心理学　ISBN 4892428191

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　ガイダンス
　２　心理学とは何か：科学としての心理学
　３　心理学とは何か：心理学史
　４　心理学とは何か：心理学の方法
　５　感覚と知覚：感覚と知覚の区別
　６　感覚と知覚：感覚
　７　感覚と知覚：知覚
　８　感覚と知覚：感覚と知覚のまとめ
　９　記憶：記憶のプロセス
１０　記憶：記憶の種類
１１　記憶：短期記憶と長期記憶
１２　学習：古典的条件づけの理論
１３　学習：道具的条件づけ
１４　学習：思考錯誤説と洞察学習説
１５　まとめ



2019-S000009466-13心理学Ａ（心理学の基礎）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・２時限　　試験時間割：2019/07/29　１時限　　

佐藤　基治

◎－－－　概要　－－－◎

　最初に「心理学とは何か」において心理学の研究領域、歴
史、方法、考え方などを講義します。科学的心理学の範囲がわ
かります。
　次に、様々な心理学の領域の中から、誰もが日常生活の中で
経験している「感覚と知覚」、「記憶」、「学習」の領域の授
業を行います。それによって、対象の分離、距離知覚、運動知
覚の原理などの知覚の仕組み、感覚記憶、作業記憶、そして長
期記憶の違いなどの記憶の特徴、古典的条件づけ、道具的条件
づけ、観察学習など種々の学習の型がわかるようになります。
　授業は、講義形式でおこないますが、デモンストレーション
や簡単な実験を体験すること、教員との簡単な質疑応答を行な
うことによって理解を深めていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

科学としての心理学の範囲がわかる(知識・理解)

対象の分離、距離知覚、運動知覚原理がわかる(知識・理解)

感覚記憶、作業記憶、そして長期記憶の違いを理解することが
できる(知識・理解)

古典的条件づけ、道具的条件づけ、観察学習などの学習の型を
使用できる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前に教科書に目を通してください。わからない言葉があっ
たら、書物やインターネットで調べてください。
　教科書に添付されたCD-ROMにデモンストレーションがある
場合には必ず実行してください。
　事後には、興味を持った事柄を図書館の資料などを使って調
べてください。
　事前学習と事後学習を合わせて90分の時間外の学習を想定し
ています。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義で取り上げた概念や専門用語を理解し、正しい説明や正し
い文脈での使用が可能かを評価基準とします。
定期試験で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

佐藤基治・大上渉・他　「心理学A to B（改訂版）」、培
風館、2019年、￥2000（予定）　 ISBN: 978-4-563-0523-9

◎－－－　参考書　－－－◎

新・心理学の基礎知識　ISBN 4641183112
心理学辞典　ISBN 4641002592
ヒルガードの心理学　ISBN 4892428191

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　ガイダンス
　２　心理学とは何か：科学としての心理学
　３　心理学とは何か：心理学史
　４　心理学とは何か：心理学の方法
　５　感覚と知覚：感覚と知覚の区別
　６　感覚と知覚：感覚
　７　感覚と知覚：知覚
　８　感覚と知覚：感覚と知覚のまとめ
　９　記憶：記憶のプロセス
１０　記憶：記憶の種類
１１　記憶：短期記憶と長期記憶
１２　学習：古典的条件づけの理論
１３　学習：道具的条件づけ
１４　学習：思考錯誤説と洞察学習説
１５　まとめ



2019-S000009466-05心理学Ａ（心の仕組み）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・１時限　　試験時間割：2019/07/29　１時限　　

縄田　健悟

◎－－－　概要　－－－◎

心理学とは，人間の心理過程と行動に関する学問領域である。
本講義では，主に基礎過程を中心に，心理学の主要な領域の概
観を行う。
心は誰もが持っているものであり，身近に感じやすい一方で，
ちょっとした思い込みから勘違いが生まれることも多い。この
講義では，実証科学としての視点から，受講者自身が身近に感
じられる日常的な例を解説する形で授業を行っていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

人間の心理に関する基礎的な知識の理解を深めること(知識・
理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業は主に教科書と配布資料を元に行うために，予習のみなら
ず，しっかりと復習を行い，知識を定着させること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業内容の心理学知識が的確に理解できていることを基準にし
て，授業中の課題(30%)+定期試験の成績（70%）で評価を行
う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

心理学A to B（改訂版）
978-4-563-05253-9

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・当然ながら，講義中の私語や，不正な出席工作は厳禁で
あり，大幅な減点などの厳しい処置を行う。
・単位習得は容易ではない。十分な予習・復習が必要とな
る。
・「心理学A」と「心理学B」とは密接に関連しているた
め，あわせて履修することが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 イントロダクション
2 知覚
3 注意・記憶
4 思考・推論1
5 思考・推論2
6 思考・推論3
7 学習
8 発達
9 性格
10 教育
11 知能
12 感情
13 臨床1
14 臨床2
15 臨床3



2019-S000009466-06心理学Ａ（心の仕組み）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：2019/07/29　１時限　　

縄田　健悟

◎－－－　概要　－－－◎

心理学とは，人間の心理過程と行動に関する学問領域である。
本講義では，主に基礎過程を中心に，心理学の主要な領域の概
観を，行う。
心は誰もが持っているものであり，身近に感じやすい一方で，
ちょっとした思い込みから勘違いが生まれることも多い。この
講義では，実証科学としての視点から，受講者自身が身近に感
じられる日常的な例を解説する形で授業を行っていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

人間の心理に関する基礎的な知識の理解を深めること(知識・
理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業は主に教科書と配布資料を元に行うために，予習のみなら
ず，しっかりと復習を行い，知識を定着させること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業内容の心理学知識が的確に理解できていることを基準にし
て，授業中の課題(30%)+定期試験の成績（70%）で評価を行
う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

心理学A to B（改訂版）
978-4-563-05253-9

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・当然ながら，講義中の私語や，不正な出席工作は厳禁で
あり，大幅な減点などの厳しい処置を行う。
・単位習得は容易ではない。十分な予習・復習が必要とな
る。
・「心理学A」と「心理学B」とは密接に関連しているた
め，あわせて履修することが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 イントロダクション
2 知覚
3 注意・記憶
4 思考・推論1
5 思考・推論2
6 思考・推論3
7 学習
8 発達
9 性格
10 教育
11 知能
12 感情
13 臨床1
14 臨床2
15 臨床3



2019-S000009466-07心理学Ａ（心の仕組み）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・２時限　　試験時間割：2019/07/29　１時限　　

縄田　健悟

◎－－－　概要　－－－◎

心理学とは，人間の心理過程と行動に関する学問領域である。
本講義では，主に基礎過程を中心に，心理学の主要な領域の概
観を行う。
心は誰もが持っているものであり，身近に感じやすい一方で，
ちょっとした思い込みから勘違いが生まれることも多い。この
講義では，実証科学としての視点から，受講者自身が身近に感
じられる日常的な例を解説する形で授業を行っていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

人間の心理に関する基礎的な知識の理解を深めること(知識・
理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業は主に教科書と配布資料を元に行うために，予習のみなら
ず，しっかりと復習を行い，知識を定着させること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業内容の心理学知識が的確に理解できていることを基準にし
て，授業中の課題(30%)+定期試験の成績（70%）で評価を行
う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

心理学A to B（改訂版）
978-4-563-05253-9

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・当然ながら，講義中の私語や，不正な出席工作は厳禁で
あり，大幅な減点などの厳しい処置を行う。
・単位習得は容易ではない。十分な予習・復習が必要とな
る。
・「心理学A」と「心理学B」とは密接に関連しているた
め，あわせて履修することが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 イントロダクション
2 知覚
3 注意・記憶
4 思考・推論1
5 思考・推論2
6 思考・推論3
7 学習
8 発達
9 性格
10 教育
11 知能
12 感情
13 臨床1
14 臨床2
15 臨床3



2019-S000009466-01心理学Ａ（知情意の成り立ち）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・４時限　　試験時間割：2019/07/29　１時限　　

一言　英文

◎－－－　概要　－－－◎

　こころの時代と言われる21世紀において、心理学を学ぶこと
は、人間が関わるすべての学問・仕事・生活において意義があ
る。この授業を受ける心理学の初学者は、まず、心理学者がど
のように「心」を理解し、測定してきたのか、その歴史的経緯
を知ることから学びを初める。次に、心理学の基礎科目であ
り、心の普遍的基盤とも言える感覚・知覚・記憶・学習につい
て学ぶ。次に、心理学の中心的テーマである感情の基盤やその
系統的な個人差について学びを重ねていく。これらを通じ、動
物の基本的なあり方である行動のメカニズムがどのような性質
を持ち、なぜ私達が他者に共感しながらも他者と分かり合えな
いのか、なぜ気持ちに流されるのか、といった心と行動の共通
性と独自性を理解していく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

人間の感覚と知覚について理解できる。(知識・理解)

人間の記憶について理解できる。(知識・理解)

人間の学習について理解できる。(知識・理解)

人間の感情について理解できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回学習する内容について、教科書もしくはMoodle上にアップ
ロードされた資料を事前に読んでおくこと。また、後者は復習
としても使用すること。予習30分、復習60分を目安とする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の成績に基づいて評価する。なお、定期試験では、
上記の到達目標を満たしているかを確認するために、講義内容
に関する重要事項を理解しているかどうか、また設定した問題
について学習した理論に基づいて説明できるかどうかを基準に
到達度を確認する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

