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2019-1010000670-01応用心理学

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　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　１時限　　

大上　渉

◎－－－　概要　－－－◎

　犯罪や犯罪に関連する事柄は，心理学のみならず，様々な学
問，例えば，社会学，文化人類学，生物学，生理学，情報工学
などにおいて取り上げられている学際的な研究対象である。つ
まり，犯罪という概念について，様々な立場の研究者が，それ
ぞれの学問的問題意識を持って捉えており，これはまさに本学
科の理念である「文化の多角的，総合的理解」とも通じてい
る。
　本講義では，警察の科学捜査研究において検査･鑑定等に従
事してきた，担当教員の経験を活かし，犯罪の発生から捜査・
逮捕までのプロセスを軸に，犯罪・非行の原因となるさまざま
な危険因子（社会学的レベル，心理学的レベル，生物学的・神
経生理学的レベルなど）や，犯人逮捕に貢献する心理的ツール
（ポリグラフ，犯罪者プロファイリング，人質交渉）などにつ
いて解説する。
　なお，本講義で用いる講義資料は，福岡大学のMoodle上に
アップするので各自ダウンロード・印刷して，持参すること。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　犯罪心理学やそれに関連する基礎的な知識や理論について理
解し他者に説明できる。
(知識・理解)

　本講義にて得た知見を活用して，犯罪･事件に関する報道な
どから，その原因や犯人の人格や行動傾向などを理解し，自分
なりに予測できるようになる。(技能)

◎－－－　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，講義で解説した犯罪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。その際には，最大で10点加点する。
　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（最大で10点）とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に用いない。

◎－－－　参考書　－－－◎

「Progress & Application 犯罪心理学」（越智啓太著）　
ISBN 9784781912998
「犯罪心理学事典」（日本犯罪心理学会 編)　ISBN
978-4621089552
「テキスト 司法犯罪心理学」（越智啓太･桐生正幸編著）
　ISBN 978-4762829758

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

※履修する際には以下の点に十分留意すること。
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。
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。

◎－－－　授業計画　－－－◎

① オリエンテーション
② 犯罪･非行の原因論1（社会的要因，環境的要因）
③ 犯罪･非行の原因論2（心理的要因）
④ 犯罪･非行の原因論3（生物学的要因，神経生理学的要
因）
⑤ DV・ストーカー（DVの3相，DV・ストーカーの類型
等）
⑥ 殺人（一般的な殺人，バラバラ殺人，連続殺人，大量
殺人・拡大自殺等）
⑦ 刑事司法に関わる制度，法律，職種（刑事法，少年
法 ，刑事施設，家庭裁判所と少年審判，少年院と少年鑑
別所等）
⑧ 目撃者の証言
⑨ 取調べ・司法面接
⑩ ポリグラフ検査（嘘の検出，科捜研・科警研，鑑定，
個人情報と守秘義務）
⑪ 伝統的捜査手法と犯罪者プロファイリング（AIの活用
も含む）
⑫ テロリズムとスパイの心理学（テロの定義，テロの人
物像，テロ組織のプロファイリング，スパイの動機，日本
における情報提供者の類型）
⑬ 人質立てこもり事件とネゴシエーションの技術
⑭ 犯罪・非行の矯正･更生，医療モデル（RNRモデル，セ
ントラルエイト）
⑮ 被害者支援と修復的司法



2019-1010000670-01応用心理学

大上　渉

◎文化:A-3,B-4

1.　犯罪心理学やそれに関連する基礎的な知識や理論について理解し他者に説
明できる。
　(A-3)

2.　本講義にて得た知見を活用して，犯罪･事件に関する報道などから，その原
因や犯人の人格や行動傾向などを理解し，自分なりに予測できるようになる。
　(B-4)

◎　文化学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文・社会・自然に関する基礎的な知識を身に付けている。
A-2　文化に関する基礎的なテクストに触れ、文化の多様性と言語表現に
ついて理解を持っている。
A-3　人間の思想・行動・社会に関する専門的な知識を持ち、それらにつ
いて説明できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　人間の思想・行動・社会に関する文献・資料・データなどを正確に
読み解くことができる。
B-2　自分の見解を的確に言語化し、問題解決に向けて、他者と対話でき
る。
B-3　人間の思想・行動・社会に関する主張を論理的に分析し、その妥当
性を評価できる。
B-4　人間の思想・行動・社会に関する事象・出来事について、実証的に
分析できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　文化の多様性に関心を持ち、尊重する志向性を持つ。
C-2　社会的・文化的活動に積極的に関与しようとする意欲を持つ。
C-3　自分の見解や立場を相対化して問い直す姿勢を持つ。



2019-1010000800-01現代新聞学

 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：木・２時限　　試験時間割：2020/01/21　６時限　　

木下　悟

◎－－－　概要　－－－◎

　多様な情報メテ ィアが錯綜する現代における「新聞」につい
て学びます。インターネットか 普及した中て 、情報や言論の
発信・伝達役としての新聞の存在感は低下しているという指摘
も聞かれます。ただ、社会に流布している情報の出所は新聞て
あることか 多いのも事実です。さらに、 ネットメディアが発
する情報には真偽不明て 断片的、信頼性に欠けていることも少
なくなく、近年、まとめサイトによる著作権侵害や無責任なク
レーム対応などが問題化もしました。
　新聞社には、24時間、洪水のように情報か 飛ひ 交う中、内
容を整理して信頼性のある情報として発信することを基本に⑴
社会の出来事を客観的に伝える⑵その背景や問題点を深く掘り
下け る⑶社会か 抱える課題の解決策を提供する⑷権力者なと
の不正追及など健全な批判や言論を通じ民主主義を守る―こと
に取り組んできた長い経験と実績があり、私たち生活者か 社会
との関係を「考える」、これからの生き方を「選択する」際に
役立つ身近なメディアを目指しています。
　講義て は、新聞社のテ スクや記者なと か 、取材や報道体験
を通して、新聞の役割や新聞コンテンツの活用法を話します。
具体的には、案内役を編集局幹部が担って新聞の読み方を指導
するほか、新聞の編集作業や、電子メディア化、顧客対応な
ど、新聞の「現場」を担当する実務経験豊富なスタッフが、毎
回、違ったテーマ設定のもとに体験を踏まえた内容を説明。新
聞制作の「今」を学びながら、社会事象の見方や、身の回りの
物事についての捉え方などについてより深く考えられる能力を
身に付けます。　

◎－－－　到達目標　－－－◎

 　新聞の読み方や活用法を学ふ 講義を通し 、現代人に欠かせ
ない能力て ある「メテ ィアリテラシー」(メディアの特性を理
解した上で情報を選別して読み解く力)を身につけている。(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　自宅や図書館などでできるだけ新聞を読み、そのときどきの
ニュースに関心を持ってください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験60%、授業の感想文を含む平常点40%を目安とし
て、総合的に評価します。定期試験て は、自らの体験など実例
を踏まえて、ネット社会における新聞の価値や役割について説
明か て きるかなと 、メテ ィアリテラシーか と の程度まて 身
に付いているかを評価の基準とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特にありません。毎回、当日の西日本新聞朝刊を配布
し、その日のニュースを解説するなど教材として使いま
す。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　マスコミに関心のある方のほか、新聞を通じて世の中の
ことを知りたい方を歓迎します。学年は問いませんが、就
活生のほか、大学生活を始めたばかりの１年生には、社会
への関心を高める意味から特にお勧めします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

以下は予定て す。講師の都合により順番、内容は変更す
ることか あります。
【第1回】新聞の読み方(編集企画委員長、編集センターデ
スク)
【第2回】事件記者最前線（社会部記者）
【第3回】地方の視線て 政治と向き合う(都市圏総局テ ス
ク)
【第4回】調査報道・キャンヘ ーン報道 (西日本新聞メ
ディアラボ・デジタル報道部デスク)
【第5回】アシ アと九州を読み解く(国際部デスク)
【第6回】新聞テ サ インの展開/ヒ シ ュアル発信を目指し
て(テ サ イン部テ スク)
【第7回】地域文化をみつめて/文化記者の仕事(文化部テ
スク)
【第8回】報道写真の力/カメラマンの心得とは(写真部記
者)
【第9回】災害被災者に寄り添う (社会部記者)
【第10回】九州経済をと う見るか(経済部記者)
【第11回】暮らしの視点で社会を見つめる（生活特報部
長）
【第12回】分かりやすさの追求/こと も向け紙面 (こどもタ
イムズ編集長)
【第13回】スホ ーツ報道の世界/運動記者は何を伝えるか
(運動部テ スク)
【第14回】企業体としての新聞/営業部門の現状と課題 (お
客さまセンター)
【第15回】テ シ タル時代の発信/電子メテ ィアへの挑戦
(西日本新聞メテ ィアラホ ・メディア事業担当部長)



2019-1010000800-01現代新聞学

木下　悟

◎文化:A-1

1. 　新聞の読み方や活用法を学ふ 講義を通し 、現代人に欠かせない能力て あ
る「メテ ィアリテラシー」(メディアの特性を理解した上で情報を選別して読
み解く力)を身につけている。　(A-1)

◎　文化学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文・社会・自然に関する基礎的な知識を身に付けている。
A-2　文化に関する基礎的なテクストに触れ、文化の多様性と言語表現に
ついて理解を持っている。
A-3　人間の思想・行動・社会に関する専門的な知識を持ち、それらにつ
いて説明できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　人間の思想・行動・社会に関する文献・資料・データなどを正確に
読み解くことができる。
B-2　自分の見解を的確に言語化し、問題解決に向けて、他者と対話でき
る。
B-3　人間の思想・行動・社会に関する主張を論理的に分析し、その妥当
性を評価できる。
B-4　人間の思想・行動・社会に関する事象・出来事について、実証的に
分析できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　文化の多様性に関心を持ち、尊重する志向性を持つ。
C-2　社会的・文化的活動に積極的に関与しようとする意欲を持つ。
C-3　自分の見解や立場を相対化して問い直す姿勢を持つ。



2019-1010000661-01日本美術史

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　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　１時限　　

植野　健造

◎－－－　概要　－－－◎

　日本の美術史は、外国から伝えられる外来の美術の様式と、
それを日本人の感受性や日本特有の風土、文化に適合するよう
に変容することによって形成された和様の美術の様式との、二
つの流れがつねに並存するかたちで古くから続いてきました。
このように認識することによって、日本美術史のそれぞれの時
代に位置する作品の特色や、さらには現在の私たちをとりまく
美術の様相もより正確に理解することができるようになりま
す。
　この授業では、美術館学芸員としての勤務経験がある教員
が、前述のような視点から日本美術史の大きな流れを概説しま
す。具体的には、時代を代表する作品あるいは作家をとりあ
げ、スライド画像を使用しながら講義をすすめてゆきます。
　共通教育科目の「芸術」も、関心のある方は受講して下さ
い。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・一般教養として日本美術の流れを知識として習得する。(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

 授業前後に、人物名、作品名、専門用語などを予習、復習して
おくこと。目標予習90分、復習90分。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

 出席回数、毎回提出する短い感想文などの平常点40％、期末試
験60％を目安として総合的に評価します。試験では授業で学ん
だ日本美術史の流れや作品についての理解と知識取得の程度を
測定し評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

辻惟雄監修『［カラー版］日本美術史』（美術出版社）
その他、資料を適宜配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

辻惟雄著『日本美術の歴史』（東京大学出版会）
東京国立博物館他監修『日本の美術』（至文堂）
その他、授業の中で適宜指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　美術に関心をもつことが前提です。そのためには美術館
に行って実際に作品を見ることを勧めます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　授業の概要説明
２　縄文・弥生・古墳時代
３　飛鳥・白鳳時代
４　奈良時代（１）
５　奈良時代（２）　正倉院
６　平安時代前期
７　平安時代後期
８　鎌倉時代
９　南北朝・室町時代
10　桃山時代
11　江戸時代前期
12　江戸時代後期
13　まとめ(1) 絵画
14　まとめ(2) 彫刻
15　まとめ(3) 工芸



2019-1010000661-01日本美術史

植野　健造

◎文化:A-3

1.・一般教養として日本美術の流れを知識として習得する。　(A-3)

◎　文化学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文・社会・自然に関する基礎的な知識を身に付けている。
A-2　文化に関する基礎的なテクストに触れ、文化の多様性と言語表現に
ついて理解を持っている。
A-3　人間の思想・行動・社会に関する専門的な知識を持ち、それらにつ
いて説明できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　人間の思想・行動・社会に関する文献・資料・データなどを正確に
読み解くことができる。
B-2　自分の見解を的確に言語化し、問題解決に向けて、他者と対話でき
る。
B-3　人間の思想・行動・社会に関する主張を論理的に分析し、その妥当
性を評価できる。
B-4　人間の思想・行動・社会に関する事象・出来事について、実証的に
分析できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　文化の多様性に関心を持ち、尊重する志向性を持つ。
C-2　社会的・文化的活動に積極的に関与しようとする意欲を持つ。
C-3　自分の見解や立場を相対化して問い直す姿勢を持つ。



2019-1010000662-01日本美術論

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　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　１時限　　

植野　健造

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、日本美術史における西洋絵画の受容史を概観
します。日本の絵画史は、飛鳥時代の仏教伝来以後江戸時代に
およぶまで、つねに中国絵画の強い影響下のもとに展開してき
ました。しかし、その過程でたんに中国の絵画を模倣するだけ
でなく、それを変容することによって日本独自の絵画世界をも
つくりだしてきました。その結果、江戸時代にはさまざまな画
派と絵画様式が存在しています。そのような歴史的状況の中
で、なぜ日本は新たに西洋の絵画をも受容することになったの
か、西洋絵画の特質をどのように理解し、どのように学習して
いったのか。そうした点を問題とします。美術館学芸員として
の勤務経験がある教員が、身近な具体的事例説明もおりまぜ、
画像映写を行いながら授業を進めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・一般教養として日本美術の流れを知識として習得する。(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業前後に、人物名、作品名、専門用語などを予習、復習し
ておくこと。目標予習90分、復習90分。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　出席回数、毎回提出する短い感想文などの平常点40％、期末
試験60％を目安として総合的に評価します。試験では授業で学
んだ日本における西洋美術受容の流れの理解と知識取得の程度
を測定し評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　資料を適宜配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

辻惟雄著『日本美術の歴史』（東京大学出版会）
辻惟雄監修『増補新装［カラー版］日本美術史』（美術出
版社）
東京国立博物館他監修『日本の美術』（至文堂）
その他、授業の中で適宜指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　美術に関心をもつことが前提です。そのためには美術館
に行って実際に作品を見ることを勧めます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ガイダンス 講義の内容説明
２　室町末期～江戸初期　キリスト教伝来にともなう西洋
絵画の受容
３　江戸の洋風画(1)　蘭学の興隆にともなう西洋絵画の受
容
４　江戸の洋風画(2)　秋田蘭画
５　江戸の洋風画(3)　江戸、長崎の洋風画
６　幕末～明治初期(1)　蕃書調所、画塾、留学
７　幕末～明治初期(2)　高橋由一
８　明治(1)　工部美術学校
９　明治(2)　「技術」としての洋画から表現へ
10　明治(3)　東京美術学校
11　明治(4)　黒田清輝
12　明治(5)　明治の日本画
13　大正期の美術
14　昭和～現代の美術
15　まとめ



2019-1010000662-01日本美術論

植野　健造

◎文化:A-3

1.・一般教養として日本美術の流れを知識として習得する。　(A-3)

◎　文化学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文・社会・自然に関する基礎的な知識を身に付けている。
A-2　文化に関する基礎的なテクストに触れ、文化の多様性と言語表現に
ついて理解を持っている。
A-3　人間の思想・行動・社会に関する専門的な知識を持ち、それらにつ
いて説明できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　人間の思想・行動・社会に関する文献・資料・データなどを正確に
読み解くことができる。
B-2　自分の見解を的確に言語化し、問題解決に向けて、他者と対話でき
る。
B-3　人間の思想・行動・社会に関する主張を論理的に分析し、その妥当
性を評価できる。
B-4　人間の思想・行動・社会に関する事象・出来事について、実証的に
分析できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　文化の多様性に関心を持ち、尊重する志向性を持つ。
C-2　社会的・文化的活動に積極的に関与しようとする意欲を持つ。
C-3　自分の見解や立場を相対化して問い直す姿勢を持つ。



2019-1010000770-01博物館教育論

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　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　４時限　　

杉山　哲男、山下　啓之

◎－－－　概要　－－－◎

山下（前半）と杉山（後半）の2名の担当者によるオムニバス
形式とする。

前半は、地域での実践の成果を踏まえながら、講義やグループ
ワーク（演習）等を通じて、「博物館と利用者とのコミュニ
ケーション機能」を中心に、博物館教育の意義と理念を学ぶ。
また、それぞれの博物館種が、学校や社会人といった利用者対
象別に実践する特徴的な教材やプログラム開発など、博物館教
育を活用した実例を実際の博物館施設を見学しながら紹介す
る。さらに、今後の博物館教育の課題や展望について、受講生
からの気づきや提案を求める。

後半では、自然史系の多様な博物館教育活動の具体例を紹介
し、教育活動を通じて博物館利用者とのコミュニケーション技
術を学ぶ。グループワークで様々なコミュニケーション技術を
学び、その集大成として大人から子供までを対象に、社会教育
プログラム「福岡都市圏の成り立ちと環境（仮題）」の教材を
立案し、出来上がったものを発表し、その相互評価を行う。こ
れらの活動を通して、近郊の博物館の多様な展示資料の教育的
価値を見出し、それを活用した教材による博物館教育の展開を
実践的に体験学習する。

　なお、担当者の山下は現在須恵町歴史資料館の学芸員とし
て、社会教育の視点から博物館と学校教育や地域との連携を実
践しているで。本講義でも須恵町歴史資料館に受講生を招き、
学校教育との連携プログラムの作成を課題にワークショップを
実施する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

学校教育と異なる博物館教育の特徴と、その目指すべき方向が
理解できる。(知識・理解)

博物館施設での実践を通じて、展示や解説の技法と留意すべき
点が習得できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習と復習の両方を重視する。毎回講義ノートを見直すこと
（毎回30分）。気付いた点や気になる点は、インターネットな
どを用いて探求し、自主的に知識を増幅させ、次の講義には問
題意識を明確にして出席すること。全員で参加する須恵町歴史
民俗資料館以外にも、近郊の博物館施設を積極的に訪ねて、博
物館教育活動の可能性について、情報収集を求める。グループ
ワークでは持ち帰って、次回までに資料の取りまとめや分担成
果物の制作を求めることもある（毎回60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

主に学期末試験の成績（８０％）により評価する。さらにワー
クショップでの参加態度やグループ活動での積極性を評価し
（２０％），併せて最終評価とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しない。講義中に配布する資料プリントを用い
る。

◎－－－　参考書　－－－◎

博物館教育論　ISBN 978-4-324-09246-0
博物館学Ⅱー博物館展示論＊博物館教育論　ISBN
978-4-7620-2285-2
いずれの参考書も図書館理学部分室に収蔵されている。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義計画の前半を担当する山下の講義は7回で、9月30日に
初回を実施する。また、10月6日の日曜日（予定）に須恵
町の博物館施設を見学しながら集中講義でワークショップ
を実施する（2-4回目に相当）。この集中講義の代休は9月
16,23日と１月6日をあてる。
また，杉山が担当する講義は，11月11日以後講義日程に
従って8回開講する。
特に前半の日程について掲示に注意し、指定された日時に
必ず出席すること。
なお、須恵町歴史民俗資料館まで（JRで博多駅から25分，
片道280円＋町内移動バス代100円から170円）の交通費が
必要。
学外実習に際しては、実習先への移動中の万一の事故の備
えとして「通学中と障害危険担保特約」に事前加入するこ
と。また、移動については必ず公共交通機関を利用するこ
と。さらに学外での実習中の事故の備えとして「学研災付
帯賠償責任保険」にも事前加入することを推奨する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

山下担当
１　社会教育施設としての博物館
２　博物館における教育活動
３　学校教育と博学館教育との連携
４　市民の学習活動と博物館
５　地域社会と博物館教育その１
６　地域社会と博物館教育その２
７　地域社会と博物館教育まとめ（２～４回目は10月6日
日曜日に須恵町歴史民俗資料館で開催し，杉山が現地指導
で参加する）

杉山担当　
８　自然史系博物館教育のための序論：多様な教育活動
（学校、地域、自治体、研究者、博物館の連携）
９　自然史博物館の友の会・研究会の組織づくりと運営法
１０　博物館教育の教材プログラムの開発手法
１１　教材作成ワークショップ（立案）
１２　教材作成ワークショップ（製作）
１３　教材作成ワークショップ（プレゼン準備）
１４　博物館教育教材の発表と相互評価（前半）
１５　博物館教育教材の発表と相互評価（後半とまとめ）



2019-1010000770-01博物館教育論

杉山　哲男、山下　啓之

◎文化:A-1

1.学校教育と異なる博物館教育の特徴と、その目指すべき方向が理解できる。
　(A-1)

2.博物館施設での実践を通じて、展示や解説の技法と留意すべき点が習得でき
る。　(A-1)

◎　文化学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文・社会・自然に関する基礎的な知識を身に付けている。
A-2　文化に関する基礎的なテクストに触れ、文化の多様性と言語表現に
ついて理解を持っている。
A-3　人間の思想・行動・社会に関する専門的な知識を持ち、それらにつ
いて説明できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　人間の思想・行動・社会に関する文献・資料・データなどを正確に
読み解くことができる。
B-2　自分の見解を的確に言語化し、問題解決に向けて、他者と対話でき
る。
B-3　人間の思想・行動・社会に関する主張を論理的に分析し、その妥当
性を評価できる。
B-4　人間の思想・行動・社会に関する事象・出来事について、実証的に
分析できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　文化の多様性に関心を持ち、尊重する志向性を持つ。
C-2　社会的・文化的活動に積極的に関与しようとする意欲を持つ。
C-3　自分の見解や立場を相対化して問い直す姿勢を持つ。



2019-1010000771-01博物館資料論

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　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　３時限　　

落合　桃子

◎－－－　概要　－－－◎

　博物館資料（もの）は、人文系の資料と自然科学系の資料に
大別されます。この授業では、人文系の資料（美術資料、歴史
資料、民俗資料、考古資料など）を扱う博物館を対象として、
資料に関する諸活動(収集、整理・保管、調査・研究、展示な
ど)について講義します。美術資料と美術館活動が中心となり
ますが、できるだけ他の人文系資料と博物館活動にも留意しま
す。博物館学芸員としての経験を活かし、資料を軸とした博物
館の仕事についてお話しします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

博物館及び博物館資料に関する基本的な知識を身に付けること
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業内容を正確に理解できたかどうかを確認するために、ノー
トやプリントを読み返すこと。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

博物館及び博物館資料に関する基本的な知識を習得することが
できたかを評価基準とします。
定期試験50％、レポート20％、授業への参加姿勢30%で評価し
ます。

 

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリントを配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

『新時代の博物館学』　ISBN 978-4829505519
『博物館資料取扱いガイドブック―文化財、美術品等梱
包・輸送の手引き―』　ISBN 978-4324101599

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・遅刻や授業中の私語が多い受講生は減点の対象としま
す。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回：博物館資料とは何か
第2回：博物館資料の分類
第3回：資料による博物館の分類
第4回：文化財と世界遺産
第5回：博物館資料の収集
第6回：博物館資料の保存・管理
第7回：博物館資料の展示
第8回：梱包実習（１）
第9回：梱包実習（２）
第10回：梱包実習（３）
第11回：博物館資料の収集史：コレクションから博物館へ
第12回：博物館の歴史
第13回：博物館の現状と課題
第14回：博物館に関するディベート
第15回：まとめ
※梱包実習の日程により若干前後する場合があります。



2019-1010000771-01博物館資料論

落合　桃子

◎文化:A-1

1.博物館及び博物館資料に関する基本的な知識を身に付けること　(A-1)

◎　文化学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文・社会・自然に関する基礎的な知識を身に付けている。
A-2　文化に関する基礎的なテクストに触れ、文化の多様性と言語表現に
ついて理解を持っている。
A-3　人間の思想・行動・社会に関する専門的な知識を持ち、それらにつ
いて説明できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　人間の思想・行動・社会に関する文献・資料・データなどを正確に
読み解くことができる。
B-2　自分の見解を的確に言語化し、問題解決に向けて、他者と対話でき
る。
B-3　人間の思想・行動・社会に関する主張を論理的に分析し、その妥当
性を評価できる。
B-4　人間の思想・行動・社会に関する事象・出来事について、実証的に
分析できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　文化の多様性に関心を持ち、尊重する志向性を持つ。
C-2　社会的・文化的活動に積極的に関与しようとする意欲を持つ。
C-3　自分の見解や立場を相対化して問い直す姿勢を持つ。



2019-1020000818-01考古学方法論Ａ（含、実習）

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

武末　純一

◎－－－　概要　－－－◎

　考古学でいう遺跡・遺構・遺物は、いずれも文化財で、かつ
地下に埋没している埋蔵文化財にあたる。このため考古学では
まず最初に、これらの埋蔵文化財を、一定の手続きを経て地下
からとり出し、資料として活用できる形に仕上げることが求め
られる。この手続きが発掘調査である。発掘には高度な技術と
細心の注意、そして高い問題意識が必要であるが、それらは短
期間で習得できるものではない。この授業では考古学の基礎的
な技術と方法論の修得に主眼をおき、今後みずから経験と修練
を拡げていける下地作りを行う。
　前期は狭義の発掘、つまり野外で埋蔵文化財を実際に掘り出
し、層位を観察して認識し、平板測量やメッシュ測量で全体図
や出土状態の図を作成し、遺物を取り上げる一連の手順を学
ぶ。特に平板を自分で据え付け、移動し、等高線や遺構を記入
する技術を身につけ、遺構の平面図および断面・立面図も描
く。
　博物館での勤務経験を活かし、発掘作業に必要な技術と能力
が身に付くように解説・指導します。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

測量図と遺構図を作成できる(技能)

報告書の測量図や遺構図が理解できる(技能)

作成した測量図や遺構図を用いて他者に説明できる(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業外の時間を使って機材の取り扱いに習熟する。
夏季に発掘調査現場で経験を積む。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　発掘現場で調査者がなすべき作業を理解して、測量図・遺構
図が作成できるとともに、他者の測量図・遺構図を理解できる
ことを基準とする。
　出席の状況と、各自が作成したさまざまな図やトレース図の
出来と、口頭での説明によって、どの程度技術や知識が修得さ
れたかを判断した上で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

資料を配布する

◎－－－　参考書　－－－◎

文化庁文化財保護部『埋蔵文化財発掘調査の手引き』（第
一法規出版）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　考古学概説を修得しておくことが望ましい。考古学の概
説書は数多く出版されているので、各自購入したりコピー
して読み、考古学の概要を理解しておくこと。
　Ｂ５判大学ノートを用意すること。ルーズリーフは不可
です。

＊16台以降の学生が「考古学方法論A・B（含、実習）」
を履修する場合は、実習費として3万円が必要（再履修者
を除く）です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　はじめに
２　発掘現場と基礎知識①
３　発掘現場と基礎知識②
４　平板測量を行う－基準点に据える・基　　準点を動か
す・点を測る－①
５　平板測量を行う－基準点に据える・基　　準点を動か
す・点を測る－②
６　平板測量を行う－基準点に据える・基　　準点を動か
す・点を測る－③
７　平板測量を行う－基準点に据える・基　　準点を動か
す・点を測る－④
８　等高線を入れた地形図を作成する①
９　等高線を入れた地形図を作成する②
10　等高線を入れた地形図を作成する③
11　角度を測る①
12　角度を測る②
13　遺構をメッシュ測量する①
14　遺構をメッシュ測量する②
15　おわりに

＊毎週1回あたり2時限分の授業をします。



2019-1020000818-01考古学方法論Ａ（含、実習）

武末　純一

◎歴史:B-1,B-3,C-2

1.測量図と遺構図を作成できる　(B-1)

2.報告書の測量図や遺構図が理解できる　(B-3)

3.作成した測量図や遺構図を用いて他者に説明できる　(C-2)

◎　歴史学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　日本史および世界史の基本的な内容について十分な知識を持ち、世
界における歴史の多様性と共通性を理解し、説明できる。
A-2　歴史学の基礎的な理論や専門的な知識を習得し、現代世界の形成過
程を歴史的な視点から説明できる。
A-3　他分野の知識を吸収し、歴史学と総合させながら、人間存在への理
解を深めることができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　古文・漢文・外国語などの文字資料の読解、または遺跡や遺物など
の考古資料の実測と製図を行ない、その意味内容を説明できる。
B-2　自らの研究する分野の学説史を整理し、論点を明らかにすることが
できる。
B-3　多様な史資料を分析・考察し、その意義を明らかにして論理的に説
明できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　専門分野の知識とともに、幅広い知識と教養を身に付けようとする
意欲を持つ。
C-2　自ら習得した知識と教養を他者の前で報告し、かつ他者の意見に耳
を傾けて理解し、議論する態度を示す。
C-3　歴史学の知識と複眼的な思考力をもって、現代社会の諸課題と能動
的に向き合い、現代世界や地域社会への貢献を目指す志向性を持つ。



2019-1020000819-01考古学方法論Ｂ（含、実習）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：実習　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・１時限, ２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

武末　純一

◎－－－　概要　－－－◎

　考古学でいう遺跡・遺構・遺物は、いずれも文化財で、かつ
地下に埋没している埋蔵文化財にあたる。このため考古学では
まず最初に、これらの埋蔵文化財を、一定の手続きを経て地下
からとり出し、資料として活用できる形に仕上げることが求め
られる。この手続きが発掘調査である。発掘には高度な技術と
細心の注意、そして高い問題意識が必要であるが、それらは短
期間で習得できるものではない。この授業では考古学の基礎的
な技術と方法論の修得に主眼をおき、今後みずから経験と修練
を拡げていける下地を作る。
　後期は、発掘された遺物や記録類を室内でどのように整理
し、報告書の形に仕上げていくかを学ぶ。水洗・注記、強化処
理、接合・復元、実測・拓本・製図、写真撮影、レイアウトな
どの諸作業を実際に体得する。特に土器や石器などの遺物の図
は、現在の考古学界で要求される内容を満たした水準の実測図
およびトレース図が描ける基礎をつくる。
　これらは、考古学で卒論を書く学生に必要不可欠な技術と方
法である。
　博物館での勤務経験を活かし、遺物の整理作業と報告書作成
に必要な技術と能力が身に付くように解説・指導します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

考古学資料の実測製図と拓本を作成でき、レイアウトできる
(技能)

報告書の遺物図面が理解できる(技能)

作成した遺物図面を用いて他者に説明できる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業外の時間を使って、実測道具の取り扱いに習熟すること。
春季に発掘調査現場で経験を積む。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　考古楽資料の整理で調査者がなすべき作業を理解して、実
測・拓本・写真撮影・トレースができるとともに、報告書に記
載された他者の図面が理解できることを基準とする。
　考古学の基本的な方法論を自分の言葉で説明できるかを評価
の基準とする。出席の状況と、各自が作成したさまざまな図・
写真・拓本・トレース図の出来と、口頭での説明によって、ど
の程度技術や知識が修得されたかを判断し評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

資料を配布する

◎－－－　参考書　－－－◎

文化庁文化財保護部『埋蔵文化財発掘調査の手引き』（第
一法規出版）
中村　浩『研究入門　須恵器』（柏書房）
田中英司『石器実測法　情報を描く技術』

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　考古学概説を修得しておくことが望ましい。考古学の概
説書は数多く出版されているので、各自購入したりコピー
して読み、考古学の概要を理解しておくこと。
　Ｂ５判大学ノートを用意すること。ルーズリーフは不可
です。

＊16台以降の学生が「考古学方法論A・B（含、実習）」
を履修する場合は、実習費として3万円が必要（再履修者
を除く）です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　室内整理の基礎知識
２　遺物の水洗・注記・接合・復元・保　　存処理
３　土器の実測図をつくる(1)
４　土器の実測図をつくる(2)
５　土器の実測図をつくる(3)
６　土器の実測図をつくる(4)
７　石器の実測図をつくる(1)
８　石器の実測図をつくる(2)
９　石器の実測図をつくる(3)
10　拓本をとる－湿拓－(1)
11　拓本をとる－湿拓－(2)
12　図面をトレースする－さまざまな線の使いわけ－
13　遺物の撮影‐ライティングと露出－
14　報告書のつくりかた
15　おわりに

＊毎週1回あたり2時限分の授業をします。



2019-1020000819-01考古学方法論Ｂ（含、実習）

武末　純一

◎歴史:B-1,B-3,C-2

1.考古学資料の実測製図と拓本を作成でき、レイアウトできる　(B-1)

2.報告書の遺物図面が理解できる　(B-3)

3.作成した遺物図面を用いて他者に説明できる　(C-2)

◎　歴史学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　日本史および世界史の基本的な内容について十分な知識を持ち、世
界における歴史の多様性と共通性を理解し、説明できる。
A-2　歴史学の基礎的な理論や専門的な知識を習得し、現代世界の形成過
程を歴史的な視点から説明できる。
A-3　他分野の知識を吸収し、歴史学と総合させながら、人間存在への理
解を深めることができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　古文・漢文・外国語などの文字資料の読解、または遺跡や遺物など
の考古資料の実測と製図を行ない、その意味内容を説明できる。
B-2　自らの研究する分野の学説史を整理し、論点を明らかにすることが
できる。
B-3　多様な史資料を分析・考察し、その意義を明らかにして論理的に説
明できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　専門分野の知識とともに、幅広い知識と教養を身に付けようとする
意欲を持つ。
C-2　自ら習得した知識と教養を他者の前で報告し、かつ他者の意見に耳
を傾けて理解し、議論する態度を示す。
C-3　歴史学の知識と複眼的な思考力をもって、現代社会の諸課題と能動
的に向き合い、現代世界や地域社会への貢献を目指す志向性を持つ。



2019-1030000646-01日本語教育法Ⅰ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

江口　正

◎－－－　概要　－－－◎

　日本語教育法Ⅰでは、言語としての日本語の知識を、言語教
育という目的に即した形で身に付けることを第一の目的として
います。そのため、日本語を初めて習う人と同様に初級日本語
の教科書を１課ずつ見ていき、何を学ぶ／教えるべきか考えて
いきます。語彙、文法、文字、発音などの諸側面を押さえてい
き、初級レベルの日本語はどのようにして身に付けられていく
のか、その道筋を追体験していきます。様々な国の学習者に日
本語を教えてきた経験を活かし、実践に結びつく形で授業を進
めます。
　授業では、１課ごとに出てくる語彙の意味・用法や文型の特
徴を毎週調べ、教科書の例と類似した例文を作ってノートにま
とめてくることを課します。これは基礎的な作業であるが、非
常に時間と手間がかかるので覚悟してください。授業はこの予
習内容を発表させていくことによって行います。また、不定期
に小テストも行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本語を諸言語の多様性の中に位置づけて理解し、外国人に対
して説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

ノート作成の予習課題を毎回課します（120分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　毎週教科書の予習（ノート作成）を義務づけ、学期中に2度
ノート提出を課します。また授業では毎回多くの受講生を指名
し、考えてきたことを発表させます。また、授業の終わりに毎
回考えたことを記すよう指示します。以上、ノートに60点、授
業中の発表に20点、毎回の授業の感想に20点の配分とします。
初級日本語の教育内容を外国人に伝えられる形で身についてい
るかどうかを評価の基準とします。定期試験は行いません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

スリーエーネットワーク『みんなの日本語初級Ⅰ本冊(第2
版）』
ISBN978-4-88319-603-6

◎－－－　参考書　－－－◎

荒川洋平著『日本語教育のスタートライン』スリーエー
ネットワーク　ISBN 978-4-88319-740-8
荒川洋平『もしも…あなたが外国人に「日本語を教える」
としたら』（スリーエーネットワーク）　ISBN
978-4-88319-307-3
その他は授業中に指示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　毎時間相当量の予習を必要とするので、そのための時間
を確保すること。欠席が多い場合、ノート提出が少ない場
合はノート点を失う。ノート提出を統一して行うために、
Ｂ５判のルーズリーフを使用すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　オリエンテーション
２　第1課、「言語教育」とは
３　第2, 3課、文字・表記
４　第4, 5課、音声
５　第6, 7課、音韻
６　第8, 9課、アクセント
７　第10, 11課、語彙
８　第12, 13課、「文型」
９　第14, 15課、活用
10　第16, 17課
11　第18, 19課、表現が持つ「機能」
12　第20, 21課、普通体／丁寧体
13　第22, 23課、複文構造
14　第24, 25課
15　まとめ



2019-1030000646-01日本語教育法Ⅰ

江口　正

◎日文:A-3

1.日本語を諸言語の多様性の中に位置づけて理解し、外国人に対して説明でき
る。　(A-3)

◎　日本語日本文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　日本語の成り立ちや仕組みを理解し、説明できる。
A-2　日本文学の特質を理解し、説明できる。
A-3　日本語を諸言語の多様性の中に位置づけて理解し、説明できる。
A-4　日本文学を外国文学との比較の中で理解し、説明できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　各時代の背景・文化の中で、作品の本文に沿った、高度な古典読解
能力を持つ。
B-2　伝えるべき内容の要点を整理し、正確に文章を書ける。
B-3　日本語や日本文学に関する研究文献を収集し、適切に読解できる。
B-4　日本語日本文学の専門的な事項について、発表や討論などの高度な
コミュニケーションを行うことができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学・社会科学・自然科学に亘る幅広い分野への学習に取り組
む意欲がある。
C-2　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢をそなえている。
C-3　自ら進んで日本語や日本文学に関する学術的問題を新しく設定し、
その問題に取り組む積極性を持つ。



2019-1030000647-01日本語教育法Ⅱ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

江口　正

◎－－－　概要　－－－◎

　前期の「日本語教育法Ⅰ」に引き続き、初級教科書の「みん
なの日本語 初級Ⅱ」をテキストとして、前期と同様の予習を進
めながら学ぶべき／教えるべき事項を整理していきます。日本
語を教えてきた経験を活かし、実践に結びつく形で授業を進め
ます。
　扱う文法事項が複雑になっていくため、前期以上に予習が大
変になります。かなりきつい一年間になりますが、すべての課
題を消化すれば、日本語を教えるための最低限の基礎知識と言
語の客観的な見方が身に付いていることになるでしょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本語を諸言語の多様性の中に位置づけて理解し、外国人に対
して説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　ノート作成の予習課題を毎回課す（120分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　毎週教科書の予習（ノート作成）を義務づけ、学期中に何度
かノート提出を課します。また授業では毎回多くの受講生を指
名し、考えてきたことを発表させます。また、授業の終わりに
毎回考えたことを記すよう指示します。以上、ノートに60点、
授業中の発表に20点、毎回の授業の感想に20点の配分としま
す。初級日本語の教育内容を外国人に伝えられる形で身につい
ているかどうかを評価の基準とします。定期試験は行いませ
ん。

◎－－－　テキスト　－－－◎

スリーエーネットワーク『みんなの日本語初級Ⅱ本冊(第2
版）』
ISBN978-4-88319-646-3

◎－－－　参考書　－－－◎

荒川洋平著『日本語教育のスタートライン』スリーエー
ネットワーク　ISBN 978-4-88319-740-8

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　毎時間相当量の予習を必要とするので、そのための時間
を確保すること。欠席が多い場合、ノート提出が少ない場
合はノート点を失います。ノート提出を統一して行うため
に、Ｂ５判のルーズリーフを使用すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　オリエンテーション、前期の復習
２　第26、27課
３　第28、29課
４　第30、31課
５　第32、33課
６　第34、35課
７　第36、37課
８　第38、39課
９　第40、41課
10　第42、43課
11　第44、45課
12　第46、47課
13　第48、49課
14　第50課
15　初級全体のまとめ



2019-1030000647-01日本語教育法Ⅱ

江口　正

◎日文:A-3

1.日本語を諸言語の多様性の中に位置づけて理解し、外国人に対して説明でき
る。　(A-3)

◎　日本語日本文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　日本語の成り立ちや仕組みを理解し、説明できる。
A-2　日本文学の特質を理解し、説明できる。
A-3　日本語を諸言語の多様性の中に位置づけて理解し、説明できる。
A-4　日本文学を外国文学との比較の中で理解し、説明できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　各時代の背景・文化の中で、作品の本文に沿った、高度な古典読解
能力を持つ。
B-2　伝えるべき内容の要点を整理し、正確に文章を書ける。
B-3　日本語や日本文学に関する研究文献を収集し、適切に読解できる。
B-4　日本語日本文学の専門的な事項について、発表や討論などの高度な
コミュニケーションを行うことができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学・社会科学・自然科学に亘る幅広い分野への学習に取り組
む意欲がある。
C-2　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢をそなえている。
C-3　自ら進んで日本語や日本文学に関する学術的問題を新しく設定し、
その問題に取り組む積極性を持つ。



2019-1030000686-01日本語教育法Ⅲ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

江口　正

◎－－－　概要　－－－◎

　日本語教育法Ⅲは日本語教育法Ⅰ・Ⅱの知識を前提に、日本
語の教育方法について実践的な形で身につけることを目的とし
ています。
　一般的な学校教育を受けてきた日本人は、自分の受けてきた
外国語教育の方法が語学教育の全てであると考えがちです。し
かし日本語教育では、さまざまな目的・背景を持つさまざまな
学習者に対してさまざまな教育機関で教えなければならない関
係上、決定版となる教授法は存在しません。学習者の背景・
ニーズと教える環境、教授者の能力等が許す限りで最良の教授
方法を模索・選択しながら教えることが必要となります。その
ためには、自分の受けてきた外国語教育以外にも教え方や学び
方があることを認識しなければなりません。
　授業では、テキストの範囲を決め、課題とともに読んでくる
予習を課します。授業中は予習内容を前提に、グループ討論を
通して理解を進めていきます。様々な国の学習者に日本語を教
えてきた経験を活かし、実践に結びつく形で授業を進めます。
　さらに、日本語教育をとりまくさまざまな背景を知るため
に、毎時間最初に各自が収集した新聞の切り抜きをもとに議論
する時間を設けます。学期中には数回レポートを課します。授
業中に行ったディスカッションの内容をまとめたノートの提出
を求めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本語を諸言語の多様性の中に位置づけて理解し、外国人に対
して説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

新聞の切り抜き、テキストの予習を毎回求めます（40分）。復
習として授業中のディスカッションの内容をノートにまとめる
ことを課します（20分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業中のディスカッションへの参加・貢献に40点、ノートおよ
びレポートに60点の配点とします。日本語教育の授業を行うた
めの基礎知識を身につけ、教材研究ができるようになっている
かどうかを評価の基準とします。定期試験は行いません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

佐々木泰子編『ベーシック日本語教育』スリーエーネット
ワーク
ISBN978-4-89476-285-5
○日本語教育法Ⅰ・Ⅱのテキスト『みんなの日本語 初級
Ⅰ・Ⅱ』も必要

◎－－－　参考書　－－－◎

荒川洋平『もしも…あなたが外国人に「日本語を教える」
としたら』（スリーエーネットワーク）　ISBN
978-4-88319-307-3
荒川洋平『続・もしも…あなたが外国人に「日本語を教え
る」としたら』（スリーエーネットワーク）　ISBN
978-4-88319-424-7

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業中のディスカッションを重視するため、理由なく欠席
しないこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　オリエンテーション
２　社会・文化・地域(1)
３　社会・文化・地域(2)
４　言語と社会(1)
５　言語と社会(2)
６　言語と心理(1)
７　言語と心理(2)
８　言語と心理(3)
９　言語と教育(1)
10　言語と教育(2)
11　言語と教育(3)
12　教材研究(1)
13　教材研究(2)
14　教材研究(3)
15　まとめ



2019-1030000686-01日本語教育法Ⅲ

江口　正

◎日文:A-3

1.日本語を諸言語の多様性の中に位置づけて理解し、外国人に対して説明でき
る。　(A-3)

◎　日本語日本文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　日本語の成り立ちや仕組みを理解し、説明できる。
A-2　日本文学の特質を理解し、説明できる。
A-3　日本語を諸言語の多様性の中に位置づけて理解し、説明できる。
A-4　日本文学を外国文学との比較の中で理解し、説明できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　各時代の背景・文化の中で、作品の本文に沿った、高度な古典読解
能力を持つ。
B-2　伝えるべき内容の要点を整理し、正確に文章を書ける。
B-3　日本語や日本文学に関する研究文献を収集し、適切に読解できる。
B-4　日本語日本文学の専門的な事項について、発表や討論などの高度な
コミュニケーションを行うことができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学・社会科学・自然科学に亘る幅広い分野への学習に取り組
む意欲がある。
C-2　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢をそなえている。
C-3　自ら進んで日本語や日本文学に関する学術的問題を新しく設定し、
その問題に取り組む積極性を持つ。



2019-1030000687-01日本語教育法Ⅳ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

江口　正

◎－－－　概要　－－－◎

　日本語教育法Ⅳでは前期の日本語教育法Ⅲに引き続き、日本
語の教育方法をできるだけ実践的な形で身につけることを目的
とします。
　前期で学んだ外国語教授法理論の理解を基にして、日本語の
運用能力を向上させるためのさまざまな方法と注意点について
理解を深めます。また、個々の授業はどのような構成にすれば
よいか、教育内容をどのようにして評価するか、というような
ことも考察します。日本語を教えてきた経験を活かし、実践に
結びつく形で授業を進めます。
　授業では毎時間テキストに関する課題を出し、それについて
ディスカッションすることを通して理解を進めることを基本と
します。ディスカッションでは実際に自分で考え、他人の意見
に耳を傾けて授業に積極的に参加しなければ受講の意味があり
ません。また、学期中に数回レポートを課します。前期に行っ
た日本語教育関連の新聞記事についてのディスカッションも毎
時間行い、国際感覚や問題意識を培っていきます。最終的には
一つの授業の「教育指導案」を作って提出することを求めま
す。また、授業中に行ったディスカッションの内容をまとめた
ノートの提出も課します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本語を諸言語の多様性の中に位置づけて理解し、外国人に対
して説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

新聞の切り抜き、テキストの予習を毎回求めます（40分）。復
習として授業中のディスカッションの内容をノートにまとめる
こと（20分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業中のディスカッションへの参加・貢献に40点、ノートおよ
びレポート（教育指導案）に60点の配点とします。日本語教育
の授業を行うための基礎知識を身につけ、教育指導案が作成で
きるようになっているかどうかを評価の基準とします。定期試
験は行いません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

佐々木泰子編『ベーシック日本語教育』スリーエーネット
ワーク
ISBN978-4-89476-285-5
○日本語教育法Ⅰ・Ⅱのテキスト『みんなの日本語 初級
Ⅰ・Ⅱ』も必要

◎－－－　参考書　－－－◎

　前期日本語教育法Ⅲと同じ。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業中のディスカッションを重視するため、理由なく欠
席しないこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　オリエンテーション、前期の復習
２　導入と文法説明（１）
３　導入と文法説明（２）
４　導入と文法説明（３）
５　ドリルの実際（１）
６　ドリルの実際（２）
７　教材、教具について（１）
８　教材、教具について（２）
９　授業の実際（１）
10　授業の実際（２）
11　授業の実際（３）
12　授業の観察・分析・改善（１）
13　授業の観察・分析・改善（２）
14　教育指導案（１）
15　教育指導案（２）まとめ



2019-1030000687-01日本語教育法Ⅳ

江口　正

◎日文:A-3

1.日本語を諸言語の多様性の中に位置づけて理解し、外国人に対して説明でき
る。　(A-3)

◎　日本語日本文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　日本語の成り立ちや仕組みを理解し、説明できる。
A-2　日本文学の特質を理解し、説明できる。
A-3　日本語を諸言語の多様性の中に位置づけて理解し、説明できる。
A-4　日本文学を外国文学との比較の中で理解し、説明できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　各時代の背景・文化の中で、作品の本文に沿った、高度な古典読解
能力を持つ。
B-2　伝えるべき内容の要点を整理し、正確に文章を書ける。
B-3　日本語や日本文学に関する研究文献を収集し、適切に読解できる。
B-4　日本語日本文学の専門的な事項について、発表や討論などの高度な
コミュニケーションを行うことができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学・社会科学・自然科学に亘る幅広い分野への学習に取り組
む意欲がある。
C-2　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢をそなえている。
C-3　自ら進んで日本語や日本文学に関する学術的問題を新しく設定し、
その問題に取り組む積極性を持つ。



2019-1030000688-02日本語教授法演習Ⅰ「12台以降」

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

岡野　ひさの

◎－－－　概要　－－－◎

　この演習は、日本語を母語としない学習者に対して、効果的
に日本語が教えられるようになることを目標とします。日本語
の教育はその実施場所や学習者によって大きく異なりますが、
この演習では日本にある、いわゆる日本語学校において教える
場合を想定します。具体的には「日本語教育法」で使用したテ
キスト『みんなの日本語初級Ⅱ』の文法項目を日本語学校で教
えることを想定し、模擬授業を行います。
　その準備として、まず授業のビデオを見たり、教室活動を体
験したりすることにより、日本語の授業がどのようなものかを
把握します。この基礎的な知識をもとに、模擬授業のリハーサ
ルを行い、その改善点をクラス全員で考えることにより、日本
語の授業を評価し改善する能力を養います。そしてリハーサル
に改善を加え、最終的な模擬授業を行います。
　受講者数の関係で時間的に余裕がある場合は、日本語学習者
の間違いや質問について考えたり、日本語学習者の出身地につ
いて調べたり、初級文法のテストを作成したりします。
　本演習の担当教員は日本国内はもとより海外での日本語教育
経験があり、かつ現在も留学生の日本語教育に従事しています
から、広い視野から実践的な指導を受けることができます。

　

◎－－－　到達目標　－－－◎

言語も文化も異なる学習者にとって、どのような授業が良いの
かを考えることができる。(知識・理解)

ある文法項目を、どのような例文や教材を用いて、どのように
説明し定着させればよいのか、学習者の母語を考慮しながら考
えることができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　模擬授業までに以下の事前学習が必要となります。まず模擬
授業で扱う項目を決め、その授業の構成および具体的な活動内
容を考え、それに必要な教材・教具を準備します。リハーサル
で改善点が指摘されますから、その点を考慮し、模擬授業に向
けて、構成、活動内容、教材・教具などを改善します。
　また時間的に余裕がある場合は、以下の点が授業時間外の学
習に加えられます。学習者の間違いや質問、学習者の出身地等
について発表する場合には、その分担した項目の発表準備が必
要となります。初級のテストを作成する場合はその作成が授業
時間外の学習となります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

日本語を母語としない学習者に対して、どのように日本語を教
えるのかを理解し、実践できるようになることが評価基準とな
ります。リハーサルと模擬授業７０％、その他の発表や意見等
３０％として評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　模擬授業で使用する日本語のテキストは、基本的に「日
本語教育法」で使用した『みんなの日本語初級（第２版）
Ⅱ』とします。

◎－－－　参考書　－－－◎

みんなの日本語初級Ⅱ（第2版）教え方の手引き　ISBN
978-4-88319-745-3

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

日本語教育法の単位を修得済みであることが者まれます。
実践の場として留学生のための「Language Plaza 日本語」
になんらかの形で関わることが望まれます。
発表当日に無断欠席した場合は、厳格に対処するので注意
してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．イントロダクション
2-3．授業のビデオを見たり、教室活動を
　　　体験したりする
4-7．リハーサルをして改善点を考える
8-14．模擬授業をする
15．まとめ



2019-1030000688-02日本語教授法演習Ⅰ「12台以降」

岡野　ひさの

◎日文:A-3

1.言語も文化も異なる学習者にとって、どのような授業が良いのかを考えるこ
とができる。　(A-3)

2.ある文法項目を、どのような例文や教材を用いて、どのように説明し定着さ
せればよいのか、学習者の母語を考慮しながら考えることができる。　(A-3)

◎　日本語日本文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　日本語の成り立ちや仕組みを理解し、説明できる。
A-2　日本文学の特質を理解し、説明できる。
A-3　日本語を諸言語の多様性の中に位置づけて理解し、説明できる。
A-4　日本文学を外国文学との比較の中で理解し、説明できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　各時代の背景・文化の中で、作品の本文に沿った、高度な古典読解
能力を持つ。
B-2　伝えるべき内容の要点を整理し、正確に文章を書ける。
B-3　日本語や日本文学に関する研究文献を収集し、適切に読解できる。
B-4　日本語日本文学の専門的な事項について、発表や討論などの高度な
コミュニケーションを行うことができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学・社会科学・自然科学に亘る幅広い分野への学習に取り組
む意欲がある。
C-2　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢をそなえている。
C-3　自ら進んで日本語や日本文学に関する学術的問題を新しく設定し、
その問題に取り組む積極性を持つ。



2019-1030000688-01日本語教授法演習Ⅰ「12台以降」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　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　　

岡野　ひさの

◎－－－　概要　－－－◎

　この演習は、日本語を母語としない学習者に対して、効果的
に日本語が教えられるようになることを目標とします。日本語
の教育はその実施場所や学習者によって大きく異なりますが、
この演習では日本にある、いわゆる日本語学校において教える
場合を想定します。具体的には「日本語教育法」で使用したテ
キスト『みんなの日本語初級Ⅱ』の文法項目を日本語学校で教
えることを想定し、模擬授業を行います。
　その準備として、まず授業のビデオを見たり、教室活動を体
験したりすることにより、日本語の授業がどのようなものかを
把握します。この基礎的な知識をもとに、模擬授業のリハーサ
ルを行い、その改善点をクラス全員で考えることにより、日本
語の授業を評価し改善する能力を養います。そしてリハーサル
に改善を加え、最終的な模擬授業を行います。
　受講者数の関係で時間的に余裕がある場合は、日本語学習者
の間違いや質問について考えたり、日本語学習者の出身地につ
いて調べたり、初級文法のテストを作成したりします。
　本演習の担当教員は日本国内はもとより海外での日本語教育
経験があり、かつ現在も留学生の日本語教育に従事しています
から、広い視野から実践的な指導を受けることができます。

　

◎－－－　到達目標　－－－◎

言語も文化も異なる学習者にとって、どのような授業が良いの
かを考えることができる。(知識・理解)

ある文法項目を、どのような例文や教材を用いて、どのように
説明し定着させればよいのか、学習者の母語を考慮しながら考
えることができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　模擬授業までに以下の事前学習が必要となります。まず模擬
授業で扱う項目を決め、その授業の構成および具体的な活動内
容を考え、それに必要な教材・教具を準備します。リハーサル
で改善点が指摘されますから、その点を考慮し、模擬授業に向
けて、構成、活動内容、教材・教具などを改善します。
　また時間的に余裕がある場合は、以下の点が授業時間外の学
習に加えられます。学習者の間違いや質問、学習者の出身地等
について発表する場合には、その分担した項目の発表準備が必
要となります。初級のテストを作成する場合はその作成が授業
時間外の学習となります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

日本語を母語としない学習者に対して、どのように日本語を教
えるのかを理解し、実践できるようになることが評価基準とな
ります。リハーサルと模擬授業７０％、その他の発表や意見等
３０％として評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　模擬授業で使用する日本語のテキストは、基本的に「日
本語教育法」で使用した『みんなの日本語初級（第２版）
Ⅱ』とします。

◎－－－　参考書　－－－◎

みんなの日本語初級Ⅱ（第2版）教え方の手引き　ISBN
978-4-88319-745-3

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

日本語教育法の単位を修得済みであることが者まれます。
実践の場として留学生のための「Language Plaza 日本語」
になんらかの形で関わることが望まれます。
発表当日に無断欠席した場合は、厳格に対処するので注意
してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．イントロダクション
2-3．授業のビデオを見たり、教室活動を
　　　体験したりする
4-7．リハーサルをして改善点を考える
8-14．模擬授業をする
15．まとめ



2019-1030000688-01日本語教授法演習Ⅰ「12台以降」

岡野　ひさの

◎日文:A-3

1.言語も文化も異なる学習者にとって、どのような授業が良いのかを考えるこ
とができる。　(A-3)

2.ある文法項目を、どのような例文や教材を用いて、どのように説明し定着さ
せればよいのか、学習者の母語を考慮しながら考えることができる。　(A-3)

◎　日本語日本文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　日本語の成り立ちや仕組みを理解し、説明できる。
A-2　日本文学の特質を理解し、説明できる。
A-3　日本語を諸言語の多様性の中に位置づけて理解し、説明できる。
A-4　日本文学を外国文学との比較の中で理解し、説明できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　各時代の背景・文化の中で、作品の本文に沿った、高度な古典読解
能力を持つ。
B-2　伝えるべき内容の要点を整理し、正確に文章を書ける。
B-3　日本語や日本文学に関する研究文献を収集し、適切に読解できる。
B-4　日本語日本文学の専門的な事項について、発表や討論などの高度な
コミュニケーションを行うことができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学・社会科学・自然科学に亘る幅広い分野への学習に取り組
む意欲がある。
C-2　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢をそなえている。
C-3　自ら進んで日本語や日本文学に関する学術的問題を新しく設定し、
その問題に取り組む積極性を持つ。



2019-1030000689-02日本語教授法演習Ⅱ「12台以降」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

岡野　ひさの

◎－－－　概要　－－－◎

　この演習は、日本語を母語としない学習者に対して、効果的
に日本語が教えられるようになることを目標とします。日本語
の教育はその実施場所や学習者によって大きく異なりますが、
この演習では日本にある、いわゆる日本語学校において教える
場合を想定します。具体的には「日本語教育法」で使用したテ
キスト『みんなの日本語初級Ⅰ』の文法項目を日本語学校で教
えることを想定し、模擬授業を行います。
　その準備として、まず授業のビデオを見たり、教室活動を体
験したりすることにより、日本語の授業がどのようなものかを
把握します。この基礎的な知識をもとに、模擬授業のリハーサ
ルを行い、その改善点をクラス全員で考えることにより、日本
語の授業を評価し改善する能力を養います。そしてリハーサル
に改善を加え、最終的な模擬授業を行います。
　受講者数の関係で時間的に余裕がある場合は、日本語学習者
の間違いや質問について考えたり、日本語学習者の出身地につ
いて調べたり、初級文法のテストを作成したりします。
　本演習の担当教員は日本国内はもとより海外での日本語教育
経験があり、かつ現在も留学生の日本語教育に従事しています
から、広い視野から実践的な指導を受けることができます。

　

◎－－－　到達目標　－－－◎

言語も文化も異なる学習者にとって、どのような授業が良いの
かを考えることができる。(知識・理解)

ある文法項目について、どのような例文や教材を用いて、どの
ように説明し定着させればよいのか、学習者の母語を考慮しな
がら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)　－－－◎

　模擬授業までに以下の事前学習が必要となります。まず模擬
授業で扱う項目を決め、その授業の構成および具体的な活動内
容を考え、それに必要な教材・教具を準備します。リハーサル
で改善点が指摘されるので、その点を考慮し、模擬授業に向け
て、構成、活動内容、教材・教具などを改善します。
　また時間的に余裕がある場合は、以下の点が授業時間外の学
習に加えられます。学習者の間違いや質問、学習者の出身地等
について発表する場合には、その分担した項目の発表準備が必
要となります。初級のテストを作成する場合はその作成が授業
時間外の学習となります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

日本語を母語としない学習者に対して、どのように日本語を教
えるのかを理解し、実践できるようになることが評価基準とな
ります。リハーサルと模擬授業７０％、その他の発表や意見等
３０％で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　模擬授業で使用する日本語のテキストは、基本的に「日
本語教育法」で使用した『みんなの日本語初級（第２版）
Ⅰ』とします。

◎－－－　参考書　－－－◎

みんなの日本語初級Ⅰ（第2版）教え方の手引き　ISBN
978-4-88319-734-7

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　日本語教育法の単位を修得済みの者が望まれます。
実践の場として留学生のための「Language Plaza 日本語」
になんらかの形で関わることが望まれます。
発表当日に無断欠席した場合は、厳格に対処するので注意
してくだい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．イントロダクション
2-3．授業のビデオを見たり、教室活動を
　　　体験したりする
4-7．リハーサルをして改善点を考える
8-14．模擬授業をする
15．まとめ



2019-1030000689-02日本語教授法演習Ⅱ「12台以降」

岡野　ひさの

◎日文:A-3

1.言語も文化も異なる学習者にとって、どのような授業が良いのかを考えるこ
とができる。　(A-3)

2.ある文法項目について、どのような例文や教材を用いて、どのように説明し
定着させればよいのか、学習者の母語を考慮しながら考えることができる。　
(A-3)

◎　日本語日本文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　日本語の成り立ちや仕組みを理解し、説明できる。
A-2　日本文学の特質を理解し、説明できる。
A-3　日本語を諸言語の多様性の中に位置づけて理解し、説明できる。
A-4　日本文学を外国文学との比較の中で理解し、説明できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　各時代の背景・文化の中で、作品の本文に沿った、高度な古典読解
能力を持つ。
B-2　伝えるべき内容の要点を整理し、正確に文章を書ける。
B-3　日本語や日本文学に関する研究文献を収集し、適切に読解できる。
B-4　日本語日本文学の専門的な事項について、発表や討論などの高度な
コミュニケーションを行うことができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学・社会科学・自然科学に亘る幅広い分野への学習に取り組
む意欲がある。
C-2　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢をそなえている。
C-3　自ら進んで日本語や日本文学に関する学術的問題を新しく設定し、
その問題に取り組む積極性を持つ。



2019-1030000689-01日本語教授法演習Ⅱ「12台以降」

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

岡野　ひさの

◎－－－　概要　－－－◎

　この演習は、日本語を母語としない学習者に対して、効果的
に日本語が教えられるようになることを目標とします。日本語
の教育はその実施場所や学習者によって大きく異なりますが、
この演習では日本にある、いわゆる日本語学校において教える
場合を想定します。具体的には「日本語教育法」で使用したテ
キスト『みんなの日本語初級Ⅰ』の文法項目を日本語学校で教
えることを想定し、模擬授業を行います。
　その準備として、まず授業のビデオを見たり、教室活動を体
験したりすることにより、日本語の授業がどのようなものかを
把握します。この基礎的な知識をもとに、模擬授業のリハーサ
ルを行い、その改善点をクラス全員で考えることにより、日本
語の授業を評価し改善する能力を養います。そしてリハーサル
に改善を加え、最終的な模擬授業を行います。
　受講者数の関係で時間的に余裕がある場合は、日本語学習者
の間違いや質問について考えたり、日本語学習者の出身地につ
いて調べたり、初級文法のテストを作成したりします。
　本演習の担当教員は日本国内はもとより海外での日本語教育
経験があり、かつ現在も留学生の日本語教育に従事しています
から、広い視野から実践的な指導を受けることができます。

　

◎－－－　到達目標　－－－◎

言語も文化も異なる学習者にとって、どのような授業が良いの
かを考えることができる。(知識・理解)

ある文法項目について、どのような例文や教材を用いて、どの
ように説明し定着させればよいのか、学習者の母語を考慮しな
がら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)　－－－◎

　模擬授業までに以下の事前学習が必要となります。まず模擬
授業で扱う項目を決め、その授業の構成および具体的な活動内
容を考え、それに必要な教材・教具を準備します。リハーサル
で改善点が指摘されるので、その点を考慮し、模擬授業に向け
て、構成、活動内容、教材・教具などを改善します。
　また時間的に余裕がある場合は、以下の点が授業時間外の学
習に加えられます。学習者の間違いや質問、学習者の出身地等
について発表する場合には、その分担した項目の発表準備が必
要となります。初級のテストを作成する場合はその作成が授業
時間外の学習となります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

日本語を母語としない学習者に対して、どのように日本語を教
えるのかを理解し、実践できるようになることが評価基準とな
ります。リハーサルと模擬授業７０％、その他の発表や意見等
３０％で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　模擬授業で使用する日本語のテキストは、基本的に「日
本語教育法」で使用した『みんなの日本語初級（第２版）
Ⅰ』とします。

◎－－－　参考書　－－－◎

みんなの日本語初級Ⅰ（第2版）教え方の手引き　ISBN
978-4-88319-734-7

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　日本語教育法の単位を修得済みの者が望まれます。
実践の場として留学生のための「Language Plaza 日本語」
になんらかの形で関わることが望まれます。
発表当日に無断欠席した場合は、厳格に対処するので注意
してくだい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．イントロダクション
2-3．授業のビデオを見たり、教室活動を
　　　体験したりする
4-7．リハーサルをして改善点を考える
8-14．模擬授業をする
15．まとめ



2019-1030000689-01日本語教授法演習Ⅱ「12台以降」

岡野　ひさの

◎日文:A-3

1.言語も文化も異なる学習者にとって、どのような授業が良いのかを考えるこ
とができる。　(A-3)

2.ある文法項目について、どのような例文や教材を用いて、どのように説明し
定着させればよいのか、学習者の母語を考慮しながら考えることができる。　
(A-3)

◎　日本語日本文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　日本語の成り立ちや仕組みを理解し、説明できる。
A-2　日本文学の特質を理解し、説明できる。
A-3　日本語を諸言語の多様性の中に位置づけて理解し、説明できる。
A-4　日本文学を外国文学との比較の中で理解し、説明できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　各時代の背景・文化の中で、作品の本文に沿った、高度な古典読解
能力を持つ。
B-2　伝えるべき内容の要点を整理し、正確に文章を書ける。
B-3　日本語や日本文学に関する研究文献を収集し、適切に読解できる。
B-4　日本語日本文学の専門的な事項について、発表や討論などの高度な
コミュニケーションを行うことができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学・社会科学・自然科学に亘る幅広い分野への学習に取り組
む意欲がある。
C-2　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢をそなえている。
C-3　自ら進んで日本語や日本文学に関する学術的問題を新しく設定し、
その問題に取り組む積極性を持つ。



2019-1080000266-01インターンシップ実習Ⅰ「18台以降」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・１時限, ２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

植上　一希、松永邦裕、本山智敬、山岸賢一郎

◎－－－　概要　－－－◎

　本授業は、教育・臨床心理学科のキャリアデザイントラックに属する学生が、3
年次以降のキャリアデザインを効果的に行っていくための基礎的な力量形成を目
的に、福岡都市圏の企業・団体との連携にもとづき、PBL（課題解決型学習）の
講義および企業等における学外実習を行うものである。
　教育学・臨床心理学を学ぶ学生が効果的なキャリアデザインを行っていくため
に特に必要なのは、「到達目標」に示した＜知識・理解＞＜技能＞＜態度・志向
性＞である。2年次段階でこれらを獲得するために、本授業は、①講義によるPBL
に向けた準備、②学外実習におけるPBLの実施、③成果の作成・発信という3つの
段階で構成する。

①講義によるPBLに向けた準備
　講義においては、キャリアデザインについての基礎的な観点・方法、そのなか
でもとくに業界研究・企業研究の基本的なスキルの学習を行う。また、PBLの進
め方についての基礎的な知識をもとに、グループワークなども実施する。

②学外実習におけるPBLの実施
　学外実習では、実際に企業が抱える課題を企業の担当者や学科教員とともに解
決していく。チームのメンバーと協力し自分たちで考え行動し、その結果を検証
して改善策を練っていく。このような課題解決に向けての【計画→実行→確認→
改善】のサイクルのなかで、課題解決に必要な諸能力を磨いていく。

③成果の作成・発信
　学外実習において、どのような課題を発見しどのようなアプローチで解決に臨
んだのか。そして成果は何か。それらについて、成果報告会におけるプレゼン
テーションや報告書の作成等を通して、成果報告を行う。また、PBLを通じて自
身の行動特性の特徴の言語化やキャリアイメージの変化について整理を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

業界研究・企業研究に関する基礎的な知識をもとに、具体的な業界・企業の特徴
や課題について説明することができる。(知識・理解)

PBLを通じて、研究や職業生活において必須となる、＜問題設定・仮説の設定・
実証＞という基本的な研究手順の有効性・重要性について理解する。(知識・理解)

教育学・臨床心理学の観点を活かしたPBLの長所を理解する。(知識・理解)

教育学や臨床心理学の知見を活かして、企業・業界の課題を発見し解決する方法
を検討したり、多様なキャリア形成の現実について把握・分析・言語化したりこ
とができる。(技能)

チームとして取り組んだ内容を、学内外の第３者に効果的に伝えることができ
る。(技能)

教育学や臨床心理学の知見を、自身や他者のキャリア形成に活用する志向性を有
する。(態度・志向性)

業界・企業の多様な魅力を知り、自身のキャリアイメージを広げていく志向性を
有する。(態度・志向性)

PBLを通じて、チームで行動するにあたっての自身の行動特性を省察し、改善し
ていく志向性を有する。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

概要で記したように、本授業では学生がチームとなって、企業担当者ならびに学
科教員と連携しながら、柔軟に課題解決にあたっていく学習形式をとっている。
そのため、学習過程で必要となってくる情報の収集・分析、チームや担当者との
ミーティング、報告書作成やプレゼンテーションの準備などはすべて、学生の主
体的な予習・復習によって行われる。
講義、学外実習を効果的に進めていくための予習・復習課題は、その都度、担当
者から指示されるのでそれに従うこと。また、学生の自主的な予習・復習も期待
したい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績は、以下の評価方法を組み合わせて評価する。
①成果報告会におけるプレゼンテーションと報告レポート（60％）
②講義・学外実習における活動状況および予習復習状況（40％）

なお、学外実習を含めて、授業に対する欠席や遅刻は大きな減点対象とする。

　

◎－－－　テキスト　－－－◎

とくになし。

◎－－－　参考書　－－－◎

とくになし。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

（1）本授業を履修するためには、教育・臨床心理学科キャリアデザ
イントラックに所属し、「キャリア形成基礎論Ⅰ」を修得していな
ければならない。
（2）本授業の履修にあたり、「学外実習費」（3万円）を納入する
こと。また、学研災付帯賠償責任保険（210円）に加入すること。
（納付期限、支払方法については別途お知らせします）。
（3）本授業の履修にあたり、「2019年度『プロジェクト型企業実
習』誓約書・同意書」を提出すること（誓約書・同意書の詳細、提
出方法については別途お知らせします）。
（4）本授業は7月から事前の準備を開始するので、実施日等に関す
る学科からの連絡に注意すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　9月18日1時間目
オリエンテーション（植上・松永・本山・山岸）

第2回　9月18日2時間目
学外実習先企業・団体の紹介と分析（植上・松永・本山・山岸）

第3回　9月25日1時間目
チームワーク向上のワークショップ（植上・松永・本山・山岸）

第4回　9月25日2時間目
企業研究・業界研究の方法（植上・松永・本山・山岸）

第5回　10月2日1時間目
PBLに向けたグループワーク演習（植上・松永・本山・山岸）

第6回　10月2日2時間目
実習前の企業研究についてのチーム作業（植上・松永・本山・山
岸）

第7回　10月9日1時間目
社会調査の方法について（植上・松永・本山・山岸）

第8回　10月9日2時間目
学外実習に対するチーム作業①（植上・松永・本山・山岸）

第9回　11月6日1時間目
学外実習に対するチーム作業②（植上・松永・本山・山岸）

第10回　11月6日2時間目
学外実習に対するチーム作業③（植上・松永・本山・山岸）

第11回　12月11日1時間目
学外実習に対するチーム作業④（植上・松永・本山・山岸）

第12回　12月11日2時間目
成果の分析・整理・プレゼンテーションの準備①（植上・松永・本
山・山岸）

第13回　12月18日1時間目
成果の分析・整理・プレゼンテーションの準備②（植上・松永・本
山・山岸）

第14回　1月8日1時間目
成果報告会①（植上・松永・本山・山岸）

第15回　1月8日2時間目
成果報告会②（植上・松永・本山・山岸）

※上記15回の授業とは別に、企業・団体における学外実習を行う。



2019-1080000266-01インターンシップ実習Ⅰ「18台以降」

植上　一希、松永邦裕、本山智敬、山岸賢一郎

◎教育:A-3,B-1,C-3

1.業界研究・企業研究に関する基礎的な知識をもとに、具体的な業界・企業の
特徴や課題について説明することができる。　(A-3)

2.PBLを通じて、研究や職業生活において必須となる、＜問題設定・仮説の設
定・実証＞という基本的な研究手順の有効性・重要性について理解する。　
(A-3)

3.教育学・臨床心理学の観点を活かしたPBLの長所を理解する。　(A-3)

4.教育学や臨床心理学の知見を活かして、企業・業界の課題を発見し解決する
方法を検討したり、多様なキャリア形成の現実について把握・分析・言語化し
たりことができる。　(B-1)

5.チームとして取り組んだ内容を、学内外の第３者に効果的に伝えることがで
きる。　(B-1)

6.教育学や臨床心理学の知見を、自身や他者のキャリア形成に活用する志向性
を有する。　(C-3)

7.業界・企業の多様な魅力を知り、自身のキャリアイメージを広げていく志向
性を有する。　(C-3)

8.PBLを通じて、チームで行動するにあたっての自身の行動特性を省察し、改
善していく志向性を有する。　(C-3)

◎　教育・臨床心理学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の知識を基礎として、人間の心や行
動、社会的事象を分析・説明することができる。
A-2　教育学と臨床心理学の理論を理解し、教育現場や臨床現場の諸相を
多角的に説明することができる。
A-3　多様な人々の生涯にわたるキャリア形成を支援するための知識を身
に付け、支援のあり方を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者の意見に傾聴し、自らの意見を明確に表現することを通して、
コミュニケーションを円滑に進めることができる。
B-2　教育現場や臨床現場を含めた地域社会・組織の課題を発見・同定
し、課題解決に向けたアイデアを提案することができる。
B-3　共生社会の実情について、学問的知識を使いながら、多様な立場か
ら批判的に考えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　「人」に興味を持ち、多様な人々の考えを柔軟に受け入れる態度を
有している。
C-2　教育現場や臨床現場における新たな課題にチャレンジするために、
新しい知識や技能を積極的に学ぶ姿勢をもっている。
C-3　共生社会の担い手として、主体的に社会に参画する意欲を有してい
る。



2019-1080000227-01教育心理学実験実習Ⅱ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：実習　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・１時限, ２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

本山　智敬

◎－－－　概要　－－－◎

　教育心理学実験実習Ⅰを土台にしながら、研究テーマの作
成、研究計画の作成とその実施、集計と考察の方法について学
ぶ。具体的には、担当教員が学生相談の領域において臨床実践
と研究を行ってきた経験を踏まえ、代表的な心理学研究法の中
から質問紙法を中心とした研究法について取り上げる。
　受講生は、問題と目的の立て方、データの収集、整理、分析
の手順等、論文作成の基本について学ぶ。最終的には研究レ
ポートを作成し、研究発表を行う。それらの学びや作業は、卒
業研究やゼミレポートをまとめる際に活かしていくことを念頭
において進めていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

研究レポートの作成を通して、研究論文をまとめる際に必要な
知識や技術を身につけることができる。(知識・理解)

現代社会の課題を研究テーマに設定し、その研究計画を立てる
ことができる。(技能)

研究結果から丁寧に考察し、自分なりの意見を述べることがで
きる。(技能)

自分の役割を意識しながら、小グループの作業を意欲的かつス
ムースに進めることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

研究の進捗に応じ、授業時間外を積極的に活用して作業を進め
ること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

＜評価基準＞
研究が計画的に進められていたか、研究論文を書くための知識
や技術が作成した研究レポートにきちんと活用されているか、
研究発表において研究内容が明確に述べられていたかを評価基
準とする。
＜評価方法＞
研究レポートの内容（50％）、作業中の態度（40％）、研究発
表の内容（10％）によって総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

指定しない

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

最初に小グループを作り、研究レポートの作成から発表ま
で、全てグループごとに行う。そのため受講者には、最後
まで責任を持ってグループ作業に参加する態度が求められ
る。無断欠席は厳禁。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.～2. オリエンテーション　
3.～4. 研究倫理　
5.～6. 心理学的研究法　
7.～8. 調査法について　
9.～10. 質問紙調査とは　
11.～12. 研究テーマの選定
13.～14. 質問紙の選定
15.～16. 質問紙の作成
17.～18. 調査の実施　
19.～20. データの入力
21.～22. データの分析
23.～24. レポートの作成：問題と目的、方法
25.～26. レポートの作成：結果、考察　
27.～28. 研究発表
29.～30. まとめ

２回分連続の授業である。そのため半期30回、授業数は15
である。



2019-1080000227-01教育心理学実験実習Ⅱ

本山　智敬

◎教育:A-1,B-2,B-3,C-2

1.研究レポートの作成を通して、研究論文をまとめる際に必要な知識や技術を
身につけることができる。　(A-1)

2.現代社会の課題を研究テーマに設定し、その研究計画を立てることができ
る。　(B-2)

3.研究結果から丁寧に考察し、自分なりの意見を述べることができる。　(B-3)

4.自分の役割を意識しながら、小グループの作業を意欲的かつスムースに進め
ることができる。　(C-2)

◎　教育・臨床心理学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の知識を基礎として、人間の心や行
動、社会的事象を分析・説明することができる。
A-2　教育学と臨床心理学の理論を理解し、教育現場や臨床現場の諸相を
多角的に説明することができる。
A-3　多様な人々の生涯にわたるキャリア形成を支援するための知識を身
に付け、支援のあり方を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者の意見に傾聴し、自らの意見を明確に表現することを通して、
コミュニケーションを円滑に進めることができる。
B-2　教育現場や臨床現場を含めた地域社会・組織の課題を発見・同定
し、課題解決に向けたアイデアを提案することができる。
B-3　共生社会の実情について、学問的知識を使いながら、多様な立場か
ら批判的に考えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　「人」に興味を持ち、多様な人々の考えを柔軟に受け入れる態度を
有している。
C-2　教育現場や臨床現場における新たな課題にチャレンジするために、
新しい知識や技能を積極的に学ぶ姿勢をもっている。
C-3　共生社会の担い手として、主体的に社会に参画する意欲を有してい
る。



2019-1080000360-02教育相談

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・３時限　　試験時間割：2019/07/30　６時限　　

坂本　憲治

◎－－－　概要　－－－◎

　教育相談を実施するにあたり必要となる基礎理論と実際的知
識の修得を目的とする。教育相談に関する心理の基礎理論に加
えて、児童・生徒に対する個別相談の進め方や学内・学外連携
の重要性をおさえ、教育相談実務に役立つポイントを学習す
る。
　講義前半は、教育相談に関わる心理学の基礎理論（発達段
階・発達課題・精神的問題）をおさえた後、不登校やいじめな
ど特定問題の教育相談を学ぶ。講義後半は、カウンセリングの
理論と技法、教育相談の進め方、学内連携と学外連携、校内に
おける教育相談の体制づくりについて学ぶ。
　なお、本講義では、担当教員のスクールカウンセラーに従事
した実務経験を活かし、教育現場における心理的問題やその解
決について適宜事例を紹介しながら授業を進める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

学校における教育相談の意義と理論を説明できる(知識・理解)

教育相談を進める際に必要な基礎概念（カウンセリングに関す
る基礎的事柄を含む）を説明できる(知識・理解)

教育相談の具体的な進め方とポイントを説明できる(技能)

教育相談に関する組織的な取組みや連携の必要性を説明できる
(技能)

児童生徒の成長・発達やこころの健康を促進するために、新し
い知識や技能を積極的に学ぶ姿勢を有している(態度・志向性)

児童生徒の個性や多様性を理解・尊重し、クラスマネジメント
に活かそうとする姿勢を有している(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習（60分）：事前にテキストを読み、疑問を持って授業に臨
むこと
復習（30分）：授業で学習した重要概念を再確認し、不明な点
を調べること

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験70％、授業参加状況(小レポート等)30％を総合的に評
価する。定期試験には、基礎的知識を問う客観問題と教育相談
的な対応力を問う論述問題を出題する。遅刻・欠席は減点の対
象とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

小林正幸・橋本創一・松尾直博（編）教師のための学校カ
ウンセリング、有斐閣アルマ、2008年、ISBN:
978-4641123595

◎－－－　参考書　－－－◎

河村茂雄（編）「教育相談の理論と実際」、図書文化、
2012年　ISBN 978-4810026078

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業終了時には、毎回小レポートを求め、授業参加状況
の指標とする。
　座学に加えて、グループディスカッションやカウンセリ
ングのロールプレイを取り入れることがある。その頻度や
形態は、受講生数によって異なるため、初回授業に確認す
ること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：イントロダクション
第２回：児童期・青年期の発達課題と問題
第３回：不登校の理解と対応
第４回：いじめの理解と対応
第５回：非行の理解と対応
第６回：児童虐待の理解と対応
第７回：LD、ADHDの理解と対応
第８回：自閉症スペクトラムの理解と対応
第９回：カウンセリング理論と技法①
第１０回：カウンセリング理論と技法②
第１１回：早期発見・早期対処の視点と技法
第１２回：保護者理解と教育相談
第１３回：学内連携と学外連携
第１４回：校内における教育相談の体制づくり
第１５回：講義の総括



2019-1080000360-02教育相談

坂本　憲治

◎教育:A-2,B-2,C-2,C-3

1.学校における教育相談の意義と理論を説明できる　(A-2)

2.教育相談を進める際に必要な基礎概念（カウンセリングに関する基礎的事柄
を含む）を説明できる　(A-2)

3.教育相談の具体的な進め方とポイントを説明できる　(B-2)

4.教育相談に関する組織的な取組みや連携の必要性を説明できる　(B-2)

5.児童生徒の成長・発達やこころの健康を促進するために、新しい知識や技能
を積極的に学ぶ姿勢を有している　(C-2)

6.児童生徒の個性や多様性を理解・尊重し、クラスマネジメントに活かそうと
する姿勢を有している　(C-3)

◎　教育・臨床心理学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の知識を基礎として、人間の心や行
動、社会的事象を分析・説明することができる。
A-2　教育学と臨床心理学の理論を理解し、教育現場や臨床現場の諸相を
多角的に説明することができる。
A-3　多様な人々の生涯にわたるキャリア形成を支援するための知識を身
に付け、支援のあり方を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者の意見に傾聴し、自らの意見を明確に表現することを通して、
コミュニケーションを円滑に進めることができる。
B-2　教育現場や臨床現場を含めた地域社会・組織の課題を発見・同定
し、課題解決に向けたアイデアを提案することができる。
B-3　共生社会の実情について、学問的知識を使いながら、多様な立場か
ら批判的に考えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　「人」に興味を持ち、多様な人々の考えを柔軟に受け入れる態度を
有している。
C-2　教育現場や臨床現場における新たな課題にチャレンジするために、
新しい知識や技能を積極的に学ぶ姿勢をもっている。
C-3　共生社会の担い手として、主体的に社会に参画する意欲を有してい
る。



2019-1080000319-02教育評価論

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・５時限　　試験時間割：2020/01/22　５時限　　

橋爪　秀三

◎－－－　概要　－－－◎

　学校では、常に「教育評価」がある。しかし、学校教育において、
日常的に行われる教育評価は、最も重要なことであるが、課題も多
い。それは、日常のテストから、通知表、指導要録、調査書など、
「評価」が児童生徒への励ましともなれば、児童生徒をして自信喪失
へと追い込むことになるからである。
　そこで、教育評価が、いかなる変遷で現在に至っているかを概観し
たい。時代状況を踏まえた「評価観」も学びながら、「現在の評価
観」を理解してもらいたい。その中心の考え方は、「指導と評価の一
体化」であり、「評価が指導に生かされる」ことである。
　平成２０年の学習指導要領の改訂を踏まえて、平成２２年５月に文
部科学省は、「小学校・中学校・高等学校及び特別支援学校等におけ
る児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について」という「通
知」を出している。そこでは、改めて「指導と評価の一体化」がより
重要視された。その内容については、講義の中で触れる。
　教育評価といったとき、学校における「児童生徒の学習状況等の評
価」と「教師の指導へのフィードバック情報としての評価」という観
点が必要である。
　前者は、教師が行う相対評価・絶対評価、学習者が行う自己評価・
相互評価など、また、学習過程における評価・学習の結果における評
価など、それぞれの評価方法によって、その意義、活用の仕方などを
通して、児童生徒の学習意欲を向上させなくてはならない。後者にし
ても、教育活動で重視される「ＰーＤーＣーＡ」サイクルによる評価
によって、よりきめ細かで、短期間での評価＝チェックを重視してい
る。そのことによって、教師の指導の改善を図っているのである。
　また、通知表、指導要録への記入についても、評価・評定にいたる
までには、そのための資料が、テスト・面接・レポート・諸記録など
が、教師に残されていなくてはならない。したがって、評価補助簿が
必要となる。
　更には、次期学習指導要領の目玉である「アクティブラーニング」
について、「活動」からの「習得」が重視されてくる。そこに生まれ
る「評価観」にも目をつけたい。そこでは、児童生徒一人ひとりに目
を向けた「観点別学習評価」も、一層重要になる。
　その「教育評価」について、学校現場での実践に基づいた経験、教
育委員会での指導実践などを通して得たものを、将来の教育を背負っ
て立つ諸君に語っておきたい。
　なお、私の教育現場体験や直近の教育情報の解説をするつもりでい
る。新聞・テレビなどの情報に敏感になってもらいたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教育評価の意味、種類、歴史などについて説明できる。(知識・理解)

評価を通知表や指導要録などの作成に取り組むことができる。(技能)

教育評価や教育全般の情報を新聞などを読んで考えるようになる。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

  授業中、大切なことはノートに記録すること
　常日頃から社会の出来事に関心を持ち、情報をもっておくこと

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

  
　定期試験の結果７０％と講義中に課すレポート３０％で評価する。
　グループ協議への積極的な参加状況や出席状況は、重要な判定資料
とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　
特に指定しません

　新小中学校学習指導要領解説　総則（文部科学省）
  講義中に配布する資料

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

  教師を志す「学生」としての姿勢と態度を持っていてほ
しい。
　毎日、新聞を読んで授業に臨んでほしい

◎－－－　授業計画　－－－◎

  １　オリエンテーション
  ２　教育評価とは何か　
  ３　教育評価の変遷
  ４　教育評価の成果と課題
  ５　指導と評価の一体化
  ６　学校における日常的な評価
  ７　通知表の評価
  ８　指導要録の評価
  ９　P-D-C-Aサイクルの評価
１０　平成２０年の「学習指導要領」の「評価観」
１１　新「指導要録」の「通知」
１２　新「指導要録」の「様式Ⅰ」
１３　新「指導要録」の「様式Ⅱ」
１４　諸テスト、資料からの「評価」
１５　まとめ



2019-1080000319-02教育評価論

橋爪　秀三

◎教育:A-2,B-2,C-2

1.教育評価の意味、種類、歴史などについて説明できる。　(A-2)

2.評価を通知表や指導要録などの作成に取り組むことができる。　(B-2)

3.教育評価や教育全般の情報を新聞などを読んで考えるようになる。　(C-2)

◎　教育・臨床心理学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の知識を基礎として、人間の心や行
動、社会的事象を分析・説明することができる。
A-2　教育学と臨床心理学の理論を理解し、教育現場や臨床現場の諸相を
多角的に説明することができる。
A-3　多様な人々の生涯にわたるキャリア形成を支援するための知識を身
に付け、支援のあり方を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者の意見に傾聴し、自らの意見を明確に表現することを通して、
コミュニケーションを円滑に進めることができる。
B-2　教育現場や臨床現場を含めた地域社会・組織の課題を発見・同定
し、課題解決に向けたアイデアを提案することができる。
B-3　共生社会の実情について、学問的知識を使いながら、多様な立場か
ら批判的に考えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　「人」に興味を持ち、多様な人々の考えを柔軟に受け入れる態度を
有している。
C-2　教育現場や臨床現場における新たな課題にチャレンジするために、
新しい知識や技能を積極的に学ぶ姿勢をもっている。
C-3　共生社会の担い手として、主体的に社会に参画する意欲を有してい
る。



2019-1080000319-01教育評価論

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・３時限　　試験時間割：2019/07/27　５時限　　

橋爪　秀三

◎－－－　概要　－－－◎

　学校では、常に「教育評価」がある。しかし、学校教育において、
日常的に行われる教育評価は、最も重要なことであるが、課題も多
い。それは、日常のテストから、通知表、指導要録、調査書など、
「評価」が児童生徒への励ましともなれば、児童生徒をして自信喪失
へと追い込むことになるからである。
　そこで、教育評価が、いかなる変遷で現在に至っているかを概観し
たい。時代状況を踏まえた「評価観」も学びながら、「現在の評価
観」を理解してもらいたい。その中心の考え方は、「指導と評価の一
体化」であり、「評価が指導に生かされる」ことである。
　平成２０年の学習指導要領の改訂を踏まえて、平成２２年５月に文
部科学省は、「小学校・中学校・高等学校及び特別支援学校等におけ
る児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について」という「通
知」を出している。そこでは、改めて「指導と評価の一体化」がより
重要視された。その内容については、講義の中で触れる。
　教育評価といったとき、学校における「児童生徒の学習状況等の評
価」と「教師の指導へのフィードバック情報としての評価」という観
点が必要である。
　前者は、教師が行う相対評価・絶対評価、学習者が行う自己評価・
相互評価など、また、学習過程における評価・学習の結果における評
価など、それぞれの評価方法によって、その意義、活用の仕方などを
通して、児童生徒の学習意欲を向上させなくてはならない。後者にし
ても、教育活動で重視される「ＰーＤーＣーＡ」サイクルによる評価
によって、よりきめ細かで、短期間での評価＝チェックを重視してい
る。そのことによって、教師の指導の改善を図っているのである。
　また、通知表、指導要録への記入についても、評価・評定にいたる
までには、そのための資料が、テスト・面接・レポート・諸記録など
が、教師に残されていなくてはならない。したがって、評価補助簿が
必要となる。
　更には、次期学習指導要領の目玉である「アクティブラーニング」
について、「活動」からの「習得」が重視されてくる。そこに生まれ
る「評価観」にも目をつけたい。そこでは、児童生徒一人ひとりに目
を向けた「観点別学習評価」も、一層重要になる。
　その「教育評価」について、学校現場での実践に基づいた経験、教
育委員会での指導実践などを通して得たものを、将来の教育を背負っ
て立つ諸君に語っておきたい。
　なお、私の教育現場体験や直近の教育情報の解説をするつもりでい
る。新聞・テレビなどの情報に敏感になってもらいたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教育評価について、その意味、種類、歴史について説明することがで
きる。(知識・理解)

評価を通知表や指導要録などに実際に記入する。(技能)

教育評価について、新聞などの情報から自分の考えをもつようにな
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

  授業中、大切なことはノートに記録すること
　常日頃から社会の出来事に関心を持ち、情報をもっておくこと

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

  
　定期試験の結果７０％と講義中に課すレポート３０％で評価する。
　グループ協議への積極的な参加状況や出席状況は、重要な判定資料
とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　
特に指定しません

　新小中学校学習指導要領解説　総則（文部科学省）
  講義中に配布する資料

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

  教師を志す「学生」としての姿勢と態度を持っていてほ
しい。
　毎日、新聞を読んで授業に臨んでほしい

◎－－－　授業計画　－－－◎

  １　オリエンテーション
  ２　教育評価とは何か　
  ３　教育評価の変遷
  ４　教育評価の成果と課題
  ５　指導と評価の一体化
  ６　学校における日常的な評価
  ７　通知表の評価
  ８　指導要録の評価
  ９　P-D-C-Aサイクルの評価
１０　平成２０年の「学習指導要領」の「評価観」
１１　新「指導要録」の「通知」
１２　新「指導要録」の「様式Ⅰ」
１３　新「指導要録」の「様式Ⅱ」
１４　諸テスト、資料からの「評価」
１５　まとめ



2019-1080000319-01教育評価論

橋爪　秀三

◎教育:A-2,B-2,C-2

1.教育評価について、その意味、種類、歴史について説明することができる。
　(A-2)

2.評価を通知表や指導要録などに実際に記入する。　(B-2)

3.教育評価について、新聞などの情報から自分の考えをもつようになる。　
(C-2)

◎　教育・臨床心理学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の知識を基礎として、人間の心や行
動、社会的事象を分析・説明することができる。
A-2　教育学と臨床心理学の理論を理解し、教育現場や臨床現場の諸相を
多角的に説明することができる。
A-3　多様な人々の生涯にわたるキャリア形成を支援するための知識を身
に付け、支援のあり方を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者の意見に傾聴し、自らの意見を明確に表現することを通して、
コミュニケーションを円滑に進めることができる。
B-2　教育現場や臨床現場を含めた地域社会・組織の課題を発見・同定
し、課題解決に向けたアイデアを提案することができる。
B-3　共生社会の実情について、学問的知識を使いながら、多様な立場か
ら批判的に考えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　「人」に興味を持ち、多様な人々の考えを柔軟に受け入れる態度を
有している。
C-2　教育現場や臨床現場における新たな課題にチャレンジするために、
新しい知識や技能を積極的に学ぶ姿勢をもっている。
C-3　共生社会の担い手として、主体的に社会に参画する意欲を有してい
る。



2019-1080000333-02教育方法論

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　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　６時限　　

大久保　正廣

◎－－－　概要　－－－◎

　教師は、子どものための教育目標を達成するために、その指
導をいかに組み立て、効果的に展開してゆくか工夫し実践して
いる。こうした教師の学校における実践的な指導は、一般的に
はこれまで学習指導と生徒指導としてそれぞれの理論と実践と
を積み上げてきた。本授業ではこうした学習指導と生徒指導の
基本的な理論や学習指導要領を踏まえつつ、現代の学校として
必要欠くべからざる教師としての基本的な教育方法の在り方に
ついて学ぶことを目的としている。いわゆる「荒れ」や「いじ
め」・規律指導の困難等が問題となるなか、新任教師の離職現
象さえもが顕在化し、こうした問題を乗り越える学校教育の新
たな在り方への模索が教員養成においても問われている。 さら
に新学習指導要領にみられる学習のキーワードは、「主体的・
対話的で深い学び」であり、これまでの授業の在り方への深い
反省を迫っている。これらの難題への解決の道は、今日強調さ
れている「組織」や「チーム」という実践的な言葉に表れてい
るように、学習指導のみの問題でもなく生徒指導のみの問題で
はない。
　内容は、学習指導要領や学習指導の原理と教育評価、情報機
器及び教材の活用、授業づくりと授業分析とりわけ、新学習指
導要領のキーワードである「主体的・対話的で深い学び」とア
クティブラーニングについての理解と実践が中核となってい
る。情報機器や教材も活用して、学習指導と生徒指導の両輪が
働く、規律ある「組織」・「チーム」としての学校実践の意義
をアクティブラーニングを取り入れた実践の中からより深く理
解させたい。
　中等教育における勤務経験を活かし、理論と実践の両面から
新時代における学校教育の在り方を探求する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教育課程と学習指導要領について基本的理解ができる。(知
識・理解)

学習指導の原理と、授業づくり、とりわけ新学指導要領のキー
ワードである「主体的・対話的で深い学び」について理解し、
アクティブラーニングにおいて実践的指導ができる。(技能)

アクティブラーニング等の言語活動においてコミュニケーショ
ンを円滑に進めることができる。(技能)

学習指導と生徒指導の両輪が協働する「組織」・「チーム」と
してのこれからの学校の在り方について理解し、実践できる。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

テキストや参考書をしっかり読む。特に心に残った事例につい
ては、発表時にその特長をおさえたい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価は、レポート発表や授業参加の姿勢が５割、定期試験
が５割とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

大久保正廣編集　『「荒れ克服」実践レポート 』　教育
開発研究所 2010　 価格（本体2300円＋税）ＩＳＢＮ
978-4-87380-562-7

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　定期試験は５割としており、レポート発表や受講姿勢が
評価の大きな要となる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：講義説明・教育方法の意義
第２回：教育課程の基本原理
第３回：学習指導要領①新学習指導要領の特徴
第４回：学習指導要領②学習指導要領の歴史的変遷
第５回：今日の学校教育の課題　――　特に「主体的・対
話的で深い学び」と、「荒れ」の未然防止・克服について
課題とする。その後グループ編成（5人一組）。
第６回：学習指導の原理と教育評価
第７回：授業づくりと授業分析　――「主体的・対話的で
深い学び」とアクティブラーニング
第８回：情報機器及び教材の活用
第９回： アクティブラーニング①　――　これより、5人
のグループでテキストをもとに「荒れ」の克服における
チーム学校としての取組に関する事例研究を行う。担当者
は週ごとに分担し、テキストの事例をもとに資料と50分の
指導略案を準備し提出する。資料をもとに内容を相互に理
解し、感想や意見、自分の体験などを話し合い、学習指
導・生徒指導の両輪による生きたチームによる学校教育実
践の実際を学ぶ。以下第13回まで同様である（この活動
は、次年度の教育実習も意識している）。　　　　　
第１０回： アクティブラーニング②
第１１回： アクティブラーニング③
第１２回： アクティブラーニング④
第１３回： アクティブラーニング⑤
第１４回： 学校における「主体的・対話的で深い学
び」、「組織」・「チーム」の意義と課題
第１５回：講義の総括　――　教育実践の今日的課題の整
理（情報モラル教育も含む）



2019-1080000333-02教育方法論

大久保　正廣

◎教育:A-2,B-1,B-2,C-2

1.教育課程と学習指導要領について基本的理解ができる。　(A-2)

2.学習指導の原理と、授業づくり、とりわけ新学指導要領のキーワードである
「主体的・対話的で深い学び」について理解し、アクティブラーニングにおい
て実践的指導ができる。　(B-2)

3.アクティブラーニング等の言語活動においてコミュニケーションを円滑に進
めることができる。　(B-1)

4.学習指導と生徒指導の両輪が協働する「組織」・「チーム」としてのこれか
らの学校の在り方について理解し、実践できる。　(C-2)

◎　教育・臨床心理学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の知識を基礎として、人間の心や行
動、社会的事象を分析・説明することができる。
A-2　教育学と臨床心理学の理論を理解し、教育現場や臨床現場の諸相を
多角的に説明することができる。
A-3　多様な人々の生涯にわたるキャリア形成を支援するための知識を身
に付け、支援のあり方を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者の意見に傾聴し、自らの意見を明確に表現することを通して、
コミュニケーションを円滑に進めることができる。
B-2　教育現場や臨床現場を含めた地域社会・組織の課題を発見・同定
し、課題解決に向けたアイデアを提案することができる。
B-3　共生社会の実情について、学問的知識を使いながら、多様な立場か
ら批判的に考えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　「人」に興味を持ち、多様な人々の考えを柔軟に受け入れる態度を
有している。
C-2　教育現場や臨床現場における新たな課題にチャレンジするために、
新しい知識や技能を積極的に学ぶ姿勢をもっている。
C-3　共生社会の担い手として、主体的に社会に参画する意欲を有してい
る。



2019-1080000333-05教育方法論

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・２時限　　試験時間割：2020/01/23　６時限　　

大久保　正廣

◎－－－　概要　－－－◎

　教師は、子どものための教育目標を達成するために、その指
導をいかに組み立て、効果的に展開してゆくか工夫し実践して
いる。こうした教師の学校における実践的な指導は、一般的に
はこれまで学習指導と生徒指導としてそれぞれの理論と実践と
を積み上げてきた。本授業ではこうした学習指導と生徒指導の
基本的な理論や学習指導要領を踏まえつつ、現代の学校として
必要欠くべからざる教師としての基本的な教育方法の在り方に
ついて学ぶことを目的としている。いわゆる「荒れ」や「いじ
め」・規律指導の困難等が問題となるなか、新任教師の離職現
象さえもが顕在化し、こうした問題を乗り越える学校教育の新
たな在り方への模索が教員養成においても問われている。 さら
に新学習指導要領にみられる学習のキーワードは、「主体的・
対話的で深い学び」であり、これまでの授業の在り方への深い
反省を迫っている。これらの難題への解決の道は、今日強調さ
れている「組織」や「チーム」という実践的な言葉に表れてい
るように、学習指導のみの問題でもなく生徒指導のみの問題で
はない。
　内容は、学習指導要領や学習指導の原理と教育評価、情報機
器及び教材の活用、授業づくりと授業分析とりわけ、新学習指
導要領のキーワードである「主体的・対話的で深い学び」とア
クティブラーニングについての理解と実践が中核となってい
る。情報機器や教材も活用して、学習指導と生徒指導の両輪が
働く、規律ある「組織」・「チーム」としての学校実践の意義
をアクティブラーニングを取り入れた実践の中からより深く理
解させたい。
　中等教育における勤務経験を活かし、理論と実践の両面から
新時代における学校教育の在り方を探求する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教育課程と学習指導要領について基本的理解ができる。(知
識・理解)

学習指導の原理と、授業づくり、とりわけ新学指導要領のキー
ワードである「主体的・対話的で深い学び」について理解し、
アクティブラーニングにおいて実践的指導ができる。(技能)

アクティブラーニング等の言語活動においてコミュニケーショ
ンを円滑に進めることができる。(技能)

学習指導と生徒指導の両輪が協働する「組織」・「チーム」と
してのこれからの学校の在り方について理解し、実践できる。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

テキストや参考書をしっかり読む。特に心に残った事例につい
ては、発表時にその特長をおさえたい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価は、レポート発表や授業参加の姿勢が５割、定期試験
が５割とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

大久保正廣編集　『「荒れ克服」実践レポート 』　教育
開発研究所 2010　 価格（本体2300円＋税）ＩＳＢＮ
978-4-87380-562-7

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　定期試験は５割としており、レポート発表や受講姿勢が
評価の大きな要となる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：講義説明・教育方法の意義
第２回：教育課程の基本原理
第３回：学習指導要領①新学習指導要領の特徴
第４回：学習指導要領②学習指導要領の歴史的変遷
第５回：今日の学校教育の課題　――　特に「主体的・対
話的で深い学び」と、「荒れ」の未然防止・克服について
課題とする。その後グループ編成（5人一組）。
第６回：学習指導の原理と教育評価
第７回：授業づくりと授業分析　――「主体的・対話的で
深い学び」とアクティブラーニング
第８回：情報機器及び教材の活用
第９回： アクティブラーニング①　――　これより、5人
のグループでテキストをもとに「荒れ」の克服における
チーム学校としての取組に関する事例研究を行う。担当者
は週ごとに分担し、テキストの事例をもとに資料と50分の
指導略案を準備し提出する。資料をもとに内容を相互に理
解し、感想や意見、自分の体験などを話し合い、学習指
導・生徒指導の両輪による生きたチームによる学校教育実
践の実際を学ぶ。以下第13回まで同様である（この活動
は、次年度の教育実習も意識している）。　　　　　
第１０回： アクティブラーニング②
第１１回： アクティブラーニング③
第１２回： アクティブラーニング④
第１３回： アクティブラーニング⑤
第１４回： 学校における「主体的・対話的で深い学
び」、「組織」・「チーム」の意義と課題
第１５回：講義の総括　――　教育実践の今日的課題の整
理（情報モラル教育も含む）



2019-1080000333-05教育方法論

大久保　正廣

◎教育:A-2,B-1,B-2,C-2

1.教育課程と学習指導要領について基本的理解ができる。　(A-2)

2.学習指導の原理と、授業づくり、とりわけ新学指導要領のキーワードである
「主体的・対話的で深い学び」について理解し、アクティブラーニングにおい
て実践的指導ができる。　(B-2)

3.アクティブラーニング等の言語活動においてコミュニケーションを円滑に進
めることができる。　(B-1)

4.学習指導と生徒指導の両輪が協働する「組織」・「チーム」としてのこれか
らの学校の在り方について理解し、実践できる。　(C-2)

◎　教育・臨床心理学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の知識を基礎として、人間の心や行
動、社会的事象を分析・説明することができる。
A-2　教育学と臨床心理学の理論を理解し、教育現場や臨床現場の諸相を
多角的に説明することができる。
A-3　多様な人々の生涯にわたるキャリア形成を支援するための知識を身
に付け、支援のあり方を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者の意見に傾聴し、自らの意見を明確に表現することを通して、
コミュニケーションを円滑に進めることができる。
B-2　教育現場や臨床現場を含めた地域社会・組織の課題を発見・同定
し、課題解決に向けたアイデアを提案することができる。
B-3　共生社会の実情について、学問的知識を使いながら、多様な立場か
ら批判的に考えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　「人」に興味を持ち、多様な人々の考えを柔軟に受け入れる態度を
有している。
C-2　教育現場や臨床現場における新たな課題にチャレンジするために、
新しい知識や技能を積極的に学ぶ姿勢をもっている。
C-3　共生社会の担い手として、主体的に社会に参画する意欲を有してい
る。



2019-1080000333-01教育方法論

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・３時限　　試験時間割：2019/07/29　６時限　　

大久保　正廣

◎－－－　概要　－－－◎

　教師は、子どものための教育目標を達成するために、その指
導をいかに組み立て、効果的に展開してゆくか工夫し実践して
いる。こうした教師の学校における実践的な指導は、一般的に
はこれまで学習指導と生徒指導としてそれぞれの理論と実践と
を積み上げてきた。本授業ではこうした学習指導と生徒指導の
基本的な理論や学習指導要領を踏まえつつ、現代の学校として
必要欠くべからざる教師としての基本的な教育方法の在り方に
ついて学ぶことを目的としている。いわゆる「荒れ」や「いじ
め」・規律指導の困難等が問題となるなか、新任教師の離職現
象さえもが顕在化し、こうした問題を乗り越える学校教育の新
たな在り方への模索が教員養成においても問われている。 さら
に新学習指導要領にみられる学習のキーワードは、「主体的・
対話的で深い学び」であり、これまでの授業の在り方への深い
反省を迫っている。これらの難題への解決の道は、今日強調さ
れている「組織」や「チーム」という実践的な言葉に表れてい
るように、学習指導のみの問題でもなく生徒指導のみの問題で
はない。
　内容は、学習指導要領や学習指導の原理と教育評価、情報機
器及び教材の活用、授業づくりと授業分析とりわけ、新学習指
導要領のキーワードである「主体的・対話的で深い学び」とア
クティブラーニングについての理解と実践が中核となってい
る。情報機器や教材も活用して、学習指導と生徒指導の両輪が
働く、規律ある「組織」・「チーム」としての学校実践の意義
をアクティブラーニングを取り入れた実践の中からより深く理
解させたい。
　中等教育における勤務経験を活かし、理論と実践の両面から
新時代における学校教育の在り方を探求する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教育課程と学習指導要領について基本的理解ができる。(知
識・理解)

学習指導の原理と、授業づくり、とりわけ新学指導要領のキー
ワードである「主体的・対話的で深い学び」について理解し、
アクティブラーニングにおいて実践的指導ができる。(技能)

アクティブラーニング等の言語活動においてコミュニケーショ
ンを円滑に進めることができる。(技能)

学習指導と生徒指導の両輪が協働する「組織」・「チーム」と
してのこれからの学校の在り方について理解し、実践できる。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

テキストや参考書をしっかり読む。特に心に残った事例につい
ては、発表時にその特長をおさえたい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価は、レポート発表や授業参加の姿勢が５割、定期試験
が５割とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

大久保正廣編集　『「荒れ克服」実践レポート 』　教育
開発研究所 2010　 価格（本体2300円＋税）ＩＳＢＮ
978-4-87380-562-7

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　定期試験は５割としており、レポート発表や受講姿勢が
評価の大きな要となる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：講義説明・教育方法の意義
第２回：教育課程の基本原理
第３回：学習指導要領①新学習指導要領の特徴
第４回：学習指導要領②学習指導要領の歴史的変遷
第５回：今日の学校教育の課題　――　特に「主体的・対
話的で深い学び」と、「荒れ」の未然防止・克服について
課題とする。その後グループ編成（5人一組）。
第６回：学習指導の原理と教育評価
第７回：授業づくりと授業分析　――「主体的・対話的で
深い学び」とアクティブラーニング
第８回：情報機器及び教材の活用
第９回： アクティブラーニング①　――　これより、5人
のグループでテキストをもとに「荒れ」の克服における
チーム学校としての取組に関する事例研究を行う。担当者
は週ごとに分担し、テキストの事例をもとに資料と50分の
指導略案を準備し提出する。資料をもとに内容を相互に理
解し、感想や意見、自分の体験などを話し合い、学習指
導・生徒指導の両輪による生きたチームによる学校教育実
践の実際を学ぶ。以下第13回まで同様である（この活動
は、次年度の教育実習も意識している）。　　　　　
第１０回： アクティブラーニング②
第１１回： アクティブラーニング③
第１２回： アクティブラーニング④
第１３回： アクティブラーニング⑤
第１４回： 学校における「主体的・対話的で深い学
び」、「組織」・「チーム」の意義と課題
第１５回：講義の総括　――　教育実践の今日的課題の整
理（情報モラル教育も含む）



2019-1080000333-01教育方法論

大久保　正廣

◎教育:A-2,B-1,B-2,C-2

1.教育課程と学習指導要領について基本的理解ができる。　(A-2)

2.学習指導の原理と、授業づくり、とりわけ新学指導要領のキーワードである
「主体的・対話的で深い学び」について理解し、アクティブラーニングにおい
て実践的指導ができる。　(B-2)

3.アクティブラーニング等の言語活動においてコミュニケーションを円滑に進
めることができる。　(B-1)

4.学習指導と生徒指導の両輪が協働する「組織」・「チーム」としてのこれか
らの学校の在り方について理解し、実践できる。　(C-2)

◎　教育・臨床心理学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の知識を基礎として、人間の心や行
動、社会的事象を分析・説明することができる。
A-2　教育学と臨床心理学の理論を理解し、教育現場や臨床現場の諸相を
多角的に説明することができる。
A-3　多様な人々の生涯にわたるキャリア形成を支援するための知識を身
に付け、支援のあり方を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者の意見に傾聴し、自らの意見を明確に表現することを通して、
コミュニケーションを円滑に進めることができる。
B-2　教育現場や臨床現場を含めた地域社会・組織の課題を発見・同定
し、課題解決に向けたアイデアを提案することができる。
B-3　共生社会の実情について、学問的知識を使いながら、多様な立場か
ら批判的に考えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　「人」に興味を持ち、多様な人々の考えを柔軟に受け入れる態度を
有している。
C-2　教育現場や臨床現場における新たな課題にチャレンジするために、
新しい知識や技能を積極的に学ぶ姿勢をもっている。
C-3　共生社会の担い手として、主体的に社会に参画する意欲を有してい
る。



2019-1080000253-01司法・犯罪心理学「18台以降」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・２時限　　試験時間割：2019/07/31　１時限　　

大上　渉

◎－－－　概要　－－－◎

　司法・犯罪心理学の分野では，法務省や家庭裁判所，警察な
どのさまざまな刑事司法機関において，多くの心理専門職が行
動科学に関連する業務に従事している。しかしながら，近年で
は，裁判員制度や取調べの可視化の導入や，犯罪者・非行少年
に対する実効性の高い更生・改善プログラムの実施とその結果
に対する客観的な効果測定，また客観性・再現性の高いポリグ
ラフ検査や犯罪者プロファイリングの実施などが求められてお
り，これまで以上に心理専門職の必要性に対する理解やその活
躍の場が広がりつつある。
  本講義では，警察の科学捜査研究において検査･鑑定等に従事
してきた，担当教員の経験を活かし，公認心理師資格を取得す
るために必要となる司法・犯罪心理学に関する事柄，すなわち
①犯罪・非行，犯罪被害及び家事事件，並びに②司法・犯罪分
野における問題に対して必要な心理に関する支援などについ
て，基本的な知識の習得と理解を目指すものである。
　なお，本講義で用いる講義資料は，福岡大学のMoodle上に
アップするので各自ダウンロード・印刷して，持参すること。

◎－－－　到達目標　－－－◎

犯罪・非行，犯罪被害及び家事事件についての基本的知識を習
得し，関連する事象について分析し，他者に説明することがで
きる。
(知識・理解)

司法・犯罪分野における問題に対して必要な心理に関する支援
について理解し，他者に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)　－－－◎

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，講義で解説した犯罪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。その際には，最大で10点加点する。
　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（最大で10点）とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に用いない。

◎－－－　参考書　－－－◎

 「非行臨床の理論と実践（村尾康弘著）」　ISBN
978-4760832538
「犯罪心理学事典」（日本犯罪心理学会 編)　ISBN
978-4621089552
「テキスト 司法犯罪心理学」（越智啓太･桐生正幸編著）
　ISBN 978-4762829758

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

※履修する際には以下の点に十分留意すること。
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。
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。

◎－－－　授業計画　－－－◎

① オリエンテーション
② 犯罪･非行の原因論1（社会的要因，環境的要因）
③ 犯罪･非行の原因論2（心理的要因）
④ 犯罪･非行の原因論3（生物学的要因，神経生理学的要
因）
⑤ DV・ストーカー（DV防止法，ストーカー規制法，DV
の3相，DV・ストーカーの類型等）
⑥ 殺人（一般的な殺人，バラバラ殺人，連続殺人，大量
殺人・拡大自殺等）
⑦ 刑事司法に関わる制度･法律･職種（刑事法，少年法 ，
刑事施設，家庭裁判所と少年審判，少年院と少年鑑別所，
警察，捜査本部，検察等）
⑧ 家事事件
⑨ 目撃者の証言
⑩ 取調べ・司法面接
⑪ ポリグラフ検査（嘘の検出，科捜研・科警研，鑑定，
個人情報と守秘義務）
⑫ 伝統的捜査手法と犯罪者プロファイリング
⑬ 犯罪・非行の矯正･更生，医療モデル（RNRモデル，セ
ントラルエイト）
⑭ 被害者支援と修復的司法
⑮ 講義の振り返り



2019-1080000253-01司法・犯罪心理学「18台以降」

大上　渉

◎教育:A-1

1.犯罪・非行，犯罪被害及び家事事件についての基本的知識を習得し，関連す
る事象について分析し，他者に説明することができる。
　(A-1)

2.司法・犯罪分野における問題に対して必要な心理に関する支援について理解
し，他者に説明することができる。
　(A-1)

◎　教育・臨床心理学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の知識を基礎として、人間の心や行
動、社会的事象を分析・説明することができる。
A-2　教育学と臨床心理学の理論を理解し、教育現場や臨床現場の諸相を
多角的に説明することができる。
A-3　多様な人々の生涯にわたるキャリア形成を支援するための知識を身
に付け、支援のあり方を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者の意見に傾聴し、自らの意見を明確に表現することを通して、
コミュニケーションを円滑に進めることができる。
B-2　教育現場や臨床現場を含めた地域社会・組織の課題を発見・同定
し、課題解決に向けたアイデアを提案することができる。
B-3　共生社会の実情について、学問的知識を使いながら、多様な立場か
ら批判的に考えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　「人」に興味を持ち、多様な人々の考えを柔軟に受け入れる態度を
有している。
C-2　教育現場や臨床現場における新たな課題にチャレンジするために、
新しい知識や技能を積極的に学ぶ姿勢をもっている。
C-3　共生社会の担い手として、主体的に社会に参画する意欲を有してい
る。



2019-1080000243-01集団の心理と援助

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　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　１時限　　

本山　智敬

◎－－－　概要　－－－◎

　我々は家族をはじめ、様々な集団とのかかわりを経験し、集
団体験によって楽しんだり救われたりすることもあれば、疲れ
たりひどく傷つくこともある。深刻化しているいじめも、当事
者だけの問題ではなく、いわば集団の病理である。我々の対人
関係や集団への意識および行動について、家族心理学や社会心
理学の知見から考えていく。
　また集団体験の一例として、担当教員が学校現場にて実践と
研究を行ってきたエンカウンター・グループを取り上げ、合わ
せて文献やDVDを通しても紹介する。
　また、実際にエンカウンター・グループの体験学習を行い、
その経験から自らの集団とのかかわりについて考えていく。こ
れまでの集団体験は、集団が掲げた共通目標に向けて、自分ら
しさを抑えて課題に取り組んでいくイメージが強いかもしれな
いが、エンカウンター・グループは集団でいながらも個人を大
切にする。集団に属しながら自分らしくいることは果たして可
能なのか。集団の維持と個の尊重は両立するのだろうか。その
点に関しても体験を通じて検討する。また、自殺率の低い地域
やオープンダイアローグの紹介を通して、エンカウンター・グ
ループと類似したエッセンスが国内外における地域の精神衛生
に寄与している現状について考える。

◎－－－　到達目標　－－－◎

対人関係並びに集団における人の意識及び行動についての心の
過程を説明できる。(技能)

グループワークを通して、自分なりに他者とコミュニケーショ
ンをとることができる。(技能)

エンカウンター・グループのエッセンスを理解し、社会の中で
それを活かす上での自分なりの意見を持つことができる。(態
度・志向性)

集団の中で個人を大切にする視点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)　－－－◎

学んだことに対し自分なりの意見が持てるように、配布資料等
を活用しつつ振り返りを行うこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

＜評価基準＞
理論等の「知的学習」、事例報告やDVDによる「事例検討」、
講義中の「体験学習」を通して、対人関係や集団に関する理論
や方法をこれからの社会にどう活かすかについて自分なりの意
見を述べることができるかを評価の基準とする。
＜評価方法＞
定期試験（70％）、課題レポート（20％）、授業への参加状況
（10％）によって総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しない

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業中に配布した資料をファイリングして整理しておくこ
と。
本講義では体験学習（グループ学習）を取り入れる。コ
ミュニケーションが得意である必要はないので、自分なり
のペースで参加し、体験から感じたことを各自大事にして
ほしい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション
2. 集団とは何か
3. 集団における心理①：社会心理学の知見から
4. 集団における心理②：家族心理学の知見から
5. 集団における心理③：臨床心理学の知見から
6. エンカウンター・グループの実践例：高等学校
7. エンカウンター・グループの実践例：専門学校
8. 個人アプローチとグループ・アプローチ
9. 集団の維持と個人の尊重
10. グループを活用した援助とは
11. グループ・アプローチ実習
12. 実習の振り返り
13. グループ・アプローチの実際：自殺希少地域
14. グループ・アプローチの実際：オープンダイアローグ
15. まとめ



2019-1080000243-01集団の心理と援助

本山　智敬

◎教育:B-1,B-2,C-1,C-3

1.対人関係並びに集団における人の意識及び行動についての心の過程を説明で
きる。　(B-2)

2.グループワークを通して、自分なりに他者とコミュニケーションをとること
ができる。　(B-1)

3.エンカウンター・グループのエッセンスを理解し、社会の中でそれを活かす
上での自分なりの意見を持つことができる。　(C-3)

4.集団の中で個人を大切にする視点を持つことができる。　(C-1)

◎　教育・臨床心理学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の知識を基礎として、人間の心や行
動、社会的事象を分析・説明することができる。
A-2　教育学と臨床心理学の理論を理解し、教育現場や臨床現場の諸相を
多角的に説明することができる。
A-3　多様な人々の生涯にわたるキャリア形成を支援するための知識を身
に付け、支援のあり方を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者の意見に傾聴し、自らの意見を明確に表現することを通して、
コミュニケーションを円滑に進めることができる。
B-2　教育現場や臨床現場を含めた地域社会・組織の課題を発見・同定
し、課題解決に向けたアイデアを提案することができる。
B-3　共生社会の実情について、学問的知識を使いながら、多様な立場か
ら批判的に考えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　「人」に興味を持ち、多様な人々の考えを柔軟に受け入れる態度を
有している。
C-2　教育現場や臨床現場における新たな課題にチャレンジするために、
新しい知識や技能を積極的に学ぶ姿勢をもっている。
C-3　共生社会の担い手として、主体的に社会に参画する意欲を有してい
る。



2019-1080000254-01心理学実験（振替科目：教育心理学実験実習Ⅰ「17台以前」）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：実習　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・４時限, ５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

坂本　憲治

◎－－－　概要　－－－◎

　心理学における基本的な実験を行う。具体的には、心理学実験
の特徴や実験計画法、研究倫理などの基本事項を抑えた上で、代
表的な主題に基づく実験・実習を行う。実験・実習のテーマは、
心理学における基本主題（学習・記憶・知覚）を中心に、教育・
臨床心理学科の特性に鑑みて、心理検査法、心理測定尺度の作成
に関する実習を行う。
　受講生は、与えられたテーマに沿って、授業内に、ペア／グ
ループで実験を行う。観察法や調査法などの心理学研究法も適宜
確認しながら、収集した質的データ／量的データを分析・解釈す
る。実験終了後は、得られた結果をもとに各自で実証型レポート
を作成し、期日までに提出する。
　なお、本講義は、臨床心理士としての実務経験を有する教員が
担当する科目である。心理学実験の内容は、いずれもカウンセリ
ング実践や心理検査におけるデータ収集や分析・解釈に通じる基
礎的事項を含んでいる。講義では、実験法の研究計画やデータ収
集の発想が心理臨床の実務にどのように関連しているかについて
も解説を加えていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

心理学実験を計画・立案することができる(知識・理解)

質的／量的データを適切に収集することができる(技能)

心理統計に関する知識を活用して、基礎的な量的データ分析を行
うことができる(技能)

実験から得られたデータを適切に整理・解釈し、実証型レポート
を作成することができる(技能)

教育現場や臨床現場の現象を独立変数・従属変数・剰余変数の視
点から捉え、問題を分析しようとする態度を有している(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　本科目は、相当量の予習・復習を必要とするものである。実験
後は毎回、実証型のレポートを作成しなければならない（120
分）。実験を振り返るだけでなく、関連するテーマやキーワード
について図書を読み、文献データベースで論文を調べるなど幅広
い学習が求められる（60分）。
　また、心理学研究法と心理学統計法の基礎的知識はレポート作
成の前提となる。平均値や標準偏差、分散、統計的検定などの学
習についても自主的に行うことが求められる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　成績評価は、心理学研究法・心理学統計法に関する理解度テス
ト（20％）、実験への取り組みおよびレポート提出（80％）によ
り総合的に評価する。
　
　＊実験実習では、授業中、意図的にセッティングされた実験状
況の中で「実験者」「実験参加者」の役割を体験することが中心
となる。その体験をふまえて実際にデータ分析を行うことから、
本科目における出席の意味合いは非常に大きい。このことから、
遅刻・欠席は大きな減点の対象となる。
＊レポート評価においては、心理学の実証型レポートの要件を満
たしていること（「問題・目的・方法・結果・考察」セクション
の完備）、実験から得られたデータを、図表や文章で適切に示
し、示されたデータに基づいて考察することを重視する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

木村冨雄（編）教養課程心理学研究会「教材心理学」（第4
版），ナカニシヤ出版，1990年，ISBN: 978-4888480123

＊本教材については、必ず、新品を購入すること。中古の場
合、器具破損や使用済み検査用紙が入っている等、実験でき
ない場合がある。
＊ヘリオス書店の店頭にて購入することをお勧めする。ヘリ
オス書店には、本年度の実験課題に必要な器具だけをピック
アップして発注しているため、通常価格よりも安く購入でき
る。

◎－－－　参考書　－－－◎

（１）アン・サール (著)、宮本聡介・渡辺真由美(翻訳)『心
理学研究法入門』(心理学エレメンタルズ)、新曜社、2005年
　ISBN 978-4788509436
（２）高野陽太郎・岡隆 (編集) 『心理学研究法 補訂版』
（有斐閣アルマ)、有斐閣、2017年　ISBN 978-4641220867
（３）板口典弘・山本健太郎（著）『心理学レポート・論文
の書き方：演習課題から卒論まで』、講談社、2017年　
ISBN 978-4061548091