佐藤基治・大上渉・一言英文・縄田健悟・箕浦有希久『心
理学A to B（改訂版）』培風館　ISBN 978-4-563-05253-9　
C3011

◎－－－　参考書　－－－◎

心理学の基礎４訂版　ISBN 978-4563052454
ことわざと心理学 －人の行動と心を科学する　ISBN
978-4641174122

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業資料は事前にアップロードしておくので、各自で印
刷を行い授業に持参すること。なお、後期に開講する「心
理学B」とあわせて履修することが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　心理学とは何か
２　心理学の歴史：心理学の誕生から現在の潮流
３　心理学の方法
４　心理学研究の倫理
５　感覚：現実の認識
６　知覚：情報入力のしくみ
７　記憶：記憶のしくみ
８　学習：行動獲得の原理
９　学習：行動分析
10　感情：感情の理論１
11　感情：感情の理論２
12　感情：感情の生理的基盤
13　感情：感情の構造
14　感情：感情とその他の心理過程
15　総括：知情意の成り立ち



2019-S000009466-02心理学Ａ（知情意の成り立ち）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・５時限　　試験時間割：2019/07/29　１時限　　

一言　英文

◎－－－　概要　－－－◎

　こころの時代と言われる21世紀において、心理学を学ぶこと
は、人間が関わるすべての学問・仕事・生活において意義があ
る。この授業を受ける心理学の初学者は、まず、心理学者がど
のように「心」を理解し、測定してきたのか、その歴史的経緯
を知ることから学びを初める。次に、心理学の基礎科目であ
り、心の普遍的基盤とも言える感覚・知覚・記憶・学習につい
て学ぶ。次に、心理学の中心的テーマである感情の基盤やその
系統的な個人差について学びを重ねていく。これらを通じ、動
物の基本的なあり方である行動のメカニズムがどのような性質
を持ち、なぜ私達が他者に共感しながらも他者と分かり合えな
いのか、なぜ気持ちに流されるのか、といった心と行動の共通
性と独自性を理解していく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

人間の感覚と知覚について理解できる。(知識・理解)

人間の記憶について理解できる。(知識・理解)

人間の学習について理解できる。(知識・理解)

人間の感情について理解できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回学習する内容について、教科書もしくはMoodle上にアップ
ロードされた資料を事前に読んでおくこと。また、後者は復習
としても使用すること。予習30分、復習60分を目安とする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の成績に基づいて評価する。なお、定期試験では、
上記の到達目標を満たしているかを確認するために、講義内容
に関する重要事項を理解しているかどうか、また設定した問題
について学習した理論に基づいて説明できるかどうかを基準に
到達度を確認する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

佐藤基治・大上渉・一言英文・縄田健悟・箕浦有希久『心
理学A to B（改訂版）』培風館　ISBN 978-4-563-05253-9　
C3011

◎－－－　参考書　－－－◎

心理学の基礎４訂版　ISBN 978-4563052454
ことわざと心理学 －人の行動と心を科学する　ISBN
978-4641174122

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業資料は事前にアップロードしておくので、各自で印
刷を行い授業に持参すること。なお、後期に開講する「心
理学B」とあわせて履修することが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　心理学とは何か
２　心理学の歴史：心理学の誕生から現在の潮流
３　心理学の方法
４　心理学研究の倫理
５　感覚：現実の認識
６　知覚：情報入力のしくみ
７　記憶：記憶のしくみ
８　学習：行動獲得の原理
９　学習：行動分析
10　感情：感情の理論１
11　感情：感情の理論２
12　感情：感情の生理的基盤
13　感情：感情の構造
14　感情：感情とその他の心理過程
15　総括：知情意の成り立ち



2019-S000009466-03心理学Ａ（知情意の成り立ち）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・４時限　　試験時間割：2019/07/29　１時限　　

一言　英文

◎－－－　概要　－－－◎

　こころの時代と言われる21世紀において、心理学を学ぶこと
は、人間が関わるすべての学問・仕事・生活において意義があ
る。この授業を受ける心理学の初学者は、まず、心理学者がど
のように「心」を理解し、測定してきたのか、その歴史的経緯
を知ることから学びを初める。次に、心理学の基礎科目であ
り、心の普遍的基盤とも言える感覚・知覚・記憶・学習につい
て学ぶ。次に、心理学の中心的テーマである感情の基盤やその
系統的な個人差について学びを重ねていく。これらを通じ、動
物の基本的なあり方である行動のメカニズムがどのような性質
を持ち、なぜ私達が他者に共感しながらも他者と分かり合えな
いのか、なぜ気持ちに流されるのか、といった心と行動の共通
性と独自性を理解していく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

人間の感覚と知覚について理解できる。(知識・理解)

人間の記憶について理解できる。(知識・理解)

人間の学習について理解できる。(知識・理解)

人間の感情について理解できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回学習する内容について、教科書もしくはMoodle上にアップ
ロードされた資料を事前に読んでおくこと。また、後者は復習
としても使用すること。予習30分、復習60分を目安とする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の成績に基づいて評価する。なお、定期試験では、
上記の到達目標を満たしているかを確認するために、講義内容
に関する重要事項を理解しているかどうか、また設定した問題
について学習した理論に基づいて説明できるかどうかを基準に
到達度を確認する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

佐藤基治・大上渉・一言英文・縄田健悟・箕浦有希久『心
理学A to B（改訂版）』培風館　ISBN 978-4-563-05253-9　
C3011

◎－－－　参考書　－－－◎

心理学の基礎４訂版　ISBN 978-4563052454
ことわざと心理学 －人の行動と心を科学する　ISBN
978-4641174122

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業資料は事前にアップロードしておくので、各自で印
刷を行い授業に持参すること。なお、後期に開講する「心
理学B」とあわせて履修することが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　心理学とは何か
２　心理学の歴史：心理学の誕生から現在の潮流
３　心理学の方法
４　心理学研究の倫理
５　感覚：現実の認識
６　知覚：情報入力のしくみ
７　記憶：記憶のしくみ
８　学習：行動獲得の原理
９　学習：行動分析
10　感情：感情の理論１
11　感情：感情の理論２
12　感情：感情の生理的基盤
13　感情：感情の構造
14　感情：感情とその他の心理過程
15　総括：知情意の成り立ち



2019-S000009466-11心理学Ａ（知情意の成り立ち）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・１時限　　試験時間割：2019/07/29　１時限　　

一言　英文

◎－－－　概要　－－－◎

　こころの時代と言われる21世紀において、心理学を学ぶこと
は、人間が関わるすべての学問・仕事・生活において意義があ
る。この授業を受ける心理学の初学者は、まず、心理学者がど
のように「心」を理解し、測定してきたのか、その歴史的経緯
を知ることから学びを初める。次に、心理学の基礎科目であ
り、心の普遍的基盤とも言える感覚・知覚・記憶・学習につい
て学ぶ。次に、心理学の中心的テーマである感情の基盤やその
系統的な個人差について学びを重ねていく。これらを通じ、動
物の基本的なあり方である行動のメカニズムがどのような性質
を持ち、なぜ私達が他者に共感しながらも他者と分かり合えな
いのか、なぜ気持ちに流されるのか、といった心と行動の共通
性と独自性を理解していく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

人間の感覚と知覚について理解できる。(知識・理解)

人間の記憶について理解できる。(知識・理解)

人間の学習について理解できる。(知識・理解)

人間の感情について理解できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回学習する内容について、教科書もしくはMoodle上にアップ
ロードされた資料を事前に読んでおくこと。また、後者は復習
としても使用すること。予習30分、復習60分を目安とする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の成績に基づいて評価する。なお、定期試験では、
上記の到達目標を満たしているかを確認するために、講義内容
に関する重要事項を理解しているかどうか、また設定した問題
について学習した理論に基づいて説明できるかどうかを基準に
到達度を確認する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

佐藤基治・大上渉・一言英文・縄田健悟・箕浦有希久『心
理学A to B（改訂版）』培風館　ISBN 978-4-563-05253-9　
C3011

◎－－－　参考書　－－－◎

心理学の基礎４訂版　ISBN 978-4563052454
ことわざと心理学 －人の行動と心を科学する　ISBN
978-4641174122

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業資料は事前にアップロードしておくので、各自で印
刷を行い授業に持参すること。なお、後期に開講する「心
理学B」とあわせて履修することが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　心理学とは何か
２　心理学の歴史：心理学の誕生から現在の潮流
３　心理学の方法
４　心理学研究の倫理
５　感覚：現実の認識
６　知覚：情報入力のしくみ
７　記憶：記憶のしくみ
８　学習：行動獲得の原理
９　学習：行動分析
10　感情：感情の理論１
11　感情：感情の理論２
12　感情：感情の生理的基盤
13　感情：感情の構造
14　感情：感情とその他の心理過程
15　総括：知情意の成り立ち



2019-S000009467-09心理学Ｂ（心の個人差と社会からの影響）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・５時限　　試験時間割：2020/01/23　１時限　　

大上　渉

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義では，我々を取り巻く社会・集団が心に及ぼす影響
や，個性を規定する要因などについて学ぶ。全15回のうち，前
半は，「社会」における心の働きに焦点をあて，対人場面にお
ける心理的現象や，所属する集団・組織内において，心の働き
がどのように変化するのか，また理想のリーダーシップやリー
ダー像などについて，日常的事例を交えながら解説する。
　後半では，性格・パーソナリティを取りあげ，性格を分類・
記述するための理論や，教育，産業，医療の分野で利用されて
いる性格検査について説明する。また心の発達過程を取りあ
げ，我々の自我や認知機能がどのような過程を経て発達するの
か説明する。
　なお，講義資料は福岡大学のMoodle上にアップするので各自
ダウンロード・印刷し持参すること。

◎－－－　到達目標　－－－◎

心理学に関する基礎的な知見や理論などについて理解を深め，
説明できること(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