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

（１）本科目は、2年次前期科目「心理学研究法」（17台以
前は「教育心理学研究法」）、2年次後期科目「心理学統計
法」（17台以前は「心理統計法」）の履修登録を前提とした
内容である。これらの科目で学習する、平均値、標準偏差、
分散などの予備知識なく、一定基準のレポートを完成させる
ことは困難である。知識・理解不足は自学自習で補うことが
求められる。
（２）本科目は、定期試験を実施しない「実習」科目であ
る。授業の開始時間に遅れないこと。原則として15回（30
回）すべての出席を求める。
（３）毎回、座席を指定する。各回の実験は、指定されたペ
ア／グループで行う。データ収集は原則として授業内で行う
が、実験の性質により授業外に知人（受講生以外）にお願い
してデータ収集する場合もある。
　初回授業では、上記に加えて成績評価・単位認定の基準に
ついても詳しく説明する。受講希望者は必ず参加すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回（１-２）心理学実験，心理統計の基礎
第2回（３-４）学習の実験（群内デザイン）
第3回（５-６）剰余変数の統制，研究倫理
第4回（７-８）学習の実験（群間デザイン）
第5回（９-10）実験の振り返り
第6回（11-12）実証型レポートの作法
第7回（13-14）知覚の実験
第8回（15-16）実験の振り返り
第9回（17-18） 認知の実験
第10回（19-20）記憶の実験
第11回（21-22）実験の振り返り
第12回（23-24）心理測定尺度（１）
第13回（25-26）心理測定尺度（２）
第14回（27-28）心理測定尺度（３）
第15回（29-30）まとめ

※ ２回分連続授業。
　 そのため半期30回、授業数は15である。



2019-1080000254-01心理学実験（振替科目：教育心理学実験実習Ⅰ「17台以前」）

坂本　憲治

◎教育:A-2,B-2,C-2

1.心理学実験を計画・立案することができる　(A-2)

2.質的／量的データを適切に収集することができる　(B-2)

3.心理統計に関する知識を活用して、基礎的な量的データ分析を行うことがで
きる　(B-2)

4.実験から得られたデータを適切に整理・解釈し、実証型レポートを作成する
ことができる　(B-2)

5.教育現場や臨床現場の現象を独立変数・従属変数・剰余変数の視点から捉
え、問題を分析しようとする態度を有している　(C-2)

◎　教育・臨床心理学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の知識を基礎として、人間の心や行
動、社会的事象を分析・説明することができる。
A-2　教育学と臨床心理学の理論を理解し、教育現場や臨床現場の諸相を
多角的に説明することができる。
A-3　多様な人々の生涯にわたるキャリア形成を支援するための知識を身
に付け、支援のあり方を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者の意見に傾聴し、自らの意見を明確に表現することを通して、
コミュニケーションを円滑に進めることができる。
B-2　教育現場や臨床現場を含めた地域社会・組織の課題を発見・同定
し、課題解決に向けたアイデアを提案することができる。
B-3　共生社会の実情について、学問的知識を使いながら、多様な立場か
ら批判的に考えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　「人」に興味を持ち、多様な人々の考えを柔軟に受け入れる態度を
有している。
C-2　教育現場や臨床現場における新たな課題にチャレンジするために、
新しい知識や技能を積極的に学ぶ姿勢をもっている。
C-3　共生社会の担い手として、主体的に社会に参画する意欲を有してい
る。



2019-1080000320-02人権教育

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・５時限　　試験時間割：2020/01/23　４時限　　

野口　徹

◎－－－　概要　－－－◎

　「人権」は日本国憲法で保障されている、「人間が人間らし
く生きるための権利」です。生涯にわたってその権利が保障さ
れ、また他人の人権を侵さないという大前提は、学校教育のみ
ではなく、生涯を通じて行うべきものです。学校教育において
は、教師自身が人権感覚を豊かにし、正しい知識を身につけ、
児童生徒に伝達していくことが大事です。同和教育が人権教育
へと再構築され、同和教育の重要性が忘れられつつある中で、
同和教育を柱とした人権教育を正しく理解し､「人間らしく生
きる」「他人の人権を侵さない」ということを実践していくこ
とは大切なことです。
　また、今なお残る部落差別の歴史や実態とそれに立ち向かう
人々の活動を学習するとともに、幼児への虐待、高齢者への偏
見、障害者差別など、様々な差別の実態とその対応を学習して
いく必要があります。
　さらに、近年、「いじめ」や「体罰」が大きな社会問題と
なっており、「いじめ」や「体罰」は教師にとっていつでも起
こり得る危険性をはらんでいます。そのほか、学校現場でも起
こりうる人権侵害にも視点を当てながら、どうしたら子どもを
大切にした教育ができるかを考えていきます。
　同和地区関係校や教育委員会での人権教育担当経験を基に、
学校や社会における差別の実態や人権教育の在り方について具
体的に学習していきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　学校や社会における差別の実態や、人権教育の在り方につい
て正しく理解し、人権感覚あふれた学級経営と、「人に優し
い」児童生徒を育成することができるための知識や心構えを身
に付けることができる。(知識・理解)

　学校や社会における各種の差別や体罰、いじめ等に対して、
正しい知識を基に適切に対応し、解消に向かわせることができ
る。(技能)

 「人」に興味を持ち、児童生徒や保護者、地域の人々の考えを
柔軟に受け入れる態度を有している。(態度・志向性)

　共生社会の担い手として、主体的に学校経営に参画するとと
もに、児童生徒に正しい知識を伝達し、豊かな人権感覚を育て
ることができる。　(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　差別や虐待など、新聞やニュースなどで日常的に起こってい
る人権侵害、特に「いじめ」や「体罰」について新聞などの情
報を集めておく。また、ユニバーサルデザインについて関心を
もち、日常、身の周りにはどんなユニバーサルデザインがある
かについて把握しておく。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　到達目標を基準として、定期試験（６０％）と授業に臨む態
度や振り返りシートの記載状況等（４０％）による。欠席は減
点の対象となる。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特になし

◎－－－　参考書　－－－◎

　適宜、資料等を配布します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　　オリエンテーション
２　　基本的人権について
　　　　日本国憲法における基本的人権　
３　　人権教育と学校教育活動①
　　　　学校における人権教育の必要性
４　　人権教育と学校教育活動②
　　　　偏見について考える　
５　　偏見に基づく人種差別の及ぼす影響
６　　学校内で起こりやすい人権侵害
７　　「いじめ」と人権侵害
８　　「体罰」と人権教育
９　　ユニバーサルデザイン①　　　
　　　　ユニバーサルデザインにつて理解する
10　　ユニバーサルデザイン②　　
　　　　ユニバーサルデザインについて調べる
11　　ユニバーサルデザイン③
　　　　発表・報告　　
12　　学校における同和教育①
　　　　同和教育の歴史
13　　学校における同和教育②
　　　　同和教育の進め方
14　　学校や職場における人権教育
15　　様々な差別問題を考える（まとめ）



2019-1080000320-02人権教育

野口　徹

◎教育:A-2,B-2,C-1,C-3

1.　学校や社会における差別の実態や、人権教育の在り方について正しく理解
し、人権感覚あふれた学級経営と、「人に優しい」児童生徒を育成することが
できるための知識や心構えを身に付けることができる。　(A-2)

2.　学校や社会における各種の差別や体罰、いじめ等に対して、正しい知識を
基に適切に対応し、解消に向かわせることができる。　(B-2)

3. 「人」に興味を持ち、児童生徒や保護者、地域の人々の考えを柔軟に受け入
れる態度を有している。　(C-1)

4.　共生社会の担い手として、主体的に学校経営に参画するとともに、児童生
徒に正しい知識を伝達し、豊かな人権感覚を育てることができる。　　(C-3)

◎　教育・臨床心理学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の知識を基礎として、人間の心や行
動、社会的事象を分析・説明することができる。
A-2　教育学と臨床心理学の理論を理解し、教育現場や臨床現場の諸相を
多角的に説明することができる。
A-3　多様な人々の生涯にわたるキャリア形成を支援するための知識を身
に付け、支援のあり方を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者の意見に傾聴し、自らの意見を明確に表現することを通して、
コミュニケーションを円滑に進めることができる。
B-2　教育現場や臨床現場を含めた地域社会・組織の課題を発見・同定
し、課題解決に向けたアイデアを提案することができる。
B-3　共生社会の実情について、学問的知識を使いながら、多様な立場か
ら批判的に考えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　「人」に興味を持ち、多様な人々の考えを柔軟に受け入れる態度を
有している。
C-2　教育現場や臨床現場における新たな課題にチャレンジするために、
新しい知識や技能を積極的に学ぶ姿勢をもっている。
C-3　共生社会の担い手として、主体的に社会に参画する意欲を有してい
る。



2019-1080000320-01人権教育

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・５時限　　試験時間割：2019/07/29　４時限　　

野口　徹

◎－－－　概要　－－－◎

　「人権」は日本国憲法で保障されている、「人間が人間らし
く生きるための権利」です。生涯にわたってその権利が保障さ
れ、また他人の人権を侵さないという大前提は、学校教育のみ
ではなく、生涯を通じて行うべきものです。学校教育において
は、教師自身が人権感覚を豊かにし、正しい知識を身につけ、
児童生徒に伝達していくことが大事です。同和教育が人権教育
へと再構築され、同和教育の重要性が忘れられつつある中で、
同和教育を柱とした人権教育を正しく理解し､「人間らしく生
きる」「他人の人権を侵さない」ということを実践していくこ
とは大切なことです。
　また、今なお残る部落差別の歴史や実態とそれに立ち向かう
人々の活動を学習するとともに、幼児への虐待、高齢者への偏
見、障害者差別など、様々な差別の実態とその対応を学習して
いく必要があります。
　さらに、近年、「いじめ」や「体罰」が大きな社会問題と
なっており、「いじめ」や「体罰」は教師にとっていつでも起
こり得る危険性をはらんでいます。そのほか、学校現場でも起
こりうる人権侵害にも視点を当てながら、どうしたら子どもを
大切にした教育ができるかを考えていきます。
　同和地区関係校勤務や教育委員会での人権教育担当経験を基
に、学校や社会における差別の実態や人権教育の在り方につい
て具体的に学習していきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　学校や社会における差別の実態や、人権教育の在り方につい
て正しく理解し、人権感覚あふれた学級経営と、「人に優し
い」児童生徒を育成することができるための知識や心構えを身
に付けることができる。(知識・理解)

　学校や社会における各種の差別や体罰、いじめ等に対して、
正しい知識を基に適切に対応し、解消に向かわせることができ
る。(技能)

 「人」に興味を持ち、児童生徒や保護者、地域の人々の考えを
柔軟に受け入れる態度を有している。(態度・志向性)

　共生社会の担い手として、主体的に学校経営に参画するとと
もに、児童生徒に正しい知識を伝達し、豊かな人権感覚を育て
ることができる。　(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　差別や虐待など、新聞やニュースなどで日常的に起こってい
る人権侵害、特に「いじめ」や「体罰」について新聞などの情
報を集めておく。また、ユニバーサルデザインについて関心を
もち、日常、身の周りにはどんなユニバーサルデザインがある
かについて把握しておく。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　到達目標を基準として、定期試験（６０％）と授業に臨む態
度や振り返りシートの記載状況等（４０％）による。欠席は減
点の対象となる。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特になし

◎－－－　参考書　－－－◎

　適宜、資料等を配布します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　　オリエンテーション
２　　基本的人権について
　　　　日本国憲法における基本的人権　
３　　人権教育と学校教育活動①
　　　　学校における人権教育の必要性
４　　人権教育と学校教育活動②
　　　　偏見について考える　
５　　偏見に基づく人種差別の及ぼす影響
６　　学校内で起こりやすい人権侵害
７　　「いじめ」と人権侵害
８　　「体罰」と人権教育
９　　ユニバーサルデザイン①　　　
　　　　ユニバーサルデザインにつて理解する
10　　ユニバーサルデザイン②　　
　　　　ユニバーサルデザインについて調べる
11　　ユニバーサルデザイン③
　　　　発表・報告　　
12　　学校における同和教育①
　　　　同和教育の歴史
13　　学校における同和教育②
　　　　同和教育の進め方
14　　学校や職場における人権教育
15　　様々な差別問題を考える（まとめ）



2019-1080000320-01人権教育

野口　徹

◎教育:A-2,B-2,C-1,C-3

1.　学校や社会における差別の実態や、人権教育の在り方について正しく理解
し、人権感覚あふれた学級経営と、「人に優しい」児童生徒を育成することが
できるための知識や心構えを身に付けることができる。　(A-2)

2.　学校や社会における各種の差別や体罰、いじめ等に対して、正しい知識を
基に適切に対応し、解消に向かわせることができる。　(B-2)

3. 「人」に興味を持ち、児童生徒や保護者、地域の人々の考えを柔軟に受け入
れる態度を有している。　(C-1)

4.　共生社会の担い手として、主体的に学校経営に参画するとともに、児童生
徒に正しい知識を伝達し、豊かな人権感覚を育てることができる。　　(C-3)

◎　教育・臨床心理学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の知識を基礎として、人間の心や行
動、社会的事象を分析・説明することができる。
A-2　教育学と臨床心理学の理論を理解し、教育現場や臨床現場の諸相を
多角的に説明することができる。
A-3　多様な人々の生涯にわたるキャリア形成を支援するための知識を身
に付け、支援のあり方を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者の意見に傾聴し、自らの意見を明確に表現することを通して、
コミュニケーションを円滑に進めることができる。
B-2　教育現場や臨床現場を含めた地域社会・組織の課題を発見・同定
し、課題解決に向けたアイデアを提案することができる。
B-3　共生社会の実情について、学問的知識を使いながら、多様な立場か
ら批判的に考えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　「人」に興味を持ち、多様な人々の考えを柔軟に受け入れる態度を
有している。
C-2　教育現場や臨床現場における新たな課題にチャレンジするために、
新しい知識や技能を積極的に学ぶ姿勢をもっている。
C-3　共生社会の担い手として、主体的に社会に参画する意欲を有してい
る。



2019-1080000334-04生徒指導論（進路指導を含む。）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　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　５時限　　

本山　智敬

◎－－－　概要　－－－◎

　本授業では、担当教員が高等学校や大学学生相談にて実践と
研究を行ってきた経験を紹介しつつ、生徒指導に関する理論や
方法を学ぶと共に、進路指導及びキャリア教育の原理や基本的
考え方を理解することを目的としている。
　生徒指導では、児童及び生徒が抱える生徒指導上の課題に加
え、それらに対応するための学内外の連携、指導体制について
学ぶ。また、個別の課題に向き合うだけでなく、学習指導と並
ぶ重要な教育活動として、教育課程における生徒指導の位置づ
けが理解できるようになることを目指す。
　進路指導及びキャリア教育では、その具体的方法を学びつ
つ、これらが進路選択やその計画への支援であると同時に、長
期的な視点に立った児童及び生徒の人間形成を目指す教育活動
であることを踏まえ、その意義や在り方への理解を深める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

生徒指導の意義と原理、学校における生徒指導の在り方を説明
できる。(技能)

学校現場における生徒指導上の諸問題を理解し、その対応方法
について考えることができる。(態度・志向性)

キャリア発達の理論を理解し、キャリア教育及び進路指導の方
法を説明できる。(知識・理解)

生徒指導における集団指導について、その意義と具体的方法を
理解している。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業で配布する資料を改めて理解した上で、授業終了時に示し
た課題レポートを作成すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

＜評価基準＞
定期試験、課題レポート共に、生徒指導の意義や原理、児童及
び生徒が抱える諸問題の現状と対応について自分なりの意見を
踏まえて論じることができるかを評価基準とする。
＜評価方法＞
定期試験（60％）の他、課題レポート（20％）や授業への参加
態度（20％）を含め総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

指定しない

◎－－－　参考書　－－－◎

生徒指導提要　ISBN 978-4-87730-274-0

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義だけでなく、学生同士のディスカッションやグループ
ワークを実施することがある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：生徒指導の意義と課題
第２回：生徒指導の進め方と体制作り
第３回：非行の理解と対応
第４回：いじめの理解と対応
第５回：不登校の理解と対応
第６回：その他、今日的な課題への対応
第７回：生徒指導と健康教育
第８回：個別指導の具体的方法
第９回：集団指導の具体的方法
第１０回：進路指導及びキャリア教育の意義と課題
第１１回：キャリア教育の視点と指導体制
第１２回：全体指導を通じて行うキャリア教育の実際
第１３回：個別指導としての進路指導及びキャリア・カウ
ンセリングの基本的考え方
第１４回：個別指導としての進路指導及びキャリア・カウ
ンセリングの実践方法
第１５回：まとめ



2019-1080000334-04生徒指導論（進路指導を含む。）

本山　智敬

◎教育:A-3,B-2,C-1,C-2

1.生徒指導の意義と原理、学校における生徒指導の在り方を説明できる。　
(B-2)

2.学校現場における生徒指導上の諸問題を理解し、その対応方法について考え
ることができる。　(C-2)

3.キャリア発達の理論を理解し、キャリア教育及び進路指導の方法を説明でき
る。　(A-3)

4.生徒指導における集団指導について、その意義と具体的方法を理解してい
る。　(C-1)

◎　教育・臨床心理学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の知識を基礎として、人間の心や行
動、社会的事象を分析・説明することができる。
A-2　教育学と臨床心理学の理論を理解し、教育現場や臨床現場の諸相を
多角的に説明することができる。
A-3　多様な人々の生涯にわたるキャリア形成を支援するための知識を身
に付け、支援のあり方を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者の意見に傾聴し、自らの意見を明確に表現することを通して、
コミュニケーションを円滑に進めることができる。
B-2　教育現場や臨床現場を含めた地域社会・組織の課題を発見・同定
し、課題解決に向けたアイデアを提案することができる。
B-3　共生社会の実情について、学問的知識を使いながら、多様な立場か
ら批判的に考えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　「人」に興味を持ち、多様な人々の考えを柔軟に受け入れる態度を
有している。
C-2　教育現場や臨床現場における新たな課題にチャレンジするために、
新しい知識や技能を積極的に学ぶ姿勢をもっている。
C-3　共生社会の担い手として、主体的に社会に参画する意欲を有してい
る。



2019-1080000332-05特別活動論

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・４時限　　試験時間割：2020/01/22　５時限　　

大久保　正廣

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では特別活動の基本的な理念や内容を理解し、学校教
育における実践に向けての基礎を学ぶことを目的とする。　
　学校における生徒指導を仮に積極的な指導と消極的な指導に
分けるとすれば、特別活動は前者にあたる面が大きく、その理
念と内容を理解することが将来の実践に向けての基礎となる。
しかし実践の場においては、消極的な指導に関する問題も大き
な位置を占めざるをえない。したがってここでは、そうした面
では典型的ともいえる校内暴力、学級崩壊、いじめ、不登校へ
の対応といった現代的な学校問題と特別活動との接点を見つ
め、より実践的な今日における特別活動のあり方を探ってゆ
く。
　また従来の学校内の実践者組織に加えて、スクールカウンセ
ラーなどの導入は図られてはいるが、少なくともまだ今日の実
践者組織においては特に学級担任の占める位置が大きく、特別
活動に関する場合も同様である。学級担任における特別活動の
実践を中心にしながら、進路指導や校則指導といった極めて現
場的な視点にも触れつつ、特別活動の各領域における今日の実
践のあり方についても考える。
　中等教育における勤務経験を活かし、理論と実践の両面から
新時代における学校教育の在り方を探求する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

特別活動と総合的な学習の時間の内容と意義について理解し、
それに関わる生徒指導や学習指導の基本的なあり方や留意点、
評価の在り方について説明できる。(知識・理解)

教育現場の新たな課題に対応して特別活動を活用する意欲や態
度、柔軟な姿勢を持っている。(技能)

特別活動と総合的な学習の時間において、その目標に応じたア
クティブラーニング等の言語活動を取り入れる技能と姿勢を
持っている。(態度・志向性)

特にアクティブラーニング等の言語活動において、多様な人々
の考えを柔軟に受け入れる態度を有している。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　参考書をしっかり読む。特別活動については、自分の体験を
もとにさらなる具体的な実践の工夫を期待したい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　特別活動と総合的な学習の時間の内容と意義について理解
し、それに関わる生徒指導や学習指導の基本的なあり方につい
て説明できるようになるため、発表やレポート（意見・感想・
アンケートなど）など授業参加の姿勢を３割、定期試験を７割
を原則として総合的に判断する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

「荒れ克服」実践レポート　ISBN 978-4-87380-562-7
荒れない学級・学校づくりの処方せん　ISBN
4-7619-0615-4

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業計画はその大まかな流れを示しているが、進度に応
じて適宜変更がある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　講義説明、診断アンケート
２　特別活動の意義
　　＊「生きる力」と「自己教育力」を高めるというこ
　　とについて
３　特別活動の歴史的変遷
　　＊教科外活動と特別活動の歴史的な変遷
４　教科と特別活動
５　道徳と特別活動
　　＊「心の教育」に関する様々な見方考え方と特
　　別活動
６　特別活動と生徒指導①
　　＊学級崩壊・校内暴力
７　特別活動と生徒指導②
　　＊いじめ・不登校
８　特別活動と進路指導
　　＊今日の問題点を探る
９　特別活動と総合的な学習
10　学級活動
　　＊集団の協力と規律
11　児童会、生徒会活動
　　＊自治的な活動とは
12　クラブ活動・部活動
　　＊今日におけるありかた
13　学校行事
　　＊参加のありかた
14　抱え込み指導の問題点
15　まとめ



2019-1080000332-05特別活動論

大久保　正廣

◎教育:A-2,B-1,C-1,C-2

1.特別活動と総合的な学習の時間の内容と意義について理解し、それに関わる
生徒指導や学習指導の基本的なあり方や留意点、評価の在り方について説明で
きる。　(A-2)

2.教育現場の新たな課題に対応して特別活動を活用する意欲や態度、柔軟な姿
勢を持っている。　(B-1)

3.特別活動と総合的な学習の時間において、その目標に応じたアクティブラー
ニング等の言語活動を取り入れる技能と姿勢を持っている。　(C-2)

4.特にアクティブラーニング等の言語活動において、多様な人々の考えを柔軟
に受け入れる態度を有している。　(C-1)

◎　教育・臨床心理学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の知識を基礎として、人間の心や行
動、社会的事象を分析・説明することができる。
A-2　教育学と臨床心理学の理論を理解し、教育現場や臨床現場の諸相を
多角的に説明することができる。
A-3　多様な人々の生涯にわたるキャリア形成を支援するための知識を身
に付け、支援のあり方を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者の意見に傾聴し、自らの意見を明確に表現することを通して、
コミュニケーションを円滑に進めることができる。
B-2　教育現場や臨床現場を含めた地域社会・組織の課題を発見・同定
し、課題解決に向けたアイデアを提案することができる。
B-3　共生社会の実情について、学問的知識を使いながら、多様な立場か
ら批判的に考えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　「人」に興味を持ち、多様な人々の考えを柔軟に受け入れる態度を
有している。
C-2　教育現場や臨床現場における新たな課題にチャレンジするために、
新しい知識や技能を積極的に学ぶ姿勢をもっている。
C-3　共生社会の担い手として、主体的に社会に参画する意欲を有してい
る。



2019-1080000332-04特別活動論

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・４時限　　試験時間割：2020/01/22　５時限　　

菊池　裕次

◎－－－　概要　－－－◎

　近年、情報化やグローバル化といった社会的変化が、人間の予測を超
えて進展している。この予測困難な時代に、未知の課題に対して、自ら
考え、主体的に判断し行動する力が求められている。このような社会に
おける人間としての生き方などについて、子どもたちが集団活動や体験
活動を通して学ぶ重要な場や機会となるのが学級活動、生徒会活動、学
校行事などの特別活動である。また，総合的な学習の時間では「探究的
な見方・考え方」を働かせ，総合的・横断的な学習を行うことを通し
て，よりよく課題を解決し，自己の生き方を考えていくための資質・能
力を育むことを目指している。
　これまで、日本の学校教育において、特別活動は教科教育とともに将
来の社会人としての資質・能力の育成に大きな役割を果たしてきた。こ
れからは、「人間関係形成」「社会参画」「自己実現」という３つの視
点や「チームとしての学校」の視点を持つとともに，異年齢集団との交
流や，地域住民との連携などを通して，課題発見・解決の能力を育成し
ていくという特別活動の役割は、ますます大きくなっていく。また、特
別活動は、特別の教科道徳における問題解決的な学習や体験的な学習と
相まって道徳的実践の場となるものであるとともに，いじめの未然防止
などにつながるものである。
　総合的な学習の時間では，各教科等の「見方・考え方」を総合的に働
かせし、広範かつ複雑な事象を多様な角度から俯瞰して捉え、実社会や
実生活の複雑な文脈の中で物事を考えたり、自分自身の在り方生き方と
関連付けて内省的に考えたりすることが学習過程の特徴である。
  そこで、特別活動及び総合的な学習の時間の目標、教育的意義、内容
及び学校教育全般との関連を十分に理解し、教育実践の基礎とすること
は、将来教職に就くことを目指している者にとって、非常に重要なこと
である。
　本講義では、中学教員，校長，教育委員会指導主事等の経験を生か
し，現在の子どもたちの実態をふまえた特別活動及び総合的な学習の時
間の在り方や指導法を追究するとともに、グループごとに模擬指導を行
いその評価を行うことを通して教員としての資質・能力や実践的指導力
を養う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

学習指導要領における特別活動及び総合的な学習の時間の目標や内容に
ついて理解し的確に説明できる。(知識・理解)

教育課程における特別活動及び総合的な学習の時間の位置付けと各教科
等との関連を理解している。(知識・理解)

合意形成に向けた話合い活動や集団活動の意義や指導の在り方を例示で
きる。(技能)

適切な課題を設定し班毎に模擬指導を行い、互いに評価することを通し
て実践的指導力を身に付けようとする。(態度・志向性)

特別活動及び総合的な学習の時間の取組の評価・改善の重要性を理解
し，積極的に工夫改善を行う。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業計画に従い、学習指導要領解説を熟読しておくこと。
　日常的に教育関連の記事などを収集しておくこと。
　特別活動及び総合的な学習の時間の課題に関する論述のためのデータ
を収集すること。
　グループごとに模擬指導の指導案や資料づくり，リハーサルを行うこ
と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

○成績評価基準
　上記５つの到達目標の達成度に応じた評価を基本とする。

○成績評価方法
　定期試験の成績、論述、模擬指導の実施状況，意見発表や出席状況等
により、総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

中学校学習指導要領(平成29年3年）
中学校学習指導要領解説特別活動編（平成29年7月）
中学校学習指導要領解説総合的な学習の時間編　

◎－－－　参考書　－－－◎

講義で適宜資料等を配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　教育は日本の将来を担う人材を育成するもの。教師にな
るのだという情熱を持って、積極的に取り組んでほしい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１オリエンテーション
２特別活動の意義と目標
３特別活動の変遷
４学級経営と学級活動
５学級活動の指導法（模擬指導）
６生徒会活動の意義と課題
７生徒会活動の指導法（模擬指導）
８学校行事の意義と課題
９学校行事の指導法（模擬指導）
10総合的な学習の時間の意義と系譜（模擬指導）
11総合的な学習の時間の指導法（模擬授業）
12特別活動とキャリア教育（模擬指導）
13特別活動と生徒指導・いじめ問題（模擬指導）
14特別活動と評価
15まとめ



2019-1080000332-04特別活動論

菊池　裕次

◎教育:A-2,B-1,C-1,C-2

1.学習指導要領における特別活動及び総合的な学習の時間の目標や内容につい
て理解し的確に説明できる。　(A-2)

2.教育課程における特別活動及び総合的な学習の時間の位置付けと各教科等と
の関連を理解している。　(A-2)

3.合意形成に向けた話合い活動や集団活動の意義や指導の在り方を例示でき
る。　(B-1)

4.適切な課題を設定し班毎に模擬指導を行い、互いに評価することを通して実
践的指導力を身に付けようとする。　(C-1)

5.特別活動及び総合的な学習の時間の取組の評価・改善の重要性を理解し，積
極的に工夫改善を行う。　(C-2)

◎　教育・臨床心理学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の知識を基礎として、人間の心や行
動、社会的事象を分析・説明することができる。
A-2　教育学と臨床心理学の理論を理解し、教育現場や臨床現場の諸相を
多角的に説明することができる。
A-3　多様な人々の生涯にわたるキャリア形成を支援するための知識を身
に付け、支援のあり方を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者の意見に傾聴し、自らの意見を明確に表現することを通して、
コミュニケーションを円滑に進めることができる。
B-2　教育現場や臨床現場を含めた地域社会・組織の課題を発見・同定
し、課題解決に向けたアイデアを提案することができる。
B-3　共生社会の実情について、学問的知識を使いながら、多様な立場か
ら批判的に考えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　「人」に興味を持ち、多様な人々の考えを柔軟に受け入れる態度を
有している。
C-2　教育現場や臨床現場における新たな課題にチャレンジするために、
新しい知識や技能を積極的に学ぶ姿勢をもっている。
C-3　共生社会の担い手として、主体的に社会に参画する意欲を有してい
る。



2019-1080000332-03特別活動論

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・５時限　　試験時間割：2019/07/27　５時限　　

菊池　裕次

◎－－－　概要　－－－◎

　近年、情報化やグローバル化といった社会的変化が、人間の予測を超
えて進展している。この予測困難な時代に、未知の課題に対して、自ら
考え、主体的に判断し行動する力が求められている。このような社会に
おける人間としての生き方などについて、子どもたちが集団活動や体験
活動を通して学ぶ重要な場や機会となるのが学級活動、生徒会活動、学
校行事などの特別活動である。また，総合的な学習の時間では「探究的
な見方・考え方」を働かせ，総合的・横断的な学習を行うことを通し
て，よりよく課題を解決し，自己の生き方を考えていくための資質・能
力を育むことを目指している。
　これまで、日本の学校教育において、特別活動は教科教育とともに将
来の社会人としての資質・能力の育成に大きな役割を果たしてきた。こ
れからは、「人間関係形成」「社会参画」「自己実現」という３つの視
点や「チームとしての学校」の視点を持つとともに，異年齢集団との交
流や，地域住民との連携などを通して，課題発見・解決の能力を育成し
ていくという特別活動の役割は、ますます大きくなっていく。また、特
別活動は、特別の教科道徳における問題解決的な学習や体験的な学習と
相まって道徳的実践の場となるものであるとともに，いじめの未然防止
などにつながるものである。
　総合的な学習の時間では，各教科等の「見方・考え方」を総合的に働
かせし、広範かつ複雑な事象を多様な角度から俯瞰して捉え、実社会や
実生活の複雑な文脈の中で物事を考えたり、自分自身の在り方生き方と
関連付けて内省的に考えたりすることが学習過程の特徴である。
  そこで、特別活動及び総合的な学習の時間の目標、教育的意義、内容
及び学校教育全般との関連を十分に理解し、教育実践の基礎とすること
は、将来教職に就くことを目指している者にとって、非常に重要なこと
である。
　本講義では、中学教員，校長，教育委員会指導主事等の経験を生か
し，現在の子どもたちの実態をふまえた特別活動及び総合的な学習の時
間の在り方や指導法を追究するとともに、グループごとに模擬指導を行
いその評価を行うことを通して教員としての資質・能力や実践的指導力
を養う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

学習指導要領における特別活動及び総合的な学習の時間の目標や内容に
ついて理解し的確に説明できる。(知識・理解)

教育課程における特別活動及び総合的な学習の時間の位置付けと各教科
等との関連を理解している。(知識・理解)

合意形成に向けた話合い活動や集団活動の意義や指導の在り方を例示で
きる。(技能)

適切な課題を設定し班毎に模擬指導を行い、互いに評価することを通し
て実践的指導力を身に付けようとする。(態度・志向性)

特別活動及び総合的な学習の時間の取組の評価・改善の重要性を理解
し，積極的に工夫改善を行う。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業計画に従い、学習指導要領解説を熟読しておくこと。
　日常的に教育関連の記事などを収集しておくこと。
　特別活動及び総合的な学習の時間の課題に関する論述のためのデータ
を収集すること。
　グループごとに模擬指導の指導案や資料づくり，リハーサルを行うこ
と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

○成績評価基準
　上記５つの到達目標の達成度に応じた評価を基本とする。

○成績評価方法
　定期試験の成績、論述、模擬指導の実施状況，意見発表や出席状況等
により、総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

中学校学習指導要領(平成29年3年）
中学校学習指導要領解説特別活動編（平成29年7月）
中学校学習指導要領解説総合的な学習の時間編　

◎－－－　参考書　－－－◎

講義で適宜資料等を配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　教育は日本の将来を担う人材を育成するもの。教師にな
るのだという情熱を持って、積極的に取り組んでほしい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１オリエンテーション
２特別活動の意義と目標
３特別活動の変遷
４学級経営と学級活動
５学級活動の指導法（模擬指導）
６生徒会活動の意義と課題
７生徒会活動の指導法（模擬指導）
８学校行事の意義と課題
９学校行事の指導法（模擬指導）
10総合的な学習の時間の意義と系譜（模擬指導）
11総合的な学習の時間の指導法（模擬授業）
12特別活動とキャリア教育（模擬指導）
13特別活動と生徒指導・いじめ問題（模擬指導）
14特別活動と評価
15まとめ



2019-1080000332-03特別活動論

菊池　裕次

◎教育:A-2,B-1,C-1,C-2

1.学習指導要領における特別活動及び総合的な学習の時間の目標や内容につい
て理解し的確に説明できる。　(A-2)

2.教育課程における特別活動及び総合的な学習の時間の位置付けと各教科等と
の関連を理解している。　(A-2)

3.合意形成に向けた話合い活動や集団活動の意義や指導の在り方を例示でき
る。　(B-1)

4.適切な課題を設定し班毎に模擬指導を行い、互いに評価することを通して実
践的指導力を身に付けようとする。　(C-1)

5.特別活動及び総合的な学習の時間の取組の評価・改善の重要性を理解し，積
極的に工夫改善を行う。　(C-2)

◎　教育・臨床心理学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の知識を基礎として、人間の心や行
動、社会的事象を分析・説明することができる。
A-2　教育学と臨床心理学の理論を理解し、教育現場や臨床現場の諸相を
多角的に説明することができる。
A-3　多様な人々の生涯にわたるキャリア形成を支援するための知識を身
に付け、支援のあり方を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者の意見に傾聴し、自らの意見を明確に表現することを通して、
コミュニケーションを円滑に進めることができる。
B-2　教育現場や臨床現場を含めた地域社会・組織の課題を発見・同定
し、課題解決に向けたアイデアを提案することができる。
B-3　共生社会の実情について、学問的知識を使いながら、多様な立場か
ら批判的に考えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　「人」に興味を持ち、多様な人々の考えを柔軟に受け入れる態度を
有している。
C-2　教育現場や臨床現場における新たな課題にチャレンジするために、
新しい知識や技能を積極的に学ぶ姿勢をもっている。
C-3　共生社会の担い手として、主体的に社会に参画する意欲を有してい
る。



2019-1080000362-01博物館情報・メディア論

 期別：集中後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：　　
 授業時間割：集中後期　　試験時間割：　　

高田　浩二、高橋 伸弥

◎－－－　概要　－－－◎

講義
　視聴覚メディアの原理や視聴覚メディアの効果について学ぶ
　視聴覚メディアによる情報発信の方法について学ぶ
　博物館の役割における情報化と学芸員の仕事を考える。
　博物館（水族館）での情報機器や情報環境の活用事例を知
る。
　情報化における教育利用だけでなく、研究や展示、資料保存
の活用も学ぶ。
演習
　学生のもつ携帯電話も情報メディア（モバイルＰＣ）である
ことに気付き、実際に活用体験する。
　発展著しい情報メディアの環境において、今後の博物館の発
展性を考え意見交換をする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

博物館になぜ情報化が必要なのか、博物館資料としての「情報
資料」の大切さに気付く。また、博物館における情報化の実践
活動を知り、単に専門的な実物資料を収集し、展示するだけで
なく、教育利用や資料保存に情報化が寄与していることにも気
付く。(知識・理解)

博物館の将来的な発展に、情報機器や情報環境などがどのよう
に寄与するかを、これまでの講義などを通して、各自で提案、
ディスカッションする。(技能)

学芸員に今後求められるコミュニケーション能力を高めるため
の情報利用についても学び、演習を通して各自で体験的に気付
く。(技能)

博物館を訪問する人に伝える情報もメディアリテラシーと気づ
き積極的に交流する態度を身に着ける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習
シラバスで示された学習内容に該当する部分を教科書で確認し
て読んでくる。
毎時間　1時間
復習
講義で記述したノートを元に、講義内容で重要と指摘した部分
を再確認する。
毎時間　1時間

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

主に学期末の試験成績結果に（90％）、演習での活動度
（10％）、出席を含む平常点についても加味し、総合的に評価
する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

参考書を使用する。講義中に配布するプリント資料も用い
る。

◎－－－　参考書　－－－◎

博物館情報・メディア論　ISBN 978-4-324-09584-3

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義への出席はもちろんのこと、毎回配布する授業感想に
できる限り多くのコメントを書くこと、また演習では積極
的な参加と意見発表を求める。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回 講義 視聴覚メディアとその教育効果
第2回 講義 アナログとデジタルのメディア特性
第3回 講義 認知心理学と情報伝達
第4回 講義 視覚情報処理による色の認識と表現
第5回 講義 言語による情報伝達
第6回 講義 映像による情報伝達
第7回 講義 インターネットと情報メディア
第8回 講義 博物館の役割と情報メディア
第9回 講義 学校教育のデジタル化と博物館の情報
化
第10回 講義 インターネットやテレビ電話などの情
報インフラを活用した博物館教育
第11回 講義 携帯型情報端末の博物館活用
第12回 講義 携帯情報端末活用とＷｅｂの連携
第13回 講義 博物館の情報化とＷｅｂ連携、危機管
理
第14回 講義 博物館の調査研究活動の情報化、資料
データベース化
第15回 演習 携帯情報端末を活用した「モノ」の情
報発信演習



2019-1080000362-01博物館情報・メディア論

高田　浩二、高橋 伸弥

◎教育:A-1,B-1,B-2,C-1

1.博物館になぜ情報化が必要なのか、博物館資料としての「情報資料」の大切
さに気付く。また、博物館における情報化の実践活動を知り、単に専門的な実
物資料を収集し、展示するだけでなく、教育利用や資料保存に情報化が寄与し
ていることにも気付く。　(A-1)

2.博物館の将来的な発展に、情報機器や情報環境などがどのように寄与するか
を、これまでの講義などを通して、各自で提案、ディスカッションする。　
(B-1)

3.学芸員に今後求められるコミュニケーション能力を高めるための情報利用に
ついても学び、演習を通して各自で体験的に気付く。　(B-2)

4.博物館を訪問する人に伝える情報もメディアリテラシーと気づき積極的に交
流する態度を身に着ける。　(C-1)

◎　教育・臨床心理学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の知識を基礎として、人間の心や行
動、社会的事象を分析・説明することができる。
A-2　教育学と臨床心理学の理論を理解し、教育現場や臨床現場の諸相を
多角的に説明することができる。
A-3　多様な人々の生涯にわたるキャリア形成を支援するための知識を身
に付け、支援のあり方を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者の意見に傾聴し、自らの意見を明確に表現することを通して、
コミュニケーションを円滑に進めることができる。
B-2　教育現場や臨床現場を含めた地域社会・組織の課題を発見・同定
し、課題解決に向けたアイデアを提案することができる。
B-3　共生社会の実情について、学問的知識を使いながら、多様な立場か
ら批判的に考えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　「人」に興味を持ち、多様な人々の考えを柔軟に受け入れる態度を
有している。
C-2　教育現場や臨床現場における新たな課題にチャレンジするために、
新しい知識や技能を積極的に学ぶ姿勢をもっている。
C-3　共生社会の担い手として、主体的に社会に参画する意欲を有してい
る。
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2019-2010000404-01アジア法セミナーⅠ

 期別：後期　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

Ｓ．Ａ．　ウエストン

◎－－－　概要　－－－◎

　2010年２月16日、アジア太平洋関係研修セミナーはオーストラレーシア主要２カ国
―ニュージーランド（ワイカト大学、ハミルトン）およびオーストラリア（グリフィ
ス大学、ブリスベン）―における第４回海外研修プログラムを成功裡に終えることが
できた。この２カ国は東アジアサミット、APEC、ASEM、ASEAN地域フォーラムの参
加国であり、日本と歴史的なつながりを持ち、この地域における繁栄と安定の促進に
積極的に関わっている。当セミナーにより、学生はアジア太平洋地域に関して米国や
ヨーロッパとは異なった視点を経験することができる。
　2006年後期以降、福岡大学特別助成金により支援を受けたこの中級実践研修プログ
ラムに参加してきた学生数は168名となる。プログラムを通じ、参加学生は法政比較、
２カ国および多国間関係、オーストラレーシア原住民の権利を学習し、グループ別の
研究課題に関連した企業・組織・事務所など21か所を訪問した。後にそれまでの学習
をさらに進めるため、参加学生の中には各自で短期あるいは中期に、またはインター
ンシップでこの地域を再訪する者もいた。
　2020年２月実施予定の海外研修部分を含む第12回プログラムは2019年後期（登録は
2019年３月）に始まる。２週間プログラムの特長的な内容としては国会議事堂訪問及
び議員たちの質疑応答の傍聴、ウエリントン高等裁判所訪問、Creative HQ訪問、マオ
リ族のビジネス開発についての授業を
受講するなどである。
　首都ウエリントンの人口は412,500人だが、ウエリントン広域圏では513,900人とな
る。また、ニュージーランド証券取引所があるウエリントンは映画やコンピューター
技術などの創造産業の中心地でもある。アジア太平洋法政事情研修プログラムのさら
なる発展にウエリントンは地方および国レベルで多くの機会を提供できると考える。
　研修先であるビクトリア大学ウエリントン（VUW）は、５つのキャンパスに22,000
人の学生数を持ち、3,500人は留学生となっている。創立1899年の同大学には建築設計
学部、経営商学部、教育学部、工学部、人文社会科学部、法学部、理学部等の９学部
がある。ウエリントン最古の語学校であるキャンベル語学校とともに今回の研修を実
施する。今回の研修にあたってはVUW 生涯教育部専門管理職開発オフィス、キャンベ
ル語学校およびNZ ライフツアーズより、本プログラムに関して協力を得ている。
　第５回プログラムから、JJ 学生が参加できるようになり、今後もJJ およびJB の２・
３年次からなる活発なクラスとなることを希望している。このセミナーは、ニュー
ジーランド出発前の後期において週１回、計15回行われる。海外研修については、自
分の外交官の経験および国際関係論やアジア太平洋関係論の研究を活かしウエストン
教授が現地の講師と共同で行う。また参加を希望する学生は、期限等を守ること、積
極的に行動する能力、チームワーク、自主的学習、高い学習意欲が求められる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

政策や司法制度に関連して中央政府、地方政府、企業間の相互作用について学修す
る。(態度・志向性)

アジア環太平洋地域におけるオーストラレーシアの重要性について学修する。(態度・
志向性)

司法制度の比較に関して分析力を修得する。(態度・志向性)

福岡とウエリントンでの訪問見学から得た情報を取り込んでグループテーマについて
発表を行
い論理的な思考を養う。(態度・志向性)

クラスへの積極的参加、実践的体験およびホームステイを通じて語学力を強化する。
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習　　
まず、このプログラムは、主に英語による実践的な特別研修コースであることに留意
されたい。受講にあたっては、各学生あるいは彼等が属することになった各グループ
には一連の課題が与えられる。これらの課題の成果は、各学生の最終成績の一部とし
て評価される。課題の中には、１）ニュージーランドの司法制度、政策、ビジネスお
よび文化に関する日本語あるいは英語の講義資料学習；２）企業・組織内容や関連情
報など講義や各グループテーマに関するオンライン資料の収集；３）冬季研修のより
深い理解のための講義内容に関する参考資料の学習；４）ウエリントン（冬季研修）
および福岡大学（後期）での口頭発表を充実させるための地元企業・組織の学外調
査；５）書籍および他の参考資料など各グループテーマに関する準備学習；６）ウエ
リントンで行われる冬季研修講義の前に後期で使用した参考資料の再学習が含まれ
る。また、後期講義が始まる前の前期においても、プログラムコーディネーター兼イ
ンストラクターが数回にわたり各グループテーマに関して各グループとの面談を持
つ。受講生には大学で行われるイングリッシュ・プラザに参加するなど他の学習活動
を通じて、言語能力向上を図ることを奨励する。

復習　　
講義内容に関する習得知識をしっかりと身につけるために講義でとったノートの復習
を各学生が行うことが望ましい。学生はこのコースで学んだことを福岡大学や他の機
関が提供している短期・長期の研修プログラムなど他の海外学習で生かすことができ
る。実際に当研修プログラムを受講した多くの学生が国際センターのプログラムに参
加している。また、福岡大学以外の海外研修プログラムに参加する学生もいる。多く
の学生が２、３年後の就職活動にこのコースで達成したことを生かしている。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

通常の授業（50％）と海外研修（ 50％）を併せて、小テスト、自己発言、Team 発表
（２回）、宿題に基づき成績を評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

各授業前にレジュメを配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

海外研修実施概要
⑴　引率者　：ステファニー A. ウエストン法学部教授
（国際関係論）
⑵　対象学生：法律学科・経営法学科18・17 台学生
※ 自らの健康状態で本海外研修参加に支障がないと見込
まれる者。選考決定後、医師の診断によって、海外研修期
間中の学習に耐え得る健康状態でないと判明した場合は、
本海外研修への参加を辞退してもらうことがある。
⑶海外研修実施期間：2020年1月29 日（水）～2月13 日
（木）（16 日間）
⑷　研修地　：ニュージーランド
⑸　受入機関：ビクトリア大学ウエリントン　
⑹　宿泊　　：ホームステイ（１名ずつ）
⑺　費用　　 ： 現地研修費　270,000 円程度（予定、原油
等の高騰により値上げの可能性あり）　
＊現地研修費は往復運賃、宿泊費および現地大学授業料を
含む。
＊本海外研修費に関しては全額学生負担となり、帰国後に
精算する。
＊海外旅行医療保険に必ず加入すること。
＊ 海外での不慮の事態に備え、本人名義のクレジット
カードを所有することを薦める。
＊ 本プログラムについては、日本学生支援機構の「海外
留学支援制度」の奨学金を申請している。
＊ 上記費用に含まれないものとしては、バスや地下鉄な
どの現地交通費、オプショナルツアー費用がある。
⑻　研修費の納入方法：後日通知する。10 月上旬徴収予
定。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　初め・オリエンテーション
2　ウエリントン都市開発Ⅰ　　
3　ウエリントン都市開発Ⅱ
4　ニュージーランドと日本の関係
5　発表テーマ講義：ガイダンスⅠ
6　ニュージーランド法制度Ⅰ
7　ニュージーランド法制度Ⅱ
8　発表テーマ講義：ガイダンスⅡ
9　企業調査Ⅰ　
10　企業調査Ⅱ　　
11　マオリの歴史、社会及び法的問題
12　Groups A&B 後期の発表
13　Groups C&D 後期の発表
14　Groups E&F 後期の発表
15　Final Orientation



2019-2010000404-01アジア法セミナーⅠ

Ｓ．Ａ．　ウエストン

◎法律:A-4,C-3

1.政策や司法制度に関連して中央政府、地方政府、企業間の相互作用について
学修する。　(C-3)

2.アジア環太平洋地域におけるオーストラレーシアの重要性について学修す
る。　(C-3)

3.司法制度の比較に関して分析力を修得する。　(C-3)

4.福岡とウエリントンでの訪問見学から得た情報を取り込んでグループテーマ
について発表を行
い論理的な思考を養う。　(C-3)

5.クラスへの積極的参加、実践的体験およびホームステイを通じて語学力を強
化する。　(A-4)

◎　法律学及び政治学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　憲法および民法等の法律学の基礎知識とリーガルマインド（法的思考力）
を身につけ、社会において生起する法的諸問題について理解し、説明することが
できる。
A-2　公法に関する基礎知識とリーガルマインドを身につけ、国、地方公共団体
などの行政のしくみについて理解し、説明することができる。
A-3　政治学および政策に関する基礎知識と政策的思考力を身につけ、政治や地
域社会の領域において生起する諸問題について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基本的な
知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　憲法および民法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み解き、
現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもとづいて述べ、か
つ、文章で表現することができる。
B-2　法律学の知識を総合的に活用し、リーガルマインドにもとづいて、日常生
活、公共的活動、企業活動に生起する法的問題を把握し、それについて解決のあ
り方を提示することができる。
B-3　行政法、国際法、政治学等の公共部門に関する知識を活かし、リーガルマ
インドにもとづいて、地域、国、国際社会の公共的問題を把握し、それについて
解決のあり方を提示することができる。
B-4　法、政治、経済、科学等の幅広い知識を総合的に活用し、政策的思考にも
とづいて、現代社会の問題を把握し、それについて解決のあり方を提示すること
ができる。
B-5　法と政治の歴史的・社会的・思想的背景をふまえ、適正な法と政治のあり
方を提示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　法学および政治学の観点から、現代社会の諸問題を積極的に解決しようと
する姿勢を持っている。
C-2　法学および政治学の知識を活かし、公共分野や地域社会に貢献しようとす
る姿勢を持っている。
C-3　外国の法制度や政治に関心を有し、グローバル化する世界の状況に積極的
に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す姿勢を
持っている。

◎経営法:A-3,A-4,B-3,C-3

1.政策や司法制度に関連して中央政府、地方政府、企業間の相互作用について
学修する。　(A-3)

2.アジア環太平洋地域におけるオーストラレーシアの重要性について学修す
る。　(C-3)

3.司法制度の比較に関して分析力を修得する。　(B-3)

4.福岡とウエリントンでの訪問見学から得た情報を取り込んでグループテーマ
について発表を行
い論理的な思考を養う。　(B-3)

5.クラスへの積極的参加、実践的体験およびホームステイを通じて語学力を強
化する。　(A-4)

◎　経営法学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　民法および商法等の私法系科目の基礎知識とリーガルマインド（法
的思考力）を身につけ、日常生活において生起する法的諸問題について
理解し、説明することができる。
A-2　会社法等の企業法制に関する基礎知識を身につけ、企業取引や会社
のしくみについて理解し、説明することが出来る。
A-3　国際法および外国法に関する基礎知識を身につけ、世界情勢、国際
関係について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基
本的な知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　民法および商法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み
解き、現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもと
づいて述べ、かつ、文章で表現することができる。
B-2　会社法等の企業法制に関する知識を活かし、コーポレートガバナン
ス（企業統治）およびコンプライアンス（法令順守）に関する正確な理
解のもと、日常生活および企業活動において生起する法的問題を把握
し、それについて解決のあり方を提示することができる。
B-3　国際法および外国法に関する知識を活かし、国際関係および国際取
引において生起する法的問題を把握し、それについて解決のあり方を提
示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　起業家精神をもって、みずから企画を立案し、その実現に向けて積
極的に取り組む姿勢を持っている。
C-2　コーポレートガバナンスおよびコンプライアンスに関する知識に精
通し、企業や地域社会において正義と公平を貫く姿勢を持っている。
C-3　国際関係や国際取引に関心を有し、グローバル化する世界の状況に
積極的に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢を持っている。



2019-2010000329-07演習Ⅰ「（行政学）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：演習　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：木・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

坂本　眞一

◎－－－　概要　－－－◎

　このゼミは、内閣府に所属する教員が担当し、国の行政機関
において政策立案や法令事務に従事してきた実務経験を活かし
て、行政の仕組みや現状等について説明します。公務員、法
曹、企業等の公共性の高い仕事を希望され、目標に向けて勉強
したい方を特に歓迎します。
　ゼミでは、テキストの輪読や講義により、我が国の公務員制
度、内閣や中央省庁、国の予算や会計、行政管理・行政改革、
地方自治といった分野を学び、行政全般に対する理解を深めて
いただきます。また、課題発表・討論等を通じて、行政が直面
する課題について自主的に考え、議論する能力を高めていただ
きたいと考えています。
　なお、ご要望があれば、公務員試験の過去問等を題材とし
て、各種試験対策の基礎力をつける演習も行いたいと思いま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

行政及び公法に関する基本的な知識と理解を持つとともに、こ
れを活用し、地域や国の行政が直面する諸問題について理解
し、説明することができる。(知識・理解)

行政及び公法に関する基本的な知識を活用して、地域や国の行
政が直面する諸問題を積極的に解決しようとする姿勢を持って
いる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　テキストの指定箇所を読んできてください（60分）。
　また、ゼミの中で順番に課題発表等を行うため、その準備が
必要になります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　ゼミ内での発言、課題発表、討論等の内容を評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

真渕　勝（2014）「行政学案内」（第２版）慈学社出版

◎－－－　参考書　－－－◎

真渕　勝（2009）「行政学」有斐閣
西尾　勝（2001）「行政学」（新版）有斐閣

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

行政法の未既習は問いません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ゼミの導入
２～３０　テキストの輪読、講義、課題発表・討論等



2019-2010000329-07演習Ⅰ「（行政学）」

坂本　眞一

◎法律:A-4,C-1

1.行政及び公法に関する基本的な知識と理解を持つとともに、これを活用し、
地域や国の行政が直面する諸問題について理解し、説明することができる。　
(A-4)

2.行政及び公法に関する基本的な知識を活用して、地域や国の行政が直面する
諸問題を積極的に解決しようとする姿勢を持っている。　(C-1)

◎　法律学及び政治学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　憲法および民法等の法律学の基礎知識とリーガルマインド（法的思考力）
を身につけ、社会において生起する法的諸問題について理解し、説明することが
できる。
A-2　公法に関する基礎知識とリーガルマインドを身につけ、国、地方公共団体
などの行政のしくみについて理解し、説明することができる。
A-3　政治学および政策に関する基礎知識と政策的思考力を身につけ、政治や地
域社会の領域において生起する諸問題について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基本的な
知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　憲法および民法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み解き、
現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもとづいて述べ、か
つ、文章で表現することができる。
B-2　法律学の知識を総合的に活用し、リーガルマインドにもとづいて、日常生
活、公共的活動、企業活動に生起する法的問題を把握し、それについて解決のあ
り方を提示することができる。
B-3　行政法、国際法、政治学等の公共部門に関する知識を活かし、リーガルマ
インドにもとづいて、地域、国、国際社会の公共的問題を把握し、それについて
解決のあり方を提示することができる。
B-4　法、政治、経済、科学等の幅広い知識を総合的に活用し、政策的思考にも
とづいて、現代社会の問題を把握し、それについて解決のあり方を提示すること
ができる。
B-5　法と政治の歴史的・社会的・思想的背景をふまえ、適正な法と政治のあり
方を提示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　法学および政治学の観点から、現代社会の諸問題を積極的に解決しようと
する姿勢を持っている。
C-2　法学および政治学の知識を活かし、公共分野や地域社会に貢献しようとす
る姿勢を持っている。
C-3　外国の法制度や政治に関心を有し、グローバル化する世界の状況に積極的
に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す姿勢を
持っている。

◎経営法:A-4,C-1

1.行政及び公法に関する基本的な知識と理解を持つとともに、これを活用し、
地域や国の行政が直面する諸問題について理解し、説明することができる。　
(A-4)

2.行政及び公法に関する基本的な知識を活用して、地域や国の行政が直面する
諸問題を積極的に解決しようとする姿勢を持っている。　(C-1)

◎　経営法学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　民法および商法等の私法系科目の基礎知識とリーガルマインド（法
的思考力）を身につけ、日常生活において生起する法的諸問題について
理解し、説明することができる。
A-2　会社法等の企業法制に関する基礎知識を身につけ、企業取引や会社
のしくみについて理解し、説明することが出来る。
A-3　国際法および外国法に関する基礎知識を身につけ、世界情勢、国際
関係について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基
本的な知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　民法および商法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み
解き、現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもと
づいて述べ、かつ、文章で表現することができる。
B-2　会社法等の企業法制に関する知識を活かし、コーポレートガバナン
ス（企業統治）およびコンプライアンス（法令順守）に関する正確な理
解のもと、日常生活および企業活動において生起する法的問題を把握
し、それについて解決のあり方を提示することができる。
B-3　国際法および外国法に関する知識を活かし、国際関係および国際取
引において生起する法的問題を把握し、それについて解決のあり方を提
示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　起業家精神をもって、みずから企画を立案し、その実現に向けて積
極的に取り組む姿勢を持っている。
C-2　コーポレートガバナンスおよびコンプライアンスに関する知識に精
通し、企業や地域社会において正義と公平を貫く姿勢を持っている。
C-3　国際関係や国際取引に関心を有し、グローバル化する世界の状況に
積極的に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢を持っている。



2019-2010000329-34演習Ⅰ「（政治過程論）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：演習　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：月・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

東原　正明

◎－－－　概要　－－－◎

　この演習では、国民国家の誕生から二つの世界大戦を経て現
代に至るヨーロッパ政治史について学びます。冷戦が終結して
30年が経過しましたが、世界では今もなお民族的・宗教的対立
や内戦、地球規模での環境問題など様々な問題が発生していま
す。現代社会が抱える諸問題について考える上では、歴史的な
視点を切り離すことはできません。また、現在の私たちの社会
がどのようにして形成されてきたのか、その背景として政治史
について学ぶことの意義は非常に大きいといえます。
　この演習は対象をヨーロッパの政治史とし、様々な観点から
検討していきます。それは単に外国の政治史を学ぶということ
にとどまるわけではありません。日本の民主主義体制はヨー
ロッパから多くのことを学び、発展してきました。私たちの暮
らす日本の政治について、ヨーロッパの過去の経験を通してと
らえなおすことができればと考えます。その際には、担当者が
在オーストリア日本大使館で専門調査員として勤務した経験を
活かし、政治や社会に関する具体的なテーマを取り上げながら
ヨーロッパについて歴史的な視点から解説を加えることで理解
を深めます。
　演習では参加者には様々なテーマでの報告を求め、学年末に
は各自がテーマを設定し、レポートを作成します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ヨーロッパ政治史を学ぶことを通じて、現代社会がどのように
して形成されてきたのかを説明することができる(知識・理解)

現代社会が抱える諸問題について、過去の歴史やヨーロッパと
の比較の視点から検討し、解決策を提示することができる(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習としては、問題意識を持ってテキストを読んでくること
はもちろん、討論の際に自分がどういった内容の発言・質問を
したいのか考えておく必要があります（60分）。復習では、報
告と討論を通して明らかになったこと、残された課題について
各自整理することが重要です（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

報告、質疑応答、学年末のレポートなどから総合的に評価しま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

講義開始時までに掲示等で指示します

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　無断欠席は認めません。演習の主役は学生ですので、学
生自身による自主的・能動的なゼミ運営が必要となりま
す。授業における討論のほか、学外での活動にも積極的に
参加することが求められます。報告作成において、
「Wikipedia」等の使用は認めません。また、ネット情報を
利用せざるをえない場合も、出所が明確であるものに限ら
れます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　オリエンテーション
2～14　報告・討論
15　前期総括
16　後期オリエンテーション
17～27　報告と討論
28～29　レポート作成にむけて
30　総括



2019-2010000329-34演習Ⅰ「（政治過程論）」

東原　正明

◎法律:A-4,C-1

1.ヨーロッパ政治史を学ぶことを通じて、現代社会がどのようにして形成され
てきたのかを説明することができる　(A-4)

2.現代社会が抱える諸問題について、過去の歴史やヨーロッパとの比較の視点
から検討し、解決策を提示することができる　(C-1)

◎　法律学及び政治学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　憲法および民法等の法律学の基礎知識とリーガルマインド（法的思考力）
を身につけ、社会において生起する法的諸問題について理解し、説明することが
できる。
A-2　公法に関する基礎知識とリーガルマインドを身につけ、国、地方公共団体
などの行政のしくみについて理解し、説明することができる。
A-3　政治学および政策に関する基礎知識と政策的思考力を身につけ、政治や地
域社会の領域において生起する諸問題について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基本的な
知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　憲法および民法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み解き、
現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもとづいて述べ、か
つ、文章で表現することができる。
B-2　法律学の知識を総合的に活用し、リーガルマインドにもとづいて、日常生
活、公共的活動、企業活動に生起する法的問題を把握し、それについて解決のあ
り方を提示することができる。
B-3　行政法、国際法、政治学等の公共部門に関する知識を活かし、リーガルマ
インドにもとづいて、地域、国、国際社会の公共的問題を把握し、それについて
解決のあり方を提示することができる。
B-4　法、政治、経済、科学等の幅広い知識を総合的に活用し、政策的思考にも
とづいて、現代社会の問題を把握し、それについて解決のあり方を提示すること
ができる。
B-5　法と政治の歴史的・社会的・思想的背景をふまえ、適正な法と政治のあり
方を提示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　法学および政治学の観点から、現代社会の諸問題を積極的に解決しようと
する姿勢を持っている。
C-2　法学および政治学の知識を活かし、公共分野や地域社会に貢献しようとす
る姿勢を持っている。
C-3　外国の法制度や政治に関心を有し、グローバル化する世界の状況に積極的
に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す姿勢を
持っている。

◎経営法:A-4,C-1

1.ヨーロッパ政治史を学ぶことを通じて、現代社会がどのようにして形成され
てきたのかを説明することができる　(A-4)

2.現代社会が抱える諸問題について、過去の歴史やヨーロッパとの比較の視点
から検討し、解決策を提示することができる　(C-1)