1．受講者はMoodle上にアップロードした講義資料を予めダウ
ンロード・出力し，予習しておくこと（60分）。
2．重要な箇所については講義中に強調して説明する。そのよ
うな箇所は重点的に復習しておくこと（60分）。
　
　なお，講義資料は頁数が多い。印刷時には1枚の用紙に複数
枚印刷する割り付け印刷を行うなど各自工夫すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　原則として定期試験の成績のみで評価する。評価に際して
は，講義で解説した心理学の知見や理論が記憶として定着して
いるかを基準とする。
　また，講義の進展状況によっては，課題やミニテストなどを
行い，評価の考慮に入れることもある。
　なお，本講義や心理学への積極的な関与（例えば、毎回最前
列に座っての質疑応答や時間外に行われる心理学実験への参
加）については加点対象とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

「心理学A to B（改訂版）」（ISBN 978-4-563-05253-9）

◎－－－　参考書　－－－◎

「心理学ビジュアル百科」　ISBN 978-4-422-11622-8
「意識的な行動の無意識的な理由: 心理学ビジュアル百科
認知心理学編」　ISBN 978-4422116846
「カラー版徹底図解 心理学―生活と社会に役立つ心理学
の知識」　ISBN 978-4405106758

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

※以下の点に十分留意した上で，履修登録を行うこと。
①講義資料はMoodleにアップするので受講者は事前に出力
し講義時に持参すること。
②講義中，最後部に座る受講者を指名し，発言を求める。
③講義中の著しい私語，スマートフォンや携帯電話，音楽
プレーヤー等の使用は厳禁。これらを行う者に対しては学
生証を呈示させ厳しい処置をとる。また，筆記用具や講義
資料など，なにも持たずに受講している者も同様の措置を
とる。
④本講義では不定期にアンケートや小テストなどを行い，
出席をチェックする。その際，不正な出席工作（いわゆる
「ピ逃げ」）が発覚した場合，大幅な減点を行う。
⑤この講義では，心理学アンケートや心理学実験への協力
を何度か求めることがある。
⑥正当な理由がなく5回以上欠席すると、単位取得が困難
になる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　社会：印象形成１
２　社会：印象形成２
３　社会：対人認知１
４　社会：対人認知２
５　社会：説得と態度変容
６　社会：集団内での心や態度の変化
７　社会：リーダーシップ，PM理論
８　性格：類型論と特性論
９　性格：性格の異常
10　性格：性格検査その１
11　性格：性格検査その２
12　発達：発達の定義，遺伝と環境
13　発達：選好注視，視覚的断崖
14　発達：認知と自我の発達
15　心理学Bの振り返り



2019-S000009467-10心理学Ｂ（心の個人差と社会からの影響）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・１時限　　試験時間割：2020/01/23　１時限　　

大上　渉

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義では，我々を取り巻く社会・集団が心に及ぼす影響
や，個性を規定する要因などについて学ぶ。全15回のうち，前
半は，「社会」における心の働きに焦点をあて，対人場面にお
ける心理的現象や，所属する集団・組織内において，心の働き
がどのように変化するのか，また理想のリーダーシップやリー
ダー像などについて，日常的事例を交えながら解説する。
　後半では，性格・パーソナリティを取りあげ，性格を分類・
記述するための理論や，教育，産業，医療の分野で利用されて
いる性格検査について説明する。また心の発達過程を取りあ
げ，我々の自我や認知機能がどのような過程を経て発達するの
か説明する。
　なお，講義資料は福岡大学のMoodle上にアップするので各自
ダウンロード・印刷し持参すること。

◎－－－　到達目標　－－－◎

心理学に関する基礎的な知見や理論などについて理解を深め，
説明できること(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

1．受講者はMoodle上にアップロードした講義資料を予めダウ
ンロード・出力し，予習しておくこと（60分）。
2．重要な箇所については講義中に強調して説明する。そのよ
うな箇所は重点的に復習しておくこと（60分）。
　
　なお，講義資料は頁数が多い。印刷時には1枚の用紙に複数
枚印刷する割り付け印刷を行うなど各自工夫すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　原則として定期試験の成績のみで評価する。評価に際して
は，講義で解説した心理学の知見や理論が記憶として定着して
いるかを基準とする。
　また，講義の進展状況によっては，課題やミニテストなどを
行い，評価の考慮に入れることもある。
　なお，本講義や心理学への積極的な関与（例えば、毎回最前
列に座っての質疑応答や時間外に行われる心理学実験への参
加）については加点対象とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

「心理学A to B（改訂版）」（ISBN 978-4-563-05253-9）

◎－－－　参考書　－－－◎

「心理学ビジュアル百科」　ISBN 978-4-422-11622-8
「意識的な行動の無意識的な理由: 心理学ビジュアル百科
認知心理学編」　ISBN 978-4422116846
「カラー版徹底図解 心理学―生活と社会に役立つ心理学
の知識」　ISBN 978-4405106758

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

※以下の点に十分留意した上で，履修登録を行うこと。
①講義資料はMoodleにアップするので受講者は事前に出力
し講義時に持参すること。
②講義中，最後部に座る受講者を指名し，発言を求める。
③講義中の著しい私語，スマートフォンや携帯電話，音楽
プレーヤー等の使用は厳禁。これらを行う者に対しては学
生証を呈示させ厳しい処置をとる。また，筆記用具や講義
資料など，なにも持たずに受講している者も同様の措置を
とる。
④本講義では不定期にアンケートや小テストなどを行い，
出席をチェックする。その際，不正な出席工作（いわゆる
「ピ逃げ」）が発覚した場合，大幅な減点を行う。
⑤この講義では，心理学アンケートや心理学実験への協力
を何度か求めることがある。
⑥正当な理由がなく5回以上欠席すると、単位取得が困難
になる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　社会：印象形成１
２　社会：印象形成２
３　社会：対人認知１
４　社会：対人認知２
５　社会：説得と態度変容
６　社会：集団内での心や態度の変化
７　社会：リーダーシップ，PM理論
８　性格：類型論と特性論
９　性格：性格の異常
10　性格：性格検査その１
11　性格：性格検査その２
12　発達：発達の定義，遺伝と環境
13　発達：選好注視，視覚的断崖
14　発達：認知と自我の発達
15　心理学Bの振り返り



2019-S000009467-08心理学Ｂ（行動の理解）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・３時限　　試験時間割：2020/01/23　１時限　　

佐藤　基治

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義では、「心の動き」に関連した領域を取り扱いま
す。『感情』では感情が人々の思考や行動にどのように影響す
るかを学習します。『モチベーション』では学習や認知との関
連の中で動機づけを説明します。『パーソナリティ』では人格
に関するいくつかのアプローチを説明します。『発達』では遺
伝と環境の相互作用がどのように人間の発達を決定づけるかを
学習します。『社会』の領域では、他者の存在が人々の行動に
どう影響するかを検討します。
　授業は、講義形式でおこないますが、デモンストレーション
や簡単な実験を体験することや教員との簡単な質疑応答によっ
て理解を深めていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

感情が人々の思考や行動にどのように影響するかを説明するこ
とができる(知識・理解)

学習や認知との関連の中で動機づけを説明することができる
(知識・理解)

人格に関するいくつかのアプローチを説明することができる
(知識・理解)

遺伝と環境の相互作用がどのように人間の発達を決定づけるか
がわかる(知識・理解)

他者の存在が人々の行動にどう影響するかを検討することがで
きる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前に教科書に目を通してください。わからない言葉があっ
たら、書物やインターネットで調べてください。
　教科書に添付されたCD-ROMにデモンストレーションがある
場合には必ず実行してください。
　事後には、興味を持った事柄を図書館の資料などを使って調
べてください。
　事前学習と事後学習を合わせて90分の時間外の学習を想定し
ています。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義で取り上げた概念や専門用語を理解し、正しい説明や正し
い文脈での使用が可能かを評価基準とします。
定期試験で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

佐藤基治・大上渉・他　「心理学A to B（改訂版）」、培
風館、2019年、￥2000（予定）　 ISBN: 978-4-563-0523-9

◎－－－　参考書　－－－◎

新・心理学の基礎知識　ISBN 4641183112
心理学辞典　ISBN 4641002592
ヒルガードの心理学　ISBN 4892428191

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　　ガイダンス
２　　感情：感情の表出
３　　感情：感情の理論
４　　感情：感情の認知
５　　モチベーション：社会的動機
６　　モチベーション：モチベーションの源泉
７　　モチベーション：モチベーションの喪失
８　　パーソナリティ：階層性
９　　パーソナリティ：類型論
１０　パーソナリティ：特性論
１１　発達：発達の原理
１２　発達：発達理論
１３　発達：発達段階
１４　社会：社会的認知
１５　社会：社会的影響



2019-S000009467-12心理学Ｂ（行動の理解）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・３時限　　試験時間割：2020/01/23　１時限　　

佐藤　基治

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義では、「心の動き」に関連した領域を取り扱いま
す。『感情』では感情が人々の思考や行動にどのように影響す
るかを学習します。『モチベーション』では学習や認知との関
連の中で動機づけを説明します。『パーソナリティ』では人格
に関するいくつかのアプローチを説明します。『発達』では遺
伝と環境の相互作用がどのように人間の発達を決定づけるかを
学習します。『社会』の領域では、他者の存在が人々の行動に
どう影響するかを検討します。
　授業は、講義形式でおこないますが、デモンストレーション
や簡単な実験を体験することや教員との簡単な質疑応答によっ
て理解を深めていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

感情が人々の思考や行動にどのように影響するかを説明するこ
とができる(知識・理解)

学習や認知との関連の中で動機づけを説明することができる
(知識・理解)

人格に関するいくつかのアプローチを説明することができる
(知識・理解)

遺伝と環境の相互作用がどのように人間の発達を決定づけるか
がわかる(知識・理解)