◎　経営法学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　民法および商法等の私法系科目の基礎知識とリーガルマインド（法
的思考力）を身につけ、日常生活において生起する法的諸問題について
理解し、説明することができる。
A-2　会社法等の企業法制に関する基礎知識を身につけ、企業取引や会社
のしくみについて理解し、説明することが出来る。
A-3　国際法および外国法に関する基礎知識を身につけ、世界情勢、国際
関係について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基
本的な知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　民法および商法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み
解き、現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもと
づいて述べ、かつ、文章で表現することができる。
B-2　会社法等の企業法制に関する知識を活かし、コーポレートガバナン
ス（企業統治）およびコンプライアンス（法令順守）に関する正確な理
解のもと、日常生活および企業活動において生起する法的問題を把握
し、それについて解決のあり方を提示することができる。
B-3　国際法および外国法に関する知識を活かし、国際関係および国際取
引において生起する法的問題を把握し、それについて解決のあり方を提
示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　起業家精神をもって、みずから企画を立案し、その実現に向けて積
極的に取り組む姿勢を持っている。
C-2　コーポレートガバナンスおよびコンプライアンスに関する知識に精
通し、企業や地域社会において正義と公平を貫く姿勢を持っている。
C-3　国際関係や国際取引に関心を有し、グローバル化する世界の状況に
積極的に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢を持っている。



2019-2010000423-06演習Ⅱa「（政治過程論）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：木・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

東原　正明

◎－－－　概要　－－－◎

　現在、日本をはじめとして世界ではナショナリズムやポピュ
リズムの高まり、民族的・宗教的対立、環境問題など数多くの
問題が発生し、解決が求められる重要な政治課題となっていま
す。さらに日本国内では、2011年3月の福島第一原発事故以
降、脱原発の世論が拡大しているほか、現行憲法下の平和主義
についても議論となっています。また、貧困の拡大や社会保障
のあり方など、日本社会は様々な問題を抱えています。
　このような認識のもと、私たちの暮らすこの国が直面する多
様な問題と向き合うためにも、諸外国の事例について学ぶこと
はとても有益です。本演習では、ヨーロッパ諸国の歴史や政治
制度、それぞれの国の政治的課題などについて理論的な点もふ
まえながら多角的に考察します。それによって私たちは、日本
という国家のあり方を相対化し、捉え直すことができるのでは
ないかと考えます。その際には、担当者が在オーストリア日本
大使館で専門調査員として勤務した経験を活かし、政治や社会
に関する具体的なテーマを取り上げながらヨーロッパの現実の
諸問題について解説を加えることで理解を深めます。
　演習では参加者には様々なテーマでの報告を求め、学年末に
は各自がテーマを設定し、レポートを作成します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ヨーロッパの主要国の歴史や政治制度などを学ぶことを通じ
て、それらの国々の政治的な諸課題を説明することができる
(知識・理解)

日本社会が直面する様々な問題について、ヨーロッパとの比較
の視点から検討し、解決策を提示することができる(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習としては、問題意識を持ってテキストを読んでくること
はもちろん、討論の際に自分がどういった内容の発言・質問を
したいのか考えておく必要があります（60分）。復習では、報
告と討論を通して明らかになったこと、残された課題について
各自整理することが重要です（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

報告、質疑応答、学年末のレポートなどから総合的に評価しま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

講義開始時までに掲示等で指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　無断欠席は認めません。演習の主役は学生ですので、学
生自身による自主的・能動的なゼミ運営が必要となりま
す。授業における討論のほか、学外での活動にも積極的に
参加することが求められます。報告作成において、
「Wikipedia」等の使用は認めません。また、ネット情報を
利用せざるをえない場合も、出所が明確であるものに限ら
れます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　オリエンテーション
2～14　報告・討論
15　前期総括
16　後期オリエンテーション
17～27　報告と討論
28～29　レポート作成にむけて
30　総括



2019-2010000423-06演習Ⅱa「（政治過程論）」

東原　正明

◎法律:A-4,C-1

1.ヨーロッパの主要国の歴史や政治制度などを学ぶことを通じて、それらの
国々の政治的な諸課題を説明することができる　(A-4)

2.日本社会が直面する様々な問題について、ヨーロッパとの比較の視点から検
討し、解決策を提示することができる　(C-1)

◎　法律学及び政治学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　憲法および民法等の法律学の基礎知識とリーガルマインド（法的思考力）
を身につけ、社会において生起する法的諸問題について理解し、説明することが
できる。
A-2　公法に関する基礎知識とリーガルマインドを身につけ、国、地方公共団体
などの行政のしくみについて理解し、説明することができる。
A-3　政治学および政策に関する基礎知識と政策的思考力を身につけ、政治や地
域社会の領域において生起する諸問題について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基本的な
知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　憲法および民法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み解き、
現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもとづいて述べ、か
つ、文章で表現することができる。
B-2　法律学の知識を総合的に活用し、リーガルマインドにもとづいて、日常生
活、公共的活動、企業活動に生起する法的問題を把握し、それについて解決のあ
り方を提示することができる。
B-3　行政法、国際法、政治学等の公共部門に関する知識を活かし、リーガルマ
インドにもとづいて、地域、国、国際社会の公共的問題を把握し、それについて
解決のあり方を提示することができる。
B-4　法、政治、経済、科学等の幅広い知識を総合的に活用し、政策的思考にも
とづいて、現代社会の問題を把握し、それについて解決のあり方を提示すること
ができる。
B-5　法と政治の歴史的・社会的・思想的背景をふまえ、適正な法と政治のあり
方を提示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　法学および政治学の観点から、現代社会の諸問題を積極的に解決しようと
する姿勢を持っている。
C-2　法学および政治学の知識を活かし、公共分野や地域社会に貢献しようとす
る姿勢を持っている。
C-3　外国の法制度や政治に関心を有し、グローバル化する世界の状況に積極的
に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す姿勢を
持っている。

◎経営法:A-4,C-1

1.ヨーロッパの主要国の歴史や政治制度などを学ぶことを通じて、それらの
国々の政治的な諸課題を説明することができる　(A-4)

2.日本社会が直面する様々な問題について、ヨーロッパとの比較の視点から検
討し、解決策を提示することができる　(C-1)

◎　経営法学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　民法および商法等の私法系科目の基礎知識とリーガルマインド（法
的思考力）を身につけ、日常生活において生起する法的諸問題について
理解し、説明することができる。
A-2　会社法等の企業法制に関する基礎知識を身につけ、企業取引や会社
のしくみについて理解し、説明することが出来る。
A-3　国際法および外国法に関する基礎知識を身につけ、世界情勢、国際
関係について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基
本的な知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　民法および商法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み
解き、現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもと
づいて述べ、かつ、文章で表現することができる。
B-2　会社法等の企業法制に関する知識を活かし、コーポレートガバナン
ス（企業統治）およびコンプライアンス（法令順守）に関する正確な理
解のもと、日常生活および企業活動において生起する法的問題を把握
し、それについて解決のあり方を提示することができる。
B-3　国際法および外国法に関する知識を活かし、国際関係および国際取
引において生起する法的問題を把握し、それについて解決のあり方を提
示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　起業家精神をもって、みずから企画を立案し、その実現に向けて積
極的に取り組む姿勢を持っている。
C-2　コーポレートガバナンスおよびコンプライアンスに関する知識に精
通し、企業や地域社会において正義と公平を貫く姿勢を持っている。
C-3　国際関係や国際取引に関心を有し、グローバル化する世界の状況に
積極的に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢を持っている。



2019-2010000394-01海商法

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・５時限　　試験時間割：2020/01/24　３時限　　

佐野　誠

◎－－－　概要　－－－◎

四方を海に囲まれたわが国では古くから海運業が発達してきた
が、この海運業に関する私法が海商法である。
本講座では、海商法についての基礎知識を学んだ上で、そこで
発生する具体的な法律問題を取り上げる。
なお、担当教員は損害保険会社勤務経験があるが、この経験を
活かして海商法に関する具体的な法的紛争事例などを紹介しつ
つ講義を進める予定である。
また、海商法の対象である海運事業等についての理解を深める
ため、商学部科目（関連教育科目）の「海運と航空」も併せて
受講することを薦める。

なお、本講義では成績評価を極めて厳しく行っており、単位取
得のためには相当の勉強・努力が必要とされる（前回は履修者
の4割が単位を取得できなかった）。したがって、楽に単位を
取得したいと思っている学生や就職活動のため授業に出ること
が困難な学生は本講義を履修すべきでない。

◎－－－　到達目標　－－－◎

海商法の基礎概念を理解する。(知識・理解)

海商法の国際性を理解し、国際関係についての理解に資するよ
うになる。

海運事業において発生する法律問題について分析・検討するこ
とができる。(技能)

海運事業において発生する国際的な法律問題について分析・検
討することができる。(技能)

メディアにおける海運事業に関する報道に関心を持ち、法的な
観点から問題を捉えようとする姿勢を持つようになる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：指定した教科書の該当部分を読んでおくこと（60分）。
復習：授業で指摘した重要事項を中心に再確認すること（60
分）。
なお、不明な点は遠慮なく質問されたい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

上記の到達目標のうち「海商法の基礎概念を理解しているか」
を成績評価の基準とする。
成績評価は定期試験によって行なう。

◎－－－　テキスト　－－－◎

箱井崇史『基本講義現代海商法（第3版）』成文堂
（2018）（2500円＋税）
(ISBN978-4-7923-2719-4)

◎－－－　参考書　－－－◎

江頭憲治郎『商取引法』弘文堂　ISBN 978-4-335-31544-2

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業に当たっては、六法（海商法は昨年改正されたので
平成31年版が必要）およびテキストを必ず持参すること。
　基本的に時間通り授業を開始するので遅刻をしないこ
と。開始を遅らせることは、時間通り着席している学生の
貴重な時間を奪うことになる。
　私語や携帯電話の使用は、他の学生の受講権を侵害する
迷惑行為であり厳禁する。注意しても止まない場合は退出
させ、その学生には単位は付与しない。
　授業で使用する資料は次のインターネットサイトに掲載
するので、ここからダウンロード、印刷して持参するこ
と。
FUポータル→授業支援（学生）→授業管理（学生）→海
商法→講義照会（「見る」をクリック）→授業実施日で次
回の授業日を開く

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　オリエンテーション
２　序論
３　船舶
４　海上企業
５　海上企業の補助者
６　海上企業の責任と責任制限
７　海上物品運送契約の意義と種類
８　船荷証券
９　海上物品運送契約の履行
10　海上物品運送人の責任
11　海上旅客運送契約
12　海上危険
13　海上企業金融
14　海上売買
15　海上保険



2019-2010000394-01海商法

佐野　誠

◎法律:A-1,B-1,B-2,C-1

1.海商法の基礎概念を理解する。　(A-1)

2.海商法の国際性を理解し、国際関係についての理解に資するようになる。

3.海運事業において発生する法律問題について分析・検討することができる。
　(B-1)

4.海運事業において発生する国際的な法律問題について分析・検討することが
できる。　(B-2)

5.メディアにおける海運事業に関する報道に関心を持ち、法的な観点から問題
を捉えようとする姿勢を持つようになる。　(C-1)

◎　法律学及び政治学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　憲法および民法等の法律学の基礎知識とリーガルマインド（法的思考力）
を身につけ、社会において生起する法的諸問題について理解し、説明することが
できる。
A-2　公法に関する基礎知識とリーガルマインドを身につけ、国、地方公共団体
などの行政のしくみについて理解し、説明することができる。
A-3　政治学および政策に関する基礎知識と政策的思考力を身につけ、政治や地
域社会の領域において生起する諸問題について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基本的な
知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　憲法および民法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み解き、
現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもとづいて述べ、か
つ、文章で表現することができる。
B-2　法律学の知識を総合的に活用し、リーガルマインドにもとづいて、日常生
活、公共的活動、企業活動に生起する法的問題を把握し、それについて解決のあ
り方を提示することができる。
B-3　行政法、国際法、政治学等の公共部門に関する知識を活かし、リーガルマ
インドにもとづいて、地域、国、国際社会の公共的問題を把握し、それについて
解決のあり方を提示することができる。
B-4　法、政治、経済、科学等の幅広い知識を総合的に活用し、政策的思考にも
とづいて、現代社会の問題を把握し、それについて解決のあり方を提示すること
ができる。
B-5　法と政治の歴史的・社会的・思想的背景をふまえ、適正な法と政治のあり
方を提示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　法学および政治学の観点から、現代社会の諸問題を積極的に解決しようと
する姿勢を持っている。
C-2　法学および政治学の知識を活かし、公共分野や地域社会に貢献しようとす
る姿勢を持っている。
C-3　外国の法制度や政治に関心を有し、グローバル化する世界の状況に積極的
に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す姿勢を
持っている。

◎経営法:A-1,A-3,B-1,B-3,C-2

1.海商法の基礎概念を理解する。　(A-1)

2.海商法の国際性を理解し、国際関係についての理解に資するようになる。　
(A-3)

3.海運事業において発生する法律問題について分析・検討することができる。
　(B-1)

4.海運事業において発生する国際的な法律問題について分析・検討することが
できる。　(B-3)

5.メディアにおける海運事業に関する報道に関心を持ち、法的な観点から問題
を捉えようとする姿勢を持つようになる。　(C-2)

◎　経営法学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　民法および商法等の私法系科目の基礎知識とリーガルマインド（法
的思考力）を身につけ、日常生活において生起する法的諸問題について
理解し、説明することができる。
A-2　会社法等の企業法制に関する基礎知識を身につけ、企業取引や会社
のしくみについて理解し、説明することが出来る。
A-3　国際法および外国法に関する基礎知識を身につけ、世界情勢、国際
関係について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基
本的な知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　民法および商法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み
解き、現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもと
づいて述べ、かつ、文章で表現することができる。
B-2　会社法等の企業法制に関する知識を活かし、コーポレートガバナン
ス（企業統治）およびコンプライアンス（法令順守）に関する正確な理
解のもと、日常生活および企業活動において生起する法的問題を把握
し、それについて解決のあり方を提示することができる。
B-3　国際法および外国法に関する知識を活かし、国際関係および国際取
引において生起する法的問題を把握し、それについて解決のあり方を提
示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　起業家精神をもって、みずから企画を立案し、その実現に向けて積
極的に取り組む姿勢を持っている。
C-2　コーポレートガバナンスおよびコンプライアンスに関する知識に精
通し、企業や地域社会において正義と公平を貫く姿勢を持っている。
C-3　国際関係や国際取引に関心を有し、グローバル化する世界の状況に
積極的に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢を持っている。



2019-2010000341-02基礎ゼミ

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：木・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

坂本　眞一

◎－－－　概要　－－－◎

　このゼミは、内閣府に所属する教員が担当し、国の行政機関
において政策立案や法令事務に従事してきた実務経験を活かし
て、法律や行政の基礎について説明します。公務員、法曹、企
業等の公共性の高い仕事を希望され、早い時期から勉強したい
方を歓迎します。
　ゼミでは、法律や行政について実地で理解を深めるため、長
期休暇期間中に東京実地研修を行います（自己負担が３万円程
度必要になります）。国の省庁等を訪問し、第一線で実務に当
たっている公務員等から話を聞く機会としています。
　この東京実地研修に向けて、ゼミでは、文書の書き方、文献
や資料の調べ方等についての基礎的な学習を行った上で、我が
国の法秩序や統治機構（立法、行政、司法）の仕組みなど公法
分野の勉強をします。また、研修前には研修先の調査など事前
準備を行い、研修後にはゼミ生の分担執筆により研修で学んだ
ことについて報告書を作成します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

法律に関する基礎知識を身に付け、社会に生起する法的問題に
ついて理解することができる。(知識・理解)

行政及び公法に関する基礎知識を身に付け、行政の仕組みを理
解することができる。(知識・理解)

法律に関する基礎知識を活かし、社会に生起する法的問題につ
いて自分の意見を表現することができる。(技能)

法律に関する基礎知識を活用し、社会に生起する法的問題を把
握し、解決のあり方を探ることができる。(技能)

行政及び公法に関する基礎知識を活かし、地域や国の公共的問
題を把握し、解決のあり方を探ることができる。(技能)

行政及び法律に関する基礎知識を活用して、社会に生起する諸
問題に関わろうとする姿勢を持っている。(態度・志向性)

行政及び法律に関する基礎知識を活かし、公共分野や地域社会
に関わろうとする姿勢を持っている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　テキストの指定箇所を読んできてください（60分）。また、
ゼミの中で順番に課題発表等を行うため、その準備が必要にな
ります。
　また、東京実地研修後に報告書作成等の作業が必要になりま
す。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　ゼミ内での発言や課題発表の内容及び報告書の内容等を評価
します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

法学部スタディガイド（2019年版、福岡大学法学部）
小泉洋一・島田茂編（2016）「公法入門」（第２版）法律
文化社

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　　　　　ゼミの導入
２～３０　　法律や行政に関する基礎的学習、公法の学
習、東京実地研修の準備等



2019-2010000341-02基礎ゼミ

坂本　眞一

◎法律:A-1,A-2,B-1,B-2,B-3,C-1,C-2

1.法律に関する基礎知識を身に付け、社会に生起する法的問題について理解す
ることができる。　(A-1)

2.行政及び公法に関する基礎知識を身に付け、行政の仕組みを理解することが
できる。　(A-2)

3.法律に関する基礎知識を活かし、社会に生起する法的問題について自分の意
見を表現することができる。　(B-1)

4.法律に関する基礎知識を活用し、社会に生起する法的問題を把握し、解決の
あり方を探ることができる。　(B-2)

5.行政及び公法に関する基礎知識を活かし、地域や国の公共的問題を把握し、
解決のあり方を探ることができる。　(B-3)

6.行政及び法律に関する基礎知識を活用して、社会に生起する諸問題に関わろ
うとする姿勢を持っている。　(C-1)

7.行政及び法律に関する基礎知識を活かし、公共分野や地域社会に関わろうと
する姿勢を持っている。　(C-2)

◎　法律学及び政治学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　憲法および民法等の法律学の基礎知識とリーガルマインド（法的思
考力）を身につけ、社会において生起する法的諸問題について理解し、
説明することができる。
A-2　公法に関する基礎知識とリーガルマインドを身につけ、国、地方公
共団体などの行政のしくみについて理解し、説明することができる。
A-3　政治学および政策に関する基礎知識と政策的思考力を身につけ、政
治や地域社会の領域において生起する諸問題について理解し、説明する
ことができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基
本的な知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　憲法および民法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み
解き、現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもと
づいて述べ、かつ、文章で表現することができる。
B-2　法律学の知識を総合的に活用し、リーガルマインドにもとづいて、
日常生活、公共的活動、企業活動に生起する法的問題を把握し、それに
ついて解決のあり方を提示することができる。
B-3　行政法、国際法、政治学等の公共部門に関する知識を活かし、リー
ガルマインドにもとづいて、地域、国、国際社会の公共的問題を把握
し、それについて解決のあり方を提示することができる。
B-4　法、政治、経済、科学等の幅広い知識を総合的に活用し、政策的思
考にもとづいて、現代社会の問題を把握し、それについて解決のあり方
を提示することができる。
B-5　法と政治の歴史的・社会的・思想的背景をふまえ、適正な法と政治
のあり方を提示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　法学および政治学の観点から、現代社会の諸問題を積極的に解決し
ようとする姿勢を持っている。
C-2　法学および政治学の知識を活かし、公共分野や地域社会に貢献しよ
うとする姿勢を持っている。
C-3　外国の法制度や政治に関心を有し、グローバル化する世界の状況に
積極的に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢を持っている。



2019-2010000451-01キャリアプランニング「（隔週講義）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・４時限, ５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

坂本　眞一

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業は、将来の進路として公務部門を視野に入れている
者を主な対象としています。
　授業では、今後の進路選択に資するよう、現職の公務員（国
家公務員、地方公務員）等による講演を通じ、公務員やその具
体的な職務に対する理解を深めていただきます。また、可能で
あれば地方公共団体の担当者等から、具体的な採用試験や公務
員として求められる人材等の話を伺うことも考えています。
　なお、この授業は内閣府に所属する教員が担当します。教員
は、国の行政機関において政策立案等に従事してきた経験を活
かして、外部講師の講演内容を補足し、行政の仕組みや現状等
について説明する講義を行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

行政に関する基礎知識を身につけ、国、地方公共団体の行政活
動や公務員の職務について理解することができる。(知識・理
解)

行政に関する基礎知識を身につけ、公務をめぐる諸問題につい
て理解することができる。(知識・理解)

行政や公法の知識を活用し、国、地方公共団体の行政活動に生
起する諸問題を把握し、考察することができる。(技能)

公共部門に関する知識を活かし、公務をめぐる諸問題を把握
し、考察することができる。(技能)

法律や行政等の幅広い知識を活用し、行政をめぐる諸問題を把
握し、考察することができる。(技能)

法律や行政等の幅広い知識を活用し、国や地方公共団体の行政
が直面する諸問題に関心をもちながら、今後のキャリア形成を
図ろうとする姿勢をもっている。(態度・志向性)

法律や行政等の幅広い知識を活かし、公共分野や地域社会に貢
献しようという意識をもちながら、今後のキャリア形成を図ろ
うとす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)　－－－◎

　下記レポートの作成に備えて、毎回授業後に授業の概要をま
とめておくこと（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　成績の評価はレポート（２回）により行う予定です。なお、
到達目標に対する達成度の評価に当たっては、公務員の職務に
対する理解が十分に深まったか、講義を踏まえて今後のキャリ
アプランニングに対する十分な考察を行えたかを基準とする予
定です。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは使用しない予定です。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　定期試験を実施しない科目のため、再試験を受験するこ
とはできません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

※下記は仮の予定であり、具体的な日程等も講師の都合に
より決まります（なお現職公務員の担当回は、担当教員も
共同で授業を担当します）。
※外部機関を訪問して授業を行う可能性があります。その
場合は授業日の時限内で実施する予定ですが、移動時間を
含めると授業前後の時間に影響する可能性があります。
※後期開始時に具体的な日程等を掲示等でお知らせしま
す。

１・２　ガイダンス・講義

３・４　北方領土問題対策協会専務理事　
　　　　古矢一郎
　　　（元福岡大学法学部教授・内閣府参事官）

５・６　総務省前佐賀行政評価事務所長　
　　　　中村正人（福岡大学OB)

７・８　北九州市保健福祉局長寿社会対策課長
　　　　名越雅康　　　   　
   
９　福岡大学就職・進路支援センター事務室担当者

１０～１３　現職公務員等による講演

１４　担当教員による補足的な講義

１５　まとめ



2019-2010000451-01キャリアプランニング「（隔週講義）」

坂本　眞一

◎法律:A-2,A-3,B-2,B-3,B-4,C-1,C-2

1.行政に関する基礎知識を身につけ、国、地方公共団体の行政活動や公務員の
職務について理解することができる。　(A-2)

2.行政に関する基礎知識を身につけ、公務をめぐる諸問題について理解するこ
とができる。　(A-3)

3.行政や公法の知識を活用し、国、地方公共団体の行政活動に生起する諸問題
を把握し、考察することができる。　(B-2)

4.公共部門に関する知識を活かし、公務をめぐる諸問題を把握し、考察するこ
とができる。　(B-3)

5.法律や行政等の幅広い知識を活用し、行政をめぐる諸問題を把握し、考察す
ることができる。　(B-4)

6.法律や行政等の幅広い知識を活用し、国や地方公共団体の行政が直面する諸
問題に関心をもちながら、今後のキャリア形成を図ろうとする姿勢をもってい
る。　(C-1)

7.法律や行政等の幅広い知識を活かし、公共分野や地域社会に貢献しようとい
う意識をもちながら、今後のキャリア形成を図ろうとする姿勢をもっている。
　(C-2)

◎　法律学及び政治学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　憲法および民法等の法律学の基礎知識とリーガルマインド（法的思考力）
を身につけ、社会において生起する法的諸問題について理解し、説明することが
できる。
A-2　公法に関する基礎知識とリーガルマインドを身につけ、国、地方公共団体
などの行政のしくみについて理解し、説明することができる。
A-3　政治学および政策に関する基礎知識と政策的思考力を身につけ、政治や地
域社会の領域において生起する諸問題について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基本的な
知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　憲法および民法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み解き、
現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもとづいて述べ、か
つ、文章で表現することができる。
B-2　法律学の知識を総合的に活用し、リーガルマインドにもとづいて、日常生
活、公共的活動、企業活動に生起する法的問題を把握し、それについて解決のあ
り方を提示することができる。
B-3　行政法、国際法、政治学等の公共部門に関する知識を活かし、リーガルマ
インドにもとづいて、地域、国、国際社会の公共的問題を把握し、それについて
解決のあり方を提示することができる。
B-4　法、政治、経済、科学等の幅広い知識を総合的に活用し、政策的思考にも
とづいて、現代社会の問題を把握し、それについて解決のあり方を提示すること
ができる。
B-5　法と政治の歴史的・社会的・思想的背景をふまえ、適正な法と政治のあり
方を提示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　法学および政治学の観点から、現代社会の諸問題を積極的に解決しようと
する姿勢を持っている。
C-2　法学および政治学の知識を活かし、公共分野や地域社会に貢献しようとす
る姿勢を持っている。
C-3　外国の法制度や政治に関心を有し、グローバル化する世界の状況に積極的
に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す姿勢を
持っている。

◎経営法:A-1,A-2,B-1,B-2,C-1,C-2

1.行政に関する基礎知識を身につけ、国、地方公共団体の行政活動や公務員の
職務について理解することができる。　(A-2)

2.行政に関する基礎知識を身につけ、公務をめぐる諸問題について理解するこ
とができる。　(A-1)

3.行政や公法の知識を活用し、国、地方公共団体の行政活動に生起する諸問題
を把握し、考察することができる。　(B-1)

4.公共部門に関する知識を活かし、公務をめぐる諸問題を把握し、考察するこ
とができる。　(B-2)

5.法律や行政等の幅広い知識を活用し、行政をめぐる諸問題を把握し、考察す
ることができる。　(B-2)

6.法律や行政等の幅広い知識を活用し、国や地方公共団体の行政が直面する諸
問題に関心をもちながら、今後のキャリア形成を図ろうとする姿勢をもってい
る。　(C-1)

7.法律や行政等の幅広い知識を活かし、公共分野や地域社会に貢献しようとい
う意識をもちながら、今後のキャリア形成を図ろうとする姿勢をもっている。
　(C-2)

◎　経営法学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　民法および商法等の私法系科目の基礎知識とリーガルマインド（法
的思考力）を身につけ、日常生活において生起する法的諸問題について
理解し、説明することができる。
A-2　会社法等の企業法制に関する基礎知識を身につけ、企業取引や会社
のしくみについて理解し、説明することが出来る。
A-3　国際法および外国法に関する基礎知識を身につけ、世界情勢、国際
関係について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基
本的な知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　民法および商法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み
解き、現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもと
づいて述べ、かつ、文章で表現することができる。
B-2　会社法等の企業法制に関する知識を活かし、コーポレートガバナン
ス（企業統治）およびコンプライアンス（法令順守）に関する正確な理
解のもと、日常生活および企業活動において生起する法的問題を把握
し、それについて解決のあり方を提示することができる。
B-3　国際法および外国法に関する知識を活かし、国際関係および国際取
引において生起する法的問題を把握し、それについて解決のあり方を提
示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　起業家精神をもって、みずから企画を立案し、その実現に向けて積
極的に取り組む姿勢を持っている。
C-2　コーポレートガバナンスおよびコンプライアンスに関する知識に精
通し、企業や地域社会において正義と公平を貫く姿勢を持っている。
C-3　国際関係や国際取引に関心を有し、グローバル化する世界の状況に
積極的に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢を持っている。



2019-2010000480-01九州地域政策「16台以降（隔週講義）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・４時限, ５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

坂本　眞一

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業は、内閣府防災担当出身の本学教員のほか、国土交
通省（九州地方整備局、気象庁、国土地理院）、福岡県、福岡
市及び北九州市の防災担当官並びにコミュニティ防災を専門と
する研究者が共同で担当します。
　2016年４月に発生した熊本地震及び2017年７月に発生した九
州北部豪雨は、九州地域に大きな被害をもたらし、人々に強い
危機感を与えました。これらの災害の教訓を踏まえ、この授業
では、災害対策法制や九州地域の災害リスク、平時及び発災時
における国・地方自治体の防災対応、消防の活動、地域におけ
る防災活動など、九州地域における防災について体系的に学ん
でいただき、また皆様が学内や地域コミュニティで果たすべき
役割についても理解していただきます。その際、可能であれ
ば、関係行政機関を訪問して、現場の様子を肌で感じていただ
きたいと思っています。
　なお、本学教員は、国の行政機関において防災政策の立案等
に従事してきた経験を活かして、外部講師の講義内容を補足
し、我が国の防災行政の仕組みや防災施策の現状等について説
明する講義を行います。
　この授業の修了者のうち希望者には、日本防災士機構が認証
する防災士の受験資格が与えられます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

防災行政に関する基礎知識を身につけ、国、地方公共団体の防
災行政のしくみについて理解することができる。(知識・理解)

防災政策に関する基礎知識を身につけ、国や地域における防災
政策上の諸問題について理解することができる。(知識・理解)

法律や防災行政等の知識を活用し、身近な防災活動に生起する
諸問題を把握し、考察することができる。(技能)

防災行政等の公共部門に関する知識を活かし、国や地域の防災
をめぐる諸問題を把握し、考察することができる。(技能)

法律や防災行政等の幅広い知識を活用し、防災政策上の諸問題
を把握し、考察することができる。(技能)

法律や防災行政等の幅広い知識を活用し、国や地域の防災が直
面する諸問題を積極的に理解しようとする姿勢をもっている。
(態度・志向性)

法律や防災行政等の幅広い知識を活用し、身近な地域の防災活
動等に貢献しようとす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)　－－－◎

　下記レポートの作成に備えて、毎回授業後に授業の概要をま
とめておくこと（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　成績の評価はレポート（２回）により行う予定です。なお、
到達目標に対する達成度の評価に当たっては、九州地域におけ
る防災対策を十分理解できたか、身近なコミュニティレベルの
防災に貢献できるような考察を行っているかを基準とする予定
です。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは使用しない予定です。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・定期試験を実施しない科目のため、再試験を受験することはで
きません。
・授業を外部機関で行う場合は、授業日の時限内で実施する予定
ですが、移動時間も含めると授業前後の時間に影響する可能性が
あります。
・資格取得に当たっては、単位取得後にエクステンションセン
ターへの申込や受験料、認定料の納付等が必要になります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

※下記は仮の予定で、日程詳細は後期開始時に掲示します。また
直前に変更となる可能性があります。
※本学教員は毎回共同で授業を担当します。

１・２　ガイダンス、我が国の防災政策　本学教員

３　九州地方における自然災害リスク
　　井手富晴（九州地方整備局建設専門官）
　　堤宏徳（九州技術事務所火山防災減災課長）

４　災害時における気象庁の役割と防災情報
　　宮田浩（福岡管区気象台気象防災部次長）

５　防災・減災への地理空間情報の活用
　　山本宏章（国土地理院九州地方測量部次長）

６　災害発生時における福岡県の対応と役割
　　三笠哲八（福岡県防災企画課主任主事）

７・８（九州地方整備局で実施予定）
　　国土交通省における災害対応と水防災意識社会再構築の取組
　　安部剛（九州地方整備局水災害対策専門官）
　　川端良一（九州地方整備局河川管理課）

　　熊本地震・九州北部豪雨での国土交通省の支　　援活動　
　　川野晃（九州地方整備局総括防災調整官）

９　福岡市の防災・減災について
　　小田素久（福岡市防災・危機管理課係長)

10　地域の防災活動、自主防災組織、消防団活
　　井口順次
　　（福岡市消防局消防団課消防団係長）

11　北九州市消防局の広域支援活動
　　梅木久夫（北九州市消防局広域連携担当課長）

12　北九州市の特徴のある防災活動
　　入門真生
　　（NPO法人好きっちゃ北九州副理事長（北九　　　州市消防
局門司消防署主査））

13・14　
　　コミュニティと企業の防災計画・男女共同参　　画と防災
　　
　　コミュニティ防災の国際比較（中国四川大地　　震との比較
を例に）
　　金思穎（日本学術振興会特別研究員・専修大学）

15　まとめ　本学教員



2019-2010000480-01九州地域政策「16台以降（隔週講義）」

坂本　眞一

◎法律:A-2,A-3,B-2,B-3,B-4,C-1,C-2

1.防災行政に関する基礎知識を身につけ、国、地方公共団体の防災行政のしく
みについて理解することができる。　(A-2)

2.防災政策に関する基礎知識を身につけ、国や地域における防災政策上の諸問
題について理解することができる。　(A-3)

3.法律や防災行政等の知識を活用し、身近な防災活動に生起する諸問題を把握
し、考察することができる。　(B-2)

4.防災行政等の公共部門に関する知識を活かし、国や地域の防災をめぐる諸問
題を把握し、考察することができる。　(B-3)

5.法律や防災行政等の幅広い知識を活用し、防災政策上の諸問題を把握し、考
察することができる。　(B-4)

6.法律や防災行政等の幅広い知識を活用し、国や地域の防災が直面する諸問題
を積極的に理解しようとする姿勢をもっている。　(C-1)

7.法律や防災行政等の幅広い知識を活用し、身近な地域の防災活動等に貢献し
ようとする姿勢をもっている。　(C-2)

◎　法律学及び政治学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　憲法および民法等の法律学の基礎知識とリーガルマインド（法的思考力）
を身につけ、社会において生起する法的諸問題について理解し、説明することが
できる。
A-2　公法に関する基礎知識とリーガルマインドを身につけ、国、地方公共団体
などの行政のしくみについて理解し、説明することができる。
A-3　政治学および政策に関する基礎知識と政策的思考力を身につけ、政治や地
域社会の領域において生起する諸問題について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基本的な
知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　憲法および民法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み解き、
現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもとづいて述べ、か
つ、文章で表現することができる。
B-2　法律学の知識を総合的に活用し、リーガルマインドにもとづいて、日常生
活、公共的活動、企業活動に生起する法的問題を把握し、それについて解決のあ
り方を提示することができる。
B-3　行政法、国際法、政治学等の公共部門に関する知識を活かし、リーガルマ
インドにもとづいて、地域、国、国際社会の公共的問題を把握し、それについて
解決のあり方を提示することができる。
B-4　法、政治、経済、科学等の幅広い知識を総合的に活用し、政策的思考にも
とづいて、現代社会の問題を把握し、それについて解決のあり方を提示すること
ができる。
B-5　法と政治の歴史的・社会的・思想的背景をふまえ、適正な法と政治のあり
方を提示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　法学および政治学の観点から、現代社会の諸問題を積極的に解決しようと
する姿勢を持っている。
C-2　法学および政治学の知識を活かし、公共分野や地域社会に貢献しようとす
る姿勢を持っている。
C-3　外国の法制度や政治に関心を有し、グローバル化する世界の状況に積極的
に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す姿勢を
持っている。

◎経営法:A-4

1.防災行政に関する基礎知識を身につけ、国、地方公共団体の防災行政のしく
みについて理解することができる。　(A-4)

2.防災政策に関する基礎知識を身につけ、国や地域における防災政策上の諸問
題について理解することができる。　(A-4)

3.法律や防災行政等の知識を活用し、身近な防災活動に生起する諸問題を把握
し、考察することができる。

4.防災行政等の公共部門に関する知識を活かし、国や地域の防災をめぐる諸問
題を把握し、考察することができる。

5.法律や防災行政等の幅広い知識を活用し、防災政策上の諸問題を把握し、考
察することができる。

6.法律や防災行政等の幅広い知識を活用し、国や地域の防災が直面する諸問題
を積極的に理解しようとする姿勢をもっている。

7.法律や防災行政等の幅広い知識を活用し、身近な地域の防災活動等に貢献し
ようとする姿勢をもっている。

◎　経営法学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　民法および商法等の私法系科目の基礎知識とリーガルマインド（法
的思考力）を身につけ、日常生活において生起する法的諸問題について
理解し、説明することができる。
A-2　会社法等の企業法制に関する基礎知識を身につけ、企業取引や会社
のしくみについて理解し、説明することが出来る。
A-3　国際法および外国法に関する基礎知識を身につけ、世界情勢、国際
関係について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基
本的な知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　民法および商法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み
解き、現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもと
づいて述べ、かつ、文章で表現することができる。
B-2　会社法等の企業法制に関する知識を活かし、コーポレートガバナン
ス（企業統治）およびコンプライアンス（法令順守）に関する正確な理
解のもと、日常生活および企業活動において生起する法的問題を把握
し、それについて解決のあり方を提示することができる。
B-3　国際法および外国法に関する知識を活かし、国際関係および国際取
引において生起する法的問題を把握し、それについて解決のあり方を提
示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　起業家精神をもって、みずから企画を立案し、その実現に向けて積
極的に取り組む姿勢を持っている。
C-2　コーポレートガバナンスおよびコンプライアンスに関する知識に精
通し、企業や地域社会において正義と公平を貫く姿勢を持っている。
C-3　国際関係や国際取引に関心を有し、グローバル化する世界の状況に
積極的に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢を持っている。



2019-2010000250-01行政学

 期別：前期　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・５時限, 金・４時限　　試験時間割：2019/07/30　１時限　　

坂本　眞一

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業は、内閣府に所属する教員が担当し、国の行政機関
において政策立案や法令事務に従事してきた実務経験を活かし
て、行政の仕組みや現状等について説明します。公務員、法
曹、企業等の公共性の高い仕事を希望され、目標に向けて勉強
したい方を特に歓迎します。
　授業では、テキストを使った講義により、我が国の公務員制
度、内閣や中央省庁、官民関係、国の予算や会計、行政管理・
行政改革、行政の理論といった分野を学び、行政全般に対する
理解を深めていただきます。
　基本的には国の行政機関を対象とした内容を扱いますが、地
方自治や地方公共団体をテーマとする回も設けます。また、国
や地域が抱える最近の課題等を採り上げることなどにより、皆
さんが興味をもって学習していただけるようにしたいと考えて
います。
　さらに、授業時間の一部を利用して、過去の公務員試験の問
題演習を行うことにより、各種試験の対策としても十分な基礎
力をつけていただけるようにしたいと思います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

行政及び公法に関する基礎知識を身につけ、国、地方公共団体
などの行政の仕組みを理解し、説明することができる。(知
識・理解)

行政及び政策に関する基礎知識と政策的思考力を身につけ、国
や地域が直面する諸問題について理解し、説明することができ
る。(知識・理解)

行政学等の公共部門に関する知識を活かし、国や地域の直面す
る公共的問題を把握し、それについて解決の在り方を提示する
ことができる。(技能)

法律、行政及び政治等の幅広い知識を総合的に活用し、政策的
思考にもとづいて、現代社会の諸問題を把握し、それについて
解決のあり方を提示することができる。(技能)

法律、行政及び政治等の幅広い知識を総合的に活用し、現代社
会の諸問題を積極的に解決しようとする姿勢を持っている。
(態度・志向性)

法律、行政及び政治等の幅広い知識を活かし、公共分野や地域
社会に貢献しようとする姿勢を持っている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　テキストの指定箇所を読んできてください（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　成績の評価は、原則として、レポート（40%）と定期試験
（60%）により行う予定です。なお、到達目標に対する達成度
の評価に当たっては、次のような基準による予定です。
・レポート～課題について十分な考察を行い、自分の見解を記
述できているか。
・定期試験～行政学の基本的な事項等について適切に理解し、
説明できているか。

◎－－－　テキスト　－－－◎

真渕　勝（2009）「行政学」有斐閣

◎－－－　参考書　－－－◎

西尾　勝（2001）「行政学」（新版）有斐閣
櫻井敬子・橋本博之（2016）「行政法」（第５版）弘文堂

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ガイダンス
２～４　国家公務員の採用、昇進、退職と天下り
５～８　内閣制度、中央省庁
９・10　行政ネットワーク
11　行政管理と行政改革
12～14　官民関係
15～17　予算・決算、一般会計と特別会計
18～20　制度的・非制度的行政責任
21～25　地方自治（事務、組織、財政）
26　大都市行政・広域行政
27～29　行政の理論、学説史
30　日本の行政システム

（内容や順番を変更する場合があります。）



2019-2010000250-01行政学

坂本　眞一

◎法律:A-2,A-3,B-3,B-4,C-1,C-2

1.行政及び公法に関する基礎知識を身につけ、国、地方公共団体などの行政の
仕組みを理解し、説明することができる。　(A-2)

2.行政及び政策に関する基礎知識と政策的思考力を身につけ、国や地域が直面
する諸問題について理解し、説明することができる。　(A-3)

3.行政学等の公共部門に関する知識を活かし、国や地域の直面する公共的問題
を把握し、それについて解決の在り方を提示することができる。　(B-3)

4.法律、行政及び政治等の幅広い知識を総合的に活用し、政策的思考にもとづ
いて、現代社会の諸問題を把握し、それについて解決のあり方を提示すること
ができる。　(B-4)

5.法律、行政及び政治等の幅広い知識を総合的に活用し、現代社会の諸問題を
積極的に解決しようとする姿勢を持っている。　(C-1)

6.法律、行政及び政治等の幅広い知識を活かし、公共分野や地域社会に貢献し
ようとする姿勢を持っている。　(C-2)

◎　法律学及び政治学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　憲法および民法等の法律学の基礎知識とリーガルマインド（法的思考力）
を身につけ、社会において生起する法的諸問題について理解し、説明することが
できる。
A-2　公法に関する基礎知識とリーガルマインドを身につけ、国、地方公共団体
などの行政のしくみについて理解し、説明することができる。
A-3　政治学および政策に関する基礎知識と政策的思考力を身につけ、政治や地
域社会の領域において生起する諸問題について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基本的な
知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　憲法および民法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み解き、
現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもとづいて述べ、か
つ、文章で表現することができる。
B-2　法律学の知識を総合的に活用し、リーガルマインドにもとづいて、日常生
活、公共的活動、企業活動に生起する法的問題を把握し、それについて解決のあ
り方を提示することができる。
B-3　行政法、国際法、政治学等の公共部門に関する知識を活かし、リーガルマ
インドにもとづいて、地域、国、国際社会の公共的問題を把握し、それについて
解決のあり方を提示することができる。
B-4　法、政治、経済、科学等の幅広い知識を総合的に活用し、政策的思考にも
とづいて、現代社会の問題を把握し、それについて解決のあり方を提示すること
ができる。
B-5　法と政治の歴史的・社会的・思想的背景をふまえ、適正な法と政治のあり
方を提示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　法学および政治学の観点から、現代社会の諸問題を積極的に解決しようと
する姿勢を持っている。
C-2　法学および政治学の知識を活かし、公共分野や地域社会に貢献しようとす
る姿勢を持っている。
C-3　外国の法制度や政治に関心を有し、グローバル化する世界の状況に積極的
に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す姿勢を
持っている。

◎経営法:A-4

1.行政及び公法に関する基礎知識を身につけ、国、地方公共団体などの行政の
仕組みを理解し、説明することができる。　(A-4)

2.行政及び政策に関する基礎知識と政策的思考力を身につけ、国や地域が直面
する諸問題について理解し、説明することができる。　(A-4)

3.行政学等の公共部門に関する知識を活かし、国や地域の直面する公共的問題
を把握し、それについて解決の在り方を提示することができる。

4.法律、行政及び政治等の幅広い知識を総合的に活用し、政策的思考にもとづ
いて、現代社会の諸問題を把握し、それについて解決のあり方を提示すること
ができる。

5.法律、行政及び政治等の幅広い知識を総合的に活用し、現代社会の諸問題を
積極的に解決しようとする姿勢を持っている。

6.法律、行政及び政治等の幅広い知識を活かし、公共分野や地域社会に貢献し
ようとする姿勢を持っている。

◎　経営法学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　民法および商法等の私法系科目の基礎知識とリーガルマインド（法
的思考力）を身につけ、日常生活において生起する法的諸問題について
理解し、説明することができる。
A-2　会社法等の企業法制に関する基礎知識を身につけ、企業取引や会社
のしくみについて理解し、説明することが出来る。
A-3　国際法および外国法に関する基礎知識を身につけ、世界情勢、国際
関係について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基
本的な知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　民法および商法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み
解き、現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもと
づいて述べ、かつ、文章で表現することができる。
B-2　会社法等の企業法制に関する知識を活かし、コーポレートガバナン
ス（企業統治）およびコンプライアンス（法令順守）に関する正確な理
解のもと、日常生活および企業活動において生起する法的問題を把握
し、それについて解決のあり方を提示することができる。
B-3　国際法および外国法に関する知識を活かし、国際関係および国際取
引において生起する法的問題を把握し、それについて解決のあり方を提
示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　起業家精神をもって、みずから企画を立案し、その実現に向けて積
極的に取り組む姿勢を持っている。
C-2　コーポレートガバナンスおよびコンプライアンスに関する知識に精
通し、企業や地域社会において正義と公平を貫く姿勢を持っている。
C-3　国際関係や国際取引に関心を有し、グローバル化する世界の状況に
積極的に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢を持っている。



2019-2010000436-01行政特別演習Ⅰ

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：金・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

坂本　眞一

◎－－－　概要　－－－◎

　このゼミは、内閣府に所属する教員が担当し、国の行政機関
において政策立案や法令事務に従事してきた実務経験を活かし
て、行政の仕組みや現状等について説明します。公務員、法
曹、企業等の公共性の高い仕事を希望され、目標に向けて勉強
したい方を特に歓迎します。
　ゼミでは、テキストの輪読や講義により、我が国の行政組織
（内閣、中央省庁、特別行政主体等）や公務員制度及びこれに
関連する行政組織法、公務員法等への理解を深めていただきま
す。
　また、課題発表、討論等を通じて、地域や国の行政が直面す
る課題について自主的に考え、議論する能力を高めていただき
たいと考えています。特に、公務員試験等において面接が重視
される傾向も踏まえて、具体的な政策課題についてゼミ生で討
論する機会を積極的に設けたいと考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

行政組織法及び公務員法等の公法に関する基礎知識を身に付
け、国、地方公共団体など行政の仕組みを理解し、説明するこ
とができる。(知識・理解)

行政法及び行政学等の公共部門に関する知識を活かし、地域や
国の直面する公共的問題を把握し、それについて解決のあり方
を提示することができる。(技能)

法律、行政及び政治等の幅広い知識を総合的に活用し、政策的
思考にもとづいて、現代社会の諸問題を把握し、それについて
解決のあり方を提示することができる。(技能)

法律、行政及び政治等の歴史的・社会的背景等をふまえ、その
適正なあり方を考察することができる。(技能)

法律、行政及び政治等の幅広い知識を総合的に活用し、現代社
会の諸問題を積極的に解決しようとする姿勢を持っている。
(態度・志向性)

法律、行政及び政治等の幅広い知識を活かし、公共分野や地域
社会に貢献しようとする姿勢を持っている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　テキストの指定箇所を読んできてください（60分）。
　また、ゼミの中で課題発表、討論等を行うため、その準備が
必要になります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　ゼミ内での発言、課題発表、討論等の内容を評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

宇賀　克也「行政法概説Ⅲ　行政組織法／公務員法／公物
法」（2019.3刊行予定、第５版）有斐閣

◎－－－　参考書　－－－◎

真渕　勝（2009）「行政学」有斐閣
西尾　勝（2001）「行政学」（新版）有斐閣

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　講師の担当する「行政学」を並行して受講していただく
と、より理解が深まると思います。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ゼミの導入
２～３０　テキストの輪読、講義、課題発表、政策課題の
討論等



2019-2010000436-01行政特別演習Ⅰ

坂本　眞一

◎法律:A-2,B-3,B-4,B-5,C-1,C-2

1.行政組織法及び公務員法等の公法に関する基礎知識を身に付け、国、地方公
共団体など行政の仕組みを理解し、説明することができる。　(A-2)

2.行政法及び行政学等の公共部門に関する知識を活かし、地域や国の直面する
公共的問題を把握し、それについて解決のあり方を提示することができる。　
(B-3)

3.法律、行政及び政治等の幅広い知識を総合的に活用し、政策的思考にもとづ
いて、現代社会の諸問題を把握し、それについて解決のあり方を提示すること
ができる。　(B-4)

4.法律、行政及び政治等の歴史的・社会的背景等をふまえ、その適正なあり方
を考察することができる。　(B-5)

5.法律、行政及び政治等の幅広い知識を総合的に活用し、現代社会の諸問題を
積極的に解決しようとする姿勢を持っている。　(C-1)

6.法律、行政及び政治等の幅広い知識を活かし、公共分野や地域社会に貢献し
ようとする姿勢を持っている。　(C-2)

◎　法律学及び政治学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　憲法および民法等の法律学の基礎知識とリーガルマインド（法的思
考力）を身につけ、社会において生起する法的諸問題について理解し、
説明することができる。
A-2　公法に関する基礎知識とリーガルマインドを身につけ、国、地方公
共団体などの行政のしくみについて理解し、説明することができる。
A-3　政治学および政策に関する基礎知識と政策的思考力を身につけ、政
治や地域社会の領域において生起する諸問題について理解し、説明する
ことができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基
本的な知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　憲法および民法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み
解き、現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもと
づいて述べ、かつ、文章で表現することができる。
B-2　法律学の知識を総合的に活用し、リーガルマインドにもとづいて、
日常生活、公共的活動、企業活動に生起する法的問題を把握し、それに
ついて解決のあり方を提示することができる。
B-3　行政法、国際法、政治学等の公共部門に関する知識を活かし、リー
ガルマインドにもとづいて、地域、国、国際社会の公共的問題を把握
し、それについて解決のあり方を提示することができる。
B-4　法、政治、経済、科学等の幅広い知識を総合的に活用し、政策的思
考にもとづいて、現代社会の問題を把握し、それについて解決のあり方
を提示することができる。
B-5　法と政治の歴史的・社会的・思想的背景をふまえ、適正な法と政治
のあり方を提示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　法学および政治学の観点から、現代社会の諸問題を積極的に解決し
ようとする姿勢を持っている。
C-2　法学および政治学の知識を活かし、公共分野や地域社会に貢献しよ
うとする姿勢を持っている。
C-3　外国の法制度や政治に関心を有し、グローバル化する世界の状況に
積極的に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢を持っている。



2019-2010000470-01警察活動の理論と実務「15台以降」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・４時限　　試験時間割：2019/07/30　１時限　　

小野寺　一浩

◎－－－　概要　－－－◎

　警察活動について、理論と実務との架橋を念頭に置き、法学部専任
教員と警察実務を担う警察官および県警一般職員とが共同で講義を行
います。
　全15回の講義においては、犯罪予防・対策を中心として、市民の安
全を守るためにどのような活動が行われているかを具体的に紹介し、
現在の警察活動の実態について把握し、そこでの問題点、課題につい
て明らかにしていきます。警察活動の組織・制度について、現実の活
動から理論的に分析することにより、警察活動についての基本的な知
識を獲得するにとどまらず、現実の事象を理論的に分析するという思
考方法を修得し、社会の現実を法的に分析するという力を涵養するこ
とをも目指します。
　警察活動について学問的な興味関心を有する学生にとっては、法理
論が現実に社会の中でどのように機能しているかを理解する絶好の機
会と言えるでしょう。また、警察官を志望している学生にとっては、
実際の警察活動を知ることができ、自らの進路を選択するうえで大い
に参考になると思います。
　講義は、各回の講義に専任教員と県警の担当者が出講し、基本的
に、教員が講義の趣旨・概要を説明した後、警察の講義担当者が講義
を行い、教員の司会のもとに学生と警察の講義担当者との間で質疑を
し、教員が問題点、課題等を中心として総括するという方法で進めて
いきます。
　この講義の特色は、現職の警察官・警察職員が、これまでの実務経
験を基に警察活動の実際について講義をすることにあります。質疑へ
の参加など、積極的な姿勢で授業に参加してください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

警察活動に関わる法について基礎知識とリーガルマインドを身につ
け、国、地方公共団体などの行政のしくみについて理解し、説明する
ことができる。(知識・理解)

警察活動に関する基礎知識と政策的思考力を身につけ、政治や地域社
会の領域において生起する諸問題について理解し、説明することがで
きる。(知識・理解)

警察活動に関する知識を活かし、リーガルマインドにもとづいて、地
域、国、国際社会の公共的問題を把握し、それについて解決のあり方
を提示することができる。(技能)

警察活動についての幅広い知識を総合的に活用し、政策的思考にもと
づいて、警察活動に関わるる問題を把握し、それについて解決のあり
方を提示することができる。(技能)

警察活動に関する知識を活かし、公共分野や地域社会に貢献しようと
する姿勢を持っている。(態度・志向性)

警察活動についての基本的な知識と理解を持っている。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・毎回の講義で次週の予習ポイントを指示するので、それに従い予習
する（60分)。
・講義後は講義時に配付した資料を用いさらに検討し、講義内容をま
とめる(60分)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

(1)評価基準　警察活動の実態、理論的・現実的問題を理解し、それを
どのように解決しているかを把握した上で、あるべき警察活動につい
て説明できる。
(2)評価方法　定期試験及び講義時に実施する小テストによる。なお、
小テストの追試験は行わない。
(3)評価割合　定期試験60パーセント、小テスト40パーセント

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。講義時に必要資料を配付する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・外部の講師との共同講義であるため、福大生として失礼
のないような態度で受講すること。受講態度に問題がある
場合には、厳しく対処する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回「警察制度の概要と福岡県警察の取組」
担当者：小野寺一浩教授（大学）、西村善和警視(県警警
務課管理官)
第2回「犯罪の起きにくい社会づくり」
担当者：新屋達之教授（大学）、中村健一警視（県警生活
安全総務課管理官）
第3回「少年の非行・被害防止に向けた取組」
担当者：新屋達之教授（大学）、平田謙悟警視（県警少年
課管理官）
第4回「サイバー犯罪の現状と対策」
担当者：石川友佳子准教授（大学）、川口由記警視（県警
サイバー犯罪対策課管理官）
第5回「犯罪被害者支援の在り方」
担当者：桧垣伸次准教授（大学）、林礼二警視（県警被害
者支援・相談課長)
第6回「性犯罪の抑止」
担当者：石川友佳子准教授（大学）、西田哲也警視（県警
刑事部統括参事官兼総務部統括参事官兼生活安全部統括参
事官）
第7回「警察捜査」
担当者：桧垣伸次准教授（大学）、橋本浩輔警視（県警捜
査第一課管理官）
第8回「暴力団対策」
担当者：石川友佳子准教授（大学）、井町由紀夫警視(県
警組織犯罪対策課管理官）
第9回「科学捜査」
担当者：新屋達之教授（大学）、中園毅彦氏（県警科学捜
査研究所管理官）
第10回「薬物対策」
担当者：石川友佳子准教授（大学）、多良木伸一警視（県
警薬物銃器対策課管理官）
第11回「警備警察の役割」
担当者：新屋達之教授（大学）、江口勝則警視（県警公安
第一課管理官)
第12回「交通警察」
担当者：桧垣伸一准教授（大学）、長田昌之警視（県警交
通企画課統括管理官)
第13回「捜査をめぐる諸問題」
担当者：小野寺一浩教授（大学）、佐藤治夫警視（県警刑
事総務課管理官）
第14回「警察の犯罪対策」
担当者：小野寺一浩教授（大学）、宇田川佳宏警視長（県
警警務部長）
第15回「総括」
担当者：桧垣伸次准教授（大学）



2019-2010000470-01警察活動の理論と実務「15台以降」

小野寺　一浩

◎法律:A-2,A-3,B-3,B-4,C-2

1.警察活動に関わる法について基礎知識とリーガルマインドを身につけ、国、
地方公共団体などの行政のしくみについて理解し、説明することができる。　
(A-2)

2.警察活動に関する基礎知識と政策的思考力を身につけ、政治や地域社会の領
域において生起する諸問題について理解し、説明することができる。　(A-3)

3.警察活動に関する知識を活かし、リーガルマインドにもとづいて、地域、
国、国際社会の公共的問題を把握し、それについて解決のあり方を提示するこ
とができる。　(B-3)

4.警察活動についての幅広い知識を総合的に活用し、政策的思考にもとづい
て、警察活動に関わるる問題を把握し、それについて解決のあり方を提示する
ことができる。　(B-4)

5.警察活動に関する知識を活かし、公共分野や地域社会に貢献しようとする姿
勢を持っている。　(C-2)

6.警察活動についての基本的な知識と理解を持っている。

◎　法律学及び政治学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　憲法および民法等の法律学の基礎知識とリーガルマインド（法的思考力）
を身につけ、社会において生起する法的諸問題について理解し、説明することが
できる。
A-2　公法に関する基礎知識とリーガルマインドを身につけ、国、地方公共団体
などの行政のしくみについて理解し、説明することができる。
A-3　政治学および政策に関する基礎知識と政策的思考力を身につけ、政治や地
域社会の領域において生起する諸問題について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基本的な
知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　憲法および民法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み解き、
現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもとづいて述べ、か
つ、文章で表現することができる。
B-2　法律学の知識を総合的に活用し、リーガルマインドにもとづいて、日常生
活、公共的活動、企業活動に生起する法的問題を把握し、それについて解決のあ
り方を提示することができる。
B-3　行政法、国際法、政治学等の公共部門に関する知識を活かし、リーガルマ
インドにもとづいて、地域、国、国際社会の公共的問題を把握し、それについて
解決のあり方を提示することができる。
B-4　法、政治、経済、科学等の幅広い知識を総合的に活用し、政策的思考にも
とづいて、現代社会の問題を把握し、それについて解決のあり方を提示すること
ができる。
B-5　法と政治の歴史的・社会的・思想的背景をふまえ、適正な法と政治のあり
方を提示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　法学および政治学の観点から、現代社会の諸問題を積極的に解決しようと
する姿勢を持っている。
C-2　法学および政治学の知識を活かし、公共分野や地域社会に貢献しようとす
る姿勢を持っている。
C-3　外国の法制度や政治に関心を有し、グローバル化する世界の状況に積極的
に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す姿勢を
持っている。

◎経営法:A-4

1.警察活動に関わる法について基礎知識とリーガルマインドを身につけ、国、
地方公共団体などの行政のしくみについて理解し、説明することができる。

2.警察活動に関する基礎知識と政策的思考力を身につけ、政治や地域社会の領
域において生起する諸問題について理解し、説明することができる。

3.警察活動に関する知識を活かし、リーガルマインドにもとづいて、地域、
国、国際社会の公共的問題を把握し、それについて解決のあり方を提示するこ
とができる。

4.警察活動についての幅広い知識を総合的に活用し、政策的思考にもとづい
て、警察活動に関わるる問題を把握し、それについて解決のあり方を提示する
ことができる。

5.警察活動に関する知識を活かし、公共分野や地域社会に貢献しようとする姿
勢を持っている。

6.警察活動についての基本的な知識と理解を持っている。　(A-4)

◎　経営法学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　民法および商法等の私法系科目の基礎知識とリーガルマインド（法
的思考力）を身につけ、日常生活において生起する法的諸問題について
理解し、説明することができる。
A-2　会社法等の企業法制に関する基礎知識を身につけ、企業取引や会社
のしくみについて理解し、説明することが出来る。
A-3　国際法および外国法に関する基礎知識を身につけ、世界情勢、国際
関係について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基
本的な知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　民法および商法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み
解き、現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもと
づいて述べ、かつ、文章で表現することができる。
B-2　会社法等の企業法制に関する知識を活かし、コーポレートガバナン
ス（企業統治）およびコンプライアンス（法令順守）に関する正確な理
解のもと、日常生活および企業活動において生起する法的問題を把握
し、それについて解決のあり方を提示することができる。
B-3　国際法および外国法に関する知識を活かし、国際関係および国際取
引において生起する法的問題を把握し、それについて解決のあり方を提
示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　起業家精神をもって、みずから企画を立案し、その実現に向けて積
極的に取り組む姿勢を持っている。
C-2　コーポレートガバナンスおよびコンプライアンスに関する知識に精
通し、企業や地域社会において正義と公平を貫く姿勢を持っている。
C-3　国際関係や国際取引に関心を有し、グローバル化する世界の状況に
積極的に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢を持っている。



2019-2010000429-01商業登記法

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　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　４時限　　

伊藤　和枝

◎－－－　概要　－－－◎

　司法書士として２０年以上の実務経験を活かしながら、現在も
日々商業登記業務である会社の登記手続きに従事している者とし
て、実際に携わった会社登記の事例等を参考資料等（登記簿、定
款等）とともに、商業登記制度の必要性、活用法及び現状につい
て講義する。
　商業登記制度は、商人に関する一定の事項を登記簿に記載し、
これを一般に周知させることで取引の安全を図るとともに商人の
信用を維持するための制度である。「商業登記法」は、この制度
を規律する法律である。すなわち、商業登記法とは、商法や会社
法、その他の実体法で定める法律行為（実体法上の行為、例え
ば、商号変更や本店移転など）を適正に実行するための手続法で
ある。
　このように、商業登記法を学習するには、まず、実体法である
会社法などの知識が不可欠である。したがって、授業では、商業
登記法のみならず、会社法などの関係する実体法についても学習
する。
　また、視覚的に学習できるように、実在する会社の登記簿（登
記事項証明書）などの資料を見ながらの講義となる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

会社等の登記事項証明書について、基本的な知識を身に着けら
れ、登記事項証明書が読み取れる。(知識・理解)

実在する会社の登記事項証明書について読み解き、自己の意見を
述べることができる。(技能)

法務局（登記所）に行き、就職等を考えている会社の登記事項証
明書を請求することができる。(技能)

ビジネス社会において重要な役割を持っている会社について、商
業登記法の観点から、会社の仕組み（機関）や経営状態（株式
数、資本金）等について、意味や必要性について考えるようにな
る。(態度・志向性)