他者の存在が人々の行動にどう影響するかを検討することがで
きる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前に教科書に目を通してください。わからない言葉があっ
たら、書物やインターネットで調べてください。
　教科書に添付されたCD-ROMにデモンストレーションがある
場合には必ず実行してください。
　事後には、興味を持った事柄を図書館の資料などを使って調
べてください。
　事前学習と事後学習を合わせて90分の時間外の学習を想定し
ています。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義で取り上げた概念や専門用語を理解し、正しい説明や正し
い文脈での使用が可能かを評価基準とします。
定期試験で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

佐藤基治・大上渉・他　「心理学A to B（改訂版）」、培
風館、2019年、￥2000（予定）　 ISBN: 978-4-563-0523-9

◎－－－　参考書　－－－◎

新・心理学の基礎知識　ISBN 4641183112
心理学辞典　ISBN 4641002592
ヒルガードの心理学　ISBN 4892428191

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　　ガイダンス
２　　感情：感情の表出
３　　感情：感情の理論
４　　感情：感情の認知
５　　モチベーション：社会的動機
６　　モチベーション：モチベーションの源泉
７　　モチベーション：モチベーションの喪失
８　　パーソナリティ：階層性
９　　パーソナリティ：類型論
１０　パーソナリティ：特性論
１１　発達：発達の原理
１２　発達：発達理論
１３　発達：発達段階
１４　社会：社会的認知
１５　社会：社会的影響



2019-S000009467-13心理学Ｂ（行動の理解）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・２時限　　試験時間割：2020/01/23　１時限　　

佐藤　基治

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義では、「心の動き」に関連した領域を取り扱いま
す。『感情』では感情が人々の思考や行動にどのように影響す
るかを学習します。『モチベーション』では学習や認知との関
連の中で動機づけを説明します。『パーソナリティ』では人格
に関するいくつかのアプローチを説明します。『発達』では遺
伝と環境の相互作用がどのように人間の発達を決定づけるかを
学習します。『社会』の領域では、他者の存在が人々の行動に
どう影響するかを検討します。
　授業は、講義形式でおこないますが、デモンストレーション
や簡単な実験を体験することや教員との簡単な質疑応答によっ
て理解を深めていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

感情が人々の思考や行動にどのように影響するかを説明するこ
とができる(知識・理解)

学習や認知との関連の中で動機づけを説明することができる
(知識・理解)

人格に関するいくつかのアプローチを説明することができる
(知識・理解)

遺伝と環境の相互作用がどのように人間の発達を決定づけるか
がわかる(知識・理解)

他者の存在が人々の行動にどう影響するかを検討することがで
きる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前に教科書に目を通してください。わからない言葉があっ
たら、書物やインターネットで調べてください。
　教科書に添付されたCD-ROMにデモンストレーションがある
場合には必ず実行してください。
　事後には、興味を持った事柄を図書館の資料などを使って調
べてください。
　事前学習と事後学習を合わせて90分の時間外の学習を想定し
ています。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義で取り上げた概念や専門用語を理解し、正しい説明や正し
い文脈での使用が可能かを評価基準とします。
定期試験で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

佐藤基治・大上渉・他　「心理学A to B（改訂版）」、培
風館、2019年、￥2000（予定）　 ISBN: 978-4-563-0523-9

◎－－－　参考書　－－－◎

新・心理学の基礎知識　ISBN 4641183112
心理学辞典　ISBN 4641002592
ヒルガードの心理学　ISBN 4892428191

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　　ガイダンス
２　　感情：感情の表出
３　　感情：感情の理論
４　　感情：感情の認知
５　　モチベーション：社会的動機
６　　モチベーション：モチベーションの源泉
７　　モチベーション：モチベーションの喪失
８　　パーソナリティ：階層性
９　　パーソナリティ：類型論
１０　パーソナリティ：特性論
１１　発達：発達の原理
１２　発達：発達理論
１３　発達：発達段階
１４　社会：社会的認知
１５　社会：社会的影響



2019-S000009467-05心理学Ｂ（心の働き）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・１時限　　試験時間割：2020/01/23　１時限　　

縄田　健悟

◎－－－　概要　－－－◎

心理学とは，人間の心理過程と行動に関する学問領域である。
本講義では，主に応用を中心に，心理学の主要な領域の概観を
行う。
心は誰もが持っているものであり，身近に感じやすい一方で，
ちょっとした思い込みから勘違いが生まれることも多い。この
講義では，実証科学としての視点から，受講者自身が身近に感
じられる日常的な例を解説する形で授業を行っていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

人間の心理に関する基礎的な知識の理解を深めること(知識・
理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業は主に教科書と配布資料を元に行うために，予習のみなら
ず，しっかりと復習を行い，知識を定着させること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業内容の心理学知識が的確に理解できていることを基準にし
て，授業中の課題(30%)+定期試験の成績（70%）で評価を行
う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

心理学A to B（改訂版）
978-4-563-05253-9

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・当然ながら，講義中の私語や，不正な出席工作は厳禁で
あり，大幅な減点などの厳しい処置を行う。
・単位習得は容易ではない。十分な予習・復習が必要とな
る。
・「心理学A」と「心理学B」とは密接に関連しているた
め，あわせて履修することが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 イントロダクション
2 健康
3 対人1
4 対人2　
5 対人3　
6 対人4　
7 集団1　
8 集団2　
9 進化　
10 災害1
11 産業
12 組織1
13 組織2
14 犯罪
15 まとめ



2019-S000009467-06心理学Ｂ（心の働き）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：2020/01/23　１時限　　

縄田　健悟

◎－－－　概要　－－－◎

心理学とは，人間の心理過程と行動に関する学問領域である。
本講義では，主に応用を中心に，心理学の主要な領域の概観を
行う。
心は誰もが持っているものであり，身近に感じやすい一方で，
ちょっとした思い込みから勘違いが生まれることも多い。この
講義では，実証科学としての視点から，受講者自身が身近に感
じられる日常的な例を解説する形で授業を行っていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

人間の心理に関する基礎的な知識の理解を深めること(知識・
理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業は主に教科書と配布資料を元に行うために，予習のみなら
ず，しっかりと復習を行い，知識を定着させること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業内容の心理学知識が的確に理解できていることを基準にし
て，授業中の課題(30%)+定期試験の成績（70%）で評価を行
う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

心理学A to B（改訂版）
978-4-563-05253-9

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・当然ながら，講義中の私語や，不正な出席工作は厳禁で
あり，大幅な減点などの厳しい処置を行う。
・単位習得は容易ではない。十分な予習・復習が必要とな
る。
・「心理学A」と「心理学B」とは密接に関連しているた
め，あわせて履修することが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 イントロダクション
2 健康
3 対人1
4 対人2　
5 対人3　
6 対人4　
7 集団1　
8 集団2　
9 進化　
10 災害1
11 産業
12 組織1
13 組織2
14 犯罪
15 まとめ



2019-S000009467-07心理学Ｂ（心の働き）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・２時限　　試験時間割：2020/01/23　１時限　　

縄田　健悟

◎－－－　概要　－－－◎

心理学とは，人間の心理過程と行動に関する学問領域である。
本講義では，主に応用を中心に，心理学の主要な領域の概観を
行う。
心は誰もが持っているものであり，身近に感じやすい一方で，
ちょっとした思い込みから勘違いが生まれることも多い。この
講義では，実証科学としての視点から，受講者自身が身近に感
じられる日常的な例を解説する形で授業を行っていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

人間の心理に関する基礎的な知識の理解を深めること(知識・
理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業は主に教科書と配布資料を元に行うために，予習のみなら
ず，しっかりと復習を行い，知識を定着させること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業内容の心理学知識が的確に理解できていることを基準にし
て，授業中の課題(30%)+定期試験の成績（70%）で評価を行
う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

心理学A to B（改訂版）
978-4-563-05253-9

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・当然ながら，講義中の私語や，不正な出席工作は厳禁で
あり，大幅な減点などの厳しい処置を行う。
・単位習得は容易ではない。十分な予習・復習が必要とな
る。
・「心理学A」と「心理学B」とは密接に関連しているた
め，あわせて履修することが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 イントロダクション
2 健康
3 対人1
4 対人2　
5 対人3　
6 対人4　
7 集団1　
8 集団2　
9 進化　
10 災害1
11 産業
12 組織1
13 組織2
14 犯罪
15 まとめ



2019-S000009467-01心理学Ｂ（知情意と文脈）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・４時限　　試験時間割：2020/01/23　１時限　　

一言　英文

◎－－－　概要　－－－◎

　こころの時代と言われる21世紀において、心理学を学ぶこと
は、人間が関わるすべての学問・仕事・生活において意義があ
る。前期に引き続き、この授業を受ける心理学の初学者は、個
人の「心」が、実はいかに社会的な「文脈」に依存する存在で
あるかを学ぶ。具体的には、動機づけ、性格、発達、集団や社
会、文化などの文脈によって刈り込まれる個人的な心理過程に
ついて学ぶ。これを通じ、なぜよい就職を望むのか、なぜ気の
合う仲間という者がいるのか、なぜ思い悩むのか、なぜ友人と
一緒だと羽目を外すのか、なぜ日本人は他者からの評価を気に
するのかといった、心と文脈の相互作用を理解していく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

人間のモチベーションについて理解できる。(知識・理解)

人間のパーソナリティについて理解できる。(知識・理解)

人間の発達について理解できる。(知識・理解)

人間の社会について理解できる。(知識・理解)

人間の文化について理解できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回学習する内容について、教科書もしくはMoodle上にアップ
ロードされた資料を事前に読んでおくこと。また、後者は復習
としても使用すること。予習30分、復習60分を目安とする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の成績に基づいて評価する。なお、定期試験では、
上記の到達目標を満たしているかを確認するために、講義内容
に関する重要事項を理解しているかどうか、また設定した問題
について学習した理論に基づいて説明できるかどうかを基準に
到達度を確認する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