商業登記法とこれに密接に関連する会社法の知識を同時に身につ
けられ、会社の仕組みについて理解し、説明することができる。

法務局（登記所）で会社の登記簿を一般人に公開することによっ
て、会社の信用の維持を図っていくための商業登記制度の重要性
について深く考えられるようになる。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回授業内容を復習し専門用語の意味を理解しておくこと、及
び、次回の授業範囲を予習しておくこと（６０分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　商業登記法が正確性・明瞭性・迅速性という公示機能と混乱防
止という予防機能を発揮することによって、社会経済活動のなか
で円滑な取引を保障するために作られた広く一般に公開された制
度であるということを理解できているかを成績評価基準とする。
　原則として、定期試験及び平常点で評価する。講義の進行に
よっては小テストを課す場合があるが、この場合は、定期試験約
８０％、平常点もしくは小テスト等役２０％として、総合的に評
価する。
　定期試験は、「問題および解答用紙」は１枚となる予定。

◎－－－　テキスト　－－－◎

「商業登記法入門」　神崎満治郎　著
　（有斐閣）　（２，６００円＋税）
　

◎－－－　参考書　－－－◎

「一問一答　新・会社法」（株式会社商事法務）相澤哲編
著　定価　２，８００円（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　条文を確認しながら授業を進めるので、六法は必ず持参
すること。六法は　「詳細登記六法［平成３１年版］」
（株式会社きんざい）が最適であるが、他の六法でもよ
い。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　　　　　　　　
1　商業登記制度の意義
2　商業登記の機能
3　登記の種類
4　商業登記に関する法令
5　商業登記を担当する国家機関
6　登記の種類
7　登記の効力（１）
8　登記の効力（２）
9　登記に関する帳簿の公開
10　印鑑の証明
11　登記の申請
12　印鑑の提出
13　登記申請の却下
14　登記申請の取下げ
15　商号の登記



2019-2010000429-01商業登記法

伊藤　和枝

◎法律:A-1,B-1,B-2,C-1

1.会社等の登記事項証明書について、基本的な知識を身に着けられ、登記事項
証明書が読み取れる。　(A-1)

2.実在する会社の登記事項証明書について読み解き、自己の意見を述べること
ができる。　(B-1)

3.法務局（登記所）に行き、就職等を考えている会社の登記事項証明書を請求
することができる。　(B-2)

4.ビジネス社会において重要な役割を持っている会社について、商業登記法の
観点から、会社の仕組み（機関）や経営状態（株式数、資本金）等について、
意味や必要性について考えるようになる。　(C-1)

5.商業登記法とこれに密接に関連する会社法の知識を同時に身につけられ、会
社の仕組みについて理解し、説明することができる。

6.法務局（登記所）で会社の登記簿を一般人に公開することによって、会社の
信用の維持を図っていくための商業登記制度の重要性について深く考えられる
ようになる。

◎　法律学及び政治学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　憲法および民法等の法律学の基礎知識とリーガルマインド（法的思考力）
を身につけ、社会において生起する法的諸問題について理解し、説明することが
できる。
A-2　公法に関する基礎知識とリーガルマインドを身につけ、国、地方公共団体
などの行政のしくみについて理解し、説明することができる。
A-3　政治学および政策に関する基礎知識と政策的思考力を身につけ、政治や地
域社会の領域において生起する諸問題について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基本的な
知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　憲法および民法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み解き、
現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもとづいて述べ、か
つ、文章で表現することができる。
B-2　法律学の知識を総合的に活用し、リーガルマインドにもとづいて、日常生
活、公共的活動、企業活動に生起する法的問題を把握し、それについて解決のあ
り方を提示することができる。
B-3　行政法、国際法、政治学等の公共部門に関する知識を活かし、リーガルマ
インドにもとづいて、地域、国、国際社会の公共的問題を把握し、それについて
解決のあり方を提示することができる。
B-4　法、政治、経済、科学等の幅広い知識を総合的に活用し、政策的思考にも
とづいて、現代社会の問題を把握し、それについて解決のあり方を提示すること
ができる。
B-5　法と政治の歴史的・社会的・思想的背景をふまえ、適正な法と政治のあり
方を提示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　法学および政治学の観点から、現代社会の諸問題を積極的に解決しようと
する姿勢を持っている。
C-2　法学および政治学の知識を活かし、公共分野や地域社会に貢献しようとす
る姿勢を持っている。
C-3　外国の法制度や政治に関心を有し、グローバル化する世界の状況に積極的
に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す姿勢を
持っている。

◎経営法:A-1,A-2,B-1,B-2,C-1,C-2

1.会社等の登記事項証明書について、基本的な知識を身に着けられ、登記事項
証明書が読み取れる。　(A-1)

2.実在する会社の登記事項証明書について読み解き、自己の意見を述べること
ができる。　(B-1)

3.法務局（登記所）に行き、就職等を考えている会社の登記事項証明書を請求
することができる。　(B-2)

4.ビジネス社会において重要な役割を持っている会社について、商業登記法の
観点から、会社の仕組み（機関）や経営状態（株式数、資本金）等について、
意味や必要性について考えるようになる。　(C-1)

5.商業登記法とこれに密接に関連する会社法の知識を同時に身につけられ、会
社の仕組みについて理解し、説明することができる。　(A-2)

6.法務局（登記所）で会社の登記簿を一般人に公開することによって、会社の
信用の維持を図っていくための商業登記制度の重要性について深く考えられる
ようになる。　(C-2)

◎　経営法学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　民法および商法等の私法系科目の基礎知識とリーガルマインド（法
的思考力）を身につけ、日常生活において生起する法的諸問題について
理解し、説明することができる。
A-2　会社法等の企業法制に関する基礎知識を身につけ、企業取引や会社
のしくみについて理解し、説明することが出来る。
A-3　国際法および外国法に関する基礎知識を身につけ、世界情勢、国際
関係について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基
本的な知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　民法および商法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み
解き、現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもと
づいて述べ、かつ、文章で表現することができる。
B-2　会社法等の企業法制に関する知識を活かし、コーポレートガバナン
ス（企業統治）およびコンプライアンス（法令順守）に関する正確な理
解のもと、日常生活および企業活動において生起する法的問題を把握
し、それについて解決のあり方を提示することができる。
B-3　国際法および外国法に関する知識を活かし、国際関係および国際取
引において生起する法的問題を把握し、それについて解決のあり方を提
示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　起業家精神をもって、みずから企画を立案し、その実現に向けて積
極的に取り組む姿勢を持っている。
C-2　コーポレートガバナンスおよびコンプライアンスに関する知識に精
通し、企業や地域社会において正義と公平を貫く姿勢を持っている。
C-3　国際関係や国際取引に関心を有し、グローバル化する世界の状況に
積極的に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢を持っている。



2019-2010000486-01児童福祉論「16台以降」

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

河浦　龍生

◎－－－　概要　－－－◎

　大人にとっての子どもとは、保護の対象や親の所有物から、
子ども自身が権利行使の主体としての存在に変わろうとしてい
ます。少子化が進行し、子ども虐待が増加し続けるなかで、大
人として、どのように子どもに向き合い、子どもを育むのか問
われ続けています。その歴史や理念、制度、子どもを取り巻く
社会の現状と援助の実際を学びながら、どう大人として成長し
ていくべきかを考えていきます。児童相談所勤務経験を活か
し、実際に携わった事例や現場等も紹介し、子ども達を巡る現
状等について講義します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

子どもの権利保障について、その沿革から現在に至る理念や原
則を理解できる。(知識・理解)

子ども、家庭、福祉の法制度や体制、実施機関や子ども福祉
サービスを理解できる。(技能)

子どもの権利保障を巡る現在の社会的、家族的現状と課題を知
る。そして、援助の実際を知り、今後の課題を考える。(技能)

どのような職業についても又は家族を持っても、子どもの最善
の利益を考慮できる大人となる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

１．講義で取り上げる項目について、テキストの該当箇所を事
前に読んでおくこと（３０分）。
２．講義で取り上げた、厚生労働省のデータや報告書などを確
認すること。
３．日頃から、子ども家庭に関する報道を注視すること。
４．わからないことは、教員に積極的に質問し、理解を深める
こと。
　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　子ども家庭福祉の理解と基礎知識を習得しているか、子ども
に向き合う大人としての感性と態度を習得しているかを評価基
準とする。定期試験のみで評価する。　

◎－－－　テキスト　－－－◎

社会福祉学習双書2018第５巻児童家庭福祉論
全国社会福祉協議会

◎－－－　参考書　－－－◎

「児童相談所改革と協働の道のり」2017年明石書店

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．児童家庭福祉の理念及び概念
２．子どもの権利保障と児童家庭福祉制度　　の発展過程
３．子ども、家族を取り巻く社会の状況と　　家族関係
４．児童・家庭の福祉ニーズの実際
５．要保護児童のための福祉サービス
６．被虐待児のための福祉サービス
７．非行児童、情緒障害児、障害児のため　　の福祉サー
ビス
８．ひとり親家庭のための福祉サービス及　　び母子保健
サービス
９．子ども・子育て支援サービス
10．国際条約と児童家庭福祉の基本的法律
11．児童家庭福祉制度における組織及び団　　体の役割と
実際
12．児童相談所・家庭裁判所の役割
13．児童家庭福祉の援助の実際
14．児童養護施設、里親による支援
15．子ども家庭福祉の未来

＊授業は教科書とパワーポイントを使いま　す。



2019-2010000486-01児童福祉論「16台以降」

河浦　龍生

◎法律:A-3,B-3,B-4,C-2

1.子どもの権利保障について、その沿革から現在に至る理念や原則を理解でき
る。　(A-3)

2.子ども、家庭、福祉の法制度や体制、実施機関や子ども福祉サービスを理解
できる。　(B-3)

3.子どもの権利保障を巡る現在の社会的、家族的現状と課題を知る。そして、
援助の実際を知り、今後の課題を考える。　(B-4)

4.どのような職業についても又は家族を持っても、子どもの最善の利益を考慮
できる大人となる。　(C-2)

◎　法律学及び政治学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　憲法および民法等の法律学の基礎知識とリーガルマインド（法的思考力）
を身につけ、社会において生起する法的諸問題について理解し、説明することが
できる。
A-2　公法に関する基礎知識とリーガルマインドを身につけ、国、地方公共団体
などの行政のしくみについて理解し、説明することができる。
A-3　政治学および政策に関する基礎知識と政策的思考力を身につけ、政治や地
域社会の領域において生起する諸問題について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基本的な
知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　憲法および民法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み解き、
現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもとづいて述べ、か
つ、文章で表現することができる。
B-2　法律学の知識を総合的に活用し、リーガルマインドにもとづいて、日常生
活、公共的活動、企業活動に生起する法的問題を把握し、それについて解決のあ
り方を提示することができる。
B-3　行政法、国際法、政治学等の公共部門に関する知識を活かし、リーガルマ
インドにもとづいて、地域、国、国際社会の公共的問題を把握し、それについて
解決のあり方を提示することができる。
B-4　法、政治、経済、科学等の幅広い知識を総合的に活用し、政策的思考にも
とづいて、現代社会の問題を把握し、それについて解決のあり方を提示すること
ができる。
B-5　法と政治の歴史的・社会的・思想的背景をふまえ、適正な法と政治のあり
方を提示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　法学および政治学の観点から、現代社会の諸問題を積極的に解決しようと
する姿勢を持っている。
C-2　法学および政治学の知識を活かし、公共分野や地域社会に貢献しようとす
る姿勢を持っている。
C-3　外国の法制度や政治に関心を有し、グローバル化する世界の状況に積極的
に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す姿勢を
持っている。

◎経営法:A-4

1.子どもの権利保障について、その沿革から現在に至る理念や原則を理解でき
る。　(A-4)

2.子ども、家庭、福祉の法制度や体制、実施機関や子ども福祉サービスを理解
できる。

3.子どもの権利保障を巡る現在の社会的、家族的現状と課題を知る。そして、
援助の実際を知り、今後の課題を考える。

4.どのような職業についても又は家族を持っても、子どもの最善の利益を考慮
できる大人となる。

◎　経営法学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　民法および商法等の私法系科目の基礎知識とリーガルマインド（法
的思考力）を身につけ、日常生活において生起する法的諸問題について
理解し、説明することができる。
A-2　会社法等の企業法制に関する基礎知識を身につけ、企業取引や会社
のしくみについて理解し、説明することが出来る。
A-3　国際法および外国法に関する基礎知識を身につけ、世界情勢、国際
関係について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基
本的な知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　民法および商法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み
解き、現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもと
づいて述べ、かつ、文章で表現することができる。
B-2　会社法等の企業法制に関する知識を活かし、コーポレートガバナン
ス（企業統治）およびコンプライアンス（法令順守）に関する正確な理
解のもと、日常生活および企業活動において生起する法的問題を把握
し、それについて解決のあり方を提示することができる。
B-3　国際法および外国法に関する知識を活かし、国際関係および国際取
引において生起する法的問題を把握し、それについて解決のあり方を提
示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　起業家精神をもって、みずから企画を立案し、その実現に向けて積
極的に取り組む姿勢を持っている。
C-2　コーポレートガバナンスおよびコンプライアンスに関する知識に精
通し、企業や地域社会において正義と公平を貫く姿勢を持っている。
C-3　国際関係や国際取引に関心を有し、グローバル化する世界の状況に
積極的に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢を持っている。



2019-2010000435-01政治過程論

 期別：後期　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・３時限, 木・５時限　　試験時間割：2020/01/22　１時限　　

東原　正明

◎－－－　概要　－－－◎

　政治過程論は、現代政治を理論的かつ動態的に分析すること
を通じて、現実の政治において何が起こっているのかを明らか
にしようとする学問です。
　近年、世界ではグローバル化が進展し、新自由主義的な傾向
が強まる一方で、排外主義的なナショナリズムやポピュリズム
の高まりも注目されています。そして、先進資本主義諸国にお
いて戦後構築されてきた福祉国家体制は大きく揺らぎ、日本な
どでは格差や貧困が問題となっています。こうした状況下、
ヨーロッパでは統合が深まり、超国家組織であるEUがその影
響力を増してきました。しかし同時に、イギリスの離脱問題や
その後の各国（ドイツ、フランス、オーストリア等）の選挙結
果が示すように、EUに対する不満の高まりも確認することが
できます。そして近年の日本では、政権交代を伴って政治が大
きく変動するとともに、私たちの生活の基盤を脅かしかねない
様々な問題が浮き彫りとなってきています。
　このような事態に、私たちはどのように向き合い、対処して
いくことができるのでしょうか。本講義では、こうした政治の
動きをより深く理解するために、統治機構や政党、利益団体な
どについて分析します。その際には、講義担当者が在オースト
リア日本大使館専門調査員としての勤務経験を活かし、ヨー
ロッパの政治や社会に関する具体的なテーマを取り上げながら
現実政治の動向についても検討します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

政治制度やそのアクターについて学習し、現代政治の基本的な
構造を理解することができる(知識・理解)

政治制度やそのアクターについて学習したことに基づいて、現
代社会の諸問題をいかに解決すべきか、その方策について思考
することができる(技能)

現実政治に対してより一層の関心をもち、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)

諸外国の政治制度やそのアクターについて、日本のそれらとの
比較のつつ説明することができる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習としては、日常的に世界および日本の政治の動向に関心
を払い、新聞等を積極的に読んでおくことが必要です。またそ
れにともない、社会の抱える問題点について考察しておくこと
が求められます（60分）。復習では、講義内容の再確認はもち
ろんのこと、次回講義に向けて問題点を整理しておくことが重
要です（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　講義内容をふまえ、政治過程における様々なアクターの活動
とそれらの関係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　－－－◎

使用しません。

◎－－－　参考書　－－－◎

『現代の政党と選挙（新版）』　ISBN 978-4641124240
『政治社会学（第5版）』　ISBN 978-4863590502
『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
　他に重要な参考書として、山本佐門『現代国家と民主政治
（改訂版）』（北樹出版、2010年）ISBN978-4779302459、池
谷知明、河崎健、加藤秀治郎編著『新西欧比較政治』（一藝
社、2015年）ISBN978-4-86359-102-8、松田憲忠、岡田浩編著
『よくわかる政治過程論』（ミネルヴァ書房、2018年）
ISBN978-4-623-08411-1
　これ以外については講義中に指示します。

◎－－－　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。また、高校で世界史や政治・経済などの科目を学習して
いることが望ましいです。
　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 権力論
3 政策決定過程
4 統治機構①
5 統治機構②
6 議会制度と立法過程①
7 議会制度と立法過程②
8 選挙制度の類型と日本の選挙制度①
9 選挙制度の類型と日本の選挙制度②
10 政党と政党制①
11 政党と政党制②
12 利益団体①
13 利益団体②
14 社会運動
15 世論とマスメディア
16 ヨーロッパ現代政治－具体的なテーマについて
17 連立政権①
18 連立政権②
19 ネオ・コーポラティズム
20 ネオ・コーポラティズムの事例－オーストリアの社会パー
トナーシップ
21 現代ヨーロッパのナショナリズム－外国人との共生
22 現代ヨーロッパのポピュリズム－ナショナリズムとの結合
①
23 現代ヨーロッパのポピュリズム－ナショナリズムとの結合
②
24 極右政党の台頭（ドイツ）
25 極右政党の台頭（オーストリア）
26 地方政治－連邦制の可能性①
27 地方政治－連邦制の可能性②
28 ヨーロッパ統合①
29 ヨーロッパ統合②
30 おわりに



2019-2010000435-01政治過程論

東原　正明

◎法律:A-3,B-4,C-1,C-3

1.政治制度やそのアクターについて学習し、現代政治の基本的な構造を理解す
ることができる　(A-3)

2.政治制度やそのアクターについて学習したことに基づいて、現代社会の諸問
題をいかに解決すべきか、その方策について思考することができる　(B-4)

3.現実政治に対してより一層の関心をもち、主権者として主体的に行動できる
ようになる　(C-1)

4.諸外国の政治制度やそのアクターについて、日本のそれらとの比較のつつ説
明することができる　(C-3)

◎　法律学及び政治学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　憲法および民法等の法律学の基礎知識とリーガルマインド（法的思考力）
を身につけ、社会において生起する法的諸問題について理解し、説明することが
できる。
A-2　公法に関する基礎知識とリーガルマインドを身につけ、国、地方公共団体
などの行政のしくみについて理解し、説明することができる。
A-3　政治学および政策に関する基礎知識と政策的思考力を身につけ、政治や地
域社会の領域において生起する諸問題について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基本的な
知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　憲法および民法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み解き、
現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもとづいて述べ、か
つ、文章で表現することができる。
B-2　法律学の知識を総合的に活用し、リーガルマインドにもとづいて、日常生
活、公共的活動、企業活動に生起する法的問題を把握し、それについて解決のあ
り方を提示することができる。
B-3　行政法、国際法、政治学等の公共部門に関する知識を活かし、リーガルマ
インドにもとづいて、地域、国、国際社会の公共的問題を把握し、それについて
解決のあり方を提示することができる。
B-4　法、政治、経済、科学等の幅広い知識を総合的に活用し、政策的思考にも
とづいて、現代社会の問題を把握し、それについて解決のあり方を提示すること
ができる。
B-5　法と政治の歴史的・社会的・思想的背景をふまえ、適正な法と政治のあり
方を提示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　法学および政治学の観点から、現代社会の諸問題を積極的に解決しようと
する姿勢を持っている。
C-2　法学および政治学の知識を活かし、公共分野や地域社会に貢献しようとす
る姿勢を持っている。
C-3　外国の法制度や政治に関心を有し、グローバル化する世界の状況に積極的
に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す姿勢を
持っている。

◎経営法:A-4

1.政治制度やそのアクターについて学習し、現代政治の基本的な構造を理解す
ることができる　(A-4)

2.政治制度やそのアクターについて学習したことに基づいて、現代社会の諸問
題をいかに解決すべきか、その方策について思考することができる

3.現実政治に対してより一層の関心をもち、主権者として主体的に行動できる
ようになる

4.諸外国の政治制度やそのアクターについて、日本のそれらとの比較のつつ説
明することができる

◎　経営法学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　民法および商法等の私法系科目の基礎知識とリーガルマインド（法
的思考力）を身につけ、日常生活において生起する法的諸問題について
理解し、説明することができる。
A-2　会社法等の企業法制に関する基礎知識を身につけ、企業取引や会社
のしくみについて理解し、説明することが出来る。
A-3　国際法および外国法に関する基礎知識を身につけ、世界情勢、国際
関係について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基
本的な知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　民法および商法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み
解き、現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもと
づいて述べ、かつ、文章で表現することができる。
B-2　会社法等の企業法制に関する知識を活かし、コーポレートガバナン
ス（企業統治）およびコンプライアンス（法令順守）に関する正確な理
解のもと、日常生活および企業活動において生起する法的問題を把握
し、それについて解決のあり方を提示することができる。
B-3　国際法および外国法に関する知識を活かし、国際関係および国際取
引において生起する法的問題を把握し、それについて解決のあり方を提
示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　起業家精神をもって、みずから企画を立案し、その実現に向けて積
極的に取り組む姿勢を持っている。
C-2　コーポレートガバナンスおよびコンプライアンスに関する知識に精
通し、企業や地域社会において正義と公平を貫く姿勢を持っている。
C-3　国際関係や国際取引に関心を有し、グローバル化する世界の状況に
積極的に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢を持っている。



2019-2010000447-01不動産登記法

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　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　４時限　　

伊藤　和枝

◎－－－　概要　－－－◎

　司法書士としての２０年以上の実務経験を活かしながら、現在も
日々不動産登記業務に従事している者として、実際に携わった不動
産登記手続き等を参考資料等（登記簿等）とともに、不動産登記制
度の必要性、活用法及び現状について講義する。
　不動産登記制度は、明治19年（西暦１８８６年）の「登記法」
（法律第１号）の制定により始まった。その後、「不動産登記法」
が制定され、制定後、50回余の改正がなされた。
　そして、平成16年法律第123号で、「不動産登記の正確性を確保
しつつ、国民の利便性の一層の向上をはかり、不動産登記制度を高
度情報化社会にふさわしい制度にする」ということで、不動産登記
法の全面的改正（法文の現代語化とともに登記記録のコンピュータ
化、インターネットを活用した登記申請、登記簿の交付申請など）
が実現した。
　授業では、不動産登記法の概略を、実在する土地や建物またはマ
ンションの登記簿（登記事項証明書）を見ながら説明する。前半
は、登記制度についての理論編（登記制度の目的や登記の効力）で
ある。後半は、社会人として必要となってくる実務編、例えば、相
続手続（相続登記）、マイホームの購入（売買による所有権移転）
や、その際の住宅ローンの手続（抵当権の登記）等について、実際
に登記業務を行っている司法書士の経験を活かしながら講義する。
また、一戸建の建物とマンションの登記簿（登記事項証明書）の違
いや登記簿の見方についても講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

土地や建物若しくはマンションの登記事項証明書について、基本的
な知識を身につけられ、登記事項証明書が読み取れる。(知識・理
解)

実在する土地や建物若しくはマンションの登記事項証明書につい
て、読み解き、自己の意見を述べることができる。(技能)

法務局（登記所）に行き、実家の土地や建物若しくはマンションの
登記事項証明書を請求することができる。(技能)

不動産登記法の知識を生かせる不動産会社(売買）、ハウスメー
カー（新築）、建設会社（請負）、金融機関(住宅融資）の業務に
興味、関心を持ち、これらの企業の今抱えている問題点についても
考えるようになる。(態度・志向性)

不動産登記制度についての目的やその登記の効力に関する基礎的な
知識を身につけ、不動産取引の仕組みについて理解し、説明するこ
とができる。

不動産登記制度について、その正確性及び一般国民の利便性につい
てどのように向上させてきたのか、また、現在の高度情報化社会に
対応してきたのかを深く考えるようになる

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回授業内容を復習し専門用語の意味を理解しておくこと、及
び、次回の授業範囲を予習しておくこと（６０分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　不動産登記法が必要となった歴史的生成過程からコンピューター
化された現代の不動産登記法の効力と活用方法についての理解がで
きているかを成績評価の基準とする。
　原則として、定期試験及び平常点で評価する。講義の進行によっ
ては小テストを課す場合があるが、この場合は、定期試験約８
０％、平常点もしくは小テスト等約２０％を目安として、総合的に
評価する。
　定期試験は、「問題および解答用紙」は１枚となる予定。

◎－－－　テキスト　－－－◎

集中講義　不動産登記法「第３版」　齋藤隆夫（著）成文
堂（定価　3,500円＋税）

◎－－－　参考書　－－－◎

清水　響（編著）「一問一答新不動産登記法」（株式会社
商事法務）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　条文を確認しながら授業を進めるので、六法は必ず持参
すること。六法は「詳細登記六法［平成３１年版］」（株
式会社きんざい）が最適であるが、他の六法でもよい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　不動産に関する物権変動と公示
２　わが国の不動産登記制度
３　公示制度
４　不動産登記の基本的な仕組み
５　登記の効力
６　登記できる不動産
７　登記できる権利とその変動
８　登記の申請
９　登記所とその設備
10　登記の受付と申請情報の審査及び実行
11　登記申請の方法
12　所有権に関する登記
13　買戻権に関する登記
14　仮登記
15　区分建物（マンション）の権利に関する登記



2019-2010000447-01不動産登記法

伊藤　和枝

◎法律:A-1,B-1,B-2,C-1

1.土地や建物若しくはマンションの登記事項証明書について、基本的な知識を
身につけられ、登記事項証明書が読み取れる。　(A-1)

2.実在する土地や建物若しくはマンションの登記事項証明書について、読み解
き、自己の意見を述べることができる。　(B-1)

3.法務局（登記所）に行き、実家の土地や建物若しくはマンションの登記事項
証明書を請求することができる。　(B-2)

4.不動産登記法の知識を生かせる不動産会社(売買）、ハウスメーカー（新
築）、建設会社（請負）、金融機関(住宅融資）の業務に興味、関心を持ち、
これらの企業の今抱えている問題点についても考えるようになる。　(C-1)

5.不動産登記制度についての目的やその登記の効力に関する基礎的な知識を身
につけ、不動産取引の仕組みについて理解し、説明することができる。

6.不動産登記制度について、その正確性及び一般国民の利便性についてどのよ
うに向上させてきたのか、また、現在の高度情報化社会に対応してきたのかを
深く考えるようになる

◎　法律学及び政治学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　憲法および民法等の法律学の基礎知識とリーガルマインド（法的思考力）
を身につけ、社会において生起する法的諸問題について理解し、説明することが
できる。
A-2　公法に関する基礎知識とリーガルマインドを身につけ、国、地方公共団体
などの行政のしくみについて理解し、説明することができる。
A-3　政治学および政策に関する基礎知識と政策的思考力を身につけ、政治や地
域社会の領域において生起する諸問題について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基本的な
知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　憲法および民法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み解き、
現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもとづいて述べ、か
つ、文章で表現することができる。
B-2　法律学の知識を総合的に活用し、リーガルマインドにもとづいて、日常生
活、公共的活動、企業活動に生起する法的問題を把握し、それについて解決のあ
り方を提示することができる。
B-3　行政法、国際法、政治学等の公共部門に関する知識を活かし、リーガルマ
インドにもとづいて、地域、国、国際社会の公共的問題を把握し、それについて
解決のあり方を提示することができる。
B-4　法、政治、経済、科学等の幅広い知識を総合的に活用し、政策的思考にも
とづいて、現代社会の問題を把握し、それについて解決のあり方を提示すること
ができる。
B-5　法と政治の歴史的・社会的・思想的背景をふまえ、適正な法と政治のあり
方を提示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　法学および政治学の観点から、現代社会の諸問題を積極的に解決しようと
する姿勢を持っている。
C-2　法学および政治学の知識を活かし、公共分野や地域社会に貢献しようとす
る姿勢を持っている。
C-3　外国の法制度や政治に関心を有し、グローバル化する世界の状況に積極的
に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す姿勢を
持っている。

◎経営法:A-1,A-2,B-1,B-2,C-1,C-2

1.土地や建物若しくはマンションの登記事項証明書について、基本的な知識を
身につけられ、登記事項証明書が読み取れる。　(A-1)

2.実在する土地や建物若しくはマンションの登記事項証明書について、読み解
き、自己の意見を述べることができる。　(B-1)

3.法務局（登記所）に行き、実家の土地や建物若しくはマンションの登記事項
証明書を請求することができる。　(B-2)

4.不動産登記法の知識を生かせる不動産会社(売買）、ハウスメーカー（新
築）、建設会社（請負）、金融機関(住宅融資）の業務に興味、関心を持ち、
これらの企業の今抱えている問題点についても考えるようになる。　(C-1)

5.不動産登記制度についての目的やその登記の効力に関する基礎的な知識を身
につけ、不動産取引の仕組みについて理解し、説明することができる。　(A-2)

6.不動産登記制度について、その正確性及び一般国民の利便性についてどのよ
うに向上させてきたのか、また、現在の高度情報化社会に対応してきたのかを
深く考えるようになる　(C-2)

◎　経営法学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　民法および商法等の私法系科目の基礎知識とリーガルマインド（法
的思考力）を身につけ、日常生活において生起する法的諸問題について
理解し、説明することができる。
A-2　会社法等の企業法制に関する基礎知識を身につけ、企業取引や会社
のしくみについて理解し、説明することが出来る。
A-3　国際法および外国法に関する基礎知識を身につけ、世界情勢、国際
関係について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基
本的な知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　民法および商法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み
解き、現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもと
づいて述べ、かつ、文章で表現することができる。
B-2　会社法等の企業法制に関する知識を活かし、コーポレートガバナン
ス（企業統治）およびコンプライアンス（法令順守）に関する正確な理
解のもと、日常生活および企業活動において生起する法的問題を把握
し、それについて解決のあり方を提示することができる。
B-3　国際法および外国法に関する知識を活かし、国際関係および国際取
引において生起する法的問題を把握し、それについて解決のあり方を提
示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　起業家精神をもって、みずから企画を立案し、その実現に向けて積
極的に取り組む姿勢を持っている。
C-2　コーポレートガバナンスおよびコンプライアンスに関する知識に精
通し、企業や地域社会において正義と公平を貫く姿勢を持っている。
C-3　国際関係や国際取引に関心を有し、グローバル化する世界の状況に
積極的に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢を持っている。



2019-2010000224-01法医学「（隔週講義）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・４時限, ５時限　　試験時間割：2020/01/27　１時限　　

石川　友佳子

◎－－－　概要　－－－◎

　法医学は、死因の確定((病死、自殺ないし他殺か))、死亡の
時刻、毒物の有無やその種類、あるいは親子関係の有無など法
律上問題になる事項について、医学の知識を応用してその解決
に役立てる研究分野であり、医学部の講義科目である。法律を
学ぶ者も、この学問分野の知識をもつことは法律を深く理解す
るために、有用である。　法医学は、特に家族法や刑法・刑事
訴訟法・刑事学などを学ぶうえで、大変参考になる。
　本講義は、医学部の法医学教室で司法解剖等を行っている法
医学者を講師に迎え、実務的観点も踏まえて行われる。なお、
５回は医事法（医療に関する民法・刑法分野）の領域の講義を
行なう。
　本講義では、画像資料を多用するため、極めて多数のレジメ
が配布されることがある。したがって、講義時間の確保のた
め、レジメはＦＵポータルで事前に配布する。講義日までに、
必ず、各自で資料をダウンロードし、印刷してきてください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

人の死と死因について医学的側面から理解する。(知識・理解)

人の死について法的側面での取り扱いと医学的側面での取り扱
いを理解し、将来、社会で活躍する際に役立つ知識を身につけ
る。(技能)

授業で得た知識を用いて、人の死についての問題に自分なりの
考えが示せるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　下田担当の講義に関しては民法の不法行為法の分野の講義内
容に、また石川担当の講義に関しては刑法Ⅰの犯罪論体系の講
義内容にあらかじめ目を通しなおしてくること（90分）。
　その他の講義は医学の領域の新たな情報であるので、特に予
習する必要はない。
　なお、講義後は、プリントの配布があった場合は、これを読
み直し、またノートをとる必要がある講義については、ノート
の整理をするなどの復習を必ず毎回行なうこと（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価方法　筆記試験の成績。筆記試験は、科目の性質上、客
観テストを主とするが、医事法に関する講義内容に関しては、
一部論文式問題を出題する。
②評価基準　客観テストは問題の難易度に応じて配点を定め、
記述部分は法的理解の有無・深さを基準に採点し、合計点で評
価を行なう。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特に指定しない。担当者によってはプリントを配布する
ことがある。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　レジメはＦＵポータルで事前に配布する。講義日まで
に、必ず、各自で資料をダウンロードし、印刷してきてく
ださい。　
　下田大介及び石川友佳子のほか、４人の法医学の専門家
を招き、２時限連続で隔週に開講する（変則的開講となる
ことも多い）。授業計画は別記のとおりであるが、講師の
都合によって、順番が変更されることがある。講義の順番
及び講義日は、担当者との日程調整の上、講義開始までに
掲示する。なお、単位認定は厳格に行うので、安易な気持
で受講することのないように特に強く要望したい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ガイダンス、人の死期
２　臓器移植
担当　石川友佳子（福岡大学法学部）
３　法医学概論・死因究明制度
４　死因・内因死
担当　久保真一（福岡大学医学部教授）
５　法中毒学総論（中毒の特徴、発生要因、診断と検査）
各論（ガス体、医薬品、農薬）
６　アルコールの法医学（薬理作用、酩酊、個人差の要
因、法医学的問題）
担当　木下博之（香川大学医学部教授）
７　血清遺伝学１
８　血清遺伝学２
担当　神田芳郎（久留米大学医学部教授）
９　外因死１（損傷１、鈍器損傷・鋭器損傷）
10　外因死２（損傷２、銃器損傷・交通外傷・虐待）
担当　池松和哉（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科教
授）
11　外因死３（窒息死、鼻口閉塞・気道内異物・頚部圧
迫・溺水）
12　外因死４（周産期障害・異常環境死）
担当　久保真一（福岡大学医学部教授）
13　医療事故の民事責任１
14　医療事故の民事責任２
15　医療事故の民事責任３
担当　下田大介（福岡大学法学部）



2019-2010000224-01法医学「（隔週講義）」

石川　友佳子

◎法律:A-4,B-4,C-2

1.人の死と死因について医学的側面から理解する。　(A-4)

2.人の死について法的側面での取り扱いと医学的側面での取り扱いを理解し、
将来、社会で活躍する際に役立つ知識を身につける。　(B-4)

3.授業で得た知識を用いて、人の死についての問題に自分なりの考えが示せる
ようになる。　(C-2)

◎　法律学及び政治学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　憲法および民法等の法律学の基礎知識とリーガルマインド（法的思考力）
を身につけ、社会において生起する法的諸問題について理解し、説明することが
できる。
A-2　公法に関する基礎知識とリーガルマインドを身につけ、国、地方公共団体
などの行政のしくみについて理解し、説明することができる。
A-3　政治学および政策に関する基礎知識と政策的思考力を身につけ、政治や地
域社会の領域において生起する諸問題について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基本的な
知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　憲法および民法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み解き、
現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもとづいて述べ、か
つ、文章で表現することができる。
B-2　法律学の知識を総合的に活用し、リーガルマインドにもとづいて、日常生
活、公共的活動、企業活動に生起する法的問題を把握し、それについて解決のあ
り方を提示することができる。
B-3　行政法、国際法、政治学等の公共部門に関する知識を活かし、リーガルマ
インドにもとづいて、地域、国、国際社会の公共的問題を把握し、それについて
解決のあり方を提示することができる。
B-4　法、政治、経済、科学等の幅広い知識を総合的に活用し、政策的思考にも
とづいて、現代社会の問題を把握し、それについて解決のあり方を提示すること
ができる。
B-5　法と政治の歴史的・社会的・思想的背景をふまえ、適正な法と政治のあり
方を提示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　法学および政治学の観点から、現代社会の諸問題を積極的に解決しようと
する姿勢を持っている。
C-2　法学および政治学の知識を活かし、公共分野や地域社会に貢献しようとす
る姿勢を持っている。
C-3　外国の法制度や政治に関心を有し、グローバル化する世界の状況に積極的
に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す姿勢を
持っている。

◎経営法:A-4

1.人の死と死因について医学的側面から理解する。　(A-4)

2.人の死について法的側面での取り扱いと医学的側面での取り扱いを理解し、
将来、社会で活躍する際に役立つ知識を身につける。　(A-4)

3.授業で得た知識を用いて、人の死についての問題に自分なりの考えが示せる
ようになる。　(A-4)

◎　経営法学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　民法および商法等の私法系科目の基礎知識とリーガルマインド（法
的思考力）を身につけ、日常生活において生起する法的諸問題について
理解し、説明することができる。
A-2　会社法等の企業法制に関する基礎知識を身につけ、企業取引や会社
のしくみについて理解し、説明することが出来る。
A-3　国際法および外国法に関する基礎知識を身につけ、世界情勢、国際
関係について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基
本的な知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　民法および商法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み
解き、現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもと
づいて述べ、かつ、文章で表現することができる。
B-2　会社法等の企業法制に関する知識を活かし、コーポレートガバナン
ス（企業統治）およびコンプライアンス（法令順守）に関する正確な理
解のもと、日常生活および企業活動において生起する法的問題を把握
し、それについて解決のあり方を提示することができる。
B-3　国際法および外国法に関する知識を活かし、国際関係および国際取
引において生起する法的問題を把握し、それについて解決のあり方を提
示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　起業家精神をもって、みずから企画を立案し、その実現に向けて積
極的に取り組む姿勢を持っている。
C-2　コーポレートガバナンスおよびコンプライアンスに関する知識に精
通し、企業や地域社会において正義と公平を貫く姿勢を持っている。
C-3　国際関係や国際取引に関心を有し、グローバル化する世界の状況に
積極的に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢を持っている。



2019-2010000316-01保険法

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・５時限　　試験時間割：2019/07/30　３時限　　

佐野　誠

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では、まず保険制度の基本構造を学んだ上で、保険を
取り巻く法的な問題が法律（保険法、保険業法など）や保険会
社の約款でどのように解決されているのか、またどのように解
決されるべきなのかを考える。
　なお、担当教員は保険会社勤務経験があり、この経験を活か
して具体的な法的紛争事例なども紹介しながら講義する。
　また、保険制度についての理解を深めるため、商学部の保険
論関連科目（関連教育科目）も併せて受講することを薦める。

本講義では成績評価を極めて厳しく行っており、単位取得のた
めには相当の勉強・努力が必要とされる（前年度は履修者の4
割が単位を取得できなかった）。したがって、楽に単位を取得
したいと思っている学生や就職活動のため授業に出ることが困
難な学生は本講義を履修すべきでない。

◎－－－　到達目標　－－－◎

保険法の基礎概念を理解する。(知識・理解)

保険契約から発生する法律問題について分析・検討できる。
(技能)

保険法の知識を総合的に活用し、リーガルマインドにもとづい
て、日常生活、企業活動に生起する法的問題について解決のあ
り方を提示できる。(技能)

メディアにおける保険に関連する報道に関心を持ち、法的な観
点から問題を捉えようとする姿勢を持つようになる。(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：指定した教科書の該当部分を読んでおくこと（60分）。
復習：授業で指摘した重要事項を中心に再確認すること（60
分）。
なお、不明な点は遠慮なく質問されたい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

上記の到達目標のうち「保険法の基礎概念を理解しているか」
を成績評価の基準とする。
成績評価は定期試験によって行なう。

◎－－－　テキスト　－－－◎

山下＝竹濱＝洲崎＝山本『保険法（第3版補訂版）』有斐
閣アルマ（2015）（2100円＋税）
(ISBN978-4-641-22048-5)

◎－－－　参考書　－－－◎

山下友信『保険法』有斐閣　ISBN 4-641-13380-8
『保険法判例百選』　ISBN 1342-5048

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業に当たっては、六法（「保険法」が掲載されている
もの）およびテキストを必ず持参すること。
　基本的に時間通り授業を開始するので遅刻をしないこ
と。開始を遅らせることは、時間通り着席している学生の
貴重な時間を奪うことになる。
　私語や携帯電話の使用は、他の学生の受講権を侵害する
迷惑行為であり厳禁する。注意しても止まない場合は退出
させ、その学生には単位は付与しない。
　授業で使用する資料は次のインターネットサイトに掲載
するので、ここからダウンロード、印刷して持参するこ
と。
FUポータル→授業支援（学生）→授業管理（学生）→保
険法→講義照会（「見る」をクリック）→授業実施日で次
回の授業日を開く

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　オリエンテーション
２　保険制度と保険法
３　保険契約と当事者・関係者
４　保険契約の成立・終了
５　保険契約の内容・効果
６　損害保険契約の意義・内容
７　損害保険関係の変動
８　損害保険契約に特有の効果
９　責任保険
10　自動車保険
11　その他の損害保険
12　生命保険(1)
13　生命保険(2)
14　傷害・疾病保険
15　保険担保



2019-2010000316-01保険法

佐野　誠

◎法律:A-1,B-1,B-2,C-1

1.保険法の基礎概念を理解する。　(A-1)

2.保険契約から発生する法律問題について分析・検討できる。　(B-1)

3.保険法の知識を総合的に活用し、リーガルマインドにもとづいて、日常生
活、企業活動に生起する法的問題について解決のあり方を提示できる。　(B-2)

4.メディアにおける保険に関連する報道に関心を持ち、法的な観点から問題を
捉えようとする姿勢を持つようになる。　(C-1)

◎　法律学及び政治学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　憲法および民法等の法律学の基礎知識とリーガルマインド（法的思考力）
を身につけ、社会において生起する法的諸問題について理解し、説明することが
できる。
A-2　公法に関する基礎知識とリーガルマインドを身につけ、国、地方公共団体
などの行政のしくみについて理解し、説明することができる。
A-3　政治学および政策に関する基礎知識と政策的思考力を身につけ、政治や地
域社会の領域において生起する諸問題について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基本的な
知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　憲法および民法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み解き、
現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもとづいて述べ、か
つ、文章で表現することができる。
B-2　法律学の知識を総合的に活用し、リーガルマインドにもとづいて、日常生
活、公共的活動、企業活動に生起する法的問題を把握し、それについて解決のあ
り方を提示することができる。
B-3　行政法、国際法、政治学等の公共部門に関する知識を活かし、リーガルマ
インドにもとづいて、地域、国、国際社会の公共的問題を把握し、それについて
解決のあり方を提示することができる。
B-4　法、政治、経済、科学等の幅広い知識を総合的に活用し、政策的思考にも
とづいて、現代社会の問題を把握し、それについて解決のあり方を提示すること
ができる。
B-5　法と政治の歴史的・社会的・思想的背景をふまえ、適正な法と政治のあり
方を提示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　法学および政治学の観点から、現代社会の諸問題を積極的に解決しようと
する姿勢を持っている。
C-2　法学および政治学の知識を活かし、公共分野や地域社会に貢献しようとす
る姿勢を持っている。
C-3　外国の法制度や政治に関心を有し、グローバル化する世界の状況に積極的
に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す姿勢を
持っている。

◎経営法:A-1,B-1,C-2

1.保険法の基礎概念を理解する。　(A-1)

2.保険契約から発生する法律問題について分析・検討できる。　(B-1)

3.保険法の知識を総合的に活用し、リーガルマインドにもとづいて、日常生
活、企業活動に生起する法的問題について解決のあり方を提示できる。

4.メディアにおける保険に関連する報道に関心を持ち、法的な観点から問題を
捉えようとする姿勢を持つようになる。　(C-2)

◎　経営法学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　民法および商法等の私法系科目の基礎知識とリーガルマインド（法
的思考力）を身につけ、日常生活において生起する法的諸問題について
理解し、説明することができる。
A-2　会社法等の企業法制に関する基礎知識を身につけ、企業取引や会社
のしくみについて理解し、説明することが出来る。
A-3　国際法および外国法に関する基礎知識を身につけ、世界情勢、国際
関係について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基
本的な知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　民法および商法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み
解き、現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもと
づいて述べ、かつ、文章で表現することができる。
B-2　会社法等の企業法制に関する知識を活かし、コーポレートガバナン
ス（企業統治）およびコンプライアンス（法令順守）に関する正確な理
解のもと、日常生活および企業活動において生起する法的問題を把握
し、それについて解決のあり方を提示することができる。
B-3　国際法および外国法に関する知識を活かし、国際関係および国際取
引において生起する法的問題を把握し、それについて解決のあり方を提
示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　起業家精神をもって、みずから企画を立案し、その実現に向けて積
極的に取り組む姿勢を持っている。
C-2　コーポレートガバナンスおよびコンプライアンスに関する知識に精
通し、企業や地域社会において正義と公平を貫く姿勢を持っている。
C-3　国際関係や国際取引に関心を有し、グローバル化する世界の状況に
積極的に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢を持っている。



2019-2010000485-01マスメディア論「16台以降（隔週講義）」

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

鈴木　暁彦

◎－－－　概要　－－－◎

　 新聞記者経験者が取材経験を活かし、マスメディアの活動に
ついて、具体的な事例を紹介しながら講義します。マスメディ
アは、不特定多数の人に、情報を伝える媒体のことです。一般
的には、新聞、テレビ、ラジオ、雑誌などのことを指します。
　新聞、テレビなどのマスメディアは、情報技術の進歩に伴っ
て発展してきました。こうした発展の過程を大衆社会の形成と
も関連づけながら、学ぶ内容にしたいと思います。
　授業では、マスメディアが抱える主な課題を取り上げます。
また、インターネットの普及に伴って生まれてきた新しいメ
ディアは、既存のメディアだけでなく、私たちの日々の暮らし
にも大きな影響を与えています。そうした点についても、広く
解説したいと考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

マスメディアの発展について、歴史的な流れを知り、説明でき
る。(技能)

マスメディアの発達と大衆社会がどのように関係しているのか
を理解し、説明できる。(態度・志向性)

インターネットの普及と新しいメディアの出現を理解し、社会
に起きている変化について、批判的な見方ができるようにな
る。(知識・理解)

マスメディアと国家権力との関係について理解し、説明でき
る。(知識・理解)

マスメディアと国際的な諸課題の関係について理解し、説明で
きる。(技能)

マスメディアと地域社会の関係について理解し、説明できる。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

指定したテキストを予習、復習のために利用してください。参
考書についても、適宜、活用してください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

期末試験60％、平常点40％。期末試験では、授業を通じた学習
に基づき、自分の言葉で的確に説明できているかどうかを評価
の基準とする。平常点には、レポートの提出、レポート内容、
積極的な発言を含む。

◎－－－　テキスト　－－－◎

浪田陽子・福間良明編『はじめてのメディア研究』（世界
思想社・2012年）。また、必要に応じて資料を配布する。
ISBN-10: 4790715639

◎－－－　参考書　－－－◎

藤竹暁編著『図説日本のメディア』（NHKブックス・2012
年）　ISBN 4140911964
川上量生著『鈴木さんにも分かるネットの未来』（岩波新
書・2015年）　ISBN 4004315514
吉見俊哉・花田達朗編『社会情報学ハンドブック』（東京
大学出版会・2004年）　ISBN 4130520202
また、必要に応じて書名を紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　講義のテーマや順番は変更することがある。新聞、雑誌
を読んだり、テレビ、ラジオを視聴したりして、生きた情
報を読み取る習慣を身につけてほしい。また、ケータイ、
スマホ、タブレットといったモバイル機器の普及によっ
て、既存のメディアがどのような影響を受け、また、人々
の暮らしがどう変化しているのかを考察してほしい。
　この講義は、2時限連続で隔週に開講するため、講義日
は講義開始までに掲示する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ガイダンス
２　マスメディアの歴史①活版印刷
３　マスメディアの歴史②電気通信
４　マスメディアの歴史③インターネット
５　マスメディアの役割と機能①新聞・出版
６　マスメディアの役割と機能②テレビ・ラジオ
７　マスメディアの役割と機能③ネットメディア
８　マスメディアの課題①表現の自由
９　マスメディアの課題②購読率・視聴率
10　マスメディアの課題③戦争と安全保障
11　マスメディアの課題④エネルギー問題
12　マスメディアの課題⑤安心・安全と暮らし
13　マスメディアの課題⑥国境を越える大衆文化
14　マスメディアの課題⑦女性という視点
15　これからのメディアとリテラシー



2019-2010000485-01マスメディア論「16台以降（隔週講義）」

鈴木　暁彦

◎法律:A-2,A-3,B-3,B-4,C-1,C-2

1.マスメディアの発展について、歴史的な流れを知り、説明できる。　(B-4)

2.マスメディアの発達と大衆社会がどのように関係しているのかを理解し、説
明できる。　(C-1)

3.インターネットの普及と新しいメディアの出現を理解し、社会に起きている
変化について、批判的な見方ができるようになる。　(A-3)

4.マスメディアと国家権力との関係について理解し、説明できる。　(A-2)

5.マスメディアと国際的な諸課題の関係について理解し、説明できる。　(B-3)

6.マスメディアと地域社会の関係について理解し、説明できる。　(C-2)

◎　法律学及び政治学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　憲法および民法等の法律学の基礎知識とリーガルマインド（法的思考力）
を身につけ、社会において生起する法的諸問題について理解し、説明することが
できる。
A-2　公法に関する基礎知識とリーガルマインドを身につけ、国、地方公共団体
などの行政のしくみについて理解し、説明することができる。
A-3　政治学および政策に関する基礎知識と政策的思考力を身につけ、政治や地
域社会の領域において生起する諸問題について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基本的な
知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　憲法および民法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み解き、
現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもとづいて述べ、か
つ、文章で表現することができる。
B-2　法律学の知識を総合的に活用し、リーガルマインドにもとづいて、日常生
活、公共的活動、企業活動に生起する法的問題を把握し、それについて解決のあ
り方を提示することができる。
B-3　行政法、国際法、政治学等の公共部門に関する知識を活かし、リーガルマ
インドにもとづいて、地域、国、国際社会の公共的問題を把握し、それについて
解決のあり方を提示することができる。
B-4　法、政治、経済、科学等の幅広い知識を総合的に活用し、政策的思考にも
とづいて、現代社会の問題を把握し、それについて解決のあり方を提示すること
ができる。
B-5　法と政治の歴史的・社会的・思想的背景をふまえ、適正な法と政治のあり
方を提示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　法学および政治学の観点から、現代社会の諸問題を積極的に解決しようと
する姿勢を持っている。
C-2　法学および政治学の知識を活かし、公共分野や地域社会に貢献しようとす
る姿勢を持っている。
C-3　外国の法制度や政治に関心を有し、グローバル化する世界の状況に積極的
に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す姿勢を
持っている。

◎経営法:A-4,C-3

1.マスメディアの発展について、歴史的な流れを知り、説明できる。　(A-4)

2.マスメディアの発達と大衆社会がどのように関係しているのかを理解し、説
明できる。　(A-4)

3.インターネットの普及と新しいメディアの出現を理解し、社会に起きている
変化について、批判的な見方ができるようになる。　(C-3)

4.マスメディアと国家権力との関係について理解し、説明できる。

5.マスメディアと国際的な諸課題の関係について理解し、説明できる。

6.マスメディアと地域社会の関係について理解し、説明できる。

◎　経営法学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　民法および商法等の私法系科目の基礎知識とリーガルマインド（法
的思考力）を身につけ、日常生活において生起する法的諸問題について
理解し、説明することができる。
A-2　会社法等の企業法制に関する基礎知識を身につけ、企業取引や会社
のしくみについて理解し、説明することが出来る。
A-3　国際法および外国法に関する基礎知識を身につけ、世界情勢、国際
関係について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基
本的な知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　民法および商法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み
解き、現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもと
づいて述べ、かつ、文章で表現することができる。
B-2　会社法等の企業法制に関する知識を活かし、コーポレートガバナン
ス（企業統治）およびコンプライアンス（法令順守）に関する正確な理
解のもと、日常生活および企業活動において生起する法的問題を把握
し、それについて解決のあり方を提示することができる。
B-3　国際法および外国法に関する知識を活かし、国際関係および国際取
引において生起する法的問題を把握し、それについて解決のあり方を提
示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　起業家精神をもって、みずから企画を立案し、その実現に向けて積
極的に取り組む姿勢を持っている。
C-2　コーポレートガバナンスおよびコンプライアンスに関する知識に精
通し、企業や地域社会において正義と公平を貫く姿勢を持っている。
C-3　国際関係や国際取引に関心を有し、グローバル化する世界の状況に
積極的に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢を持っている。



2019-2020000476-01アジア太平洋関係論「13台以降」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・５時限　　試験時間割：2020/01/22　１時限　　

Ｓ．Ａ．　ウエストン

◎－－－　概要　－－－◎

米国は、現在も依然としてアジア太平洋地域において重要な影
響力を持っているが、この地域の動向は米国の視点だけではな
く、米国に次ぐ地域の経済国である中国と日本の視点からも考
察する必要がある。米中日3カ国すべての国益にとり、アジア
太平洋地域は戦略的に鍵となる地域であり、この3カ国の政
治、経済、安全保障の方向性はこの地域の今後の方向性に大き
な影響を与えることになる。従って、3カ国が2カ国間、関係国
間および多国間メカニズムを通じ、どのように地域の動態を再
構成しているかを知ることは重要である。オバマ政権の遺産お
よびトランプ政権の誕生を考えることに加えて、自分の外交官
の経験および国際関係論やアジア太平洋関係論の研究を活かし
3カ国のこれまでの関係および動向を学ぶ一方で、3カ国の現在
の外交政策に注目する。この講義は日本語でおこなっていま
す、

◎－－－　到達目標　－－－◎

アジア太平洋地域における動向について、日米中の外交政策及
び地域問題の解釈を通じて、いろいろな角度から検証する。
(知識・理解)

アジア太平洋地域における日米中の外交政策及び地域問題の分
析力を養う。(技能)

アジア太平洋地域の国際問題をより深く理解をすることができ
る。(知識・理解)

講義、本、小テスト、期末試験を通じて、アジア太平洋地域を
はじめとするグローバル化する世界の状況について意識を高め
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習
講義に先立って、指定された文献を読まなくてはならない(30
分)。この資料や新聞を読むことに加え、国内や国際ニュース
番組を見ることが必要である。講義後に質問をし、意見を述べ
られるよう準備することも大事である。指定文献の重要な部分
には下線を引くことが有効である。

復習
受講生は各自のノートを講義後に見直し、理解できていない点
がないかチェックする(30分)。次の機会を見つけて、その点を
講師と討議する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義テーマに関して、中間試験40％、および期末試験50％、小
テスト10％によって評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

講義開始前に掲示等でお知らせします。

◎－－－　参考書　－－－◎

講義開始前に掲示等でお知らせします。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本講義は、日本語で行います。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．アジア太平洋地域の歴史的概観　　　　　　　　　　
　
米国
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２．米中関係Ⅰ
　　　　　　　　　　　　　　　　　
３．米中関係Ⅱ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
４．米国と朝鮮半島関係　パート１　　　　　　　　　　
　　　　 　
５．米国と朝鮮半島関係　パート２　　　　　　　　　　
　　　　　　　　
日本

６．日米同盟　

７．日中関係　　　　　　　　　　　　　　　　

８．台湾―日本　パート１　　　　　　　　　　

９．台湾-日本　パート２　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
中国

１０．日中韓関係　パート１　　　　　　　

１１．日中韓関係　パート２　　　　　

１２．中間試験　　

１３．米国―日本―中国　パート１　　　　

１４．米国―日本―中国　パート２　　　　　　

１５. まとめ　



2019-2020000476-01アジア太平洋関係論「13台以降」

Ｓ．Ａ．　ウエストン

◎経営法:A-3,A-4,B-3,C-3

1.アジア太平洋地域における動向について、日米中の外交政策及び地域問題の
解釈を通じて、いろいろな角度から検証する。　(A-3)

2.アジア太平洋地域における日米中の外交政策及び地域問題の分析力を養う。
　(B-3)

3.アジア太平洋地域の国際問題をより深く理解をすることができる。　(A-4)

4.講義、本、小テスト、期末試験を通じて、アジア太平洋地域をはじめとする
グローバル化する世界の状況について意識を高める。　(C-3)

◎　経営法学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　民法および商法等の私法系科目の基礎知識とリーガルマインド（法
的思考力）を身につけ、日常生活において生起する法的諸問題について理
解し、説明することができる。
A-2　会社法等の企業法制に関する基礎知識を身につけ、企業取引や会社
のしくみについて理解し、説明することが出来る。
A-3　国際法および外国法に関する基礎知識を身につけ、世界情勢、国際
関係について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基
本的な知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　民法および商法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み
解き、現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもとづ
いて述べ、かつ、文章で表現することができる。
B-2　会社法等の企業法制に関する知識を活かし、コーポレートガバナン
ス（企業統治）およびコンプライアンス（法令順守）に関する正確な理解
のもと、日常生活および企業活動において生起する法的問題を把握し、そ
れについて解決のあり方を提示することができる。
B-3　国際法および外国法に関する知識を活かし、国際関係および国際取
引において生起する法的問題を把握し、それについて解決のあり方を提示
することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　起業家精神をもって、みずから企画を立案し、その実現に向けて積
極的に取り組む姿勢を持っている。
C-2　コーポレートガバナンスおよびコンプライアンスに関する知識に精
通し、企業や地域社会において正義と公平を貫く姿勢を持っている。
C-3　国際関係や国際取引に関心を有し、グローバル化する世界の状況に
積極的に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢を持っている。

◎法律:A-4

1.アジア太平洋地域における動向について、日米中の外交政策及び地域問題の
解釈を通じて、いろいろな角度から検証する。

2.アジア太平洋地域における日米中の外交政策及び地域問題の分析力を養う。

3.アジア太平洋地域の国際問題をより深く理解をすることができる。　(A-4)

4.講義、本、小テスト、期末試験を通じて、アジア太平洋地域をはじめとする
グローバル化する世界の状況について意識を高める。

◎　法律学及び政治学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　憲法および民法等の法律学の基礎知識とリーガルマインド（法的思考力）
を身につけ、社会において生起する法的諸問題について理解し、説明すること
ができる。
A-2　公法に関する基礎知識とリーガルマインドを身につけ、国、地方公共団体
などの行政のしくみについて理解し、説明することができる。
A-3　政治学および政策に関する基礎知識と政策的思考力を身につけ、政治や地
域社会の領域において生起する諸問題について理解し、説明することができ
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基本的な
知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　憲法および民法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み解き、
現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもとづいて述べ、
かつ、文章で表現することができる。
B-2　法律学の知識を総合的に活用し、リーガルマインドにもとづいて、日常生
活、公共的活動、企業活動に生起する法的問題を把握し、それについて解決の
あり方を提示することができる。
B-3　行政法、国際法、政治学等の公共部門に関する知識を活かし、リーガルマ
インドにもとづいて、地域、国、国際社会の公共的問題を把握し、それについ
て解決のあり方を提示することができる。
B-4　法、政治、経済、科学等の幅広い知識を総合的に活用し、政策的思考にも
とづいて、現代社会の問題を把握し、それについて解決のあり方を提示するこ
とができる。
B-5　法と政治の歴史的・社会的・思想的背景をふまえ、適正な法と政治のあり
方を提示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　法学および政治学の観点から、現代社会の諸問題を積極的に解決しようと
する姿勢を持っている。
C-2　法学および政治学の知識を活かし、公共分野や地域社会に貢献しようとす
る姿勢を持っている。
C-3　外国の法制度や政治に関心を有し、グローバル化する世界の状況に積極的
に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す姿勢を
持っている。



2019-2020000401-01インターンシップ

 期別：集中前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び実習　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中前期　　試験時間割：定期試験なし　　

小野寺　一浩

◎－－－　概要　－－－◎

現代の企業社会においては、政治経済のグローバル化に伴い、
従来の日本型経済構造である年功序列・終身雇用制、メインバ
ンク・システム、護送船団方式などの反省が迫られています。
このような日本経済における構造改革時代の趨勢のなかで、経
済の変化に柔軟に対応できる専門的能力を備えた創造力ある意
欲的な人材の育成が求められており、実社会から遊離した大学
の教育・研究によっては、その要請される大学の使命を十分に
果たすことができなくなっています。
　そこで、とくに企業との結びつきが深い経営法学科（JB）に
おいては、本学科と企業との連携を重視するために、カリキュ
ラム上、JB3年生及び4年生の科目として、2単位の「インター
ンシップ」が設置されています。この科目は、大学を卒業して
実社会に出る前に我が身を企業においてみて実務経験をするこ
とによって、改めて経営法学の教育・研究の意義を再認識し、
その学習への意欲を高める場を提供するものです。
　この授業では、行政や商業施設などにおけるフィールドスタ
ディを通じて、課題解決に向けた実践的な企業経営の方策を学
ぶことを目的としています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

実際の企業活動に関わる法規制について基礎知識を身につけ、
企業取引や会社のしくみについて理解し、説明することが出来
る。(知識・理解)

実際の企業活動に関わる企業法制に関する知識を活かし、コー
ポレートガバナンス（企業統治）およびコンプライアンス（法
令順守）に関する正確な理解のもと、日常生活および企業活動
において生起する法的問題を把握し、それについて解決のあり
方を提示することができる。(技能)

現実の企業活動に関する知見をもとに、起業家精神をもって、
みずから企画を立案し、その実現に向けて積極的に取り組む姿
勢を持っている。(態度・志向性)

実際の企業における体験を基に、コーポレートガバナンスおよ
びコンプライアンスに関する知識を有し、企業や地域社会にお
いて正義と公平を貫く姿勢を持っている。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

平成30年度講義要目及び募集要項の記載通り、事前講義への出
席と事後報告書の提出（10時間）を求めている。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

（a）事後報告書の内容
（b）企業による評価書（研修日誌等を含む）
（c）口頭試問での内容
に基づき、法学部「インターンシップ」の成績を評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特になし。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

就職・進路支援センターが主催する「海外インターンシッ
プ」は、法学部「インターンシップ」（２単位）として単
位認定されます。海外インターンシップ合格者で、法学部
「インターンシップ」の単位認定を希望する学生は、詳細
な日程表を法学部事務室で配付しますので受け取りに来て
下さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