佐藤基治・大上渉・一言英文・縄田健悟・箕浦有希久『心
理学A to B（改訂版）』培風館　ISBN 978-4-563-05253-9　
C3011

◎－－－　参考書　－－－◎

心理学の基礎４訂版　ISBN 978-4563052454
ことわざと心理学 －人の行動と心を科学する　ISBN
978-4641174122

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業で使用する資料については、事前にアップロードし
ておくので、授業前に必ず各自が印刷を行った上で授業に
望むこと。なお、前期に開講している「心理学A」を既に
履修していることが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　心理学とは何か：前期のまとめ
２　モチベーション：基礎的な動機づけ
３　モチベーション：動機づけの進化
４　モチベーション：社会的な動機づけ
５　パーソナリティ：性格研究の歴史
６　パーソナリティ：性格の次元
７　パーソナリティ：性格と遺伝
８　発達：発達理論
９　発達：発達段階の特徴
１０　社会：社会的認知
１１　社会：集団過程
１２　文化：文化と心の関係
１３　文化：文化と自己
１４　文化：文化と健康
１５　総括：知情意と文脈



2019-S000009467-02心理学Ｂ（知情意と文脈）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・５時限　　試験時間割：2020/01/23　１時限　　

一言　英文

◎－－－　概要　－－－◎

　こころの時代と言われる21世紀において、心理学を学ぶこと
は、人間が関わるすべての学問・仕事・生活において意義があ
る。前期に引き続き、この授業を受ける心理学の初学者は、個
人の「心」が、実はいかに社会的な「文脈」に依存する存在で
あるかを学ぶ。具体的には、動機づけ、性格、発達、集団や社
会、文化などの文脈によって刈り込まれる個人的な心理過程に
ついて学ぶ。これを通じ、なぜよい就職を望むのか、なぜ気の
合う仲間という者がいるのか、なぜ思い悩むのか、なぜ友人と
一緒だと羽目を外すのか、なぜ日本人は他者からの評価を気に
するのかといった、心と文脈の相互作用を理解していく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

人間のモチベーションについて理解できる。(知識・理解)

人間のパーソナリティについて理解できる。(知識・理解)

人間の発達について理解できる。(知識・理解)

人間の社会について理解できる。(知識・理解)

人間の文化について理解できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回学習する内容について、教科書もしくはMoodle上にアップ
ロードされた資料を事前に読んでおくこと。また、後者は復習
としても使用すること。予習30分、復習60分を目安とする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の成績に基づいて評価する。なお、定期試験では、
上記の到達目標を満たしているかを確認するために、講義内容
に関する重要事項を理解しているかどうか、また設定した問題
について学習した理論に基づいて説明できるかどうかを基準に
到達度を確認する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

佐藤基治・大上渉・一言英文・縄田健悟・箕浦有希久『心
理学A to B（改訂版）』培風館　ISBN 978-4-563-05253-9　
C3011

◎－－－　参考書　－－－◎

心理学の基礎４訂版　ISBN 978-4563052454
ことわざと心理学 －人の行動と心を科学する　ISBN
978-4641174122

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業で使用する資料については、事前にアップロードし
ておくので、授業前に必ず各自が印刷を行った上で授業に
望むこと。なお、前期に開講している「心理学A」を既に
履修していることが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　心理学とは何か：前期のまとめ
２　モチベーション：基礎的な動機づけ
３　モチベーション：動機づけの進化
４　モチベーション：社会的な動機づけ
５　パーソナリティ：性格研究の歴史
６　パーソナリティ：性格の次元
７　パーソナリティ：性格と遺伝
８　発達：発達理論
９　発達：発達段階の特徴
１０　社会：社会的認知
１１　社会：集団過程
１２　文化：文化と心の関係
１３　文化：文化と自己
１４　文化：文化と健康
１５　総括：知情意と文脈



2019-S000009467-03心理学Ｂ（知情意と文脈）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・４時限　　試験時間割：2020/01/23　１時限　　

一言　英文

◎－－－　概要　－－－◎

　こころの時代と言われる21世紀において、心理学を学ぶこと
は、人間が関わるすべての学問・仕事・生活において意義があ
る。前期に引き続き、この授業を受ける心理学の初学者は、個
人の「心」が、実はいかに社会的な「文脈」に依存する存在で
あるかを学ぶ。具体的には、動機づけ、性格、発達、集団や社
会、文化などの文脈によって刈り込まれる個人的な心理過程に
ついて学ぶ。これを通じ、なぜよい就職を望むのか、なぜ気の
合う仲間という者がいるのか、なぜ思い悩むのか、なぜ友人と
一緒だと羽目を外すのか、なぜ日本人は他者からの評価を気に
するのかといった、心と文脈の相互作用を理解していく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

人間のモチベーションについて理解できる。(知識・理解)

人間のパーソナリティについて理解できる。(知識・理解)

人間の発達について理解できる。(知識・理解)

人間の社会について理解できる。(知識・理解)

人間の文化について理解できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回学習する内容について、教科書もしくはMoodle上にアップ
ロードされた資料を事前に読んでおくこと。また、後者は復習
としても使用すること。予習30分、復習60分を目安とする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の成績に基づいて評価する。なお、定期試験では、
上記の到達目標を満たしているかを確認するために、講義内容
に関する重要事項を理解しているかどうか、また設定した問題
について学習した理論に基づいて説明できるかどうかを基準に
到達度を確認する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

佐藤基治・大上渉・一言英文・縄田健悟・箕浦有希久『心
理学A to B（改訂版）』培風館　ISBN 978-4-563-05253-9　
C3011

◎－－－　参考書　－－－◎

心理学の基礎４訂版　ISBN 978-4563052454
ことわざと心理学 －人の行動と心を科学する　ISBN
978-4641174122

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業で使用する資料については、事前にアップロードし
ておくので、授業前に必ず各自が印刷を行った上で授業に
望むこと。なお、前期に開講している「心理学A」を既に
履修していることが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　心理学とは何か：前期のまとめ
２　モチベーション：基礎的な動機づけ
３　モチベーション：動機づけの進化
４　モチベーション：社会的な動機づけ
５　モチベーション：動機づけと文化
６　パーソナリティ：性格研究の歴史
７　パーソナリティ：性格の次元
８　パーソナリティ：性格と状況の相互作用
９　パーソナリティ：性格と遺伝
１０　発達：発達理論
１１　発達：発達段階の特徴
１２　発達：文化化
１３　社会：社会的認知
１４　社会：集団過程
１５　総括：知情意と文脈



2019-S000009467-11心理学Ｂ（知情意と文脈）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・１時限　　試験時間割：2020/01/23　１時限　　

一言　英文

◎－－－　概要　－－－◎

　こころの時代と言われる21世紀において、心理学を学ぶこと
は、人間が関わるすべての学問・仕事・生活において意義があ
る。前期に引き続き、この授業を受ける心理学の初学者は、個
人の「心」が、実はいかに社会的な「文脈」に依存する存在で
あるかを学ぶ。具体的には、動機づけ、性格、発達、集団や社
会、文化などの文脈によって刈り込まれる個人的な心理過程に
ついて学ぶ。これを通じ、なぜよい就職を望むのか、なぜ気の
合う仲間という者がいるのか、なぜ思い悩むのか、なぜ友人と
一緒だと羽目を外すのか、なぜ日本人は他者からの評価を気に
するのかといった、心と文脈の相互作用を理解していく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

人間のモチベーションについて理解できる。(知識・理解)

人間のパーソナリティについて理解できる。(知識・理解)

人間の発達について理解できる。(知識・理解)

人間の社会について理解できる。(知識・理解)

人間の文化について理解できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回学習する内容について、教科書もしくはMoodle上にアップ
ロードされた資料を事前に読んでおくこと。また、後者は復習
としても使用すること。予習30分、復習60分を目安とする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の成績に基づいて評価する。なお、定期試験では、
上記の到達目標を満たしているかを確認するために、講義内容
に関する重要事項を理解しているかどうか、また設定した問題
について学習した理論に基づいて説明できるかどうかを基準に
到達度を確認する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

佐藤基治・大上渉・一言英文・縄田健悟・箕浦有希久『心
理学A to B（改訂版）』培風館　ISBN 978-4-563-05253-9　
C3011

◎－－－　参考書　－－－◎

心理学の基礎４訂版　ISBN 978-4563052454
ことわざと心理学 －人の行動と心を科学する　ISBN
978-4641174122

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業で使用する資料については、事前にアップロードし
ておくので、授業前に必ず各自が印刷を行った上で授業に
望むこと。なお、前期に開講している「心理学A」を既に
履修していることが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　心理学とは何か：前期のまとめ
２　モチベーション：基礎的な動機づけ
３　モチベーション：動機づけの進化
４　モチベーション：社会的な動機づけ
５　モチベーション：動機づけと文化
６　パーソナリティ：性格研究の歴史
７　パーソナリティ：性格の次元
８　パーソナリティ：性格と状況の相互作用
９　パーソナリティ：性格と遺伝
１０　発達：発達理論
１１　発達：発達段階の特徴
１２　発達：文化化
１３　社会：社会的認知
１４　社会：集団過程
１５　総括：知情意と文脈



2019-S000009479-04文化人類学Ａ（言語・分類・境界）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・３時限　　試験時間割：2019/08/01　６時限　　