［夏季］
2019年5月下旬　
インターンシップ募集説明会（センター）
法学部インターンシップ履修説明会
申込書提出（センター）
6月　企画書提出
7月上旬
選考結果発表（センター）
オリエンテーション（センター）
事前講義①（法学部: 指導教員）
8月上旬
事前講義②（法学部: 指導教員）
事前研修（センター）
8月～9月上旬
インターンシップ参加
9月中旬　事後報告書提出期限（法学部）
9月下旬　口頭試問（日程は各指導教員ごとに定める
10月中旬　単位認定対象者発表
2020年3月下旬　科目登録

［春季］
2019年11月下旬
インターンシップ募集説明会（センター）
法学部インターンシップ履修説明会
申込書提出（センター）
企画書提出（法学部）
12月下旬
選考結果発表（センター）
オリエンテーション（センター）
事前講義①②（法学部: 指導教員）
2020年2月上旬
事前研修（センター）
2月～3月
インターンシップ参加
3月下旬　科目登録
4月上旬　
事後報告書提出期限（法学部）
4月中旬
口頭試問（日程は各指導教員ごとに定める）
4月下旬　単位認定対象者発表
4月末日　修正登録締切



2019-2020000401-01インターンシップ

小野寺　一浩

◎経営法:A-2,B-2,C-1,C-2

1.実際の企業活動に関わる法規制について基礎知識を身につけ、企業取引や会
社のしくみについて理解し、説明することが出来る。　(A-2)

2.実際の企業活動に関わる企業法制に関する知識を活かし、コーポレートガバ
ナンス（企業統治）およびコンプライアンス（法令順守）に関する正確な理解
のもと、日常生活および企業活動において生起する法的問題を把握し、それに
ついて解決のあり方を提示することができる。　(B-2)

3.現実の企業活動に関する知見をもとに、起業家精神をもって、みずから企画
を立案し、その実現に向けて積極的に取り組む姿勢を持っている。　(C-1)

4.実際の企業における体験を基に、コーポレートガバナンスおよびコンプライ
アンスに関する知識を有し、企業や地域社会において正義と公平を貫く姿勢を
持っている。
　(C-2)

◎　経営法学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　民法および商法等の私法系科目の基礎知識とリーガルマインド（法
的思考力）を身につけ、日常生活において生起する法的諸問題について
理解し、説明することができる。
A-2　会社法等の企業法制に関する基礎知識を身につけ、企業取引や会社
のしくみについて理解し、説明することが出来る。
A-3　国際法および外国法に関する基礎知識を身につけ、世界情勢、国際
関係について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基
本的な知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　民法および商法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み
解き、現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもと
づいて述べ、かつ、文章で表現することができる。
B-2　会社法等の企業法制に関する知識を活かし、コーポレートガバナン
ス（企業統治）およびコンプライアンス（法令順守）に関する正確な理
解のもと、日常生活および企業活動において生起する法的問題を把握
し、それについて解決のあり方を提示することができる。
B-3　国際法および外国法に関する知識を活かし、国際関係および国際取
引において生起する法的問題を把握し、それについて解決のあり方を提
示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　起業家精神をもって、みずから企画を立案し、その実現に向けて積
極的に取り組む姿勢を持っている。
C-2　コーポレートガバナンスおよびコンプライアンスに関する知識に精
通し、企業や地域社会において正義と公平を貫く姿勢を持っている。
C-3　国際関係や国際取引に関心を有し、グローバル化する世界の状況に
積極的に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢を持っている。



2019-2020000463-01外国法政論

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・５時限　　試験時間割：2019/07/27　６時限　　

Ｓ．Ａ．　ウエストン

◎－－－　概要　－－－◎

米国と日本は、それぞれ世界第１位、第３位の経済力を維持し
ているが、両国の経済は、経済危機、災害、政治的行き詰まり
からの圧力を受けている。このような事情がありながら、日米
関係がいまだ貴重な地域的及びグローバルな役割を果たしてい
る。そこで、第二次世界大戦後における日米同盟およびグロー
バル・パートナーシップの政治、貿易及び安全保障の問題につ
いても自分の外交官の経験および国際関係論やアジア太平洋関
係論の研究を活かし講義する。そして、その問題の中で、特に
日米関係における、トランプ政権の外交及び政策の影響につい
て、一緒に検証する。この講義は日本語でおこなっています、

◎－－－　到達目標　－－－◎

特に、第二次大戦後における、日米関係の地域的及びグローバ
ルな役割について、一緒に検証する。(知識・理解)

この講義を通して、日米同盟及びグローバルパートナーシップ
の政治貿易及び安全保障の問題について知識を深める。(知
識・理解)

日米の社会問題をより深く理解することができます、(態度・
志向性)

講義、本、小テスト、期末試験を通じて、日米関係をはじめと
する、グローバル化する世界の状況について意識を高める(技
能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習
講義に先立って、指定された文献を読まなくてはならない(30
分)。この資料や新聞を読むことに加え、国内や国際ニュース
番組を見ることが必要である。講義後に質問をし、意見を述べ
られるよう準備することも大事である。指定文献の重要な部分
には下線を引くことが有効である。
復習
受講生は各自のノートを講義後に見直し、理解できていない点
がないかチェックする(30分)。次の機会を見つけて、その点を
担当教員と討議する。
 

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義テーマに関して、中間試験40％、および期末試験50％、小
テスト10％によって評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

講義開始前に掲示等でお知らせします。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本講義は、日本語で行います。

◎－－－　授業計画　－－－◎

前期
　１．日米の認識ギャップ
　２．日米関係の全体像
　３．日米の貿易政策
　４．日米の貿易摩擦
　５．日米自動車問題
　６．米国大統領選挙
　７．中間試験
　８．政府政策と国民Ⅰ
　９．政府政策と国民Ⅱ
１０．オバマ政権の遺産
１１．日米防衛問題Ⅰ
１２．日米防衛問題Ⅱ
１３．日米防衛問題Ⅲ
１４．今後のトランプ政権
１５．まとめ



2019-2020000463-01外国法政論

Ｓ．Ａ．　ウエストン

◎経営法:A-3,B-3,C-3

1.特に、第二次大戦後における、日米関係の地域的及びグローバルな役割につ
いて、一緒に検証する。　(A-3)

2.この講義を通して、日米同盟及びグローバルパートナーシップの政治貿易及
び安全保障の問題について知識を深める。　(A-3)

3.日米の社会問題をより深く理解することができます、　(C-3)

4.講義、本、小テスト、期末試験を通じて、日米関係をはじめとする、グロー
バル化する世界の状況について意識を高める　(B-3)

◎　経営法学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　民法および商法等の私法系科目の基礎知識とリーガルマインド（法
的思考力）を身につけ、日常生活において生起する法的諸問題について理
解し、説明することができる。
A-2　会社法等の企業法制に関する基礎知識を身につけ、企業取引や会社
のしくみについて理解し、説明することが出来る。
A-3　国際法および外国法に関する基礎知識を身につけ、世界情勢、国際
関係について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基
本的な知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　民法および商法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み
解き、現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもとづ
いて述べ、かつ、文章で表現することができる。
B-2　会社法等の企業法制に関する知識を活かし、コーポレートガバナン
ス（企業統治）およびコンプライアンス（法令順守）に関する正確な理解
のもと、日常生活および企業活動において生起する法的問題を把握し、そ
れについて解決のあり方を提示することができる。
B-3　国際法および外国法に関する知識を活かし、国際関係および国際取
引において生起する法的問題を把握し、それについて解決のあり方を提示
することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　起業家精神をもって、みずから企画を立案し、その実現に向けて積
極的に取り組む姿勢を持っている。
C-2　コーポレートガバナンスおよびコンプライアンスに関する知識に精
通し、企業や地域社会において正義と公平を貫く姿勢を持っている。
C-3　国際関係や国際取引に関心を有し、グローバル化する世界の状況に
積極的に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢を持っている。

◎法律:A-4

1.特に、第二次大戦後における、日米関係の地域的及びグローバルな役割につ
いて、一緒に検証する。

2.この講義を通して、日米同盟及びグローバルパートナーシップの政治貿易及
び安全保障の問題について知識を深める。

3.日米の社会問題をより深く理解することができます、　(A-4)

4.講義、本、小テスト、期末試験を通じて、日米関係をはじめとする、グロー
バル化する世界の状況について意識を高める

◎　法律学及び政治学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　憲法および民法等の法律学の基礎知識とリーガルマインド（法的思考力）
を身につけ、社会において生起する法的諸問題について理解し、説明すること
ができる。
A-2　公法に関する基礎知識とリーガルマインドを身につけ、国、地方公共団体
などの行政のしくみについて理解し、説明することができる。
A-3　政治学および政策に関する基礎知識と政策的思考力を身につけ、政治や地
域社会の領域において生起する諸問題について理解し、説明することができ
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基本的な
知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　憲法および民法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み解き、
現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもとづいて述べ、
かつ、文章で表現することができる。
B-2　法律学の知識を総合的に活用し、リーガルマインドにもとづいて、日常生
活、公共的活動、企業活動に生起する法的問題を把握し、それについて解決の
あり方を提示することができる。
B-3　行政法、国際法、政治学等の公共部門に関する知識を活かし、リーガルマ
インドにもとづいて、地域、国、国際社会の公共的問題を把握し、それについ
て解決のあり方を提示することができる。
B-4　法、政治、経済、科学等の幅広い知識を総合的に活用し、政策的思考にも
とづいて、現代社会の問題を把握し、それについて解決のあり方を提示するこ
とができる。
B-5　法と政治の歴史的・社会的・思想的背景をふまえ、適正な法と政治のあり
方を提示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　法学および政治学の観点から、現代社会の諸問題を積極的に解決しようと
する姿勢を持っている。
C-2　法学および政治学の知識を活かし、公共分野や地域社会に貢献しようとす
る姿勢を持っている。
C-3　外国の法制度や政治に関心を有し、グローバル化する世界の状況に積極的
に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す姿勢を
持っている。



2019-2020000362-01国際コミュニケーション海外研修

 期別：集中後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中後期　　試験時間割：定期試験なし　　

Ｓ．Ａ．　ウエストン

◎－－－　概要　－－－◎

　経営法学科１年生を対象とし、ウエストン教授はワシントン大学国際アウト
リーチプログラム（2001～2008年度）・シアトル大学国際学生センター（2009
～現在で10周年となる）と共に、自分の外交官の経験及びの国際関係論やアジ
ア太平洋関係論の研究を活かしながらこの実践的研修カリキュラムを開発しま
した。
　それは主に日米関係、米国司法制度、経営管理、国際ビジネスという、４つ
の学習項目に重点が置かれています。基本的には英語で行われるこのカリキュ
ラムは、「国際コミュニケーション・法政事情Ⅰ」（４単位）、「国際コミュ
ニケーション・法政事情Ⅱ」（２単位）、「国際コミュニケーション海外研
修」（２単位）という３科目に分かれています。しかし、必要に応じて、重要
な教材等に対する学生の理解度を高めるため日本語も使われます。前期、後期
の授業は学内にて実施されますが、夏季海外研修はシアトル大学で行います。
　このクラスは選考された18 名の学生によって構成され、参加学生は講義、討
論、シアトルで訪問する企業に関する情報収集など、海外研修出発前の準備を
通じて、この経験を最大限に生かすことができます。
シアトルでは、学生はシアトル大学ロースクールおよびビジネススクールの教
授による講義を受けるだけではなく、このコースの学習項目に関連するNPO や
政府機関を訪問します。海外研修については、ウエストン教授（国際関係論）
が現地の講師と共同で行います。シアトルから帰国後は、海外研修での経験を
踏まえて、地元企業の訪問を行い、選んだテーマに関するグループ・プレゼン
テーションの準備をし、このコースの主要な学習テーマについて議論をしま
す。
　既に、324名の学生がこのプログラムに参加し、2001～2015年度クラスは卒業
しています。全参加学生が、気の置けない雰囲気を持つシアトル・クラブのメ
ンバーとなり、卒業生と在学生との間で、いろいろな活動や情報交換をしてい
ます。2018 年、このプログラムは、18 周年を迎えました。

◎－－－　到達目標　－－－◎

法および政策決定に関した実践的経験を得る。(知識・理解)

法および政策の社会への比較的影響に関しての分析力を養う。(技能)

第二次世界大戦の日系アメリカ人の社会正義の問題を理解する。(知識・理解)

国内および海外での企業・事務所訪問から得た情報を取り入れた口頭発表を行
う。(態度・志向性)

異文化間体験を通じ枠組に捉われない考え方を修得する。(知識・理解)

授業、外部での研修またはホームスティなどを通して自分の意見を英語で述べ
ることができるよ
うになる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

■ 予習
　このプログラムは、主に英語による実践的な特別研修コースであることに留
意してください。受講にあたっては、受講生が属することになった各グループ
に一連の課題が与えられます。これらの課題の成果は、各学生の最終成績の一
部として評価されます。課題の中には、１）日米の司法制度、政策、第二次世
界大戦の日系アメリカ人の社会正義の問題、ビジネスおよび文化に関する日本
語あるいは英語の講義資料学習；２）企業・組織内容や関連情報などの講義や
各グループテーマに関するオンライン資料の収集；３）夏季研修のより深い理
解のための講義内容に関する参考資料の学習；４）シアトル（夏季研修）およ
び福岡大学（後期）での口頭発表を充実させるための地元企業・組織の学外調
査；５）書籍および他の参考資料など各グループテーマに関する準備学習；
６）シアトルで行われる夏季研修講義の前に前期で使用した参考資料の再学習
が含まれます。７）受講生には大学で行われるイングリッシュ・プラザに参加
するなど他の学習活動を通じて、言語能力向上を図ることを奨励します。（本
学では、入学後に受験したTOEIC の成績により、外国語の必修科目であるフ
レッシュマン・イングリッシュⅠ～Ⅳ、インターミディエイト・イングリッ
シュⅠ～Ⅳの単位の認定を申請できます。（学修ガイドp. 60 参照））
■ 復習
　講義内容に関する習得知識をしっかりと身につけるために講義でとったノー
トの復習を各学生が行うことを望みます。学生はこのコースで学んだことを福
岡大学や他の機関が提供している短期・長期の研修プログラムなど他の海外学
習で生かすことができます。実際に当研修プログラムを受講した多くの学生が
国際センターのプログラムに参加しています。また、福岡大学以外の海外研修
プログラムに参加する学生もおり、多くの学生が２、３年後の就職活動にこの
コースで達成したことを生かしています。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

現地での報告発表、質疑応答の参加度によります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

シアトル大学、企業、非政府団体や自治体事務所からの記
事、報告など。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

実施概要
⑴引率者：ステファニーＡ.ウエストン法学部教授（国際
関係論）
⑵対象学生：経営法学科１年次生　18 名
＊ 自らの健康状態で本海外研修参加に支障がないと見込
まれる者。選考決定後、医師の診断によって、海外研修期
間中の学習に耐え得る健康状態でないと判明した場合は、
本海外研修への参加を辞退してもらうことがあります。
⑶実施期間：平成30（2018）年８月16日（木）～８月31日
（金）（16日間）
＊ 海外研修の日程が、前期追試験期間（平成30年８月27
日（月）～８月31日（金））と重複するので、本プログラ
ムを履修する学生は追試験を願い出ることができません。
病気やその他の理由で定期試験を欠席しないよう注意し、
十分に考慮した上で申込みをしてください。
⑷研修地：アメリカ合衆国 ワシントン州 シアトル
⑸受入機関：シアトル大学国際学生センター
⑹宿泊：ホームステイ（２名１組）
⑺費用：現地研修費〔27 万円（予定、原油等の高騰によ
り値上げの可能性あり）〕
＊大学が研修費の一部を補助しています。
＊現地研修費は往復運賃・宿泊費並びに現地の大学の授業
料を含みます。
＊海外旅行医療保険に必ず加入していただきます。
＊ 本プログラムについては、日本学生支援機構の「海外
留学支援制度」の奨学金を申請しています。プログラム採
択後、ご父母の収入状況および本人の成績等によって選考
されます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１・２．口頭プレゼンテーション・スキル I・Ⅱ-ISCイン
ストラクター
３～６．企業訪問またはISCインストラクター指導による
プレゼンテーションの方法論についての講義
７．日系２世退役軍人記念館訪問
講義：アレン・オカモト元司令官による
講義：ミニドカ巡礼について　デイル・ワタナベによる
８．講義：シャロン・サントス下院議員による
９．講義：ワシントン州の弁護士による
10．見学及び講話：スターバックスの代表
11．口頭プレゼンテーション・スキルⅢ-ISC インストラク
ター
12・13．連邦地方裁判所を訪問し、裁判官との会談と裁判
の傍聴
14．講義：貿易発展の連携についてビル・スタッフォード
SU教授による
15．日本総領事と財務担当領事の講義と質疑
16．裁判傍聴
17．チネンSU ロースクール教授による
18・19．口頭プレゼンテーション・スキルⅣ-ISC インスト
ラクター
20．グループ・プロジェクト口頭プレゼンテーション
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◎経営法:A-3,A-4,B-3,C-3

1.法および政策決定に関した実践的経験を得る。　(A-3)

2.法および政策の社会への比較的影響に関しての分析力を養う。　(B-3)

3.第二次世界大戦の日系アメリカ人の社会正義の問題を理解する。　(A-3)

4.国内および海外での企業・事務所訪問から得た情報を取り入れた口頭発表を
行う。　(C-3)

5.異文化間体験を通じ枠組に捉われない考え方を修得する。　(A-4)

6.授業、外部での研修またはホームスティなどを通して自分の意見を英語で述
べることができるよ
うになる。　(A-4)

◎　経営法学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　民法および商法等の私法系科目の基礎知識とリーガルマインド（法
的思考力）を身につけ、日常生活において生起する法的諸問題について
理解し、説明することができる。
A-2　会社法等の企業法制に関する基礎知識を身につけ、企業取引や会社
のしくみについて理解し、説明することが出来る。
A-3　国際法および外国法に関する基礎知識を身につけ、世界情勢、国際
関係について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基
本的な知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　民法および商法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み
解き、現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもと
づいて述べ、かつ、文章で表現することができる。
B-2　会社法等の企業法制に関する知識を活かし、コーポレートガバナン
ス（企業統治）およびコンプライアンス（法令順守）に関する正確な理
解のもと、日常生活および企業活動において生起する法的問題を把握
し、それについて解決のあり方を提示することができる。
B-3　国際法および外国法に関する知識を活かし、国際関係および国際取
引において生起する法的問題を把握し、それについて解決のあり方を提
示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　起業家精神をもって、みずから企画を立案し、その実現に向けて積
極的に取り組む姿勢を持っている。
C-2　コーポレートガバナンスおよびコンプライアンスに関する知識に精
通し、企業や地域社会において正義と公平を貫く姿勢を持っている。
C-3　国際関係や国際取引に関心を有し、グローバル化する世界の状況に
積極的に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢を持っている。
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 期別：前期　　単位数：4　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・５時限, 木・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

Ｓ．Ａ．　ウエストン

◎－－－　概要　－－－◎

　経営法学科１年生を対象とし、ウエストン教授はワシントン大学国際アウト
リーチプログラム（2001～2008年度）・シアトル大学国際学生センター（2009
～現在で10周年となる）と共に、自分の外交官の経験及びの国際関係論やアジ
ア太平洋関係論の研究を活かしながらこの実践的研修カリキュラムを開発しま
した。
　それは主に日米関係、米国司法制度、経営管理、国際ビジネスという、４つ
の学習項目に重点が置かれています。基本的には英語で行われるこのカリキュ
ラムは、「国際コミュニケーション・法政事情Ⅰ」（４単位）、「国際コミュ
ニケーション・法政事情Ⅱ」（２単位）、「国際コミュニケーション海外研
修」（２単位）という３科目に分かれています。しかし、必要に応じて、重要
な教材等に対する学生の理解度を高めるため日本語も使われます。前期、後期
の授業は学内にて実施されますが、夏季海外研修はシアトル大学で行います。
　このクラスは選考された18 名の学生によって構成され、参加学生は講義、
討論、シアトルで訪問する企業に関する情報収集など、海外研修出発前の準備
を通じて、この経験を最大限に生かすことができます。
　シアトルでは、学生はシアトル大学ロースクールおよびビジネススクールの
教授による講義を受けるだけではなく、このコースの学習項目に関連するNPO
や政府機関を訪問します。海外研修については、ウエストン教授（国際関係
論）が現地の講師と共同で行います。シアトルから帰国後は、海外研修での経
験を踏まえて、地元企業の訪問を行い、選んだテーマに関するグループ・プレ
ゼンテーションの準備をし、このコースの主要な学習テーマについて議論をし
ます。
　既に、324名の学生がこのプログラムに参加し、2001～2015年度クラスは卒
業しています。全参加学生が、気の置けない雰囲気を持つシアトル・クラブの
メンバーとなり、卒業生と在学生との間で、いろいろな活動や情報交換をして
います。2018 年、このプログラムは、18 周年を迎えました。

◎－－－　到達目標　－－－◎

法および政策決定に関した実践的経験を得る。(知識・理解)

法および政策の社会への比較的影響に関しての分析力を養う。(技能)

第二次世界大戦の日系アメリカ人の社会正義の問題を理解する。(知識・理解)

国内および海外での企業・事務所訪問から得た情報を取り入れた口頭発表を行
う。(態度・志向性)

異文化間体験を通じ枠組に捉われない考え方を修得する。(知識・理解)

授業、外部での研修またはホームスティなどを通して自分の意見を英語で述べ
ることができるようになる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

■ 予習
　このプログラムは、主に英語による実践的な特別研修コースであることに留
意してください。受講にあたっては、受講生が属することになった各グループ
に一連の課題が与えられます。これらの課題の成果は、各学生の最終成績の一
部として評価されます。課題の中には、１）日米の司法制度、政策、第二次世
界大戦の日系アメリカ人の社会正義の問題、ビジネスおよび文化に関する日本
語あるいは英語の講義資料学習；２）企業・組織内容や関連情報などの講義や
各グループテーマに関するオンライン資料の収集；３）夏季研修のより深い理
解のための講義内容に関する参考資料の学習；４）シアトル（夏季研修）およ
び福岡大学（後期）での口頭発表を充実させるための地元企業・組織の学外調
査；５）書籍および他の参考資料など各グループテーマに関する準備学習；
６）シアトルで行われる夏季研修講義の前に前期で使用した参考資料の再学習
が含まれます。７）受講生には大学で行われるイングリッシュ・プラザに参加
するなど他の学習活動を通じて、言語能力向上を図ることを奨励します。（本
学では、入学後に受験したTOEIC の成績により、外国語の必修科目であるフ
レッシュマン・イングリッシュⅠ～Ⅳ、インターミディエイト・イングリッ
シュⅠ～Ⅳの単位の認定を申請できます。（学修ガイドp. 60 参照））
■ 復習
　講義内容に関する習得知識をしっかりと身につけるために講義でとったノー
トの復習を各学生が行うことを望みます。学生はこのコースで学んだことを福
岡大学や他の機関が提供している短期・長期の研修プログラムなど他の海外学
習で生かすことができます。実際に当研修プログラムを受講した多くの学生が
国際センターのプログラムに参加しています。また、福岡大学以外の海外研修
プログラムに参加する学生もおり、多くの学生が２、３年後の就職活動にこの
コースで達成したことを生かしています。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

小テスト・中間試験・報告・質疑応答等による。

◎－－－　テキスト　－－－◎

シアトル大学、企業、非政府団体や自治体事務所からの記
事、報告など。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.はじめに
2-3.日米の認識ギャップとライフスタイル
4-5.日米関係概要
6-7.米国政府
8-15.シアトルでの講義を振り返って
16-19.ロール・プレイ
20-21.シアトルの企業
22-25.インタビュー準備
26-29.読書感想文の提出と口頭発表
30.まとめ
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◎経営法:A-3,A-4,B-3,C-3

1.法および政策決定に関した実践的経験を得る。　(A-3)

2.法および政策の社会への比較的影響に関しての分析力を養う。　(B-3)

3.第二次世界大戦の日系アメリカ人の社会正義の問題を理解する。　(A-3)

4.国内および海外での企業・事務所訪問から得た情報を取り入れた口頭発表を
行う。　(C-3)

5.異文化間体験を通じ枠組に捉われない考え方を修得する。　(A-4)

6.授業、外部での研修またはホームスティなどを通して自分の意見を英語で述
べることができるようになる。　(A-4)

◎　経営法学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　民法および商法等の私法系科目の基礎知識とリーガルマインド（法
的思考力）を身につけ、日常生活において生起する法的諸問題について
理解し、説明することができる。
A-2　会社法等の企業法制に関する基礎知識を身につけ、企業取引や会社
のしくみについて理解し、説明することが出来る。
A-3　国際法および外国法に関する基礎知識を身につけ、世界情勢、国際
関係について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基
本的な知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　民法および商法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み
解き、現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもと
づいて述べ、かつ、文章で表現することができる。
B-2　会社法等の企業法制に関する知識を活かし、コーポレートガバナン
ス（企業統治）およびコンプライアンス（法令順守）に関する正確な理
解のもと、日常生活および企業活動において生起する法的問題を把握
し、それについて解決のあり方を提示することができる。
B-3　国際法および外国法に関する知識を活かし、国際関係および国際取
引において生起する法的問題を把握し、それについて解決のあり方を提
示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　起業家精神をもって、みずから企画を立案し、その実現に向けて積
極的に取り組む姿勢を持っている。
C-2　コーポレートガバナンスおよびコンプライアンスに関する知識に精
通し、企業や地域社会において正義と公平を貫く姿勢を持っている。
C-3　国際関係や国際取引に関心を有し、グローバル化する世界の状況に
積極的に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢を持っている。



2019-2020000448-01国際コミュニケーション・法政事情Ⅱ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

Ｓ．Ａ．　ウエストン

◎－－－　概要　－－－◎

　経営法学科１年生を対象とし、ウエストン教授はワシントン大学国際アウト
リーチプログラム（2001～2008年度）・シアトル大学国際学生センター（2009
～現在で10周年となる）と共に、自分の外交官の経験及びの国際関係論やアジ
ア太平洋関係論の研究を活かしながらこの実践的研修カリキュラムを開発しま
した。
　それは主に日米関係、米国司法制度、経営管理、国際ビジネスという、４つ
の学習項目に重点が置かれています。基本的には英語で行われるこのカリキュ
ラムは、「国際コミュニケーション・法政事情Ⅰ」（４単位）、「国際コミュ
ニケーション・法政事情Ⅱ」（２単位）、「国際コミュニケーション海外研
修」（２単位）という３科目に分かれています。しかし、必要に応じて、重要
な教材等に対する学生の理解度を高めるため日本語も使われます。前期、後期
の授業は学内にて実施されますが、夏季海外研修はシアトル大学で行います。
　このクラスは選考された18 名の学生によって構成され、参加学生は講義、討
論、シアトルで訪問する企業に関する情報収集など、海外研修出発前の準備を
通じて、この経験を最大限に生かすことができます。
シアトルでは、学生はシアトル大学ロースクールおよびビジネススクールの教
授による講義を受けるだけではなく、このコースの学習項目に関連するNPO や
政府機関を訪問します。海外研修については、ウエストン教授（国際関係論）
が現地の講師と共同で行います。シアトルから帰国後は、海外研修での経験を
踏まえて、地元企業の訪問を行い、選んだテーマに関するグループ・プレゼン
テーションの準備をし、このコースの主要な学習テーマについて議論をしま
す。
　既に、324名の学生がこのプログラムに参加し、2001～2015年度クラスは卒業
しています。全参加学生が、気の置けない雰囲気を持つシアトル・クラブのメ
ンバーとなり、卒業生と在学生との間で、いろいろな活動や情報交換をしてい
ます。2018 年、このプログラムは、18 周年を迎えました。

◎－－－　到達目標　－－－◎

法および政策決定に関した実践的経験を得る。(知識・理解)

法および政策の社会への比較的影響に関しての分析力を養う。(技能)

第二次世界大戦の日系アメリカ人の社会正義の問題を理解する。(知識・理解)

国内および海外での企業・事務所訪問から得た情報を取り入れた口頭発表を行
う。(態度・志向性)

異文化間体験を通じ枠組に捉われない考え方を修得する。(知識・理解)

授業、外部での研修またはホームスティなどを通して自分の意見を英語で述べ
ることができるよ
うになる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

■ 予習
　このプログラムは、主に英語による実践的な特別研修コースであることに留
意してください。受講にあたっては、受講生が属することになった各グループ
に一連の課題が与えられます。これらの課題の成果は、各学生の最終成績の一
部として評価されます。課題の中には、１）日米の司法制度、政策、第二次世
界大戦の日系アメリカ人の社会正義の問題、ビジネスおよび文化に関する日本
語あるいは英語の講義資料学習；２）企業・組織内容や関連情報などの講義や
各グループテーマに関するオンライン資料の収集；３）夏季研修のより深い理
解のための講義内容に関する参考資料の学習；４）シアトル（夏季研修）およ
び福岡大学（後期）での口頭発表を充実させるための地元企業・組織の学外調
査；５）書籍および他の参考資料など各グループテーマに関する準備学習；
６）シアトルで行われる夏季研修講義の前に前期で使用した参考資料の再学習
が含まれます。７）受講生には大学で行われるイングリッシュ・プラザに参加
するなど他の学習活動を通じて、言語能力向上を図ることを奨励します。（本
学では、入学後に受験したTOEIC の成績により、外国語の必修科目であるフ
レッシュマン・イングリッシュⅠ～Ⅳ、インターミディエイト・イングリッ
シュⅠ～Ⅳの単位の認定を申請できます。（学修ガイドp. 60 参照））
■ 復習
　講義内容に関する習得知識をしっかりと身につけるために講義でとったノー
トの復習を各学生が行うことを望みます。学生はこのコースで学んだことを福
岡大学や他の機関が提供している短期・長期の研修プログラムなど他の海外学
習で生かすことができます。実際に当研修プログラムを受講した多くの学生が
国際センターのプログラムに参加しています。また、福岡大学以外の海外研修
プログラムに参加する学生もおり、多くの学生が２、３年後の就職活動にこの
コースで達成したことを生かしています。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

小テスト・中間試験・報告・質疑応答等による。

◎－－－　テキスト　－－－◎

シアトル大学、企業、非政府団体や自治体事務所からの記
事、報告など。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.反省
2.発表準備
3.九州の企業①
4.中間試験
5.九州の企業②
6-7.発表準備
8.フィールドワーク
9-14.グループテーマの発表
15.まとめ
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Ｓ．Ａ．　ウエストン

◎経営法:A-3,A-4,B-3,C-3

1.法および政策決定に関した実践的経験を得る。　(A-3)

2.法および政策の社会への比較的影響に関しての分析力を養う。　(B-3)

3.第二次世界大戦の日系アメリカ人の社会正義の問題を理解する。　(A-3)

4.国内および海外での企業・事務所訪問から得た情報を取り入れた口頭発表を
行う。　(C-3)

5.異文化間体験を通じ枠組に捉われない考え方を修得する。　(A-4)

6.授業、外部での研修またはホームスティなどを通して自分の意見を英語で述
べることができるよ
うになる。　(A-4)

◎　経営法学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　民法および商法等の私法系科目の基礎知識とリーガルマインド（法
的思考力）を身につけ、日常生活において生起する法的諸問題について
理解し、説明することができる。
A-2　会社法等の企業法制に関する基礎知識を身につけ、企業取引や会社
のしくみについて理解し、説明することが出来る。
A-3　国際法および外国法に関する基礎知識を身につけ、世界情勢、国際
関係について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基
本的な知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　民法および商法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み
解き、現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもと
づいて述べ、かつ、文章で表現することができる。
B-2　会社法等の企業法制に関する知識を活かし、コーポレートガバナン
ス（企業統治）およびコンプライアンス（法令順守）に関する正確な理
解のもと、日常生活および企業活動において生起する法的問題を把握
し、それについて解決のあり方を提示することができる。
B-3　国際法および外国法に関する知識を活かし、国際関係および国際取
引において生起する法的問題を把握し、それについて解決のあり方を提
示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　起業家精神をもって、みずから企画を立案し、その実現に向けて積
極的に取り組む姿勢を持っている。
C-2　コーポレートガバナンスおよびコンプライアンスに関する知識に精
通し、企業や地域社会において正義と公平を貫く姿勢を持っている。
C-3　国際関係や国際取引に関心を有し、グローバル化する世界の状況に
積極的に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢を持っている。
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2019-3010001391-01経済学のための情報通信

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

庄野　千鶴

◎－－－　概要　－－－◎

 いつでもどこでも情報ネットワークの利用が可能なユビキタス社会
のなかで、今や１人が複数台のパーソナルコンピュータやスマート
フォン、タブレットを利用する光景は珍しくなくなってきました。
インターネットはもはや私たちの暮らしの一部となっています。
　ビジネス社会においても、ネットワークを用いた情報発信は、既
にチャネル戦略やコミュニケーション戦略のひとつとなり、国内は
もとより国境を越えたグローバルな電子商取引（EC）が昼夜を問わ
ず世界中で増加しています。そのため、これまで以上に世界中で企
業間競争が激化しています。
　グローバル化・スピード化する経済のなかで、如何に効率よく
ネットワークを用い、市場を分析、そして参入、拡大していくべき
かを実践的な学びを通して理解する必要があるでしょう。
　そこで、本講義では、ネットワーク構築および関連する研究に従
事してきた実務経験を活かし、実際に携わった事例等を参考に、
WEB開発に必要な知識や心構えについて講義します。
 まず初めに、ビジネスのための情報通信の基礎として、まず幾つか
のビジネスサイトを紹介しながら、LANやインターネットの仕組
み、そしてHTML言語について解説します。
　次に、ホームページ作成ソフトを用い、様々なケースの情報発信
を体験的に理解しながら、IT・ECに関する用語・注意事項を併せて
学んでいきます。
　また、e-learningシステム構築やWEBアンケート作成など双方向通
信の学びを通して、社会調査の概要や社会調査倫理も併せて理解し
ましょう。
　そして、静・動画像の作成やサウンドファイルの挿入などマルチ
メディアを活かした効果的なWebデザインについて学習を進めま
す。
　最後に、獲得した知識・技能を使って、ネット上に仮想shopを開
設しましょう。
　なお、毎回IT・EC関連の練習問題を解きながら、情報通信に関す
る基礎知識を深め、将来のEC準備のための学習を深めていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

サイト構築技能を用い、マーケティング志向によるEC（電子商取
引）展開の基礎が身に付く。(態度・志向性)

双方向通信を用いたサイト構築の基礎が身に付く。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

◆予習（60分）
　①まずはデジタルプリントを各自印刷しておくこと。
　②次回の授業範囲を事前に読み、分からない用語を含め質問を考
えておくこと。
◆復習（120分）
　①説明したIT・EC関連の用語やネットワークの仕組みについて、
その日のうちに別ノートにまとめ再確認すること。
　②ネット上の練習問題を再度挑戦し、満点になるまで挑戦するこ
と。
　③1週間内の空き時間を利用して、フォルダ名を変え同WEBペー
ジを作成すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験は行いませんが、中間技能テスト及び知識確認テストを
授業内で実施します。
　中間技能テスト及び知識確認テスト(50%)、課題提出状況(20%)、
最終課題(30%)で総合判断します。
　なお、理由のない無断欠席は減点しますので、低評価の要因とな
ります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　デジタルプリント教材を配付しますので、各自印刷して
ください。
　なお、練習問題に関してはネット上のe-learningシステム
を使用します。

◎－－－　参考書　－－－◎

　適宜授業中に紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

※この科目は定期試験を実施しないため、再試験を受験す
ることはできません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　LANやインターネットの仕組み
　　HTML言語について
　　便利なビジネスサイトの紹介
　　マーケティング志向とは　
　　WordでWEBページを作ってみよう！

2 WEBページ作成とWEBサーバーの役割

3 FTPについて、ロゴの作成と著作権①について

4 リンクの設定と解除、メールリンクについて

5 画像のリンク設定と解除

6 表を使ったWEBページの作成

7 フレーム型WEBページの作成

8 社会調査とWEBアンケート

9 e-learningシステムの構築

10 フォーム利用による双方向通信
　　～ネットで注文を受け付けよう～

11 ウェブビデオスタジオの活用
   IT・EC関連の基礎知識まとめ

12 各種ファイルの挿入

13 オリジナル画像を作ろう！著作権②について

14 アニメーションＧＩＦを作ろう！

15 CGI紹介、仮想SHOPの開設とまとめ
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庄野　千鶴

◎経済:C-1

1.サイト構築技能を用い、マーケティング志向によるEC（電子商取引）展開の
基礎が身に付く。　(C-1)

2.双方向通信を用いたサイト構築の基礎が身に付く。　(C-1)

◎　経済学　（経済学科）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学・スポーツ科学の諸分野に関して、
学生として相応な教養的知識を身につけている。
A-2　過去から現在に至るまで、国内外の経済情勢や経済制度に関する知
識を有し、それらの異同を説明することができる。
A-3　一個人から国家に至るまで、規模の異なる様々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説明することがで
きる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門的な知識および経済理論の修得を通して、仮説を立て、適切に
収集したデータからその仮説について分析する能力を身につけている。
B-2　専門的な知識および経済理論の修得を通して、経済情勢、制度およ
びメカニズムに潜む問題点の原因を究明し、それらの解決策を立案する
能力を身につけている。
B-3　専門的な知識および経済理論の修得を通して、研究成果を論理的な
文章にまとめ、それを他者にもわかりやすく説明できる能力および討論
できる能力を身につけている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　経済学とそれに関連する分野で修得した知識や技能にさらなる好奇
心と探求心とを持ち続け、それらを実社会において役立たせようとする
姿勢を身につけている。
C-2　社会の中で自分の役割を理解し、自主的かつ協調性を持ちながら行
動する姿勢を身につけている。
C-3　異なる社会の文化や価直観を理解する姿勢を身につけている。
C-4　心身の健康管理を怠らず、その保持ばかりでなく増進を図ろうとす
る姿勢を身につけている。



2019-3010000413-01経済学ワークショップＥ（ファイナンシャル・プランニング講座～ＦＰ入門編～）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

土屋　弘和

◎－－－　概要　－－－◎

ファイナンシャル・プランニング（ＦＰ）の基礎を学びます。

資格として国家資格３級ＦＰ技能士にチャレンジ可能！

　ファイナンシャル・プランニング（ＦＰ）の定義とは、「個人の収入
や資産・負債など、その人のデータを集め、要望や希望・目標を聞き、
その分析に基づいて、ライフプラン（生活設計）上の目標を達成するた
めに専門家（弁護士や税理士等）の協力を得ながら、貯蓄計画、保険・
投資対策、税金対策などの包括的な資産設計を立て、それを実行してい
くための手助けを行っていくこと」です。ファイナンシャル・プラン
ナーはその専門家であり、ＦＰ技能士という国家資格にもなっていま
す。

　経済学は人生を豊かに暮らすために学ぶものです。経済の主体は個人
と企業と国家で成り立っていますが、経済（お金）の役割は皆さんの生
活を豊かにすることです。この経済社会では心と身体の健康だけでは、
豊かさや幸せは到底達成できません。お金という道具が揃って初めて享
受できます。

　ＦＰ相談や生活設計と金融の両面からの包括的かつ、横断的な知識を
生かしたトータルコンサルティング業務の経験を活かし、この講座で
は、生活経済パーソナル・ファイナンシャル・プラン、個人を主役にし
た視点に立って、今後の生活に不可欠なライフプランの基礎知識を学び
ます。ＦＰの人生設計、生活設計に焦点を当てながら、お金（経済）の
基本的な考え方や流れ、役割など皆さんと一緒に考えてみたいと思いま
す。

　また、授業の中では基礎的なＦＰ手法の実習も行いながら、人生の中
で出会う様々なお金や財産にかかわる基礎知識（金融資産・不動産・ラ
イフプラン・教育・住宅・老後・リスク・タックス・相続）の概略を学
びます。

ＦＰは実学であり、ＦＰ知識は今後の皆さんの就職や、人生の色々な場
面で必ず役立ちます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ＦＰに関する６分野（ライフプランニングと資金計画、リスク管理、金
融資産運用、タックスプランニング、不動産、相続・事業承継）におけ
る基本用語としくみが理解できる。(知識・理解)

ＦＰ3級資格の取得に必要な知識を反復学習し、確実に合格できる実力
を身につけることができる。(技能)

将来、社会人となった時に必要とされる実学として学び、それらを実社
会において役立たせようとする姿勢を身につけている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業では広範囲の分野を学ぶため、十分な自宅学習が必要となりま
す。（予習60分・復習60分）
　予習として、テキストの学習予定の範囲は必ず目を通しておくこと。
復習としてテキストの読み直しとテキスト内の過去問題にチャレンジす
ること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　●定期試験は実施しません。
　●学習の進捗度･達成度等を測る為、
　　毎授業終了時にレポートを作成し提出。
　　授業態度50％、レポート提出50％を目安として総合的に評価する。
　●欠席は低評価の要因となります。
　
　

◎－－－　テキスト　－－－◎

※受講者は指定テキストの購入が必要です。
　
「ＦＰ技能検定３級ＦＰテキストⅠ･Ⅱ」
　Ｂ５サイズ２冊組　ＦＰＫ研修センター編
　販売価格 3,800円(税込･特別割引価格)

　ISBN:
　テキストⅠ　9784864042024
  　テキストⅡ　9784864042031

　福岡金文堂福大店にて販売

◎－－－　参考書　－－－◎

　特に指定せず。授業時に適宜指示します。
　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　実習時に電卓を使用します。毎授業で簡易なレポート提出があります。

※なお、この科目は定期試験を実施しないため、再試験を受験することはできません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

パーソナル・ファイナンシャル・プランニングの基礎

①　ＦＰガイダンス／総論１
 
　　　ライフプラン概論とファイナンシャルプラン(生き方とお金）

　　　ライフプランとパーソナルファイナンス(生活・目的とお金)

②　ＦＰ総論２／ライフプランニング－生活設計１

　　　ライフプランの立て方、ライフイベント、ＣＦ表、係数表

③　ライフプランニング－生活設計２

　　　教育資金設計、住宅資金設計、

　　　老後資金設計、その他ローン

④　ライフプランニング－生活設計３

　　　社会保険制度の概略、公的年金・私的年金のしくみ

⑤　暮らしの中の保険１
 
　　　リスクマネジメントと生命保険

⑥　暮らしの中の保険２
 
　　　保険の基礎知識（損害保険、その他）

⑦　生活とお金の知識１
 
　　　お金の流れ、インフレ、デフレ、その他

⑧　生活とお金の知識２
 
　　　金融の運用の基礎知識

　　　貯蓄と投資、複利計算など、利回りの考え方

⑨　生活とお金の知識３
 
　　　運用の基本リスクと投資型金融商品の特徴

⑩　暮らしと税金１

　　　税金の種類と概略（所得税）

⑪　暮らしと税金２

　　　損益通算、所得控除、所得税の確定申告について

⑫　暮らしと不動産

　　　不動産の基礎知識と活用

⑬　暮らしと相続・贈与１

　　　相続設計の考え方

⑭　暮らしと相続・贈与２

　　　相続税・贈与税の概要

⑮　まとめ

　　　～自分の将来設計とライフプランと経済(お金)のとらえ方～

◎－－－　URL　－－－◎

FPK研修センター株式会社
(http://www.fpk.co.jp/)



2019-3010000413-01経済学ワークショップＥ（ファイナンシャル・プランニング講座～ＦＰ入門編～）

土屋　弘和

◎経済:A-3,B-2,C-1

1.ＦＰに関する６分野（ライフプランニングと資金計画、リスク管理、金融資
産運用、タックスプランニング、不動産、相続・事業承継）における基本用語
としくみが理解できる。　(A-3)

2.ＦＰ3級資格の取得に必要な知識を反復学習し、確実に合格できる実力を身に
つけることができる。　(B-2)

3.将来、社会人となった時に必要とされる実学として学び、それらを実社会に
おいて役立たせようとする姿勢を身につけている。　(C-1)

◎　経済学　（経済学科）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学・スポーツ科学の諸分野に関して、
学生として相応な教養的知識を身につけている。
A-2　過去から現在に至るまで、国内外の経済情勢や経済制度に関する知
識を有し、それらの異同を説明することができる。
A-3　一個人から国家に至るまで、規模の異なる様々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説明することがで
きる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門的な知識および経済理論の修得を通して、仮説を立て、適切に
収集したデータからその仮説について分析する能力を身につけている。
B-2　専門的な知識および経済理論の修得を通して、経済情勢、制度およ
びメカニズムに潜む問題点の原因を究明し、それらの解決策を立案する
能力を身につけている。
B-3　専門的な知識および経済理論の修得を通して、研究成果を論理的な
文章にまとめ、それを他者にもわかりやすく説明できる能力および討論
できる能力を身につけている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　経済学とそれに関連する分野で修得した知識や技能にさらなる好奇
心と探求心とを持ち続け、それらを実社会において役立たせようとする
姿勢を身につけている。
C-2　社会の中で自分の役割を理解し、自主的かつ協調性を持ちながら行
動する姿勢を身につけている。
C-3　異なる社会の文化や価直観を理解する姿勢を身につけている。
C-4　心身の健康管理を怠らず、その保持ばかりでなく増進を図ろうとす
る姿勢を身につけている。

◎産経:A-3,B-2,C-1

1.ＦＰに関する６分野（ライフプランニングと資金計画、リスク管理、金融資
産運用、タックスプランニング、不動産、相続・事業承継）における基本用語
としくみが理解できる。　(A-3)

2.ＦＰ3級資格の取得に必要な知識を反復学習し、確実に合格できる実力を身に
つけることができる。　(B-2)

3.将来、社会人となった時に必要とされる実学として学び、それらを実社会に
おいて役立たせようとする姿勢を身につけている。　(C-1)

◎　経済学　（産業経済学科）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学・スポーツ科学の諸分野に関して、
学生としてふさわしい教養的な知識を身につけている。
A-2　過去から現在に至るまで、国内外の産業情勢や経営組織に関する知
識を有し、それらの異同を説明することができる。
A-3　一個人から国家に至るまで、規模の異なる様々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説明することがで
きる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門的な知識および経済理論の修得を通して、実地調査を行い、そ
の結果を統計分析およびシミュレーションを用いて検証する能力を身に
つけている。
B-2　専門的な知識および経済理論の修得を通して、地域社会や経営組織
が直面する問題の原因を究明し、それらの解決策を立案する能力を身に
つけている。
B-3　専門的な知識および経済理論の修得を通して、研究成果を論理的な
文章にまとめ、それを他者にもわかりやすく説明できる能力および討論
できる能力を身につけている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　経済学とそれに関連する分野で修得した知識や技能にさらなる好奇
心と探求心とを持ち続け、それらを実社会において役立たせようとする
姿勢を身につけている。
C-2　地域社会や経営組織の中で自分の役割を理解し、自主的かつ協調性
を持ちながら行動する姿勢を身につけている。
C-3　異なる社会の文化や価直観を理解する姿勢を身につけている。
C-4　心身の健康管理を怠らず、その保持ばかりでなく増進を図ろうとす
る姿勢を身につけている。



2019-3010000186-01時事経済論

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

藤井　千佐子

◎－－－　概要　－－－◎

　国内外で日々、起きている政治・経済・外交・紛争・事件事
故は遠い世界の出来事ではありません。授業では日々、刻々と
報道されるニュースが私たちの身近な暮らしや将来の仕事など
に深くかかわっていることを学びます。さらに少子高齢化など
自分たちが生きるこれからの社会を考えるテーマを取り上げ、
持続可能な解決策を探ります。新聞記者としての様々な現場を
見てきた経験を生かし、日々報道されるニュースが学生自身に
どの様に関係していくのかについてなど解説します。
　授業は、課題解決型の能動的学修である「アクティブラーニ
ング」の要素を取り入れ、実際の会社・団体などを取材する
「模擬取材」を行います。摸擬取材では、主体的にテーマを見
つけ、各自でテーマにふさわしい取材相手を探し、取材し発表
します。

　授業は以下の①～④を柱に進めます。
①プレゼンテーション
②摸擬取材
③模擬記者会見
④ライティング

◎－－－　到達目標　－－－◎

さらにプレゼンテーションやディスカッション、ライティン
グ、模擬取材などを通して「読む」「書く」「伝える」という
コミュニケーション能力を高めます。(技能)

新聞を毎日読む習慣を身につけるとともに、社会生活において
不可欠なニュースを読み解く能力を高めます。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

①新聞閲覧（日経新聞を含む一般紙）を毎日読むこと（毎日15
～30分）。
②プレゼンテーション（授業終了時に示す課題の準備をする。
前期を通して1人に２̃3回担当する。60分）
③模擬取材（取材相手にアポイントを取って実際の取材をし、
発表の準備まですべて授業時間以外に行う。必要な時間は取材
相手などによって異なるが120分～240分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験は行いません。　
　成績評価のウエイトは、模擬取材を含めたプレゼンテーショ
ン５０％、ライティング２０％、授業への参加態度30％で評価
します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特にありません。

◎－－－　参考書　－－－◎

・池上彰の新聞勉強術　ISBN 978-4-16-782601-7
・新聞力ーできる人はこう読んでいる　ISBN
978-4-480-68968-9

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　新聞を毎日読むことを前提にして授業を進めるので、新
聞が毎日読める環境を整えてください。購読していない場
合は、図書館で閲覧するなど工夫してください。
　なお、この科目は定期試験を実施しないため、再試験を
受験することはできません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　以下の①～④を組み合わせて計15回実施します。大きな
時事問題が発生した場合は随時取り入れるため、順序は変
わる可能性があります。
①新聞の読み方・活用術（２回）
②プレゼンテーション（６～７回）
③模擬取材・記者会見の下準備授業（４～５回）
④ライティング（２～３回）



2019-3010000186-01時事経済論

藤井　千佐子

◎経済:B-2,C-1

1.さらにプレゼンテーションやディスカッション、ライティング、模擬取材な
どを通して「読む」「書く」「伝える」というコミュニケーション能力を高め
ます。　(B-2)

2.新聞を毎日読む習慣を身につけるとともに、社会生活において不可欠な
ニュースを読み解く能力を高めます。
　(C-1)

◎　経済学　（経済学科）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学・スポーツ科学の諸分野に関して、
学生として相応な教養的知識を身につけている。
A-2　過去から現在に至るまで、国内外の経済情勢や経済制度に関する知
識を有し、それらの異同を説明することができる。
A-3　一個人から国家に至るまで、規模の異なる様々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説明することがで
きる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門的な知識および経済理論の修得を通して、仮説を立て、適切に
収集したデータからその仮説について分析する能力を身につけている。
B-2　専門的な知識および経済理論の修得を通して、経済情勢、制度およ
びメカニズムに潜む問題点の原因を究明し、それらの解決策を立案する
能力を身につけている。
B-3　専門的な知識および経済理論の修得を通して、研究成果を論理的な
文章にまとめ、それを他者にもわかりやすく説明できる能力および討論
できる能力を身につけている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　経済学とそれに関連する分野で修得した知識や技能にさらなる好奇
心と探求心とを持ち続け、それらを実社会において役立たせようとする
姿勢を身につけている。
C-2　社会の中で自分の役割を理解し、自主的かつ協調性を持ちながら行
動する姿勢を身につけている。
C-3　異なる社会の文化や価直観を理解する姿勢を身につけている。
C-4　心身の健康管理を怠らず、その保持ばかりでなく増進を図ろうとす
る姿勢を身につけている。

◎産経:B-2,C-1

1.さらにプレゼンテーションやディスカッション、ライティング、模擬取材な
どを通して「読む」「書く」「伝える」というコミュニケーション能力を高め
ます。　(B-2)

2.新聞を毎日読む習慣を身につけるとともに、社会生活において不可欠な
ニュースを読み解く能力を高めます。
　(C-1)

◎　経済学　（産業経済学科）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学・スポーツ科学の諸分野に関して、
学生としてふさわしい教養的な知識を身につけている。
A-2　過去から現在に至るまで、国内外の産業情勢や経営組織に関する知
識を有し、それらの異同を説明することができる。
A-3　一個人から国家に至るまで、規模の異なる様々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説明することがで
きる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門的な知識および経済理論の修得を通して、実地調査を行い、そ
の結果を統計分析およびシミュレーションを用いて検証する能力を身に
つけている。
B-2　専門的な知識および経済理論の修得を通して、地域社会や経営組織
が直面する問題の原因を究明し、それらの解決策を立案する能力を身に
つけている。
B-3　専門的な知識および経済理論の修得を通して、研究成果を論理的な
文章にまとめ、それを他者にもわかりやすく説明できる能力および討論
できる能力を身につけている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　経済学とそれに関連する分野で修得した知識や技能にさらなる好奇
心と探求心とを持ち続け、それらを実社会において役立たせようとする
姿勢を身につけている。
C-2　地域社会や経営組織の中で自分の役割を理解し、自主的かつ協調性
を持ちながら行動する姿勢を身につけている。
C-3　異なる社会の文化や価直観を理解する姿勢を身につけている。
C-4　心身の健康管理を怠らず、その保持ばかりでなく増進を図ろうとす
る姿勢を身につけている。



2019-3010000390-01実務経済論Ａ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

世利　佳雄、他

◎－－－　概要　－－－◎

　社会には複雑な手続きがあったり制度が設けられたりしてい
ます。社会のなかにある様々な資源を効率よく配分して、無駄
なく機能するのを助けるためでもあります。経済学はこれらの
ことを教えるところです。経済学には「法と経済学」という分
野もあって、経済学と法律の学問的な交流も始まっているので
す。
　この講義を担当される先生方は、それぞれ専門分野の法律や
制度をよく勉強され資格を取られた方々です。日頃、それぞれ
の分野で社会と経済に関わる実務に精力的に取り組んでおられ
ます。いわば、その職務内容は、社会における資源の最適配分
を促進することと言えるでしょう。
　経済学部は世の中の経済の仕組みを学ぶと同時に、合理的な
考え方や論理的な思考法を身につけることも教育の目的として
います。この講義では福岡大学出身、あるいはゆかりの専門職
の資格者に、経済学部で身につけた能力を生かして社会で活躍
していく知識や知恵を示してもらいます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

この講義を履修した全ての皆さんが、実務の世界でどのように
合理的思考が生かされているかを体得すると共に、先輩である
講師の皆さんに啓発を受け、士業と呼ばれるそれぞれの～士の
資格を目指す人が現れてくれることを目標とします。 (態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習は、次回のテーマについて可能な限り下調べをしておい
て下さい。（60分）復習は、講義での内容を理解しておいて下
さい。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験は行いません。
　毎回、授業の習熟度について複数回、レポートの提出を義務
付けます。レポートは、各講師が理解度に基づいて評価しま
す。
　学期ごとに講師全員が出席して判定会議を開催し、レポート
の評価を基に各履修者の総合評価（100%）を決定します。
　なお、理由のない無断欠席は低評価の要因です。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　指定せず、各講師が毎回配付するレジュメを基に講義を
進めます。

◎－－－　参考書　－－－◎

　予習・復習にて、学習して欲しい図書・文献等があれ
ば、授業時に各講師が随時示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　この講義は、経済学的考え方の基礎を反復して身につ
け、実際に役立てられるようにする実践経済分析コースの
コース別選択必修科目ですが、他のコースの皆さんも履修
することが可能です。
　前期と後期は別々の単位ですが、できれば継続して履修
することが望ましいでしょう。尚、授業内容及び講師が変
更となる場合があります。

※なお、この科目は定期試験を実施しないため、再試験を
受験することはできません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

4/16　『社会活動と専門職の役割』　行政書士　甲斐　順
一
4/23　『行政書士業務の概要』　行政書士　福岡　智子
4/30　『経営トラブルと法律知識』　行政書士　長谷川　
忠
5/7 　『中小企業経営の実際』　中小企業診断士　生田　
千年雄
5/11　『企業と法令順守の重要性』　弁護士　多川　一成
5/14　 『暮らしに生きる法律知識』　司法書士　高石　剛
5/21　『地価と不動産鑑定士について』　不動産鑑定士　
川村　勇人
5/28　『海運業の現状と法令』　海事代理士　吉岡　謙二
6/ 4 　『企業の競争力を高める知的財産マネジメント』　
弁理士　大野　浩司
6/11　『土地家屋調査士の業務』　土地家屋調査士　豊芦
　学
6/18　『税務と経済活動』　税理士　橋本　千代次
6/25　『人事と労務の実務』　社会保険労務士　徳永　明
日香
7/ 2　 『企業経営と税務』　税理士　桑原　平磨
7/ 9　『財務諸表と会計』　公認会計士　山岡　健一
7/16　『不動産取引の実際』　司法書士　須郷　昌徳



2019-3010000390-01実務経済論Ａ

世利　佳雄、他

◎経済:C-2

1.この講義を履修した全ての皆さんが、実務の世界でどのように合理的思考が
生かされているかを体得すると共に、先輩である講師の皆さんに啓発を受け、
士業と呼ばれるそれぞれの～士の資格を目指す人が現れてくれることを目標と
します。 　(C-2)

◎　経済学　（経済学科）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学・スポーツ科学の諸分野に関して、
学生として相応な教養的知識を身につけている。
A-2　過去から現在に至るまで、国内外の経済情勢や経済制度に関する知
識を有し、それらの異同を説明することができる。
A-3　一個人から国家に至るまで、規模の異なる様々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説明することがで
きる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門的な知識および経済理論の修得を通して、仮説を立て、適切に
収集したデータからその仮説について分析する能力を身につけている。
B-2　専門的な知識および経済理論の修得を通して、経済情勢、制度およ
びメカニズムに潜む問題点の原因を究明し、それらの解決策を立案する
能力を身につけている。
B-3　専門的な知識および経済理論の修得を通して、研究成果を論理的な
文章にまとめ、それを他者にもわかりやすく説明できる能力および討論
できる能力を身につけている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　経済学とそれに関連する分野で修得した知識や技能にさらなる好奇
心と探求心とを持ち続け、それらを実社会において役立たせようとする
姿勢を身につけている。
C-2　社会の中で自分の役割を理解し、自主的かつ協調性を持ちながら行
動する姿勢を身につけている。
C-3　異なる社会の文化や価直観を理解する姿勢を身につけている。
C-4　心身の健康管理を怠らず、その保持ばかりでなく増進を図ろうとす
る姿勢を身につけている。

◎産経:C-2

1.この講義を履修した全ての皆さんが、実務の世界でどのように合理的思考が
生かされているかを体得すると共に、先輩である講師の皆さんに啓発を受け、
士業と呼ばれるそれぞれの～士の資格を目指す人が現れてくれることを目標と
します。 　(C-2)

◎　経済学　（産業経済学科）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学・スポーツ科学の諸分野に関して、
学生としてふさわしい教養的な知識を身につけている。
A-2　過去から現在に至るまで、国内外の産業情勢や経営組織に関する知
識を有し、それらの異同を説明することができる。
A-3　一個人から国家に至るまで、規模の異なる様々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説明することがで
きる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門的な知識および経済理論の修得を通して、実地調査を行い、そ
の結果を統計分析およびシミュレーションを用いて検証する能力を身に
つけている。
B-2　専門的な知識および経済理論の修得を通して、地域社会や経営組織
が直面する問題の原因を究明し、それらの解決策を立案する能力を身に
つけている。
B-3　専門的な知識および経済理論の修得を通して、研究成果を論理的な
文章にまとめ、それを他者にもわかりやすく説明できる能力および討論
できる能力を身につけている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　経済学とそれに関連する分野で修得した知識や技能にさらなる好奇
心と探求心とを持ち続け、それらを実社会において役立たせようとする
姿勢を身につけている。
C-2　地域社会や経営組織の中で自分の役割を理解し、自主的かつ協調性
を持ちながら行動する姿勢を身につけている。
C-3　異なる社会の文化や価直観を理解する姿勢を身につけている。
C-4　心身の健康管理を怠らず、その保持ばかりでなく増進を図ろうとす
る姿勢を身につけている。



2019-3010000391-01実務経済論Ｂ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

世利　佳雄、他

◎－－－　概要　－－－◎

　社会には複雑な手続きがあったり制度が設けられたりしてい
ます。社会のなかにある様々な資源を効率よく配分して、無駄
なく機能するのを助けるためでもあります。経済学はこれらの
ことを教えるところです。経済学には「法と経済学」という分
野もあって、経済学と法律の学問的な交流も始まっているので
す。
　この講義を担当される先生方は、それぞれ専門分野の法律や
制度をよく勉強され資格を取られた方々です。日頃、それぞれ
の分野で社会と経済に関わる実務に精力的に取り組んでおられ
ます。いわば、その職務内容は、社会における資源の最適配分
を促進することと言えるでしょう。
　経済学部は世の中の経済の仕組みを学ぶと同時に、合理的な
考え方や論理的な思考法を身につけることも教育の目的として
います。この講義では福岡大学出身、あるいはゆかりの専門職
の資格者に、経済学部で身につけた能力を生かして社会で活躍
していく知識や知恵を示してもらいます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

この講義を履修した全ての皆さんが、実務の世界でどのように
合理的思考が生かされているかを体得すると共に、先輩である
講師の皆さんに啓発を受け、士業と呼ばれるそれぞれの～士の
資格を目指す人が現れてくれることを目標とします。 (態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習は、次回のテーマについて可能な限り下調べをしておい
て下さい（60分）。復習は、講義での内容を理解しておいて下
さい（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験は行いません。
　毎回、授業の習熟度について複数回、レポートの提出を義務
付けます。レポートは、各講師が理解度に基づいて評価しま
す。
　学期ごとに講師全員が出席して判定会議を開催し、レポート
の評価を基に各履修者の総合評価（100%）を決定します。
　なお、理由のない無断欠席は低評価の要因です。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　指定せず、各講師が毎回配付するレジュメを基に講義を
進めます。