白川　琢磨

◎－－－　概要　－－－◎

　文化（culture）とは何か？定義を探すと限りないが、初心者
には比喩で考えると分かりやすい。皆さんが使っているパーソ
ナルコンピュータである。コンピュータは、ハードウェアとソ
フトウェアに分かれる。ハードとは、機械の部分であり、製品
名をもつが、これを人間に例えると、我々の「身体（body）」
の側面に当たる。人類学ではその側面を「ヒト」とカタカナで
表す。コンピュータがソフトをインストールしないと使えない
ように、ヒトもソフトがインストールされて初めて「人間
（human being）」として活動できる。このソフトウェアが文化
（culture）と言われるものである。分かりやすくソフトと言い
換えるが、人間には３大ソフトが内蔵されている。①言語・分
類ソフト、②親族ソフト、③宗教ソフトの３つである。前期
は、①を中心に、後期は②を中心に講義を進める。
　さて、ハードの側面であるヒトについて、現生人類はコンゴ
イド・コーカソイド・モンゴロイドの3種類に分かれる。これが
「人種（race）」であるが、ソフトの共有である「民族（ethnic
group）」と混用されることで大きな混乱をもたらしている。20
世紀後半に生物学的人類学は、ミトコンドリアDNAの発見に
よって大きく進歩し、我々ヒトの起源はそれまでの「多地域進
化説」から「アフリカ単一起源説」へと書き換えられた。
次にソフトの違いによって生じるカルチャー・ショックの具体
的実例を導入として、「食（diet）」と「言語（language）」を
並行して論じていき、「食材－料理－テーブルマナー」と「音
素（音節）－シンタクス（文法）－コンテクスト（文脈）」の3
次元を総合し、レヴィ＝ストロースの「料理の三角形」を考え
る。
　そして言語を用いた「分類classification」の問題に移る。まず
「知覚perception」次いで「認識 cognition」の問題に入り、言語
相対性理論とされる「サピア・ウォーフの仮説」を検討し、米
国ではこうした日常的分類を主な研究対象としてエスノサイエ
ンスという領域が展開したのに対し、英国では「象徴的分類」
という抽象度の高い研究が進展した。中でも日本の研究に大き
な影響を与えたエドマンド・リーチの「境界理論」を概説し、
柳田国男の「妖怪談義」などの事例を検討してみたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

文化の成り立ちと言語の重要性について説明できる(知識・理
解)

人種主義（レイシズム）の誤りについて説明できる(態度・志向
性)

海外旅行を異文化経験として理解できるようになる(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習の必要はない。
毎回の講義をノートによって復習し、要点を整理しておくこと
が必要である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験で８５％の評価を決定する。
１５％は、授業中に数回提出していただくミニッツペーパーや
講義内容に対する質問で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは用いない。
授業中、配布する資料と各自がとるノートが基本である。

◎－－－　参考書　－－－◎

祖父江孝男『文化人類学入門（増補改訂版）』中公新書
560
ロドニー・ニーダム／吉田禎吾・白川琢磨訳『象徴的分
類』みすず書房
エドマンド・リーチ／青木保・宮坂敬三訳『文化とコミュ
ニケーション―構造人類学入門』紀伊国屋書店
クロード・レヴィ＝ストロース／早水洋太郎訳『生のもの
と火を通したもの（神話論理Ⅰ）』みすず書房
山口昌男『文化と両義性』岩波書店
柳田國男『妖怪談義』講談社学術文庫

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

出席は当然の原則である。
ノートを取りながら講義を聞くということを習慣化して欲
しい。
DVD等の視聴覚教材を何回か用いるが、その際は必ずミ
ニッツペーパーを提出すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１ コンピュータ、ソフトがなければただの箱、人間も文
化がなければただのヒト。
２ サルからヒトへ：Planet of the Apes 1968
３ 人種と民族
４ 多地域進化説からアフリカ単一起源説
５ アラン・ウィルソンの「イヴ仮説」
６ カルチャー・ショック①食・対人的距離
７ カルチャー・ショック②身体・医療・衛生
８ 食と言語①食材－料理－テーブルマナー
９ 食と言語②音素・音節－シンタクス－コンテクスト
10 原初的母音（子音）の三角形と料理の三角形
11 「サピア・ウォーフの仮説」
12 日常的分類と象徴的分類
13 分類と境界①身体と境界
14 分類と境界②時間と境界
15 分類と境界③空間と境界



2019-S000009479-02文化人類学Ａ（異文化理解の理論と事例）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：2019/08/01　６時限　　

中村　亮

◎－－－　概要　－－－◎

　文化人類学とは、自文化とは異なる文化において現地調査
（フィールドワーク）をおこない、現地の人びとの視点から異
文化を理解してゆく学問です。異文化理解をつうじ、人間の生
活様式の固有性、多様性、普遍性について考察することで「人
間とは何か」について探求することが文化人類学の目的です。
　急激に国際化がすすむ現代社会では、自文化を理解したうえ
で、異文化をきちんと理解することが重要となってきます。自
文化を知るためには「当たり前」を問い直す批判的思考が必要
です。そのような批判的思考を養うことができるのが文化人類
学です。
　本授業では文化人類学の方法・理論・学説史・事例をつうじ
て、多様な文化的価値観について学習します。「授業資料」を
使用して授業をすすめます。理解を助けるために、講師が作成
した写真・映像資料（日本、タンザニア、スーダンなど）を適
宜もちいます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　世界各地の事例から、文化の多様性と文化相対主義の考え方
を理解したうえで、文化人類学の基礎的な方法・理論・学説史
について説明することができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　各授業前に、Moodleから「授業資料」を各自でダウンロード
（Moodle使用方法は第一回目の講義で説明）。
・「授業資料」をもちいて予習（30分）
・「授業資料」「授業まとめ」「参考文献」をもちいて復習
（60分）
　*「授業まとめ」は各授業後にMoodleからダウンロード可能
　*「参考文献」は授業中に紹介

　個別に質問のある学生は「オフィスアワー」を利用してくだ
さい。オフィスアワー時間帯と連絡先は第一回目の授業でお知
らせします（メールでの事前面会予約必要）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

期末テスト（100%）：文化人類学に関する基礎的な方法・理
論・学説史を理解し、自分の言葉で説明しながら論じることが
できるかを評価基準とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは、Moodleから各自でダウンロードした「授業
資料」を使用します。必ず、事前に授業資料をダウンロー
ドし印刷して授業に持ってきてください。ただし、第一回
目の授業資料は教室で配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

波平恵美子編『文化人類学［カレッジ版］』医学書院、
2011年　ISBN ISBN978-260-01317-8
綾部恒雄編『文化人類学20の理論』弘文堂、2006年　
ISBN ISBN4-335-56112-1
山下晋司・船曳建夫編『文化人類学キーワード［改訂
版］』有斐閣、2008年　ISBN ISBN978-4-641-05886-6
・その他の参考書は授業中に適宜紹介します。
・参考書を購入する必要はありません。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　大学は主体的に学ぶ場であることを認識し、授業中の私
語、電子機器（スマートフォンなど）の使用、無断の出入
りを慎むこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．文化人類学とは何か？
２．人間と文化
３．フィールドワーク
４．個人と家族
５．婚姻制度と生活保障
６．人生と通過儀礼
７．儀礼論の展開
８．中間まとめ
９．さまざまな宗教と信仰
10．宗教と世界観・自然観
11．健康・病気・医療
12．人間と死
13．環境・開発と文化人類学
14．21世紀の文化人類学
15．講義まとめ＋試験対策



2019-S000009479-03文化人類学Ａ（異文化理解の理論と事例）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・４時限　　試験時間割：2019/08/01　６時限　　

中村　亮

◎－－－　概要　－－－◎

　文化人類学とは、自文化とは異なる文化において現地調査
（フィールドワーク）をおこない、現地の人びとの視点から異
文化を理解してゆく学問です。異文化理解をつうじ、人間の生
活様式の固有性、多様性、普遍性について考察することで「人
間とは何か」について探求することが文化人類学の目的です。
　急激に国際化がすすむ現代社会では、自文化を理解したうえ
で、異文化をきちんと理解することが重要となってきます。自
文化を知るためには「当たり前」を問い直す批判的思考が必要
です。そのような批判的思考を養うことができるのが文化人類
学です。
　本授業では文化人類学の方法・理論・学説史・事例をつうじ
て、多様な文化的価値観について学習します。「授業資料」を
使用して授業をすすめます。理解を助けるために、講師が作成
した写真・映像資料（日本、タンザニア、スーダンなど）を適
宜もちいます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　世界各地の事例から、文化の多様性と文化相対主義の考え方
を理解したうえで、文化人類学の基礎的な方法・理論・学説史
について説明することができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　各授業前に、Moodleから「授業資料」を各自でダウンロード
（Moodle使用方法は第一回目の講義で説明）。
・「授業資料」をもちいて予習（30分）
・「授業資料」「授業まとめ」「参考文献」をもちいて復習
（60分）
　*「授業まとめ」は各授業後にMoodleからダウンロード可能
　*「参考文献」は授業中に紹介

　個別に質問のある学生は「オフィスアワー」を利用してくだ
さい。オフィスアワー時間帯と連絡先は第一回目の授業でお知
らせします（メールでの事前面会予約必要）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

期末テスト（100%）：文化人類学に関する基礎的な方法・理
論・学説史を理解し、自分の言葉で説明しながら論じることが
できるかを評価基準とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは、Moodleから各自でダウンロードした「授業
資料」を使用します。必ず、事前に授業資料をダウンロー
ドし印刷して授業に持ってきてください。ただし、第一回
目の授業資料は教室で配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