◎－－－　参考書　－－－◎

　予習・復習にて、学習して欲しい図書・文献等があれ
ば、授業時に各講師が随時示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　この講義は、経済学的考え方の基礎を反復して身につ
け、実際に役立てられるようにする実践経済分析コースの
コース別選択必修科目ですが、他のコースの皆さんも履修
することが可能です。
　前期と後期は別々の単位ですが、できれば継続して履修
することが望ましいでしょう。尚、授業内容及び講師が変
更となる場合があります。

※なお、この科目は定期試験を実施しないため、再試験を
受験することはできません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

9/17　 『経済活動と専門職の役割』　行政書士　世利　佳
雄
9/24　 『金銭トラブルと法律知識』　行政書士　志岐　弘
之
10/ 1 　『不動産と抵当権』　司法書士　椛島　弘之
10/ 8　『暮らしのなかの税務』　税理士　安部　時子
10/15　『経済法の仕組み』　弁護士　林　文敏
10/29　『日本経済の現状をマクロ経済学的に考察すれ
ば』　不動産鑑定士　竹下　憲治
11/12　『会計と税務の違い』　公認会計士　山岡　健一
11/19　『特許権とその活用』　弁理士　羽立　章二
11/26　『税と税理士の役割』　税理士　桑原　平磨
12/ 3　『国際物流にみる経済』　海事代理士　宮本　直嗣
12/10　『会社を興すとは？』　司法書士　須郷　昌徳
12/17 　『所得税と消費税』　税理士　井上　嘉則
12/24　『知っておきたい働くときの基礎知識（社会に出
る君達へ）』　社会保険労務士　北原　勉
1/ 7　『賃金制度と人材』　社会保険労務士　徳永　明日
香
1 /14　『中小企業支援の実際』　中小企業診断士　生田　
千年雄



2019-3010000391-01実務経済論Ｂ

世利　佳雄、他

◎経済:C-2

1.この講義を履修した全ての皆さんが、実務の世界でどのように合理的思考が
生かされているかを体得すると共に、先輩である講師の皆さんに啓発を受け、
士業と呼ばれるそれぞれの～士の資格を目指す人が現れてくれることを目標と
します。 　(C-2)

◎　経済学　（経済学科）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学・スポーツ科学の諸分野に関して、
学生として相応な教養的知識を身につけている。
A-2　過去から現在に至るまで、国内外の経済情勢や経済制度に関する知
識を有し、それらの異同を説明することができる。
A-3　一個人から国家に至るまで、規模の異なる様々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説明することがで
きる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門的な知識および経済理論の修得を通して、仮説を立て、適切に
収集したデータからその仮説について分析する能力を身につけている。
B-2　専門的な知識および経済理論の修得を通して、経済情勢、制度およ
びメカニズムに潜む問題点の原因を究明し、それらの解決策を立案する
能力を身につけている。
B-3　専門的な知識および経済理論の修得を通して、研究成果を論理的な
文章にまとめ、それを他者にもわかりやすく説明できる能力および討論
できる能力を身につけている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　経済学とそれに関連する分野で修得した知識や技能にさらなる好奇
心と探求心とを持ち続け、それらを実社会において役立たせようとする
姿勢を身につけている。
C-2　社会の中で自分の役割を理解し、自主的かつ協調性を持ちながら行
動する姿勢を身につけている。
C-3　異なる社会の文化や価直観を理解する姿勢を身につけている。
C-4　心身の健康管理を怠らず、その保持ばかりでなく増進を図ろうとす
る姿勢を身につけている。

◎産経:C-2

1.この講義を履修した全ての皆さんが、実務の世界でどのように合理的思考が
生かされているかを体得すると共に、先輩である講師の皆さんに啓発を受け、
士業と呼ばれるそれぞれの～士の資格を目指す人が現れてくれることを目標と
します。 　(C-2)

◎　経済学　（産業経済学科）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学・スポーツ科学の諸分野に関して、
学生としてふさわしい教養的な知識を身につけている。
A-2　過去から現在に至るまで、国内外の産業情勢や経営組織に関する知
識を有し、それらの異同を説明することができる。
A-3　一個人から国家に至るまで、規模の異なる様々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説明することがで
きる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門的な知識および経済理論の修得を通して、実地調査を行い、そ
の結果を統計分析およびシミュレーションを用いて検証する能力を身に
つけている。
B-2　専門的な知識および経済理論の修得を通して、地域社会や経営組織
が直面する問題の原因を究明し、それらの解決策を立案する能力を身に
つけている。
B-3　専門的な知識および経済理論の修得を通して、研究成果を論理的な
文章にまとめ、それを他者にもわかりやすく説明できる能力および討論
できる能力を身につけている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　経済学とそれに関連する分野で修得した知識や技能にさらなる好奇
心と探求心とを持ち続け、それらを実社会において役立たせようとする
姿勢を身につけている。
C-2　地域社会や経営組織の中で自分の役割を理解し、自主的かつ協調性
を持ちながら行動する姿勢を身につけている。
C-3　異なる社会の文化や価直観を理解する姿勢を身につけている。
C-4　心身の健康管理を怠らず、その保持ばかりでなく増進を図ろうとす
る姿勢を身につけている。



2019-3010000381-02情報社会と情報倫理「14台以前選必」

 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：木・２時限　　試験時間割：2019/07/25　３時限　　

庄野　千鶴

◎－－－　概要　－－－◎

　近年のIT化により、国内はもとより国境を越えた電子商取引（EC）
が増加し、世界規模で企業間競争、産地間競争、国家間競争が激化し
ています。一方、個人においては、逆に小さな仮想的かつ無秩序的な
世界を形成しています。言い換えると、ITがグローバル化と同時に個
人化をも加速化させています。
　そのような背景のもと、社会では様々な情報が氾濫し、コンピュー
タが得意な「データ」に人々が振り回されつつあります。人が「デー
タ」に振り回されるのではなく、人がコンピュータという道具を社会
貢献の「知恵」のために使う必要があるでしょう。つまり、我々は
「データ」を処理して「情報」へ、「情報」から気付き「知識」へ、
そして「知識」を使って「知恵」へと、答えのない社会の問題に対し
最善解・最善策を導き出すために、道具としてコンピュータを使いこ
なすスキルが必要です。

　そこで、本講義では、企業での実務経験を活かし、実務の実体と情
報教育の両面から、これからの情報社会を生き抜く情報スキルとリス
ク回避について解説していきます。氾濫する情報の中から如何に必要
なデータを抽出し、それらを情報へと加工し、知識として他者に伝え
ていくか、そのプロセスを学んでいきます。また同時に、自分自身や
情報端末を守るためには、情報発信やアクセスに責任を持ち、被害者
にも加害者にもならないように注意する対策を併せて理解していきま
す。　具体的に、まず初めにIT化がもたらす社会変化について、情報
社会の光と影を概観し、今日の企業におけるデータの活用をマーケ
ティングという視点から紹介していきます。
　次に、国内外の統計サイトにアクセスしたり、社会調査の基礎を学
びながら、情報収集技能を学び、同時に個人情報の取り扱いなど社会
調査倫理やビジネスコンプライアンスの重要性を理解していきます。
　そして、データをいくつかの側面から捉えながら、情報に加工する
ための基礎的な手法を学びます。併せてインターネットを安全かつ快
適に利用するための対策について理解を深めるため、インターネット
の仕組みやITやECに関する基本用語とその役割について学びます。
　最後に、獲得した知識を正しく使うために、グループワークをとお
して答えのない問題に対し最善解・最善策を一緒に導き出していきま
す（階段教室の場合、工夫してグループワークを進めます）。
　なお、毎回キーボード練習とIT・EC用語の理解のためe-learningに
よるミニテストを実施します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ビジネスを中心とした社会生活において、社会調査倫理やコンプライ
アンスの重要性が理解でき、ネット社会で安全かつ効率的に、適切な
データを収集するための技能と対策を身につけることができる。(技
能)

適切に収集したデータから情報・知識へ加工し、問題解決のために活
用できる基礎が身に付く。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

◆予習（90分）
　ネット上の資料をあらかじめ読んでおいてください。次に、分から
ない用語を調べ、質問も考えておいてください。
◆復習(90分)
　その日のうちに、ノートをまとめること。本日のe-learningシステム
によるミニテストを再度行うこと（特に、授業中に間違った箇所につ
いて文献等で調べること）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　提出物（10%）、グループ発表(20%)、定期試験(70%)で総合評価す
る。
　なお、理由のない無断欠席は減点しますので、低評価の要因となり
ます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　適宜PDFファイルを配布します。必要な方は印刷してく
ださい。
なお、e-learning教材をネット上に配信します。
授業外で繰り返し学習してください。

◎－－－　参考書　－－－◎

富士通オフィス機器『よくわかる　IT基礎　情報セキュリ
ティ』FOM出版　
日本商工会議所編『EC実践能力検定試験3級公式テキス
ト』FOM出版　
情報教育学研究会(IEC)・情報倫理教育研究グループ編
『インターネット社会を生きるための情報倫理』実教出版
　

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.情報社会の光と影
　　マーケティングリサーチとビッグデータの活用

2.便利な国内外統計サイトの利用
　（FAOSTAT,e-STATにアクセス）

3.クロスセクションデータと時系列データ
　（Excelによるグラフ作成）

4.社会調査と社会調査倫理

5.個人情報とビジネスコンプライアンス

6.データの種類と処理１
　（量的データの処理：平均と標準偏差）

7.データの種類と処理2
　（質的データの処理：単純集計とクロス集計）

8.インターネットの仕組みと不正アクセス

9.著作権と引用参考文献の書き方

10.インターネット社会に対する仮説を立てる

11.調査の種類と調査票作成、実査

12.分析と発表準備

13.パワーポイントによるグループ発表①

14.パワーポイントによるグループ発表②

15.まとめと学習の振り返り



2019-3010000381-02情報社会と情報倫理「14台以前選必」

庄野　千鶴

◎経済:B-1

1.ビジネスを中心とした社会生活において、社会調査倫理やコンプライアンス
の重要性が理解でき、ネット社会で安全かつ効率的に、適切なデータを収集す
るための技能と対策を身につけることができる。　(B-1)

2.適切に収集したデータから情報・知識へ加工し、問題解決のために活用でき
る基礎が身に付く。　(B-1)

◎　経済学　（経済学科）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学・スポーツ科学の諸分野に関して、
学生として相応な教養的知識を身につけている。
A-2　過去から現在に至るまで、国内外の経済情勢や経済制度に関する知
識を有し、それらの異同を説明することができる。
A-3　一個人から国家に至るまで、規模の異なる様々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説明することがで
きる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門的な知識および経済理論の修得を通して、仮説を立て、適切に
収集したデータからその仮説について分析する能力を身につけている。
B-2　専門的な知識および経済理論の修得を通して、経済情勢、制度およ
びメカニズムに潜む問題点の原因を究明し、それらの解決策を立案する
能力を身につけている。
B-3　専門的な知識および経済理論の修得を通して、研究成果を論理的な
文章にまとめ、それを他者にもわかりやすく説明できる能力および討論
できる能力を身につけている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　経済学とそれに関連する分野で修得した知識や技能にさらなる好奇
心と探求心とを持ち続け、それらを実社会において役立たせようとする
姿勢を身につけている。
C-2　社会の中で自分の役割を理解し、自主的かつ協調性を持ちながら行
動する姿勢を身につけている。
C-3　異なる社会の文化や価直観を理解する姿勢を身につけている。
C-4　心身の健康管理を怠らず、その保持ばかりでなく増進を図ろうとす
る姿勢を身につけている。

◎産経:B-1

1.ビジネスを中心とした社会生活において、社会調査倫理やコンプライアンス
の重要性が理解でき、ネット社会で安全かつ効率的に、適切なデータを収集す
るための技能と対策を身につけることができる。　(B-1)

2.適切に収集したデータから情報・知識へ加工し、問題解決のために活用でき
る基礎が身に付く。　(B-1)

◎　経済学　（産業経済学科）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学・スポーツ科学の諸分野に関して、
学生としてふさわしい教養的な知識を身につけている。
A-2　過去から現在に至るまで、国内外の産業情勢や経営組織に関する知
識を有し、それらの異同を説明することができる。
A-3　一個人から国家に至るまで、規模の異なる様々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説明することがで
きる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門的な知識および経済理論の修得を通して、実地調査を行い、そ
の結果を統計分析およびシミュレーションを用いて検証する能力を身に
つけている。
B-2　専門的な知識および経済理論の修得を通して、地域社会や経営組織
が直面する問題の原因を究明し、それらの解決策を立案する能力を身に
つけている。
B-3　専門的な知識および経済理論の修得を通して、研究成果を論理的な
文章にまとめ、それを他者にもわかりやすく説明できる能力および討論
できる能力を身につけている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　経済学とそれに関連する分野で修得した知識や技能にさらなる好奇
心と探求心とを持ち続け、それらを実社会において役立たせようとする
姿勢を身につけている。
C-2　地域社会や経営組織の中で自分の役割を理解し、自主的かつ協調性
を持ちながら行動する姿勢を身につけている。
C-3　異なる社会の文化や価直観を理解する姿勢を身につけている。
C-4　心身の健康管理を怠らず、その保持ばかりでなく増進を図ろうとす
る姿勢を身につけている。



2019-3010003319-01発明と特許

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

坪内　寛

◎－－－　概要　－－－◎

　我国は国家戦略として「知的財産立国」を掲げ、「研究活動
や創造活動の成果を知的財産として戦略的に保護・活用し、産
業の国際競争力を強化する」ことを目標としています。この目
標を達成するためには、知的財産に関する知識をもった人材の
育成が急務です。
　この授業では知的財産についての初歩的な知識とその知識を
活用するスキルを身に着けることを目標とします。知的財産の
専門家である弁理士が講師を務め、具体的な実例を交えながら
講義します。知的財産管理技能検定３級の受験用テキストに
沿って授業を進めますので、授業を通して受験準備をすること
も可能です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

知的財産の概要について説明できる。(知識・理解)

特許制度（実用新案制度を含む）の概要について説明できる。
(知識・理解)

商標制度の概要について説明できる。(知識・理解)

著作権と営業秘密保護の概要について説明できる。(知識・理
解)

意匠制度の概要について説明できる。(知識・理解)

知的財産権制度のあるべき姿について日常的に考えるようにな
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　学生が能動的に参加するアクティブ・ラーニングの形態を取
り入れつつ授業を進めていきます。授業計画をもとにテキスト
を用いて予習し、専門用語の意味等を事前に理解しておいてく
ださい（90分）。
　授業内容に係る小テストを実施しますので、復習しておいて
ください（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験は実施しません。
　①小テスト６回（・・第３回・第５回・第７回・第９回・第
１０回・第１４回の授業開始時に実施します）と②レポート１
回（・・第１２回の授業で課題を提示します。第１４回の授業
までに提出してください。）で成績を評価します。
　①は知的財産権に関する初歩的な内容を理解できているかを
評価の基準とし、②は知的財産に関する課題に対する自己の考
察が表現されているかを評価の基準とします。
　また、①に７割、②に３割、の重みを付けて総合的に評価し
ます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

知的財産教育協会編「知的財産管理技能検定3級 公式テキ
スト[改訂9版]」￥3000＋税
ISBN 978-4-909189-01-1

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

定期試験を実施しないため、再試験を受験することはでき
ません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回　イントロダクション
第２回　特許法の目的と保護対象／特許要件
第３回　特許出願の手続き／特許出願後の手続き
第４回　特許権の管理と活用／特許権の侵害と救済／実用
新案法
第５回　意匠法の保護対象と登録要件／意匠登録を受ける
ための手続き
第６回　意匠権の管理と活用／意匠権の侵害と救済
第７回　商標法の保護対象と登録要件／商標登録を受ける
ための手続き
第８回　商標権の管理と活用／商標権の侵害と救済
第９回　パリ条約／特許協力条約（ＰＣＴ）／その他の条
約
第１０回　著作権法の目的と著作物／著作者
第１１回　著作者人格権／著作（財産）権
第１２回　著作権の制限／著作隣接権／著作権の侵害と救
済
第１３回　不正競争防止法等
第１４回　J-PlatPatを使った調査
第１５回　まとめ



2019-3010003319-01発明と特許

坪内　寛

◎経済

1.知的財産の概要について説明できる。　(A-3)

2.特許制度（実用新案制度を含む）の概要について説明できる。　(A-3)

3.商標制度の概要について説明できる。　(A-3)

4.著作権と営業秘密保護の概要について説明できる。　(A-3)

5.意匠制度の概要について説明できる。　(A-3)

6.知的財産権制度のあるべき姿について日常的に考えるようになる。　(A-3)

◎　経済学　（経済学科）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学・スポーツ科学の諸分野に関して、
学生として相応な教養的知識を身につけている。
A-2　過去から現在に至るまで、国内外の経済情勢や経済制度に関する知
識を有し、それらの異同を説明することができる。
A-3　一個人から国家に至るまで、規模の異なる様々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説明することがで
きる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門的な知識および経済理論の修得を通して、仮説を立て、適切に
収集したデータからその仮説について分析する能力を身につけている。
B-2　専門的な知識および経済理論の修得を通して、経済情勢、制度およ
びメカニズムに潜む問題点の原因を究明し、それらの解決策を立案する
能力を身につけている。
B-3　専門的な知識および経済理論の修得を通して、研究成果を論理的な
文章にまとめ、それを他者にもわかりやすく説明できる能力および討論
できる能力を身につけている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　経済学とそれに関連する分野で修得した知識や技能にさらなる好奇
心と探求心とを持ち続け、それらを実社会において役立たせようとする
姿勢を身につけている。
C-2　社会の中で自分の役割を理解し、自主的かつ協調性を持ちながら行
動する姿勢を身につけている。
C-3　異なる社会の文化や価直観を理解する姿勢を身につけている。
C-4　心身の健康管理を怠らず、その保持ばかりでなく増進を図ろうとす
る姿勢を身につけている。



2019-3020000357-01九州経済論Ａ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　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　３時限　　

木下　敏之

◎－－－　概要　－－－◎

　福岡大学の卒業生の企業地域別の進路は、全体の60%が九州に本
社を置く企業に就職をしている。関東に本社を置く企業に就職して
いる卒業生の割合は30％である。

　本講義では、このように多くの卒業生が就職する九州の経済の状
況について、現状と今後の展開について説明を行う。特に、卒業
後、地方自治体や地銀、地場企業に就職し、地域経済の活性化にか
かわりたいとの希望を持つ学生を意識して、実践的な講義を行う。

　なお、担当教員は、佐賀市長を二期勤めており、それ以前にも、
栃木県庁や島根県旧三隅町（人口9000人）に勤務した経験がある。
その経験を踏まえ、各地域の実情に合った政策を立案する際の枠組
みを伝える。また、政策の立案以上に政策を実行する点により大き
な困難があり、各方面の合意を取り付ける方法など実践的な内容を
伝える。

　前期の「九州経済論Ａ」では、まず九州経済を取り囲む世界や日
本の大きな流れを説明する。次に、地域経済を根本的に規定する人
口の動きを説明する。人口減少と高齢者数の急増は九州にも日本に
も様々な影響を与える。また、本社を置く大企業が少なく支店経済
的な性格、工場などの生産拠点という性格が強い九州経済の弱点を
克服するための地域経済の振興方策についても説明する。　

　後期の「九州経済論Ｂ」では、地域振興にとって重要な交通基盤
の整備についてまず説明し、その後、各地で課題となっている中心
商店街の振興策と地場産業の海外進出の問題、さらに、地域の産業
を下支えする地方銀行の課題について説明する。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

九州経済の構造や人口の推移などについての知識を取得するととも
に、地域経済が直面する問題の原因を究明し、解決策を立案する基
礎を身につけている。(技能)

地域経済の振興において、地方自治体や地銀・地場企業などの果た
す役割と相互の協調関係を理解している。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　講義の終了後に、次回の授業で使う教科書の範囲を指示する。参
考文献を配付することもある。それを必ず読んだ上で参加すること
（90分）。
　そして授業で学んだことを自分なりに整理した上で、教科書等を
今一度読み返すこと（30分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準
・九州経済の構造や各自治体の人口の今後の推移等について自分の
言葉で説明することができる。
・九州経済の振興策について自分の言葉で説明することができる。
・地域経済の振興における自治体、地銀、地場企業の役割と相互の
関係を自分の言葉で説明することができる。
②評価方法及び割合
・定期試験（９０%）、人口の分析等についてのレポート（１
０％）で評価する。
・人口の分析等についてのレポートについては、指定した自治体に
ついて、人口問題研究所の公開データにアクセスして授業で習った
通りの作図ができているかどうかで評価します。
・遅刻・欠席は減点します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

「地元経済を創りなおす」枝廣淳子　著
岩波新書　842円　2018
ISBN-10: 4004317045

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　前期の「九州経済論A」と後期の「九州経済論Ｂ」は、
履修単位としてはそれぞれで完結しているが、九州経済全
体の把握と今後の発展方策を考えるためには、前期の「九
州経済論A」と後期の「九州経済論Ｂ」の両方を履修する
ことを強くお奨めする。
  　

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．講義の概要説明
２～３．世界各国の人口とＧＤＰ　
４．日本の人口の推移　
５．市町村ごとの人口予測　
６～７．少子化問題の解決策について
８～９．高齢化問題と解決策について
10．人口減少の良い点
11～14．地域経済の振興方策について
15．まとめ



2019-3020000357-01九州経済論Ａ

木下　敏之

◎産経:B-2,C-2

1.九州経済の構造や人口の推移などについての知識を取得するとともに、地域
経済が直面する問題の原因を究明し、解決策を立案する基礎を身につけてい
る。　(B-2)

2.地域経済の振興において、地方自治体や地銀・地場企業などの果たす役割と
相互の協調関係を理解している。　(C-2)

◎　経済学　（産業経済学科）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学・スポーツ科学の諸分野に関して、
学生としてふさわしい教養的な知識を身につけている。
A-2　過去から現在に至るまで、国内外の産業情勢や経営組織に関する知
識を有し、それらの異同を説明することができる。
A-3　一個人から国家に至るまで、規模の異なる様々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説明することがで
きる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門的な知識および経済理論の修得を通して、実地調査を行い、そ
の結果を統計分析およびシミュレーションを用いて検証する能力を身に
つけている。
B-2　専門的な知識および経済理論の修得を通して、地域社会や経営組織
が直面する問題の原因を究明し、それらの解決策を立案する能力を身に
つけている。
B-3　専門的な知識および経済理論の修得を通して、研究成果を論理的な
文章にまとめ、それを他者にもわかりやすく説明できる能力および討論
できる能力を身につけている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　経済学とそれに関連する分野で修得した知識や技能にさらなる好奇
心と探求心とを持ち続け、それらを実社会において役立たせようとする
姿勢を身につけている。
C-2　地域社会や経営組織の中で自分の役割を理解し、自主的かつ協調性
を持ちながら行動する姿勢を身につけている。
C-3　異なる社会の文化や価直観を理解する姿勢を身につけている。
C-4　心身の健康管理を怠らず、その保持ばかりでなく増進を図ろうとす
る姿勢を身につけている。

◎経済:B-2,C-2

1.九州経済の構造や人口の推移などについての知識を取得するとともに、地域
経済が直面する問題の原因を究明し、解決策を立案する基礎を身につけてい
る。　(B-2)

2.地域経済の振興において、地方自治体や地銀・地場企業などの果たす役割と
相互の協調関係を理解している。　(C-2)

◎　経済学　（経済学科）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学・スポーツ科学の諸分野に関して、
学生として相応な教養的知識を身につけている。
A-2　過去から現在に至るまで、国内外の経済情勢や経済制度に関する知
識を有し、それらの異同を説明することができる。
A-3　一個人から国家に至るまで、規模の異なる様々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説明することがで
きる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門的な知識および経済理論の修得を通して、仮説を立て、適切に
収集したデータからその仮説について分析する能力を身につけている。
B-2　専門的な知識および経済理論の修得を通して、経済情勢、制度およ
びメカニズムに潜む問題点の原因を究明し、それらの解決策を立案する
能力を身につけている。
B-3　専門的な知識および経済理論の修得を通して、研究成果を論理的な
文章にまとめ、それを他者にもわかりやすく説明できる能力および討論
できる能力を身につけている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　経済学とそれに関連する分野で修得した知識や技能にさらなる好奇
心と探求心とを持ち続け、それらを実社会において役立たせようとする
姿勢を身につけている。
C-2　社会の中で自分の役割を理解し、自主的かつ協調性を持ちながら行
動する姿勢を身につけている。
C-3　異なる社会の文化や価直観を理解する姿勢を身につけている。
C-4　心身の健康管理を怠らず、その保持ばかりでなく増進を図ろうとす
る姿勢を身につけている。



2019-3020000358-01九州経済論Ｂ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　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　３時限　　

木下　敏之

◎－－－　概要　－－－◎

　福岡大学の卒業生の企業地域別の進路は、全体の60%が九州に本社
を置く企業に就職をしている。関東に本社を置く企業に就職してい
る卒業生の割合は30％である。

　本講義では、このように多くの卒業生が就職する九州の経済の状
況について、現状と今後の展開について説明を行う。特に、卒業後
地方自治体や地銀、地場企業に就職し、地域経済の活性化にかかわ
りたいとの希望を持つ学生を意識して、実践的な講義を行う。

　なお、担当教員は、佐賀市長を二期勤めており、それ以前にも、
栃木県庁や島根県旧三隅町（人口9000人）に勤務した経験がある。
その経験を踏まえ、各地域の実情に合った政策を立案する際の枠組
みを伝える。また、政策の立案以上に政策を実行する点により大き
な困難があり、各方面の合意を取り付ける方法など実践的な内容を
伝える。

　後期の「九州経済論Ｂ」では、経済振興策のうち、九州経済論Ａ
で説明したことに加えて、交通基盤の整備についてまず説明を行
う。その後、地方銀行などの抱える課題、中心商店街の振興方策、
観光、地場企業の海外進出など地域経済とって重要な産業の抱える
課題について詳しく説明する。
　地方自治体にとって深刻な課題である商店街対策については、各
商店街を歩いて調査する課題を課す。

　なお、「九州経済論Ｂ」では、地方銀行や商店街の現状をより深
く理解するため現役のビジネスマンをお呼びして対談を行うことも
検討しており、その場合には講義の予定が変更になる可能性があ
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

九州経済に関する産業政策の内容と課題についての知識を取得する
とともに、中心商店街や金融業、観光業などの地場企業が抱える課
題の原因を究明し、解決策を立案する基礎を身につけている。(技能)

地域経済の振興において、地方自治体や地銀・地場企業などの果た
す役割と相互の協調関係を理解している。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　講義の終了後に、次回の授業範囲を指示する。参考文献を配付す
ることもある。それを必ず読んだ上で参加すること（60分）。
　そして授業後は、学んだことを自分なりに整理した上で、資料を
今一度読み返すこと（30分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準
・九州経済に関する産業政策の内容と課題についての自分の言葉で
説明することができる。
・九州の主要産業について、その現状と課題及び解決策を自分の言
葉で説明することができる。
・地域経済の振興における自治体、地銀、地場企業の役割と相互の
関係を自分の言葉で説明することができる。
②評価方法及び割合
・定期試験（６０%）、金融の現状や中心商店街の現状等について課
すレポート（４０％）で評価する。
・レポートについては、現地調査などを行い十分なデータを得てい
るかどうか、それに基づいて自分の見解を明解に記述しているかど
うかで評価します。
・遅刻・欠席は減点します。

　

◎－－－　テキスト　－－－◎

 プリントを適宜配付する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　前期の「九州経済論A」と後期の「九州経済論Ｂ」は、
履修単位としてはそれぞれで完結しているが、九州経済全
体の把握と今後の発展方策を考えるためには、前期の「九
州経済論A」と後期の「九州経済論Ｂ」の両方を履修する
ことを強くお奨めする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１～３．交通基盤の整備について
４．自治体の情報発信について
５～６．中心商店街の振興について
７～９．地方銀行の課題について
１０～１２．九州企業の海外展開について
１３～１４．観光産業について
１５．まとめ



2019-3020000358-01九州経済論Ｂ

木下　敏之

◎産経:B-2,C-2

1.九州経済に関する産業政策の内容と課題についての知識を取得するととも
に、中心商店街や金融業、観光業などの地場企業が抱える課題の原因を究明
し、解決策を立案する基礎を身につけている。　(B-2)

2.地域経済の振興において、地方自治体や地銀・地場企業などの果たす役割と
相互の協調関係を理解している。　(C-2)

◎　経済学　（産業経済学科）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学・スポーツ科学の諸分野に関して、
学生としてふさわしい教養的な知識を身につけている。
A-2　過去から現在に至るまで、国内外の産業情勢や経営組織に関する知
識を有し、それらの異同を説明することができる。
A-3　一個人から国家に至るまで、規模の異なる様々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説明することがで
きる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門的な知識および経済理論の修得を通して、実地調査を行い、そ
の結果を統計分析およびシミュレーションを用いて検証する能力を身に
つけている。
B-2　専門的な知識および経済理論の修得を通して、地域社会や経営組織
が直面する問題の原因を究明し、それらの解決策を立案する能力を身に
つけている。
B-3　専門的な知識および経済理論の修得を通して、研究成果を論理的な
文章にまとめ、それを他者にもわかりやすく説明できる能力および討論
できる能力を身につけている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　経済学とそれに関連する分野で修得した知識や技能にさらなる好奇
心と探求心とを持ち続け、それらを実社会において役立たせようとする
姿勢を身につけている。
C-2　地域社会や経営組織の中で自分の役割を理解し、自主的かつ協調性
を持ちながら行動する姿勢を身につけている。
C-3　異なる社会の文化や価直観を理解する姿勢を身につけている。
C-4　心身の健康管理を怠らず、その保持ばかりでなく増進を図ろうとす
る姿勢を身につけている。

◎経済:B-2,C-2

1.九州経済に関する産業政策の内容と課題についての知識を取得するととも
に、中心商店街や金融業、観光業などの地場企業が抱える課題の原因を究明
し、解決策を立案する基礎を身につけている。　(B-2)

2.地域経済の振興において、地方自治体や地銀・地場企業などの果たす役割と
相互の協調関係を理解している。　(C-2)

◎　経済学　（経済学科）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学・スポーツ科学の諸分野に関して、
学生として相応な教養的知識を身につけている。
A-2　過去から現在に至るまで、国内外の経済情勢や経済制度に関する知
識を有し、それらの異同を説明することができる。
A-3　一個人から国家に至るまで、規模の異なる様々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説明することがで
きる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門的な知識および経済理論の修得を通して、仮説を立て、適切に
収集したデータからその仮説について分析する能力を身につけている。
B-2　専門的な知識および経済理論の修得を通して、経済情勢、制度およ
びメカニズムに潜む問題点の原因を究明し、それらの解決策を立案する
能力を身につけている。
B-3　専門的な知識および経済理論の修得を通して、研究成果を論理的な
文章にまとめ、それを他者にもわかりやすく説明できる能力および討論
できる能力を身につけている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　経済学とそれに関連する分野で修得した知識や技能にさらなる好奇
心と探求心とを持ち続け、それらを実社会において役立たせようとする
姿勢を身につけている。
C-2　社会の中で自分の役割を理解し、自主的かつ協調性を持ちながら行
動する姿勢を身につけている。
C-3　異なる社会の文化や価直観を理解する姿勢を身につけている。
C-4　心身の健康管理を怠らず、その保持ばかりでなく増進を図ろうとす
る姿勢を身につけている。



 

 

 

商学部 

 

 



2019-4010000360-02会社簿記「（二部）」

 期別：前期　　単位数：4　　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：土・二部１時限, 二部２時限　　試験時間割：2019/07/27　夜１限　　

井上　修

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では、「簿記原理」を履修済みの者を対象として、会
社、特に株式会社における簿記を学習する。
　株式会社における簿記は、会社法・金融商品取引法などの諸
法令に準拠して行われるために、個人商店における簿記よりも
やや難易度が高い処理や、個人商店には存在しない株式会社特
有の取引の処理を学習する必要がある。これを言い換えれば、
株式会社における簿記を学ぶことは、会社法・金融商品取引法
などの諸法令に規制される株式会社の仕組みを理解することで
あるともいえよう。
　本講義を担当する教員は会計監査を独占業務とする公認会計
士であり，会計監査実務に従事してきた者である。そのため，
本講義はその会計監査実務の経験を活かして，会計実務におい
て具体的にどのような課題が存在しているのかについても解説
していく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

会社、特に株式会社における簿記を修得する（具体的には、日
本商工会議所簿記検定試験２級レベルの商業簿記を修得す
る。）(知識・理解)

簿記検定試験に積極的にチャレンジしようと思えるようにな
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回，該当する箇所の読みこんで予習をしてくること。復習
については問題演習を中心にして，最低でも２回は解くように
すること。また，講義中に指示したトレーニングの該当問題に
ついて必ず解いてくること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　原則として定期試験および授業中に２回実施される中間テス
トの結果により評価する。定期試験50％、中間テスト50％の割
合で評点を算出する。ただし、課題の提出状況が良好な者につ
いては若干の加点を行うことがある。株式会社における簿記に
関する総合問題を、早くかつ正確に解くことができるかどうか
を単位認定の判断基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

TAC簿記検定講座『合格テキスト　日商簿記２級商業簿
記』TAC出版／ISBN未定
TAC簿記検定講座『合格トレーニング　日商簿記２級商業
簿記』TAC出版／ISBN未定
　いずれも最新のものを利用してください。

◎－－－　参考書　－－－◎

広瀬義州『財務会計』第13版　中央経済社　ISBN
978-4502163418

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　すでに「簿記原理」を履修済みの者が望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ガイダンス／「簿記原理」の復習
２　財務諸表（損益計算書と貸借対照表）
３　商品売買
４　現金預金
５　債権・債務（手形取引を含む）
６　有形固定資産（1）購入・売却・減価償却
７　有形固定資産（2）その他の処理
８　有価証券（1）購入・売却
９　有価証券（2）期末評価
10　リース取引
11　無形固定資産等と研究開発費／引当金／税金
12　株式の発行／事業譲渡と合併
13　剰余金の配当と処分
14　中間テスト（1）
15　決算手続（1）決算振替
16　決算手続（2）財務諸表の作成（損益計算書と貸借対
照表）
17　決算手続（3）株主資本等変動計算書／収益・費用の
計上
18　本支店会計（1）本支店間取引
19　本支店会計（2）決算手続／本支店合併財務諸表の作
成①
20　本支店会計（3）決算手続／本支店合併財務諸表の作
成②
21　中間テスト（2）
22　税効果会計（1）課税所得の算定
23　税効果会計（2）税効果
24　外貨建取引
25　為替予約
26　連結会計（1）資本連結
27　連結会計（2）成果連結
28　連結会計（3）成果連結
29　連結会計（4）連結財務諸表の作成
30　連結会計（5）連結財務諸表の作成

　なお、会計基準の改訂などの影響により、授業計画も若
干の変更の可能性がある。最終的な授業計画表を、第1回
目の講義にて配布する予定である。



2019-4010000360-02会社簿記「（二部）」

井上　修

◎商学:A-1,A-2

1.会社、特に株式会社における簿記を修得する（具体的には、日本商工会議所
簿記検定試験２級レベルの商業簿記を修得する。）　(A-1)

2.簿記検定試験に積極的にチャレンジしようと思えるようになる。　(A-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4010000339-02観光産業論「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・二部１時限　　試験時間割：2019/07/26　夜１限　　

田村　馨

◎－－－　概要　－－－◎

　サービスマーケティングでは、サービスビジネスやサービス
産業に必要なマーケティングについて解説していきます。具体
的には、事例を素材にしたケーススタディと理論的な説明を織
り交ぜながら進めます。事例として取り上げるのは、大学生に
とって馴染みがある観光産業や集客産業ですが、ネット関係の
サービスビジネスも事例として紹介していくつもりです。
　モノのマーケティングとサービスのマーケティングは根本的
に異なります。モノのマーケティングに慣れた方にはゼロベー
スで講義に臨むことを期待します。また、サービス関係の研究
や講義では一般的なモノとサービスを対比的にとらえる認識も
講義では乗り越えるべき「固定観念」と位置付けられます。時
代が大きく変わる中、マーケティングそのものも変わらざるを
得ません。
　講義では、サービスマーケティングをめぐる現実のダイナ
ミックな動き、複雑な要因が絡む現場の実態やそこで要請され
るノウハウ、センスなどの情報が提供されるでしょう。
　次の講義の予告を毎回するので関連するサイトや文献を事前
に学習し、講義中にお知らせするサイトや文献による事後学習
をおすすめします。

【担当者が実務経験者の授業科目】
・中央官庁、民間のコンサルティングファームでの勤務経験を
活かし、理論と実践の橋渡しがどのように行われるか、あるい
はどのように行うべきかに関して解説します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

サービスビジネスにマーケティングが求められている理由を経
済社会状況の観点から説明できる。(知識・理解)

サービスビジネスが取り組むべき課題についてマーケティング
の観点から説明できる。(知識・理解)

サービスビジネスの進むべき方向についてマーケティングの観
点から説明できる。(知識・理解)

サービスビジネスに必要なマーケティングの実践例を事例を素
材に説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・次回の講義に向けて紹介するネット上の情報、記事、文献に
目を通すことを前提に講義は進めます（予習180分）。
・講義中に素材にしたケースや理論に関する記事、文献、動画
等の復習し講義を振り返ることが必要です（復習180分）。
・マーケティングに関する概念、理論、フレームワークを文献
や記事で継続的に学ぶことが求められます（通常学習180
分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の結果で評定します。割合は１００％です。評価基
準は「サービスビジネスの特徴をその現状と課題から理解し、
モノのマーケティングとは違う新しいマーケティングがサービ
スビジネスに必要であることを解説できると同時に、サービス
マーケティングがどういうものであるかを先入観、固定観念に
縛られず説明できる」です。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しません。

◎－－－　参考書　－－－◎

　参考文献は講義の中で紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義は、通して受講することで理解が促されるように設計
されているので、毎回受講されることを望みます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　サービスビジネスとは何か
２　サービスとは何か―サービスの特性１
３　サービスとは何か－サービスの特性２
４　サービスマーケティングとは何か－理論編１
５　サービスマーケティングとは何か－理論編２
６　ケーススタディ：スポーツ観戦ビジネス
７　ケーススタディ：ニセコ
８　ケーススタディ：黒川温泉
９　ケーススタディ：旅館再生
10　ケーススタディ：日本型ホスピタリティ
11　ケーススタディ：日本型インバウンド戦略
12　ケーススタディ：スタジアムビジネス
13　サービスマーケティングと価値共創
14　サービスマーケティングの進化
15　講義の振り返り
（講義の順番や中身は受講生の関心やその時々のトピック
ス、ニュースなどによって変わる場合があります。）



2019-4010000339-02観光産業論「（二部）」

田村　馨

◎商学

1.サービスビジネスにマーケティングが求められている理由を経済社会状況の
観点から説明できる。　(A-2)

2.サービスビジネスが取り組むべき課題についてマーケティングの観点から説
明できる。　(A-3)

3.サービスビジネスの進むべき方向についてマーケティングの観点から説明で
きる。　(A-4)

4.サービスビジネスに必要なマーケティングの実践例を事例を素材に説明でき
る。　(A-5)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明するこ
とができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立
案することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出するこ
とができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。



2019-4010000339-01観光産業論

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・１時限　　試験時間割：2019/07/27　３時限　　

田村　馨

◎－－－　概要　－－－◎

　サービスマーケティングでは、サービスビジネスやサービス
産業に必要なマーケティングについて解説していきます。具体
的には、事例を素材にしたケーススタディと理論的な説明を織
り交ぜながら進めます。事例として取り上げるのは、大学生に
とって馴染みがある観光産業や集客産業ですが、ネット関係の
サービスビジネスも事例として紹介していくつもりです。
　モノのマーケティングとサービスのマーケティングは根本的
に異なります。モノのマーケティングに慣れた方にはゼロベー
スで講義に臨むことを期待します。また、サービス関係の研究
や講義では一般的なモノとサービスを対比的にとらえる認識も
講義では乗り越えるべき「固定観念」と位置付けられます。時
代が大きく変わる中、マーケティングそのものも変わらざるを
得ません。
　講義では、サービスマーケティングをめぐる現実のダイナ
ミックな動き、複雑な要因が絡む現場の実態やそこで要請され
るノウハウ、センスなどの情報が提供されるでしょう。
　次の講義の予告を毎回するので関連するサイトや文献を事前
に学習し、講義中にお知らせするサイトや文献による事後学習
をおすすめします。

【担当者が実務経験者の授業科目】
・中央官庁、民間のコンサルティングファームでの勤務経験を
活かし、理論と実践の橋渡しがどのように行われるか、あるい
はどのように行うべきかに関して解説します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

サービスビジネスにマーケティングが求められている理由を経
済社会状況の観点から説明できる。(知識・理解)

サービスビジネスが取り組むべき課題についてマーケティング
の観点から説明できる。(知識・理解)

サービスビジネスの進むべき方向についてマーケティングの観
点から説明できる。(知識・理解)

サービスビジネスに必要なマーケティングの実践例を事例を素
材に説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・次回の講義に向けて紹介するネット上の情報、記事、文献に
目を通すことを前提に講義は進めます（予習180分）。
・講義中に素材にしたケースや理論に関する記事、文献、動画
等を復習し講義を振り返ることが必要です（復習180分）。
・マーケティングに関する概念、理論、フレームワークを文献
や記事で継続的に学ぶことが求められます（通常学習180
分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の結果で評定します。割合は１００％です。評価基
準は「サービスビジネスの特徴をその現状と課題から理解し、
モノのマーケティングとは違う新しいマーケティングがサービ
スビジネスに必要であることを解説できると同時に、サービス
マーケティングがどういうものであるかを先入観、固定観念に
縛られず説明できる」です。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しません。

◎－－－　参考書　－－－◎

　参考文献は講義の中で紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義は、通して受講することで理解が促されるように設計
されているので、毎回受講されることを望みます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　サービスビジネスとは何か
２　サービスとは何か―サービスの特性１
３　サービスとは何か－サービスの特性２
４　サービスマーケティングとは何か－理論編１
５　サービスマーケティングとは何か－理論編２
６　ケーススタディ：スポーツ観戦ビジネス
７　ケーススタディ：ニセコ
８　ケーススタディ：黒川温泉
９　ケーススタディ：旅館再生
10　ケーススタディ：日本型ホスピタリティ
11　ケーススタディ：日本型インバウンド戦略
12　ケーススタディ：スタジアムビジネス
13　サービスマーケティングと価値共創
14　サービスマーケティングの進化
15　講義の振り返り
（講義の順番や中身は受講生の関心やその時々のトピック
ス、ニュースなどによって変わる場合があります。）



2019-4010000339-01観光産業論

田村　馨

◎商学

1.サービスビジネスにマーケティングが求められている理由を経済社会状況の
観点から説明できる。　(A-2)

2.サービスビジネスが取り組むべき課題についてマーケティングの観点から説
明できる。　(A-3)

3.サービスビジネスの進むべき方向についてマーケティングの観点から説明で
きる。　(A-4)

4.サービスビジネスに必要なマーケティングの実践例を事例を素材に説明でき
る。　(A-5)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明するこ
とができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立
案することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出するこ
とができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。



2019-4010000609-02近代日本商業史「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・二部２時限　　試験時間割：2020/01/22　夜２限　　

草野　真樹

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は、科目名に「史」がつくとおり、日本の商業・流通
の歴史を対象とします。学習する時代は、主に明治・大正・昭
和戦前期および戦後復興期です。具体的には、近代日本におけ
る商業・流通業が発展していく時代背景を学び、その発展を支
えた担い手たちの特徴や活動内容を中心に取り上げていきま
す。学習内容は、商業と流通業に限定せず、広く近代日本の企
業、産業、地域を取り上げていきます。
　また、地域経済や商業の歴史を少しでも身近に感じ、具体的
にイメージできるようになることを目指して、九州や福岡の事
例も取り上げます。とくに、自治体史編さん室や資料館での勤
務経験を活かし、地元の歴史資料を紹介しながら解説します。
　歴史を学ぶ一つの意義は、歴史上起こったさまざまな出来事
が決して偶然の産物でなく、何らかの蓄積の結果生じたもので
あると考え、その因果関係を解き明かし、私たちがこれから生
きていくうえでの糧とすることにあります。歴史を通じて、私
たちの生活を支える商業・流通の役割と重要性について理解を
深めることを目的とします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

商学に関する歴史的な知識を用いて、近代日本の企業、産業、
地域が置かれてきた経済社会状況を説明することができる。
(知識・理解)

商学に関する歴史的な知識を用いて、近代日本の企業、産業、
地域が取り組んできた課題が何であったかについて説明するこ
とができる。(知識・理解)

商学に関する歴史的な知識を用いて、近代日本の企業、産業、
地域が発展してきた基本的な道筋（方向）について説明するこ
とができる。(知識・理解)

上記の到達目標をふまえ、これからの日本企業、産業、地域の
発展に上記の歴史的な知識が用いられるべきであることを理解
できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　講義では、毎回、講義内容の概要を記したプリントを配布し
ます。講義後には再度プリントに目を通して内容を確認し、講
義内容の流れを整理することに努めてください。難しい専門用
語などがあれば、自分自身で調べておくこと（目安60分）。そ
れら一連の作業が講義の予習・復習となります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の成績80％、平常点20％を目安として総合的に評価
します。定期試験は授業で取り上げた事項を理解し、それを文
章にして説明できるかどうかが評価の基準です。したがって、
論述により解答する問題が全体の7～8割程度を占めます。平常
点は講義中に実施する「ミニッツ・ペーパー」の記述内容を評
価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない（毎回、講義プリントを配布します）。

◎－－－　参考書　－－－◎

石井寛治編『近代日本流通史』東京堂出版、2005年。　
ISBN 978-4-490-20550-3
桜井英治・中西聡編『流通経済史』山川出版社、2002年。
　ISBN 4-634-53120-8
廣田誠・山田雄久・木山実・長廣利崇・藤岡里圭『日本商
業史』有斐閣、2017年。　ISBN 978-4-641-16506-9
比較的入手しやすい参考書を挙げています。その他の参考
書については、適宜、講義中に紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　一般的な注意事項として、講義中は私語を慎み、マナー
を守るように努めてください。たとえば、講義中に携帯電
話やスマートフォンを使用しない、帽子を脱ぐことなどは
一般的なマナーです。また、正当な理由なく無断で教室を
出て行く学生には厳しく対処します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．イントロダクション：講義の概要と進め方、受講上の
約束事項、歴史を学ぶ意義、評価の方法などについて
2．幕末開港による外国資本の圧力と日本の対応
3．産業革命と商業の発展(1)：産業革命の全体像と商業の
関係性について
4．産業革命と商業の発展(2)：日本における経済発展の担
い手の特徴について
5．産業革命の進展と地方経済の発展(1)：北部九州を主た
る事例として
6．産業革命の進展と地方経済の発展(2)：映像から学ぶ近
代日本
7．近代小売業の形成と発展(1)：博覧会と産業発展の関係
8．近代小売業の形成と発展(2)：座売りの社会的背景と陳
列販売への変化
9．近代小売業の形成と発展(3)：百貨店の形成と発展
10．近代小売業の形成と発展(４)：小林一三の経営戦略と
その影響
11．戦時体制下における流通と消費
12．戦後復興期における流通と消費
13．第2次大戦後における地方の商業・流通発展(1)：福
岡・博多を中心として
14．第2次大戦後における地方の商業・流通発展(2)：福
岡・博多を中心として
15．まとめ：全15回のまとめと復習など

　なお、上記の内容は進捗状況に応じて順序を変更するこ
ともあります。



2019-4010000609-02近代日本商業史「（二部）」

草野　真樹

◎商学:A-2,A-3

1.商学に関する歴史的な知識を用いて、近代日本の企業、産業、地域が置かれ
てきた経済社会状況を説明することができる。　(A-2)

2.商学に関する歴史的な知識を用いて、近代日本の企業、産業、地域が取り組
んできた課題が何であったかについて説明することができる。　(A-3)

3.商学に関する歴史的な知識を用いて、近代日本の企業、産業、地域が発展し
てきた基本的な道筋（方向）について説明することができる。　(A-3)

4.上記の到達目標をふまえ、これからの日本企業、産業、地域の発展に上記の
歴史的な知識が用いられるべきであることを理解できる。　(A-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4010000606-01金融政策論

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

中塚　晴雄

◎－－－　概要　－－－◎

　「金融政策論」は、マクロ的な視点で日本全体のマネーの流れを大きく見ていきま
す。どうして景気はよくならず、デフレから抜け出したと確実に断言できないので
しょうか。平成不況から30年近くがたってしまいました。その理由には、個々のがん
ばりや企業活動や金融活動だけでは、どうにもならない大きな経済の動きが、日本経
済に影響があるからです。すなわち、社会の大きな経済の動きを学ぶことで、個々の
がんばりや企業活動や金融活動をどれほど行っても、なぜ不景気は30年間以上も続
き、デフレを抜け出すことができないのか、その理由がわかります。社会全体の経済
の動きは、単純ではなく、モノとお金が複雑かつ複合的に結びついています。15回の
講義で丁寧にゆっくりと誰でもわかるように懇切丁寧に講義をします。社会人になっ
たときに頭に入っていると役立つように、日本経済全体を見渡して景気の現況を分析
できるように、ベーシックな金融政策に必要な分析手段と政策手法、これを理論的思
考（経済と政策の流れや手順や因果関係や手段と効果）といいますが、この理論的な
思考を「金融政策論」15回の講義を通じて学びます。現実に立脚した専門知識と理論
と政策を学びましょう。2019年度に大きな影響を与えるであろう日本銀行のゼロ金利
政策と量的緩和策（QE）および現行の異次元緩和（QQE）について、映像資料も踏ま
えて講義実施期間中フォローします。最終回では毎回の授業を積み重ねて一つひとつ
学んだ景気とデフレとおよび金融政策がどのようになっているのか、最先端の事柄も
受講生はクリアに理解することができます。それを踏まえて、金融政策の理論を適用
してどのようなことが講義終了後の世界経済と日本経済にもたらされるかを予測した
いと思います。専門家がどのような思考方法をもって景気の最前線で考えているのか
受講生は最新の結論について何回かにわたって聞くこともあるでしょう。それは、テ
キストのはじめににも書いたように「わかりにくい＝難しい」ではなく、世界経済と
日本経済の真実は「わかりやすい＝難しい」という研究の一側面も垣間見せられるよ
うに配慮したいと思います。このような研究の最前線も取り扱いつつ、授業計画に示
したようにテキストに沿ってわかりやすく、今年も講義を一歩一歩進めます。
　担当教員は、政府系金融機関で実務経験があります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

金融政策論（日本銀行）の知識の基本的な知識と構造を身につけている。(知識・理解)

日本経済や地域と世界経済のおかれている経済状況を金融論の立場から説明すること
ができる。(知識・理解)

デフレと通貨価値の関係について説明できる。(知識・理解)

平成不況の原因について説明できる。(知識・理解)

日本銀行の金融政策の目標と制度について説明できる。(知識・理解)

買いオペとゼロ金利政策について説明できる。(知識・理解)

量的緩和策と異次元緩和策について説明できる。(知識・理解)

日本銀行の紙幣発券機能と紙幣の世の中への供給方法と限界について説明できる。(知
識・理解)

日本の金融政策が平成不況効かなかった原因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)　－－－◎

　指定したテキストを授業計画に示してある各回の当該章を事前に読んでおくこと、
およびわかったところとわからないことを確認すること。（90分）
　毎回授業の冒頭に前回の授業について再度理解を深めるために確認するので、教員
が授業で記した板書（黒板）のノートと必要に基づいて講師が授業で説明を授業中メ
モも加えて、教員が授業で示したテキスト本文箇所を照らし合わせ（受講生が各々理
解した内容を板書（黒板）ノートに文章で補充することを通じて、よく復習するこ
と。（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験（90％）
　日本経済や地域と世界経済のおかれている経済状況を金融論の立場から専門用語を
使って説明できるかを基準とする。平成不況の原因について専門用語を使って説明で
きるかを基準とします。デフレと通貨価値の関係について金融政策論の立場で説明で
きるかを説明できるかを基準とします。日本銀行の紙幣発券機能と紙幣の世の中への
供給方法と限界について説明できるかを基準とします。金融政策論（日本銀行）の知
識の基本的な知識と構造を身につけているかを基準とします。日本銀行の金融政策の
目標と制度について説明できるかを基準とします。買いオペとゼロ金利政策について
説明できるかを基準とします。量的緩和策と異次元緩和策について説明できるかを基
準とします。
　日本銀行の金融政策が平成不況に効かなかった原因について説明できるかを基準と
します。
平常点（10％）
　ミニッツペーパーや受講姿勢に基づく平常点（２回：10％）
※　参考までに過去10年間の定期試験は、主に、空欄補充（問１と問２：各５点×10
＝50点）と記述式（50点）で実施しています。ただし、これは参考例に過ぎず、当該
年度の試験形式を保証するものではないことはご留意ください。

◎－－－　テキスト　－－－◎

中塚晴雄　『金融論―初心者にもわかるやさしい金融論―
改訂版』（税務経理協会）2011年改訂第三版、
ISBN4-419-04738-0

◎－－－　参考書　－－－◎

白井さゆり『超金融緩和からの脱却』日本経済新聞出版社
　ISBN 9784622078760
河村小百合『中央銀行は持ちこたえられるか』（集英社新
書）2016年　ISBN 978487208580

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　静粛な授業環境の維持に協力してください。私語や遅刻
は注意されます。度重なる私語や極端な遅刻や居眠りは、
他の受講生の受講を妨げる行為です。また度重なる私語や
極端な遅刻や居眠りをしていては該当受講生の学習成果は
あがりません。金融政策論は毎回の授業を前提にした精緻
な学問ですから、他の受講生の学習到達度の妨げになるだ
けでなく、私語や遅刻の受講生自身の学習到達度が非常に
困難になるので決して度重なる私語や極端な遅刻をしない
でください。
　金融政策論受講前に金融論を受講することを望みます。
学部生の範囲で金融論を基礎に応用度を高めに設定してい
ます。
　本講義は撮影禁止です。撮影に伴うシャッタ―音や撮影
姿勢は周囲の受講生の学習を妨げる行為になります。板書
をノート可能な範囲で急がず授業をしているので決して撮
影をしないでください。
　※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目に
ついて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　ガイダンス
第2回　バブル経済と平成不況（第1章と第19章③）
第3回　グローバリゼーション（第１章注と補充）
第4回　デフレとインフレと通貨価値（第16章）
第5回  日本銀行の発券ルールの変遷（第17章と補充）
第6回　景気と物価の関係と日本銀行の目的（第18章
①②③）
第7回　金融政策の目的と手段（第18章②）
第8回　短期金融市場（コール市場）の成立（第6章①②）
第9回　伝統的金融政策　（第19章と第20章）
第10回　ゼロ金利政策のスキームと考え方（第21章）
第11回　非伝統的金融政策（第20章③と補充）
第12回　量的緩和策のスキームと考え方（第22章）
第13回　異次元緩和のスキームと考え方（第22章と補充）
第14回　国債の発行と財政ファイナンス（第22章と補充）
第15回　最近の金融情勢と景気について（第１章①と補
充）

※　2019年度の経済情勢に応じて講義の内容と順番に、経
済現象を対象とする金融政策論の性質上、若干の変更があ
る可能性もあることを、予めご了承下さい。
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中塚　晴雄

◎商学:A-2,A-3,A-4

1.金融政策論（日本銀行）の知識の基本的な知識と構造を身につけている。　
(A-2)

2.日本経済や地域と世界経済のおかれている経済状況を金融論の立場から説明
することができる。　(A-2)

3.デフレと通貨価値の関係について説明できる。　(A-3)

4.平成不況の原因について説明できる。　(A-2)

5.日本銀行の金融政策の目標と制度について説明できる。　(A-2)

6.買いオペとゼロ金利政策について説明できる。　(A-2)

7.量的緩和策と異次元緩和策について説明できる。　(A-2)

8.日本銀行の紙幣発券機能と紙幣の世の中への供給方法と限界について説明で
きる。　(A-2)

9.日本の金融政策が平成不況効かなかった原因について説明できる。　(A-4)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明することがで
きる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができる。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理論
的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解している。
(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発見
することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関す
る理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案す
ることができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連携
したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術等
を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する姿
勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動を
とることができる。

◎経営:A-2,A-3

1.金融政策論（日本銀行）の知識の基本的な知識と構造を身につけている。　
(A-2)

2.日本経済や地域と世界経済のおかれている経済状況を金融論の立場から説明
することができる。　(A-2)

3.デフレと通貨価値の関係について説明できる。　(A-3)

4.平成不況の原因について説明できる。　(A-2)

5.日本銀行の金融政策の目標と制度について説明できる。　(A-2)

6.買いオペとゼロ金利政策について説明できる。　(A-2)

7.量的緩和策と異次元緩和策について説明できる。　(A-2)

8.日本銀行の紙幣発券機能と紙幣の世の中への供給方法と限界について説明で
きる。　(A-2)

9.日本の金融政策が平成不況効かなかった原因について説明できる。　(A-2)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。
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中塚　晴雄

◎貿易:A-2,A-3

1.金融政策論（日本銀行）の知識の基本的な知識と構造を身につけている。　
(A-2)

2.日本経済や地域と世界経済のおかれている経済状況を金融論の立場から説明
することができる。　(A-2)

3.デフレと通貨価値の関係について説明できる。　(A-3)

4.平成不況の原因について説明できる。　(A-2)

5.日本銀行の金融政策の目標と制度について説明できる。　(A-2)

6.買いオペとゼロ金利政策について説明できる。　(A-2)

7.量的緩和策と異次元緩和策について説明できる。　(A-2)

8.日本銀行の紙幣発券機能と紙幣の世の中への供給方法と限界について説明で
きる。　(A-2)

9.日本の金融政策が平成不況効かなかった原因について説明できる。　(A-2)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。

◎商学:A-2,A-3

1.金融政策論（日本銀行）の知識の基本的な知識と構造を身につけている。　
(A-2)

2.日本経済や地域と世界経済のおかれている経済状況を金融論の立場から説明
することができる。　(A-2)

3.デフレと通貨価値の関係について説明できる。　(A-3)

4.平成不況の原因について説明できる。　(A-2)

5.日本銀行の金融政策の目標と制度について説明できる。　(A-2)

6.買いオペとゼロ金利政策について説明できる。　(A-2)

7.量的緩和策と異次元緩和策について説明できる。　(A-2)

8.日本銀行の紙幣発券機能と紙幣の世の中への供給方法と限界について説明で
きる。　(A-2)

9.日本の金融政策が平成不況効かなかった原因について説明できる。　(A-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。
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 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・１時限　　試験時間割：2019/07/25　５時限　　

中塚　晴雄

◎－－－　概要　－－－◎

　2019年度はマネー（お金）をめぐるわが国の経済は、非常に大きな変化が予想されて
います。それは、消費税10％の引上げ実施が予定されているからです。日々の銀行や証
券や市場や企業の活動は、世界唯一の超大国であるアメリカの経済政策と無縁ではあり
えません。この予測される大津波といってもよいわが国の景気に与える影響が、どのよ
うな経路をとって波及するのか、いままで以上によりはっきりとマネー（お金）に関す
る全般的な制度、個々のシステム、夫々の枠組み（スキーム）、市場（マーケット）、
理論（セオリー）への理解が一人ひとりにとって切実に必要な課題となるでしょう。
　金融論では、最初にわが国の景気について学んだ後に、企業の「設備投資」を軸に銀
行と証券を二つの柱にして講義を進めます。基礎的な事項を中心に講義しますが、本講
義では大学の授業ですので専門用語の理解だけでなく、専門用語の示す制度と理論がど
のような背景でうまれ、どのような役割（機能）を果たし、どのような効果を上げてい
るのか（あるいは上げていないのか）、金融入門で学んだ事柄がいまの日本の現実にど
のように適合するのか（あるいはしないのか）を丁寧に講義する予定です。本講義を受
講することで、金融論の基本的考え方とわが国を取り巻く新しいダイナミクス（大きな
変化）を学ぶことができます。
　講義は、テキストの解説だけではありません。テキストの背景や考え方、さらにわが
国の経済情勢は消費税10％引上げ実施で大きな変化が予想されます。その経済情勢の変
化を踏まえて、「なぜ？」わが国の経済がこのようになるのか、原因と結果という論理
力（これを因果律といいます）を学ぶことが大切です。また、ケーススタディ（事例研
究）として、金融論で学んだ現実には目に見えない経済理論や金融制度がどのように現
実の社会と経済の背後に隠れているのか、視聴覚教材を通して明らかにします。講義で
は、「なぜ？」を提示しながら、冷静かつ豊富な論理力のバックボーンがあって、わが
国のマネー（お金）を基礎とする日々日常の経済景気が、はじめて理解できることを皆
さんが実感できるように、授業を進めたいと思います。担当教員は、政府系金融機関で
実務経験があります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本の経済（景気）がおかれている現状について説明することができる。(知識・理解)

銀行の業務と機能について説明することができる。(知識・理解)

銀行と企業の関係について資金の使い道から説明できる。(知識・理解)

不良債権の処理について説明できる。(知識・理解)

株式の性格（性質）について説明することができる。(知識・理解)

株式の性格について派生する権利とともに説明することができる。(知識・理解)

株式会社の設立について説明することができる。(知識・理解)

証券会社の業務と機能について説明することができる。(知識・理解)

株式の売買について説明することができる。(知識・理解)