波平恵美子編『文化人類学［カレッジ版］』医学書院、
2011年　ISBN ISBN978-260-01317-8
綾部恒雄編『文化人類学20の理論』弘文堂、2006年　
ISBN ISBN4-335-56112-1
山下晋司・船曳建夫編『文化人類学キーワード［改訂
版］』有斐閣、2008年　ISBN ISBN978-4-641-05886-6
・その他の参考書は授業中に適宜紹介します。
・参考書を購入する必要はありません。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　大学は主体的に学ぶ場であることを認識し、授業中の私
語、電子機器（スマートフォンなど）の使用、無断の出入
りを慎むこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．文化人類学とは何か？
２．人間と文化
３．フィールドワーク
４．個人と家族
５．婚姻制度と生活保障
６．人生と通過儀礼
７．儀礼論の展開
８．中間まとめ
９．さまざまな宗教と信仰
10．宗教と世界観・自然観
11．健康・病気・医療
12．人間と死
13．環境・開発と文化人類学
14．21世紀の文化人類学
15．講義まとめ＋試験対策



2019-S000009479-01文化人類学Ａ（文化的存在としての人間の探究）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・１時限　　試験時間割：2019/08/01　６時限　　

宮岡　真央子

◎－－－　概要　－－－◎

　文化人類学は、これまで異文化（他者）を主な研究対象とし
て発展してきた学問である。異文化を知ることにより、自文化
において「あたりまえ」であると思われるものごとが決して
「あたりまえ」ではないことを発見し、それと同時に、異文化
にも自文化にも共通するものの考え方やしくみが多くあること
にも気づき、それらの経験から人類の文化の豊かさや可能性に
ついて考察してきた。
　本講義は、まず文化という概念、ヒトという生物の特徴、言
語などについて概観したうえで、文化人類学の方法的特徴であ
るフィールドワークと民族誌について述べる。続いて、親族、
家族、宗教、儀礼、性などの項目ごとに具体的事例を取り上げ
ながら文化人類学のものの見方や考え方を概説する。
　異文化と他者に強い関心をもち、自分にとって自明なものの
見方や考え方を批判的にとらえ直す意欲のある人の受講を期待
する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

文化人類学の基本的概念・理論について知識を習得し、文化相
対主義について理解する。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習として、教科書の指定された箇所を事前に読み、わから
ない語句を調べるなどしておく（60分）。復習として、学習内
容をノートやテキストで確認して理解を確実なものとし、興
味・関心を抱いた事項について文献等を用いて調べ、さらに理
解・考察を深める（60分）。
　日頃から国内外の多様なニュース、情報に積極的に接し、物
事を複数の視点から多角的にとらえ思考する力を養うよう心が
ける。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　期末試験により評価する。試験では、文化人類学の基本的概
念・理論についての知識の習得度を測るとともに、具体的事例
について文化相対主義的立場から説明・論述する能力の有無を
問う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

上水流久彦・太田心平・尾崎孝宏・川口幸大編『東アジア
で学ぶ文化人類学』、昭和堂、2017年、本体2,200円＋
税、ISBN　978-4-8122-1612-5

◎－－－　参考書　－－－◎

文化人類学[カレッジ版](第3版)　ISBN 978-4-260-01317-8
文化人類学入門(増補改訂版)　ISBN 978-4-12-190560
現代社会人類学　ISBN 978-4-335-56075-0
その他については、授業中に適宜紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　講義中の私語・飲食は厳禁、出入りは原則として認めな
い。緊急の場合を除き、携帯電話や電子機器の操作は慎む
こと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 文化とは
2. ヒトの特徴
3. 言語のしくみ
4. フィールドワークと民族誌
5. 親族というつながり
6. 家族というまとまり
7. 宗教とは何か
8. 多様な祭祀
9. 通過儀礼
10.ジェンダー
11.セクシュアリティ
12.贈与・交換
13.国家と個人
14.生業と経済
15.講義のまとめ



2019-S000009480-04文化人類学Ｂ（出自・親族・家族構造）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・３時限　　試験時間割：2020/01/27　６時限　　

白川　琢磨

◎－－－　概要　－－－◎

　文化（culture）とは何か？定義を探すと限りないが、初心者には比喩
で考えると分かりやすい。皆さんが使っているパーソナルコンピュー
タである。コンピュータは、ハードウェアとソフトウェアに分かれ
る。ハードとは、機械の部分であり、製品名をもつが、これを人間に
例えると、我々の「身体（body）」の側面に当たる。人類学ではその
側面を「ヒト」とカタカナで表す。コンピュータがソフトをインス
トールしないと使えないように、ヒトもソフトがインストールされて
初めて「人間（human being）」として活動できる。このソフトウェア
が文化（culture）と言われるものである。分かりやすくソフトと言い換
えるが、人間には３大ソフトが内蔵されている。①言語・分類ソフ
ト、②親族ソフト、③宗教ソフトの３つである。前期は、①を中心
に、後期は②を中心に講義を進める。
　さて、後期の親族ソフトについては、前期に比べればやや難しいと
いう感があるかもしれないが、私の講義は難しいテーマをどれだけ分
かりやすく説いていけるかを自分にも課しているので気楽に参加して
ほしい。出発点は、出自（descent）である。祖先と子孫との関係であ
る。私たちは生物学・遺伝学的知識が常識化しているので、自分の遺
伝子構成が両親から与えられたことを知っている。しかし、両親も
各々の両親から与えられたのである。彼らを私たちはおじいさん・お
ばあさんと呼びその数は4人である。ひいじいさん・ひいばあさんは8
人いる。それ以上は、「じいさん」「ばあさん」としておくが、もし
タイムトラベルができるようになり、自分の関係者である彼らを探し
にいくとしたら、何人を探さねばならないか。世代間の年齢差を仮に
30年として、10代、300年前の1719年、江戸時代中期にいけば、1,024人
を探さねばならない。もっと遡って20代、600年前の室町時代にいくな
ら、何と1,048,576人を探すことになるが、この辺で「？」が出る。当
時の北部九州にそれほどの人口はいなかったからである。この謎解き
は授業でやってみたい。
　人類の親族ソフトは通例、父系（男系）か母系（女系）の単系しか
たどらない。母系社会の例としてマイクロネシア・ヤップ島の「子供
は母親の血でできている」という概念を、そして父系社会の例として
は、漢民族の「男骨女血」の概念を取り上げたい。また、沖縄の父系
出自集団「門中」についても見てみたい。
　そして本題であるレヴィ＝ストロースの1947年に発表された学位論
文である「親族の基本構造」にとりかかる。出自とは逆に婚姻に目を
向け、人類に普遍的なインセスト・タブーを彼がどう解いていったか
を追求する。この段階で人類学の技能である親族関係図の書き方や親
族記号についても習得しておく。
　レヴィ＝ストロースが対象としなかった西欧を中心とした近代文明
社会を対象に、家族構造という観点から果敢に切り込んでいったの
が、エマニュエル・トッド（1951－）である。日本も含めた彼の分析
の要点をまとめることで、今日の我々の社会を考える指標としてみた
い。

◎－－－　到達目標　－－－◎

親族・家族が文化の重要な領域である理由が分かる(知識・理解)

親族記号を用いて親族関係のチャートを作成するができる(技能)

国際関係を文化の側面から捉えれるようになる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習の必要はない。
毎回の講義をノートによって復習し、要点を整理しておくことが必要
である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験で８５％の評価を決定する。
１５％は、授業中に数回提出していただくミニッツペーパーや講義内
容に対する質問で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは用いない。
授業中、配布する資料と各自がとるノートが基本である。

◎－－－　参考書　－－－◎

祖父江孝男『文化人類学入門（増補改訂版）』中公新書
560
ロドニー・ニーダム／江上暁子訳『構造と感情』弘文堂
クロード・レヴィ＝ストロース／福井和美訳『親族の基本
構造』青弓社
エマニュエル・トッド／荻野文隆訳『世界の多様性―家族
構造と近代性』藤原書店
David Labby, The Demystification of Yap, 1976

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

出席は当然の原則である。
ノートを取りながら講義を聞くということを習慣化して欲
しい。
DVD等の視聴覚教材を何回か用いるが、その際は必ずミ
ニッツペーパーを提出すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１ コンピュータ、ソフトがなければただの箱、人間も文
化がなければただのヒト。
２ 生物学的出自は何を意味するのか？
３ 母系（女系）出自：マイクロネシア・ヤップ島：「子
供は母親の血でできている」
４ 父系（男系）出自：漢民族：「男骨女血」
５ 沖縄の父系出自集団：「門中（むんちゅう）」
６ インセストタブー（近親婚の禁忌）とイトコ婚
７ 交換と互酬性
８ 交差イトコと平行イトコ
９ 限定交換：双側的交差イトコ：カリエラ族の４セク
ション体系
10 一般交換：母方交差イトコ婚：二項対立図式との関係
11 父方交差イトコ婚の問題：構造主義論争
12 家族構造と近代性：エマニュエル・トッドの問題提示
13 核家族の２類型：絶対核家族（アングロサクソン）と
平等主義核家族（フランス）
14 権威主義家族（ドイツ・日本）と外婚制共同体家族
（中国・ロシア）
15 国際関係と文化：グローバリゼーションとナショナリ
ズム



2019-S000009480-02文化人類学Ｂ（環境と開発の人類学）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：2020/01/27　６時限　　

中村　亮

◎－－－　概要　－－－◎

　21世紀人類は地球規模の環境問題に直面しています。限りあ
る資源を持続的に管理し賢く利用してゆくことが世界共通の課
題です。地球規模（グローバル）での環境や開発の問題解決の
ためには何よりもまず、地域（ローカル）での資源利用・管理
の知識（知恵）や技術について知る必要があります。そのため
には、住民の視点に立って地域の生活文化を理解することがで
きる文化人類学の方法が効果的です。
　本授業では、環境と開発をめぐる諸問題について文化人類学
の観点から学習します。日本の里山や里海の事例とともに、海
外の事例も学ぶことで、比較文化の視点を養います。これに
よって、現代の国際・多文化共生社会を生きる際に、なぜグ
ローカルな視点が必要かについて学びます。
　授業資料を使用して授業をすすめます。理解を助けるため
に、講師が作成した写真・映像資料（日本、タンザニア、スー
ダンなど）を適宜もちいます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　グローバル／ローカルに展開する環境や開発に関する基礎的
な問題について理解し、文化人類学の観点から説明することが
できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　各授業前に、Moodleから「授業資料」を各自でダウンロード
（Moodle使用方法は第一回目の講義で説明）。
・「授業資料」をもちいて予習（30分）
・「授業資料」「参考文献」などをもちいて復習（60分）
　*「参考文献」は授業中に紹介

　個別に質問のある学生は「オフィスアワー」を利用してくだ
さい。オフィスアワー時間帯と連絡先は第一回目の授業でお知
らせします（メールでの事前面会予約必要）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

期末テスト（100%）：環境と開発の文化人類学に関する基礎
的な理論と学説史を理解し、自分の言葉で説明しながら論じる
ことができるかを評価基準とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは、Moodleから各自でダウンロードした「授業
資料」を使用します。必ず、事前に授業資料をダウンロー
ドし印刷して授業に持ってきてください。ただし、第一回
目の授業資料は教室で配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

池谷和信編『地球環境問題の人類学』世界思想社、2003年
　ISBN ISBN978-4-7907-1018-9
リオール・ノラン『開発人類学：基本と実践』古今書院、
2013年　ISBN ISBN978-4-7722-3112-1
山越言・目黒紀夫・佐藤哲編『自然は誰のものか』京都大
学学術出版会、2016年　ISBN ISBN978-8140-0009-8
・その他の参考書は授業中に適宜紹介します。
・参考書の購入の必要はありません。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・文化人類学の基礎的な知識を習得していると理解が深ま
るので「文化人類学Ａ」を受講していることが望ましい。
・大学は主体的に学ぶ場であることを認識し、授業中の私
語、電子機器（スマートフォンなど）の使用、無断の出入
りを慎むこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．地球環境問題と文化人類学
２．環境の人類学
３．開発の人類学
４．持続可能な開発（ESDとSDGs）
５．日本と西洋の自然観の比較
６．里山里海の文化人類学１
７．里山里海の文化人類学２
８．中間まとめ
９．環境保全と観光開発１（タンザニア）
10．環境保全と観光開発２（タンザニア）
11．ジュゴンと漁民の共存１（スーダン）
12．ジュゴンと漁民の共存２（スーダン）
13．環境と信仰１：精霊憑依
14．環境と信仰２：男子割礼
15．講義まとめ＋試験対策



2019-S000009480-03文化人類学Ｂ（環境と開発の人類学）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・４時限　　試験時間割：2020/01/27　６時限　　

中村　亮

◎－－－　概要　－－－◎

　21世紀人類は地球規模の環境問題に直面しています。限りあ
る資源を持続的に管理し賢く利用してゆくことが世界共通の課
題です。地球規模（グローバル）での環境や開発の問題解決の
ためには何よりもまず、地域（ローカル）での資源利用・管理
の知識（知恵）や技術について知る必要があります。そのため
には、住民の視点に立って地域の生活文化を理解することがで
きる文化人類学の方法が効果的です。
　本授業では、環境と開発をめぐる諸問題について文化人類学
の観点から学習します。日本の里山や里海の事例とともに、海
外の事例も学ぶことで、比較文化の視点を養います。これに
よって、現代の国際・多文化共生社会を生きる際に、なぜグ
ローカルな視点が必要かについて学びます。
　授業資料を使用して授業をすすめます。理解を助けるため
に、講師が作成した写真・映像資料（日本、タンザニア、スー
ダンなど）を適宜もちいます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　グローバル／ローカルに展開する環境や開発に関する基礎的
な問題について理解し、文化人類学の観点から説明することが
できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　各授業前に、Moodleから「授業資料」を各自でダウンロード
（Moodle使用方法は第一回目の講義で説明）。
・「授業資料」をもちいて予習（30分）
・「授業資料」「参考文献」などをもちいて復習（60分）
　*「参考文献」は授業中に紹介

　個別に質問のある学生は「オフィスアワー」を利用してくだ
さい。オフィスアワー時間帯と連絡先は第一回目の授業でお知
らせします（メールでの事前面会予約必要）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

期末テスト（100%）：環境と開発の文化人類学に関する基礎
的な理論と学説史を理解し、自分の言葉で説明しながら論じる
ことができるかを評価基準とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは、Moodleから各自でダウンロードした「授業
資料」を使用します。必ず、事前に授業資料をダウンロー
ドし印刷して授業に持ってきてください。ただし、第一回
目の授業資料は教室で配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

池谷和信編『地球環境問題の人類学』世界思想社、2003年
　ISBN ISBN978-4-7907-1018-9
リオール・ノラン『開発人類学：基本と実践』古今書院、
2013年　ISBN ISBN978-4-7722-3112-1
山越言・目黒紀夫・佐藤哲編『自然は誰のものか』京都大
学学術出版会、2016年　ISBN ISBN978-8140-0009-8
・その他の参考書は授業中に適宜紹介します。
・参考書の購入の必要はありません。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・文化人類学の基礎的な知識を習得していると理解が深ま
るので「文化人類学Ａ」を受講していることが望ましい。
・大学は主体的に学ぶ場であることを認識し、授業中の私
語、電子機器（スマートフォンなど）の使用、無断の出入
りを慎むこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．地球環境問題と文化人類学
２．環境の人類学
３．開発の人類学
４．持続可能な開発（ESDとSDGs）
５．日本と西洋の自然観の比較
６．里山里海の文化人類学１
７．里山里海の文化人類学２
８．中間まとめ
９．環境保全と観光開発１（タンザニア）
10．環境保全と観光開発２（タンザニア）
11．ジュゴンと漁民の共存１（スーダン）
12．ジュゴンと漁民の共存２（スーダン）
13．環境と信仰１：精霊憑依
14．環境と信仰２：男子割礼
15．講義まとめ＋試験対策



2019-S000009480-01文化人類学Ｂ（人の移動、文化的他者との出会いの考察）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・１時限　　試験時間割：2020/01/27　６時限　　

宮岡　真央子

◎－－－　概要　－－－◎

　文化人類学A（文化的存在としての人間の探究）で習得した
人類文化の多様性と普遍性に関する知識や見方をふまえ、人の
移動にともなう文化的他者との出会いに焦点を当てて講じ、多
様な文化の共生のあり方について考察する。
　人類は大航海時代以降、大洋を越える移動によって従来その
存在すら知ることのなかった文化的他者との出会いを経験する
ようになった。今日、文化的他者との出会いはわたしたちの日
常生活のなかでも進行している。ある集団や個人が文化的他者
と出会うとき、衝突や排除のみならず、交渉や交流も展開す
る。そこにおいては、新たな文化やアイデンティティが生まれ
ることもある。
　本講義では、このような世界史的展開と現代社会の動向につ
いて、文化人類学的に考察するものである。そのために、まず
人と土地との結びつきについて確認したうえで、近代の植民地
主義、そこで行われた同化政策、そして植民地状況下での文化
の構築について学ぶ。続いて、異なる文化的背景を抱える諸集
団が隣接して暮らす状況で生成するエスニシティについて、先
住民、少数民族などを例に概説する。さらに、移民や難民につ
いて当事者の日常的な視点から知ったうえで、日本において行
政を中心に謳われる「多文化共生」の課題や可能性について考
察する。また、私たちが他者と出会う最も身近な場としての観
光についても取り上げたい。
　以上をふまえ、多様な他者とともに暮らし、多様な文化が共
生するあり方について、受講生自身の問題として考える機会と
する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

近現代における人の移動、文化的他者との出会いに関する文化
人類学の基本的理論、知識を習得し、具体例について説明でき
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前学習として、教科書の指定箇所を読み、わからない語句
などを調べておく（60分）。事後学習の方法として、学習内容
を復習して理解を確実なものとし、興味・関心を抱いた事項に
ついて参考書等を用いてさらに理解・考察を深める（60分）。
　日頃から国内外の多様なニュース、情報に積極的に接し、物
事を複数の視点から多角的にとらえ思考する力を養うよう心が
ける。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　期末試験により評価する。試験では、多様な人の移動のあり
方とそこでの文化的他者との出会いをめぐる諸問題について、
文化人類学における基礎的知識、基本的なものの見方や考え方
についての理解度を測るとともに、具体的事例についてこれら
を用いて説明・論述する能力の有無を問う。

   

◎－－－　テキスト　－－－◎

上水流久彦・尾崎孝宏・川口幸大・太田心平編『東アジア
で学ぶ文化人類学（仮）』、昭和堂、2,200円（予価）＋
税、ISBN　978-4-8122-1612-5

◎－－－　参考書　－－－◎

「先住民」とはだれか　ISBN 978-4790714385
綾部恒雄監修『講座　世界の先住民族 ファースト・ピー
プルズの現在　第1-10巻』明石書店、2005-8年
その他、授業中に適宜紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　本講義の履修に先立ち、文化人類学A（文化的存在とし
ての人間の探究）を受講していることが望ましい。
　授業中の私語・飲食は厳禁、出入りは原則として認めな
い。緊急の場合を除き、携帯電話や電子機器の操作は慎む
こと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション
2. 人と土地との結びつき
3. 近代植民地の誕生
4. 人種概念と同化政策
5. 植民地状況における文化の構築
6. 先住民の誕生
7. エスニシティの覚醒
8. アイデンティティの複数性
9. マイノリティと国家
10.移民、難民
11.国境を越えたつながり
12.「多文化共生」の課題
13.「多文化共生」の可能性
14.観光における他者との出会い
15.講義のまとめ