株価がどのような要因で変動するのかを理論を用いて説明することができる。(知識・理
解)

会社の合併買収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)　－－－◎

　指定したテキストを授業計画に示してある各回の当該章を事前に読んでおくこと、お
よびわかったところとわからないことを確認すること。（90分）
　毎回授業の冒頭に前回の授業について再度理解を深めるために確認するので、教員が
授業で記した板書（黒板）のノートと必要に基づいて講師が授業で説明を授業中メモも
加えて、教員が授業で示したテキスト本文箇所を照らし合わせ、受講生が各々理解した
内容を板書（黒板）ノートに文章で補充することを通じて、よく復習すること。（90
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験（90％）
　日本の経済（景気）がおかれている現状について説明することができるかを基準とし
ます。銀行の業務と機能について説明することができるかを基準とします。銀行と企業
の関係について資金の使い道から説明できるかを基準とします。不良債権の処理につい
て説明できるかを基準とします。株式の性格（性質）について説明することができるか
を基準とします。株式の性格について派生する権利とともに説明することができるかを
基準とします。株式会社の設立について説明できるかを基準とします。証券会社の業務
と機能について説明できるかを基準とします。株式の売買について説明できるかを基準
とします。 株価がどのような要因で変動するのかを理論を用いて説明できるかを基準と
します。会社の合併買収について説明できるかを基準とします。
平常点（10％）
　ミニッツペーパーや受講姿勢に基づく平常点（２回：10％）
※　参考までに過去10年間の定期試験は、主に、空欄補充（問１と問２：各５点×10＝
50点）と記述式（50点）で実施しています。ただし、これは参考例に過ぎず、当該年度
の試験形式を保証するものではないことはご留意ください。

◎－－－　テキスト　－－－◎

中塚晴雄　『金融論－初心者にもわかるやさしい金融論－
改訂版』（税務経理協会）2011年改訂第三版、
ISBN4-419-04738-0

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　静粛な授業環境の維持に協力してください。私語や遅刻
は注意されます。度重なる私語や極端な遅刻や居眠りは、
他の受講生の受講を妨げる行為です。また度重なる私語や
極端な遅刻や居眠りをしていては該当受講生の学習成果は
あがりません。金融論は毎回の授業を前提にした精緻な学
問ですから、他の受講生の学習到達度の妨げになるだけで
なく、私語や遅刻の受講生自身の学習到達度が非常に困難
になるので決して度重なる私語や極端な遅刻をしないでく
ださい。
　本講義は撮影禁止です。撮影に伴うシャッタ―音や撮影
姿勢は周囲の受講生の学習を妨げる行為になります。板書
をノート可能な範囲で急がず授業をしているので決して撮
影をしないでください。
　金融論受講ののちは応用科目の金融政策
論の受講を勧めます。
　※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目に
ついて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　ガイダンス　
第2回　わが国の景気とグローバリゼーション（テキスト
第1章①②）
第3回　銀行の二大業務（テキスト第2章①②）
第4回　銀行の収益（テキスト第2章③
第5回　運転資金と設備資金（テキスト第3章）
第6回　不動産担保融資（テキスト第4章）
第7回　映像資料「中小企業の新規開発と銀行融資」
第8回　信用創造（テキスト第6章）
第9回　債権譲渡とバルクセール（テキスト第４章①と補
充）
第10回　株式入門（テキスト第8章）
第11回　起業とアンダーライティング業務（テキスト第9
章）
第12回　株式投資とブローカー業務（テキスト第10章）
第13回　債券入門とDCF法（テキスト第８章）
第14回　株式市場の価格決定理論（テキスト第11章と第12
章）
第15回　企業の合併・買収と企業価値（テキスト第8章と
第22章と補充）

※　2019年度の経済情勢に応じて講義の内容と順番に、経
済現象を対象とする金融論Aの性質上、若干の変更の可能
性があることを、予めご了承下さい。
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中塚　晴雄

◎商学:A-2,A-3,A-4

1.日本の経済（景気）がおかれている現状について説明することができる。　
(A-2)

2.銀行の業務と機能について説明することができる。　(A-2)

3.銀行と企業の関係について資金の使い道から説明できる。　(A-2)

4.不良債権の処理について説明できる。　(A-3)

5.株式の性格（性質）について説明することができる。　(A-2)

6.株式の性格について派生する権利とともに説明することができる。　(A-2)

7.株式会社の設立について説明することができる。　(A-2)

8.証券会社の業務と機能について説明することができる。　(A-2)

9.株式の売買について説明することができる。　(A-2)

10.株価がどのような要因で変動するのかを理論を用いて説明することができ
る。　(A-2)

11.会社の合併買収について説明できる。　(A-4)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明することがで
きる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができる。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理論
的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解している。
(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発見
することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関す
る理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案す
ることができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連携
したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術等
を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する姿
勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動を
とることができる。

◎経営:A-2,A-3

1.日本の経済（景気）がおかれている現状について説明することができる。　
(A-2)

2.銀行の業務と機能について説明することができる。　(A-2)

3.銀行と企業の関係について資金の使い道から説明できる。　(A-2)

4.不良債権の処理について説明できる。　(A-3)

5.株式の性格（性質）について説明することができる。　(A-2)

6.株式の性格について派生する権利とともに説明することができる。　(A-2)

7.株式会社の設立について説明することができる。　(A-2)

8.証券会社の業務と機能について説明することができる。　(A-2)

9.株式の売買について説明することができる。　(A-2)

10.株価がどのような要因で変動するのかを理論を用いて説明することができ
る。　(A-2)

11.会社の合併買収について説明できる。　(A-2)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。
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中塚　晴雄

◎貿易:A-2,A-3

1.日本の経済（景気）がおかれている現状について説明することができる。　
(A-2)

2.銀行の業務と機能について説明することができる。　(A-2)

3.銀行と企業の関係について資金の使い道から説明できる。　(A-2)

4.不良債権の処理について説明できる。　(A-3)

5.株式の性格（性質）について説明することができる。　(A-2)

6.株式の性格について派生する権利とともに説明することができる。　(A-2)

7.株式会社の設立について説明することができる。　(A-2)

8.証券会社の業務と機能について説明することができる。　(A-2)

9.株式の売買について説明することができる。　(A-2)

10.株価がどのような要因で変動するのかを理論を用いて説明することができ
る。　(A-2)

11.会社の合併買収について説明できる。　(A-2)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。



2019-4010000605-02金融論「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・二部２時限　　試験時間割：2020/01/23　夜２限　　

中塚　晴雄

◎－－－　概要　－－－◎

　2019年度はマネー（お金）をめぐるわが国の経済は、非常に大きな変化が予想
されています。それは、消費税10％の引上げ実施が予定されているからです。
日々の銀行や証券や市場や企業の活動は、世界唯一の超大国であるアメリカの経
済政策と無縁ではありえません。この予測される大津波といってもよいわが国の
景気に与える影響が、どのような経路をとって波及するのか、いままで以上によ
りはっきりとマネー（お金）に関する全般的な制度、個々のシステム、夫々の枠
組み（スキーム）、市場（マーケット）、理論（セオリー）への理解が一人ひと
りにとって切実に必要な課題となるでしょう。
　金融論では、最初にわが国の景気について学んだ後に、企業の「設備投資」を
軸に銀行と証券を二つの柱にして講義を進めます。基礎的な事項を中心に講義し
ますが、本講義では大学の授業ですので専門用語の理解だけでなく、専門用語の
示す制度と理論がどのような背景でうまれ、どのような役割（機能）を果たし、
どのような効果を上げているのか（あるいは上げていないのか）、金融入門で学
んだ事柄がいまの日本の現実にどのように適合するのか（あるいはしないのか）
を丁寧に講義する予定です。本講義を受講することで、金融論の基本的考え方と
わが国を取り巻く新しいダイナミクス（大きな変化）を学ぶことができます。
　講義は、テキストの解説だけではありません。テキストの背景や考え方、さら
にわが国の経済情勢は消費税10％引上げ実施で大きな変化が予想されます。その
経済情勢の変化を踏まえて、「なぜ？」わが国の経済がこのようになるのか、原
因と結果という論理力（これを因果律といいます）を学ぶことが大切です。ま
た、ケーススタディ（事例研究）として、金融論で学んだ現実には目に見えない
経済理論や金融制度がどのように現実の社会と経済の背後に隠れているのか、視
聴覚教材を通して明らかにします。講義では、「なぜ？」を提示しながら、冷静
かつ豊富な論理力のバックボーンがあって、わが国のマネー（お金）を基礎とす
る日々日常の経済景気が、はじめて理解できることを皆さんが実感できるよう
に、授業を進めたいと思います。担当教員は、政府系金融機関で実務経験があり
ます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本の経済（景気）がおかれている現状について説明することができる。(知
識・理解)

銀行の業務と機能について説明することができる(知識・理解)

銀行と企業の関係について資金の使い道から説明できる。(知識・理解)

不良債権処理について説明することができる(知識・理解)

株式の性格（性質）について説明することができる。(知識・理解)

株式の性格について派生する権利とともに説明することができる。(知識・理解)

株式会社を設立することについて説明することができる。(知識・理解)

証券会社の業務と機能について説明することができる。(知識・理解)

株式の売買と株価について説明することができる。(知識・理解)

企業の合併買収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)　－－－◎

　指定したテキストを授業計画に示してある各回の当該章を事前に読んでおくこ
と、およびわかったところとわからないことを確認すること（90分）
　毎回授業の冒頭に前回の授業について再度理解を深めるために確認するので、
教員が授業で記した板書（黒板）のノートと必要に基づいて講師が授業で説明を
授業中メモも加えて、教員が授業で示したテキスト本文箇所を照らし合わせ（受
講生が各々理解した内容を板書（黒板）ノートに文章で補充することを通じて、
よく復習すること。（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験（90％）：金融の理論と制度に関する専門用語の定着についての到達
度と専門的な内容の理解の程度の到達度および専門的知識と内容を踏まえて授業
で触れた範囲での経済の動きへの応用力の到達度を主にチェックします。ミニッ
ツペーパーや受講姿勢に基づく平常点（10％）

※　参考までに昨年の定期試験は,主に,空欄補充（各５点×10＝50点）と記述式
（50点）で実施しています。ただし、これは参考例に過ぎず、当該年度の試験形
式を保証するものではないことはご留意ください。

◎－－－　テキスト　－－－◎

中塚晴雄　『金融論－初心者にもわかるやさしい金融論－
改訂版』税務経理協会、2011年改訂第三版、
ISBN4-419-04738-0

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　静粛な授業環境の維持に協力してください。私語や遅刻
は注意されます。度重なる私語や極端な遅刻や居眠りは、
他の受講生の受講を妨げる行為です。また度重なる私語や
極端な遅刻や居眠りをしていては該当受講生の学習成果は
あがりません。金融論は毎回の授業を前提にした学問です
から、他の受講生の学習到達度の妨げになるだけでなく、
私語や遅刻の受講生自身の学習到達度が非常に困難になる
ので決して度重なる私語や極端な遅刻でください。
　本講義は撮影禁止です。撮影に伴うシャッタ―音や撮影
姿勢は周囲の受講生の学習を妨げる行為になります。板書
をノート可能な範囲で急がず授業をしているので決して撮
影をしないでください。
　金融論受講ののちは応用科目の金融政策論の受講を勧め
ます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　ガイダンス　
第2回　わが国の景気とグローバリゼーション（テキスト
第1章①②）
第3回　銀行の二大業務（テキスト第2章①②）
第4回　銀行の収益（テキスト第2章③
第5回　運転資金と設備資金（テキスト第3章）
第6回　不動産担保融資（テキスト第4章）
第7回　映像資料「中小企業の新規開発と銀行融資」
第8回　信用創造（テキスト第6章）
第9回　債権譲渡とバルクセール（テキスト第４章①と補
充）
第10回　株式入門（テキスト第8章）
第11回　起業とアンダーライティング業務（テキスト第9
章）
第12回　株式投資とブローカー業務（テキスト第10章）
第13回　債券入門とDCF法（テキスト第８章）
第14回　株式市場の価格決定理論（テキスト第11章と第12
章）
第15回　企業の合併・買収と企業価値（テキスト第8章と
第22章と補充）

※　2019年度の経済情勢に応じて講義の内容と順番に、経
済現象を対象とする金融論Aの性質上、若干の変更の可能
性があることを、予めご了承下さい。



2019-4010000605-02金融論「（二部）」

中塚　晴雄

◎商学:A-2,A-3

1.日本の経済（景気）がおかれている現状について説明することができる。　
(A-3)

2.銀行の業務と機能について説明することができる　(A-2)

3.銀行と企業の関係について資金の使い道から説明できる。　(A-2)

4.不良債権処理について説明することができる　(A-3)

5.株式の性格（性質）について説明することができる。　(A-2)

6.株式の性格について派生する権利とともに説明することができる。　(A-2)

7.株式会社を設立することについて説明することができる。　(A-2)

8.証券会社の業務と機能について説明することができる。　(A-2)

9.株式の売買と株価について説明することができる。　(A-2)

10.企業の合併買収について説明することができる。　(A-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4010000397-01金融論Ａ

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

中塚　晴雄

◎－－－　概要　－－－◎

　2019年度はマネー（お金）をめぐるわが国の経済は、非常に大きな変化が予想され
ています。それは、消費税10％の引上げ実施が予定されているからです。日々の銀行
や証券や市場や企業の活動は、世界唯一の超大国であるアメリカの経済政策と無縁で
はありえません。この予測される大津波といってもよいわが国の景気に与える影響
が、どのような経路をとって波及するのか、いままで以上によりはっきりとマ
ネー（お金）に関する全般的な制度、個々のシステム、夫々の枠組み（スキーム）、
市場（マーケット）、理論（セオリー）への理解が一人ひとりにとって切実に必要な
課題となるでしょう。
　金融論では、最初にわが国の景気について学んだ後に、企業の「設備投資」を軸に
銀行と証券を二つの柱にして講義を進めます。基礎的な事項を中心に講義しますが、
本講義では大学の授業ですので専門用語の理解だけでなく、専門用語の示す制度と理
論がどのような背景でうまれ、どのような役割（機能）を果たし、どのような効果を
上げているのか（あるいは上げていないのか）、金融入門で学んだ事柄がいまの日本
の現実にどのように適合するのか（あるいはしないのか）を丁寧に講義する予定で
す。本講義を受講することで、金融論の基本的考え方とわが国を取り巻く新しいダイ
ナミクス（大きな変化）を学ぶことができます。
　講義は、テキストの解説だけではありません。テキストの背景や考え方、さらにわ
が国の経済情勢は消費税10％引上げ実施で大きな変化が予想されます。その経済情勢
の変化を踏まえて、「なぜ？」わが国の経済がこのようになるのか、原因と結果とい
う論理力（これを因果律といいます）を学ぶことが大切です。また、ケーススタ
ディ（事例研究）として、金融論で学んだ現実には目に見えない経済理論や金融制度
がどのように現実の社会と経済の背後に隠れているのか、視聴覚教材を通して明らか
にします。講義では、「なぜ？」を提示しながら、冷静かつ豊富な論理力のバック
ボーンがあって、わが国のマネー（お金）を基礎とする日々日常の経済景気が、はじ
めて理解できることを皆さんが実感できるように、授業を進めたいと思います。担当
教員は、政府系金融機関で実務経験があります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本の経済（景気）がおかれている現状について説明することができる。(知識・理解)

銀行の業務と機能について説明することができる。(知識・理解)

銀行と企業の関係について資金の使い道から説明できる。(知識・理解)

不良債権の処理について説明することができる。(知識・理解)

株式の性格（性質）ついて説明することができる。(知識・理解)

株主の権利とともに説明することができる。(知識・理解)

会社を企業することについて説明することができる。(知識・理解)

証券会社の業務と機能について説明することができる。(知識・理解)

株式の売買と株価について説明することができる。(知識・理解)

企業の合併買収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)　－－－◎

　指定したテキストを授業計画に示してある各回の当該章を事前に読んでおくこと、
およびわかったところとわからないことを確認すること。（90分）
　毎回授業の冒頭に前回の授業について再度理解を深めるために確認するので、教員
が授業で記した板書（黒板）のノートと必要に基づいて講師が授業で説明を授業中メ
モも加えて、教員が授業で示したテキスト本文箇所を照らし合わせ、受講生が各々理
解した内容を板書（黒板）ノートに文章で補充することを通じて、よく復習するこ
と。（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験（90％）
　日本の経済（景気）がおかれている現状について説明することができるかを基準と
します。銀行の業務と機能について説明することができるかを基準とします。銀行と
企業の関係について資金の使い道から説明できるかを基準とします。不良債権の処理
について説明できるかを基準とします。株式の性格（性質）について説明することが
できるかを基準とします。株式の性格について派生する権利とともに説明することが
できるかを基準とします。株式会社の設立について説明できるかを基準とします。証
券会社の業務と機能について説明できるかを基準とします。株式の売買について説明
できるかを基準とします。 株価がどのような要因で変動するのかを理論を用いて説明
できるかを基準とします。会社の合併買収について説明できるかを基準とします。
平常点（10％）
　ミニッツペーパーや受講姿勢に基づく平常点（２回：10％）
※　参考までに過去10年間の定期試験は,主に,空欄補充（問１と問２：各５点×10＝50
点）と記述式（50点）で実施しています。ただし、これは参考例に過ぎず、当該年度
の試験形式を保証するものではないことはご留意ください。

◎－－－　テキスト　－－－◎

中塚晴雄　『金融論－初心者にもわかるやさしい金融論－
改訂版』（税務経理協会）2011年改訂第三版、
ISBN4-419-04738-0

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　静粛な授業環境の維持に協力してください。私語や遅刻
は注意されます。度重なる私語や極端な遅刻や居眠りは、
他の受講生の受講を妨げる行為です。また度重なる私語や
極端な遅刻や居眠りをしていては該当受講生の学習成果は
あがりません。金融論Ａは毎回の授業を前提にした学問で
すから、他の受講生の学習到達度の妨げになるだけでな
く、私語や遅刻の受講生自身の学習到達度が非常に困難に
なるので決して度重なる私語や極端な遅刻をしないでくだ
さい。
　本講義は撮影禁止です。撮影に伴うシャッタ―音や撮影
姿勢は周囲の受講生の学習を妨げる行為になります。板書
をノート可能な範囲で急がず授業をしているので決して撮
影をしないでください。
　金融論Ａ受講ののちは応用科目金融論Ｂの受講を勧めま
す。
　※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目に
ついて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　ガイダンス　
第2回　わが国の景気とグローバリゼーション（テキスト
第1章①②）
第3回　銀行の二大業務（テキスト第2章①②）
第4回　銀行の収益（テキスト第2章③
第5回　運転資金と設備資金（テキスト第3章）
第6回　不動産担保融資（テキスト第4章）
第7回　映像資料「中小企業の新規開発と銀行融資」
第8回　信用創造（テキスト第6章）
第9回　債権譲渡とバルクセール（テキスト第４章①と補
充）
第10回　株式入門（テキスト第8章）
第11回　起業とアンダーライティング業務（テキスト第9
章）
第12回　株式投資とブローカー業務（テキスト第10章）
第13回　債券入門とDCF法（テキスト第８章）
第14回　株式市場の価格決定理論（テキスト第11章と第12
章）
第15回　企業の合併・買収と企業価値（テキスト第8章と
第22章と補充）

※　2019年度の経済情勢に応じて講義の内容と順番に、経
済現象を対象とする金融論Aの性質上、若干の変更の可能
性があることを、予めご了承下さい。



2019-4010000397-01金融論Ａ

中塚　晴雄

◎商学

1.日本の経済（景気）がおかれている現状について説明することができる。　
(A-1)

2.銀行の業務と機能について説明することができる。　(A-1)

3.銀行と企業の関係について資金の使い道から説明できる。　(A-1)

4.不良債権の処理について説明することができる。　(A-3)

5.株式の性格（性質）ついて説明することができる。　(A-1)

6.株主の権利とともに説明することができる。　(A-1)

7.会社を企業することについて説明することができる。　(A-3)

8.証券会社の業務と機能について説明することができる。　(A-1)

9.株式の売買と株価について説明することができる。　(A-2)

10.企業の合併買収について説明することができる。　(A-2)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明するこ
とができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立
案することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出するこ
とができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。



2019-4010000397-02金融論Ａ「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・二部２時限　　試験時間割：2020/01/23　夜２限　　

中塚　晴雄

◎－－－　概要　－－－◎

　2019年度はマネー（お金）をめぐるわが国の経済は、非常に大きな変化が予想され
ています。それは、消費税10％の引上げ実施が予定されているからです。日々の銀行
や証券や市場や企業の活動は、世界唯一の超大国であるアメリカの経済政策と無縁で
はありえません。この予測される大津波といってもよいわが国の景気に与える影響
が、どのような経路をとって波及するのか、いままで以上によりはっきりとマ
ネー（お金）に関する全般的な制度、個々のシステム、夫々の枠組み（スキーム）、
市場（マーケット）、理論（セオリー）への理解が一人ひとりにとって切実に必要な
課題となるでしょう。
　金融論では、最初にわが国の景気について学んだ後に、企業の「設備投資」を軸に
銀行と証券を二つの柱にして講義を進めます。基礎的な事項を中心に講義しますが、
本講義では大学の授業ですので専門用語の理解だけでなく、専門用語の示す制度と理
論がどのような背景でうまれ、どのような役割（機能）を果たし、どのような効果を
上げているのか（あるいは上げていないのか）、金融入門で学んだ事柄がいまの日本
の現実にどのように適合するのか（あるいはしないのか）を丁寧に講義する予定で
す。本講義を受講することで、金融論の基本的考え方とわが国を取り巻く新しいダイ
ナミクス（大きな変化）を学ぶことができます。
　講義は、テキストの解説だけではありません。テキストの背景や考え方、さらにわ
が国の経済情勢は消費税10％引上げ実施で大きな変化が予想されます。その経済情勢
の変化を踏まえて、「なぜ？」わが国の経済がこのようになるのか、原因と結果とい
う論理力（これを因果律といいます）を学ぶことが大切です。また、ケーススタ
ディ（事例研究）として、金融論で学んだ現実には目に見えない経済理論や金融制度
がどのように現実の社会と経済の背後に隠れているのか、視聴覚教材を通して明らか
にします。講義では、「なぜ？」を提示しながら、冷静かつ豊富な論理力のバック
ボーンがあって、わが国のマネー（お金）を基礎とする日々日常の経済景気が、はじ
めて理解できることを皆さんが実感できるように、授業を進めたいと思います。担当
教員は、政府系金融機関で実務経験があります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本の経済（景気）がおかれている現状について説明することができる。(知識・理解)

銀行の業務と機能について説明することができる。(知識・理解)

銀行と企業の関係について資金の使い道から説明できる。(知識・理解)

不良債権処理について説明することができる。(知識・理解)

株式の性格（性質）について説明することができる。(知識・理解)

株式の性格について派生する権利とともに説明することができる。(知識・理解)

株式の性格について派生する権利とともに説明することができる。(知識・理解)

証券会社の業務と機能について説明することができる。(知識・理解)

株式の売買と株価について説明することができる。(知識・理解)

株式の売買と株価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)　－－－◎

　指定したテキストを授業計画に示してある各回の当該章を事前に読んでおくこと、
およびわかったところとわからないことを確認すること。（90分）
　毎回授業の冒頭に前回の授業について再度理解を深めるために確認するので、教員
が授業で記した板書（黒板）のノートと必要に基づいて講師が授業で説明を授業中メ
モも加えて、教員が授業で示したテキスト本文箇所を照らし合わせ（受講生が各々理
解した内容を板書（黒板）ノートに文章で補充することを通じて、よく復習するこ
と。（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験（90％）
　日本の経済（景気）がおかれている現状について説明することができるかを基準と
します。銀行の業務と機能について説明することができるかを基準とします。銀行と
企業の関係について資金の使い道から説明できるかを基準とします。不良債権の処理
について説明できるかを基準とします。株式の性格（性質）について説明することが
できるかを基準とします。株式の性格について派生する権利とともに説明することが
できるかを基準とします。株式会社の設立について説明できるかを基準とします。証
券会社の業務と機能について説明できるかを基準とします。株式の売買について説明
できるかを基準とします。 株価がどのような要因で変動するのかを理論を用いて説明
できるかを基準とします。会社の合併買収について説明できるかを基準とします。
平常点（10％）
　ミニッツペーパーや受講姿勢に基づく平常点（２回：10％）
※　参考までに過去10年間の定期試験は、主に、空欄補充（問１と問２：各５点×10
＝50点）と記述式（50点）で実施しています。ただし、これは参考例に過ぎず、当該
年度の試験形式を保証するものではないことはご留意ください。

◎－－－　テキスト　－－－◎

中塚晴雄　『金融論－初心者にもわかるやさしい金融論－
改訂版』（税務経理協会）2011年改訂第三版、
ISBN4-419-04738-0

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　静粛な授業環境の維持に協力してください。私語や遅刻
は注意されます。度重なる私語や極端な遅刻や居眠りは、
他の受講生の受講を妨げる行為です。また度重なる私語や
極端な遅刻や居眠りをしていては該当受講生の学習成果は
あがりません。金融論Ａは毎回の授業を前提にした学問で
すから、他の受講生の学習到達度の妨げになるだけでな
く、私語や遅刻の受講生自身の学習到達度が非常に困難に
なるので決して度重なる私語や極端な遅刻でください。
　本講義は撮影禁止です。撮影に伴うシャッタ―音や撮影
姿勢は周囲の受講生の学習を妨げる行為になります。板書
をノート可能な範囲で急がず授業をしているので決して撮
影をしないでください。
　金融論Ａ受講ののちは応用科目金融論Ｂの受講を勧めま
す。
　

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　ガイダンス　
第2回　わが国の景気とグローバリゼーション（テキスト
第1章①②）
第3回　銀行の二大業務（テキスト第2章①②）
第4回　銀行の収益（テキスト第2章③
第5回　運転資金と設備資金（テキスト第3章）
第6回　不動産担保融資（テキスト第4章）
第7回　映像資料「中小企業の新規開発と銀行融資」
第8回　信用創造（テキスト第6章）
第9回　債権譲渡とバルクセール（テキスト第４章①と補
充）
第10回　株式入門（テキスト第8章）
第11回　起業とアンダーライティング業務（テキスト第9
章）
第12回　株式投資とブローカー業務（テキスト第10章）
第13回　債券入門とDCF法（テキスト第８章）
第14回　株式市場の価格決定理論（テキスト第11章と第12
章）
第15回　企業の合併・買収と企業価値（テキスト第8章と
第22章と補充）

※　2019年度の経済情勢に応じて講義の内容と順番に、経
済現象を対象とする金融論Aの性質上、若干の変更の可能
性があることを、予めご了承下さい。



2019-4010000397-02金融論Ａ「（二部）」

中塚　晴雄

◎商学

1.日本の経済（景気）がおかれている現状について説明することができる。　
(A-2)

2.銀行の業務と機能について説明することができる。　(A-1)

3.銀行と企業の関係について資金の使い道から説明できる。　(A-1)

4.不良債権処理について説明することができる。　(A-4)

5.株式の性格（性質）について説明することができる。　(A-1)

6.株式の性格について派生する権利とともに説明することができる。　(A-1)

7.株式の性格について派生する権利とともに説明することができる。　(A-1)

8.証券会社の業務と機能について説明することができる。　(A-1)

9.株式の売買と株価について説明することができる。　(A-1)

10.株式の売買と株価について説明することができる。　(A-3)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明するこ
とができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立
案することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出するこ
とができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。



2019-4010000398-01金融論Ｂ

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

中塚　晴雄

◎－－－　概要　－－－◎

　「金融論Ｂ」は、マクロ的な視点で日本全体のマネーの流れを大きく見ていきま
す。どうして景気はよくならず、デフレから抜け出したと確実に断言できないので
しょうか。平成不況から30年近くがたってしまいました。その理由には、個々のが
んばりや企業活動や金融活動だけでは、どうにもならない大きな経済の動きが、日
本経済に影響があるからです。すなわち、社会の大きな経済の動きを学ぶことで、
個々のがんばりや企業活動や金融活動をどれほど行っても、なぜ不景気は30年間以
上も続き、デフレを抜け出すことができないのか、その理由がわかります。社会全
体の経済の動きは、単純ではなく、モノとお金が複雑かつ複合的に結びついていま
す。15回の講義で丁寧にゆっくりと誰でもわかるように懇切丁寧に講義をします。
社会人になったときに頭に入っていると役立つように、日本経済全体を見渡して景
気の現況を分析できるように、ベーシックな金融政策に必要な分析手段と政策手
法、これを理論的思考（経済と政策の流れや手順や因果関係や手段と効果）といい
ますが、この理論的な思考を「金融論Ｂ」15回の講義を通じて学びます。現実に立
脚した専門知識と理論と政策を学びましょう。2019年度に大きな影響を与えるであ
ろう日本銀行のゼロ金利政策と量的緩和策（QE）および現行の異次元緩和（QQE）
について、映像資料も踏まえて講義実施期間中フォローします。最終回では毎回の
授業を積み重ねて一つひとつ学んだ景気とデフレとおよび金融政策がどのように
なっているのか、最先端の事柄も受講生はクリアに理解することができます。それ
を踏まえて、金融政策の理論を適用してどのようなことが講義終了後の世界経済と
日本経済にもたらされるかを予測したいと思います。専門家がどのような思考方法
をもって景気の最前線で考えているのか受講生は最新の結論について何回かにわ
たって聞くこともあるでしょう。それは、テキストのはじめににも書いたように
「わかりにくい＝難しい」ではなく、世界経済と日本経済の真実は「わかりやすい
＝難しい」という研究の一側面も垣間見せられるように配慮したいと思います。こ
のような研究の最前線も取り扱いつつ、授業計画に示したようにテキストに沿って
わかりやすく、今年も講義を一歩一歩進めます。
　担当教員は、政府系金融機関で実務経験があります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本経済や地域と世界経済のおかれている経済状況を金融論の立場から説明でき
る。(知識・理解)

日本経済や地域が取り組むべき課題が何かについて金融論の立場から説明できる。
(知識・理解)

デフレと通貨価値の関係について説明できる。(知識・理解)

日本銀行の金融政策の目標と制度について説明できる。(知識・理解)

買いオペとゼロ金利政策について説明できる。(知識・理解)

量的緩和策と異次元緩和の仕組みについて説明できる。(知識・理解)

日本銀行の紙幣発券機能と紙幣の世の中への供給方法と限界について説明できる。
(知識・理解)

日本銀行の金融政策が平成不況に効かない原因を説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　指定したテキストを授業計画に示してある各回の当該章を事前に読んでおくこ
と、およびわかったところとわからないことを確認すること。（90分）
　毎回授業の冒頭に前回の授業について再度理解を深めるために確認するので、教
員が授業で記した板書（黒板）のノートと必要に基づいて講師が授業で説明を授業
中メモも加えて、教員が授業で示したテキスト本文箇所を照らし合わせ、受講生が
各々理解した内容を板書（黒板）ノートに文章で補充することを通じて、よく復習
すること。（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験（90％）
　日本経済や地域と世界経済のおかれている経済状況を金融論の立場から専門用語
を使って説明できるかを基準とする。平成不況の原因について専門用語を使って説
明できるかを基準とします。デフレと通貨価値の関係について金融政策論の立場で
説明できるかを説明できるかを基準とします。日本銀行の紙幣発券機能と紙幣の世
の中への供給方法と限界について説明できるかを基準とします。金融政策論（日本
銀行）の知識の基本的な知識と構造を身につけているかを基準とします。日本銀行
の金融政策の目標と制度について説明できるかを基準とします。買いオペとゼロ金
利政策について説明できるかを基準とします。量的緩和策と異次元緩和策について
説明できるかを基準とします。
　日本銀行の金融政策が平成不況に効かなかった原因について説明できるかを基準
とします。
平常点（10％）
　ミニッツペーパーや受講姿勢に基づく平常点（２回：10％）
※　参考までに過去10年間の定期試験は、主に、空欄補充（問１と問２：各５
点×10＝50点）と記述式（50点）で実施しています。ただし、これは参考例に過ぎ
ず、当該年度の試験形式を保証するものではないことはご留意ください。

◎－－－　テキスト　－－－◎

中塚晴雄　『金融論―初心者にもわかるやさしい金融論―
改訂版』（税務経理協会）2011年改訂第三版、
ISBN4-419-04738-0

◎－－－　参考書　－－－◎

白井さゆり『超金融緩和からの脱却』日本経済新聞出版社
　ISBN 9784622078760
河村小百合『中央銀行は持ちこたえられるか』（集英社新
書）2016年　ISBN 9784408720580

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　静粛な授業環境の維持に協力してください。私語や遅刻
は注意されます。度重なる私語や極端な遅刻や居眠りは、
他の受講生の受講を妨げる行為です。また度重なる私語や
極端な遅刻や居眠りをしていては該当受講生の学習成果は
あがりません。金融論Ｂは毎回の授業を前提にした精緻な
学問ですから、他の受講生の学習到達度の妨げになるだけ
でなく、私語や遅刻の受講生自身の学習到達度が非常に困
難になるので決して度重なる私語や極端な遅刻をしないで
ください。
　金融論Ｂ受講前に金融論Ａを受講することを望みます。
学部生の範囲で金融論Ａを基礎に応用度を高めに設定して
います。
　本講義は撮影禁止です。撮影に伴うシャッタ―音や撮影
姿勢は周囲の受講生の学習を妨げる行為になります。板書
をノート可能な範囲で急がず授業をしているので決して撮
影をしないでください。
　※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目に
ついて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　ガイダンス
第2回　バブル経済と平成不況（第1章と第19章③）
第3回　グローバリゼーション（第１章注と補充）
第4回　デフレとインフレと通貨価値（第16章）
第5回  日本銀行の発券ルールの変遷（第17章と補充）
第6回　景気と物価の関係と日本銀行の目的（第18章
①②③）
第7回　金融政策の目的と手段（第18章②）
第8回　短期金融市場（コール市場）の成立（第6章①②）
第9回　伝統的金融政策　（第19章と第20章）
第10回　ゼロ金利政策のスキームと考え方（第21章）
第11回　非伝統的金融政策（第20章③と補充）
第12回　量的緩和策のスキームと考え方（第22章）
第13回　異次元緩和のスキームと考え方（第22章と補充）
第14回　国債の発行と財政ファイナンス（第22章と補充）
第15回　最近の金融情勢と景気について（第１章①と補
充）

※　2019年度の経済情勢に応じて講義の内容と順番に、経
済現象を対象とする金融政策論の性質上、若干の変更があ
る可能性もあることを、予めご了承下さい。



2019-4010000398-01金融論Ｂ

中塚　晴雄

◎商学

1.日本経済や地域と世界経済のおかれている経済状況を金融論の立場から説明
できる。　(A-2)

2.日本経済や地域が取り組むべき課題が何かについて金融論の立場から説明で
きる。　(A-3)

3.デフレと通貨価値の関係について説明できる。　(A-2)

4.日本銀行の金融政策の目標と制度について説明できる。　(A-2)

5.買いオペとゼロ金利政策について説明できる。　(A-2)

6.量的緩和策と異次元緩和の仕組みについて説明できる。　(A-2)

7.日本銀行の紙幣発券機能と紙幣の世の中への供給方法と限界について説明で
きる。　(A-2)

8.日本銀行の金融政策が平成不況に効かない原因を説明できる。　(A-4)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明するこ
とができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立
案することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出するこ
とができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。



2019-4010000381-03経営入門「（二部）」

 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：火・二部１時限　　試験時間割：2020/01/21　夜１限　　

森田　泰暢

◎－－－　概要　－－－◎

経営学を学ぶにあたって、そもそも経営や企業活動とはどのよ
うなものかについて知っておくことは重要である。アルバイト
などで学生にとっても身近な「販売」もひとつの機能ではある
が、その他に「人事」「広報」「経営企画」「マーケティン
グ」「財務」「生産」「開発」など、様々な機能を企業は有し
ている。また、「企画」「開発」「生産」「販売」という活動
の流れも存在する。本講義では、企業における活動の流れや各
種機能および機能間の関係性や企業を取り巻く環境変化につい
て理解し、経営学理論との接点について触れることを目的とす
る。企業においてキャリアカウンセラーとして様々な職種の
方々にインタビューを行った経験を活かし、経営における各機
能について講義を行う。また企業の経営者や人事担当者にも登
壇を依頼しており、経営実務において各機能がどのように連動
し意思決定に結びつけているのかについて学ぶ機会も設けてい
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

経営と経営学理論との接点を意識することができる(知識・理
解)

企業の経営活動を説明できる(知識・理解)

企業を取り巻く環境の変化について具体的な説明ができる(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義に関連した資料を配布するので、目を通して復習すること
（45分）
講義内容に関連するニュースを調べ目を通しておくこと（45
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

レポート40％（20％を2回）と期末試験60％で評価をします。
レポートではビジネスにおける各種機能間の関係性を図で示せ
ているかどうか（20％）、企業が置かれている環境変化につい
て分析できているかどうか（20％）、期末試験では各種用語や
理論との関連性について理解できているかどうか（60％）、に
ついて問います。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは指定しません。 講義はレジュメをもとに進め
ます。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

レポートの様式および提出期限など、講義内で教員から出
される指示等については厳守をしてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

● 授業計画
第1回　  イントロダクション
第2回　  研究開発
第3回　  マーケティング
第4回　  設計・開発・デザイン
第5回　  生産活動
第6回　  営業活動
第7回　  プロセスの振り返り1（経営者の講演）
第8回　  経営企画
第9回　  経理と財務
第10回　広報と販売促進
第11回　人事と総務
第12回　情報システム
第13回　プロセスの振り返り2（人事担当者の講演）
第14回　近年の特徴的な職種や仕事
第15回　講義のまとめ



2019-4010000381-03経営入門「（二部）」

森田　泰暢

◎商学:A-1,A-2,A-3

1.経営と経営学理論との接点を意識することができる　(A-1)

2.企業の経営活動を説明できる　(A-2)

3.企業を取り巻く環境の変化について具体的な説明ができる　(A-3)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4010000396-01広告コミュニケーション

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　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　５時限　　

梅本　春夫

◎－－－　概要　－－－◎

　　本講座は、大手広告代理店での実務経験とＭＢＡ大学院で
の教授経験を基に、広告コミュニケーションにおける背景理論
と実際のケースを織り交ぜながら、広告企業がもつ課題とメ
ディアの状況、コミュニケーションによる解決策などに対する
の理解を深めていく。 　

 　具体的には、広告コミュニケーションの黎明期から、マスメ
ディアの発達、コピーライターの誕生、ラジオ、テレビの登
場、広告効果への視点、などへと続き、企業がおこなうコミュ
ニケーション活動における今日的課題としては、クロスメディ
アを含めた統合的マーケティング・コミュニケーション戦略と
ブランド戦略があげられる。商品の名前である「ブランド」を
企業資産としてとらえ直し、これを戦略的に構築するために企
業はどのようなコミュニケーション活動をおこなうのか。
　本講座では、ブランド構築に大きな役割を果たす広告と広告
会社のビジネスの具体的ケースを通じて、どのようにコミュニ
ケーション戦略が企画、策定されていくのかを理論、実践面の
双方から検討する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日常接触する広告を通じて、企業が行うマーケティング活動と
その背景、狙いに関心を向けるようになる。(知識・理解)

マーケティングミックスにおけるプロモーションの発展、変遷
を理解して、今後のメディアとコミュニケーションの方向に関
心を向けるようになる。(知識・理解)

広告会社の業務内容から、広告ビジネスの現状と課題について
理解できるようになる。(知識・理解)

企業が社会、消費者に向けて発信するメッセージの意図や意味
について、関心を向けるようになる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業当初は印刷資料を配付するが、「４.コミュニケーション
はマーケティングの下位概念か？」以降は、講義資料を資料を
アップロードするので、事前に印刷して内容の確認をしておく
こと。このための参考資料としては。広告論については参考書
『よくわかる現代マーケティング（９章）』『マーケティン
グ・コミュニケーションと広告』、ブランド論については『よ
くわかる現代マーケティング（４章、５章）』『日本型ブラン
ド優位戦略』が参考となる。予習、復習の目安として１回の授
業に対して９０分程度の予復習が望ましい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　単なる理論だけでなく、現場で起こっているケースなど、授
業において解説した広告コミュニケーションやマーケティン
グ・コミュニケーションに関して知っておくべきポイントにつ
いて理解できているかを成績評価の基準とする。
　その成績評価については、定期試験（筆記試験）の成績で評
価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

授業は、大手広告代理店の実例を交えた解説とプリントの
配布によって進めるが、授業の背景確認や体系的議論を確
認したい場合には、参考書『マーケティング・コミュニ
ケーションと広告』と『日本型ブランド優位戦略』を参照
ください。また、授業内容の一部は、『よくわかる現代
マーケティング』４章９章に掲載されています。

◎－－－　参考書　－－－◎

『マーケティング・コミュニケーションと広告』　ISBN
978-4-8429-1671-2
『日本型ブランド優位戦略』　ISBN 4-478-50175-0
『よくわかる現代マーケティング』　ISBN
978-4-623-07975-9

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　マーケティングに関する知識があると授業内容を理解し
やすいが、本講座でも、マーケティングに関する基礎的内
容は説明するので、マーケティング知識のない者も受講可
能である。

※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につ
いて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

広告ビジネスの現状とマーケティング・コミュニケーショ
ンの課題
１．広告代理店の構造と実態
２．広告黎明期と広告ビジネスの誕生
３．マーケティングの登場と広告ビジネス
４．コミュニケーションはマーケティングの下位概念か？
５．広告表現のガラパゴス化
６．広告とコンシューマ・インサイト
７．広告と景気の関係
８．新聞広告で知る広告効率の視点
９．広告のコスト視点とテレビ広告
10．変動するメディアとマス広告
11．クロスメディアとは何か。
12．インターネット広告の登場とクロスメディア
13．消費者に向けられていない広告の現状
14．コミュニケーション理論と広告効果
15．新しい広告コミュニケーションの方向



2019-4010000396-01広告コミュニケーション

梅本　春夫

◎商学:A-2,A-3,A-4

1.日常接触する広告を通じて、企業が行うマーケティング活動とその背景、狙
いに関心を向けるようになる。　(A-2)

2.マーケティングミックスにおけるプロモーションの発展、変遷を理解して、
今後のメディアとコミュニケーションの方向に関心を向けるようになる。　
(A-4)

3.広告会社の業務内容から、広告ビジネスの現状と課題について理解できるよ
うになる。　(A-3)

4.企業が社会、消費者に向けて発信するメッセージの意図や意味について、関
心を向けるようになる。　(A-4)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明することがで
きる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができる。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理論
的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解している。
(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発見
することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関す
る理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案す
ることができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連携
したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術等
を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する姿
勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動を
とることができる。

◎経営:A-2,A-3

1.日常接触する広告を通じて、企業が行うマーケティング活動とその背景、狙
いに関心を向けるようになる。　(A-2)

2.マーケティングミックスにおけるプロモーションの発展、変遷を理解して、
今後のメディアとコミュニケーションの方向に関心を向けるようになる。

3.広告会社の業務内容から、広告ビジネスの現状と課題について理解できるよ
うになる。　(A-3)

4.企業が社会、消費者に向けて発信するメッセージの意図や意味について、関
心を向けるようになる。

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4010000396-01広告コミュニケーション

梅本　春夫

◎貿易:A-2,A-3

1.日常接触する広告を通じて、企業が行うマーケティング活動とその背景、狙
いに関心を向けるようになる。　(A-2)

2.マーケティングミックスにおけるプロモーションの発展、変遷を理解して、
今後のメディアとコミュニケーションの方向に関心を向けるようになる。

3.広告会社の業務内容から、広告ビジネスの現状と課題について理解できるよ
うになる。　(A-3)

4.企業が社会、消費者に向けて発信するメッセージの意図や意味について、関
心を向けるようになる。

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。



2019-4010000396-02広告コミュニケーション「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・二部１時限　　試験時間割：2020/01/21　夜１限　　

梅本　春夫

◎－－－　概要　－－－◎

　　本講座は、大手広告代理店での実務経験とＭＢＡ大学院で
の教授経験を基に、広告コミュニケーションにおける背景理論
と実際のケースを織り交ぜながら、広告企業がもつ課題とメ
ディアの状況、コミュニケーションによる解決策などに対する
の理解を深めていく。 　

 　具体的には、広告コミュニケーションの黎明期から、マスメ
ディアの発達、コピーライターの誕生、ラジオ、テレビの登
場、広告効果への視点、などへと続き、企業がおこなうコミュ
ニケーション活動における今日的課題としては、クロスメディ
アを含めた統合的マーケティング・コミュニケーション戦略と
ブランド戦略があげられる。商品の名前である「ブランド」を
企業資産としてとらえ直し、これを戦略的に構築するために企
業はどのようなコミュニケーション活動をおこなうのか。
　本講座では、ブランド構築に大きな役割を果たす広告と広告
会社のビジネスの具体的ケースを通じて、どのようにコミュニ
ケーション戦略が企画、策定されていくのかを理論、実践面の
双方から検討する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日常接触する広告を通じて、企業が行うマーケティング活動と
その背景、狙いに関心を向けるようになる。 (知識・理解)

マーケティングミックスにおけるプロモーションの発展、変遷
を理解して、今後のメディアとコミュニケーションの方向に関
心を向けるようになる。(知識・理解)

広告会社の業務内容から、広告ビジネスの現状と課題について
理解できるようになる。(知識・理解)

企業が社会、消費者に向けて発信するメッセージの意図や意味
について、関心を向けるようになる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業当初は印刷資料を配付するが、「４.コミュニケーション
はマーケティングの下位概念か？」以降は、講義資料を資料を
アップロードするので、事前に印刷して内容の確認をしておく
こと。このための参考資料としては。広告論については参考書
『よくわかる現代マーケティング（９章）』『マーケティン
グ・コミュニケーションと広告』、ブランド論については『よ
くわかる現代マーケティング（４章、５章）』『日本型ブラン
ド優位戦略』が参考となる。予習、復習の目安として１回の授
業に対して９０分程度の予復習が望ましい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　単なる理論だけでなく、現場で起こっているケースなど、授
業において解説した広告コミュニケーションやマーケティン
グ・コミュニケーションに関して知っておくべきポイントにつ
いて理解できているかを成績評価の基準とする。
　その成績評価については、定期試験（筆記試験）の成績で評
価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

授業は、大手広告代理店の実例を交えた解説とプリントの
配布によって進めるが、授業の背景確認や体系的議論を確
認したい場合には、参考書『マーケティング・コミュニ
ケーションと広告』と『日本型ブランド優位戦略』を参照
ください。また、授業の一部は『よくわかる現代マーケ
ティング』４章９章に紹介されています。

◎－－－　参考書　－－－◎

『マーケティング・コミュニケーションと広告』　ISBN
978-4-8429-1671-2
『日本型ブランド優位戦略』　ISBN 4-478-50175-0
『よくわかる現代マーケティング』　ISBN
978-4-623-07975-9

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　マーケティングに関する知識があると授業内容を理解し
やすいが、本講座でも、マーケティングに関する基礎的内
容は説明するので、マーケティング知識のない者も受講可
能である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

広告ビジネスの現状とマーケティング・コミュニケーショ
ンの課題
１．広告代理店の構造と実態
２．広告黎明期と広告ビジネスの誕生
３．マーケティングの登場と広告ビジネス
４．コミュニケーションはマーケティングの下位概念か？
５．広告表現のガラパゴス化
６．広告とコンシューマ・インサイト
７．広告と景気の関係
８．新聞広告で知る広告効率の視点
９．広告のコスト視点とテレビ広告
10．変動するメディアとマス広告
11．クロスメディアとは何か。
12．インターネット広告の登場とクロスメディア
13．消費者に向けられていない広告の現状
14．コミュニケーション理論と広告効果
15．新しい広告コミュニケーションの方向



2019-4010000396-02広告コミュニケーション「（二部）」

梅本　春夫

◎商学:A-2,A-3

1.日常接触する広告を通じて、企業が行うマーケティング活動とその背景、狙
いに関心を向けるようになる。 　(A-2)

2.マーケティングミックスにおけるプロモーションの発展、変遷を理解して、
今後のメディアとコミュニケーションの方向に関心を向けるようになる。　
(A-3)

3.広告会社の業務内容から、広告ビジネスの現状と課題について理解できるよ
うになる。　(A-3)

4.企業が社会、消費者に向けて発信するメッセージの意図や意味について、関
心を向けるようになる。　(A-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4010000340-02サービス産業論「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・二部１時限　　試験時間割：2020/01/24　夜１限　　

田村　馨

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義はサービスビジネスにおけるマネジメントについて、①
サービス財の特性、②生産性問題、③ダイバーシティ経営、④デジ
タル革命との関連を柱に明らかにしていくつもりです。サービスビ
ジネスはモノが主体のビジネスと根本的に異なります。ということ
はマネジメントもモノ主体のビジネスにおけるマネジメントとは違
うはずです。そのためにはサービスとは何かを正確に認識する必要
があります（①）。その結果導かれるのがサービスビジネスの生産
性問題です（②）。生産性問題は非常に大切なところですが、理解
するのが一番難しいところかもしれません。サービスビジネスにお
ける生産性問題を解決する突破口の１つがダイバーシティ経営です
（③）。ここでは女性の社会進出やワークライフバランスなどの問
題にもふれます。最後にサービスビジネスのあり方そのものを大き
く変えかねないデジタル革命について解説を進めます。AI（人工知
能）やIoTはサービスビジネスをどのように変えるインパクト要因
なのか、その結果マネジメントはどう変わらざるを得ないかを議論
します。
　サービスに関わるビジネスはきわめて実践的な事業・活動なの
で、そこに携わる個人や企業には種々のノウハウを総合的に応用す
る力が必要です。そのためには、たくさんの細かな知識の習得より
も、核となる理論や知識の修得が何よりも重要です。　講義では、
現実のダイナミックな動き、複雑な要因が絡む現場の実態やそこで
要請されるノウハウ、センスなどの情報が提供されるでしょう。次
の講義の予告を毎回するので関連するサイトや文献を事前に学習
し、講義中にお知らせするサイトや文献による事後学習をおすすめ
します。

【担当者が実務経験者の授業科目】
・中央官庁、民間のコンサルティングファームでの勤務経験を活か
し、理論と実践の橋渡しがどのように行われるか、あるいはどのよ
うに行うべきかに関して解説します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

サービスビジネスにマネジメントが求められている理由を経済社会
状況の観点から説明できる。(知識・理解)

サービスビジネスが取り組むべき課題についてマネジメントの観点
から説明できる。(知識・理解)

サービスビジネスの進むべき方向についてマネジメントの観点から
説明できる。(知識・理解)

サービスビジネスに必要なマネジメントの実践例を事例を素材に説
明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・次回の講義に向けて紹介するネット上の情報、記事、文献に目を
通すことを前提に講義は進めます（予習180分）。
・講義中に素材にしたケースや理論に関する記事、文献、動画等の
復習し講義を振り返ることが必要です（復習180分）。
・サービスマネジメントに関する概念、理論、フレームワークを文
献や記事で継続的に学ぶことが求められます（通常学習180分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の結果で評価します。割合は１００％。評価基準は
「サービスビジネスの特徴、現状と課題を理解すると同時に、生産
性問題、ダイバーシティ経営、デジタル革命との関連でマネジメン
トやサービスビジネス自体がどのような変革を迫られているかを第
三者に説明できる」です。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　使用しません。

◎－－－　参考書　－－－◎

　参考文献は講義の中で紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義は、通して受講することで理解が促されるように設計
されているので、毎回受講されることを望みます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　サービスビジネスとマネジメント
２　サービス財の特性とサービス化のメカニズム
３　サービスビジネスを媒体モデルで理解する１
４　サービスビジネスを媒体モデルで理解する２
５　サービスビジネスにおける生産性問題１
６　サービスビジネスにおける生産性問題２
７　日本型就業形態と女性の社会進出
８　生産性とワークライフバランス
９　生産性と組織の学習能力
10　組織の学習能力とダイバーシティ経営
11　デジタル革命のインパクト１
12　デジタル革命のインパクト２
13　マネジメントとサービスイノベーション１
14　マネジメントとサービスイノベーション２
15　リフレクション
（講義の順番や中身は進行状況によって変わる場合があり
ます。）



2019-4010000340-02サービス産業論「（二部）」

田村　馨

◎商学

1.サービスビジネスにマネジメントが求められている理由を経済社会状況の観
点から説明できる。　(A-2)

2.サービスビジネスが取り組むべき課題についてマネジメントの観点から説明
できる。　(A-3)

3.サービスビジネスの進むべき方向についてマネジメントの観点から説明でき
る。　(A-4)

4.サービスビジネスに必要なマネジメントの実践例を事例を素材に説明でき
る。　(A-5)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明するこ
とができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立
案することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出するこ
とができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。



2019-4010000340-01サービス産業論

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・１時限　　試験時間割：2020/01/22　３時限　　

田村　馨

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義はサービスビジネスにおけるマネジメントについて、①
サービス財の特性、②生産性問題、③ダイバーシティ経営、④デジ
タル革命との関連を柱に明らかにしていくつもりです。サービスビ
ジネスはモノが主体のビジネスと根本的に異なります。ということ
はマネジメントもモノ主体のビジネスにおけるマネジメントとは違
うはずです。そのためにはサービスとは何かを正確に認識する必要
があります（①）。その結果導かれるのがサービスビジネスの生産
性問題です（②）。生産性問題は非常に大切なところですが、理解
するのが一番難しいところかもしれません。サービスビジネスにお
ける生産性問題を解決する突破口の１つがダイバーシティ経営です
（③）。ここでは女性の社会進出やワークライフバランスなどの問
題にもふれます。最後にサービスビジネスのあり方そのものを大き
く変えかねないデジタル革命について解説を進めます。AI（人工知
能）やIoTはサービスビジネスをどのように変えるインパクト要因
なのか、その結果マネジメントはどう変わらざるを得ないかを議論
します。
　サービスに関わるビジネスはきわめて実践的な事業・活動なの
で、そこに携わる個人や企業には種々のノウハウを総合的に応用す
る力が必要です。そのためには、たくさんの細かな知識の習得より
も、核となる理論や知識の修得が何よりも重要です。　講義では、
現実のダイナミックな動き、複雑な要因が絡む現場の実態やそこで
要請されるノウハウ、センスなどの情報が提供されるでしょう。次
の講義の予告を毎回するので関連するサイトや文献を事前に学習
し、講義中にお知らせするサイトや文献による事後学習をおすすめ
します。

【担当者が実務経験者の授業科目】
・中央官庁、民間のコンサルティングファームでの勤務経験を活か
し、理論と実践の橋渡しがどのように行われるか、あるいはどのよ
うに行うべきかに関して解説します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

サービスビジネスにマネジメントが求められている理由を経済社会
状況の観点から説明できる。(知識・理解)

サービスビジネスが取り組むべき課題についてマネジメントの観点
から説明できる。(知識・理解)

サービスビジネスの進むべき方向についてマネジメントの観点から
説明できる。(知識・理解)

サービスビジネスに必要なマネジメントの実践例を事例を素材に説
明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・次回の講義に向けて紹介するネット上の情報、記事、文献に目を
通すことを前提に講義は進めます（予習180分）。
・講義中に素材にしたケースや理論に関する記事、文献、動画等を
復習し講義を振り返ることが必要です（復習180分）。
・サービスマネジメントに関する概念、理論、フレームワークを文
献や記事で継続的に学ぶことが求められます（通常学習180分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の結果で評価します。割合は１００％。評価基準は
「サービスビジネスの特徴、現状と課題を理解すると同時に、生産
性問題、ダイバーシティ経営、デジタル革命との関連でマネジメン
トやサービスビジネス自体がどのような変革を迫られているかを第
三者に説明できる」です。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　使用しません。

◎－－－　参考書　－－－◎

　参考文献は講義の中で紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義は、通して受講することで理解が促されるように設計
されているので、毎回受講されることを望みます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　サービスビジネスとマネジメント
２　サービス財の特性とサービス化のメカニズム
３　サービスビジネスを媒体モデルで理解する１
４　サービスビジネスを媒体モデルで理解する２
５　サービスビジネスにおける生産性問題１
６　サービスビジネスにおける生産性問題２
７　日本型就業形態と女性の社会進出
８　生産性とワークライフバランス
９　生産性と組織の学習能力
10　組織の学習能力とダイバーシティ経営
11　デジタル革命のインパクト１
12　デジタル革命のインパクト２
13　マネジメントとサービスイノベーション１
14　マネジメントとサービスイノベーション２
15　リフレクション
（講義の順番や中身は進行状況によって変わる場合があり
ます。）



2019-4010000340-01サービス産業論

田村　馨

◎商学

1.サービスビジネスにマネジメントが求められている理由を経済社会状況の観
点から説明できる。　(A-2)

2.サービスビジネスが取り組むべき課題についてマネジメントの観点から説明
できる。　(A-3)

3.サービスビジネスの進むべき方向についてマネジメントの観点から説明でき
る。　(A-4)

4.サービスビジネスに必要なマネジメントの実践例を事例を素材に説明でき
る。　(A-5)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明するこ
とができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立
案することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出するこ
とができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。



2019-4010000603-01サービスマネジメント

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・１時限　　試験時間割：2020/01/22　３時限　　

田村　馨

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義はサービスビジネスにおけるマネジメントについて、①
サービス財の特性、②生産性問題、③ダイバーシティ経営、④デジ
タル革命との関連を柱に明らかにしていくつもりです。サービスビ
ジネスはモノが主体のビジネスと根本的に異なります。ということ
はマネジメントもモノ主体のビジネスにおけるマネジメントとは違
うはずです。そのためにはサービスとは何かを正確に認識する必要
があります（①）。その結果導かれるのがサービスビジネスの生産
性問題です（②）。生産性問題は非常に大切なところですが、理解
するのが一番難しいところかもしれません。サービスビジネスにお
ける生産性問題を解決する突破口の１つがダイバーシティ経営です
（③）。ここでは女性の社会進出やワークライフバランスなどの問
題にもふれます。最後にサービスビジネスのあり方そのものを大き
く変えかねないデジタル革命について解説を進めます。AI（人工知
能）やIoTはサービスビジネスをどのように変えるインパクト要因な
のか、その結果マネジメントはどう変わらざるを得ないかを議論し
ます。
　サービスに関わるビジネスはきわめて実践的な事業・活動なの
で、そこに携わる個人や企業には種々のノウハウを総合的に応用す
る力が必要です。そのためには、たくさんの細かな知識の習得より
も、核となる理論や知識の修得が何よりも重要です。　講義では、
現実のダイナミックな動き、複雑な要因が絡む現場の実態やそこで
要請されるノウハウ、センスなどの情報が提供されるでしょう。次
の講義の予告を毎回するので関連するサイトや文献を事前に学習
し、講義中にお知らせするサイトや文献による事後学習をおすすめ
します。

【担当者が実務経験者の授業科目】
・中央官庁、民間のコンサルティングファームでの勤務経験を活か
し、理論と実践の橋渡しがどのように行われるか、あるいはどのよ
うに行うべきかに関して解説します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

サービスビジネスにマネジメントが求められている理由を経済社会
状況の観点から説明できる。(知識・理解)

サービスビジネスが取り組むべき課題についてマネジメントの観点
から説明できる。(知識・理解)

サービスビジネスの進むべき方向についてマネジメントの観点から
説明できる。(知識・理解)

サービスビジネスに必要なマネジメントの実践例を事例を素材に説
明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・次回の講義に向けて紹介するネット上の情報、記事、文献に目を
通すことを前提に講義は進めます（予習180分）。
・講義中に素材にしたケースや理論に関する記事、文献、動画等を
復習し講義を振り返ることが必要です（復習180分）。
・サービスマネジメントに関する概念、理論、フレームワークを文
献や記事で継続的に学ぶことが求められます（通常学習180分）。
　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の結果で評価します。割合は１００％。評価基準は
「サービスビジネスの特徴、現状と課題を理解すると同時に、生産
性問題、ダイバーシティ経営、デジタル革命との関連でマネジメン
トやサービスビジネス自体がどのような変革を迫られているかを第
三者に説明できる」です。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　使用しません。

◎－－－　参考書　－－－◎

　参考文献は講義の中で紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義は、通して受講することで理解が促されるように設計
されているので、毎回受講されることを望みます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　サービスビジネスとマネジメント
２　サービス財の特性とサービス化のメカニズム
３　サービスビジネスを媒体モデルで理解する１
４　サービスビジネスを媒体モデルで理解する２
５　サービスビジネスにおける生産性問題１
６　サービスビジネスにおける生産性問題２
７　日本型就業形態と女性の社会進出
８　生産性とワークライフバランス
９　生産性と組織の学習能力
10　組織の学習能力とダイバーシティ経営
11　デジタル革命のインパクト１
12　デジタル革命のインパクト２
13　マネジメントとサービスイノベーション１
14　マネジメントとサービスイノベーション２
15　リフレクション
（講義の順番や中身は進行状況によって変わる場合があり
ます。）



2019-4010000603-01サービスマネジメント

田村　馨

◎商学:A-2,A-3,A-4

1.サービスビジネスにマネジメントが求められている理由を経済社会状況の観
点から説明できる。　(A-2)

2.サービスビジネスが取り組むべき課題についてマネジメントの観点から説明
できる。　(A-3)

3.サービスビジネスの進むべき方向についてマネジメントの観点から説明でき
る。　(A-4)

4.サービスビジネスに必要なマネジメントの実践例を事例を素材に説明でき
る。　(A-2)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明することがで
きる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができる。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理論
的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解している。
(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発見
することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関す
る理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案す
ることができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連携
したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術等
を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する姿
勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動を
とることができる。

◎経営:A-2,A-3

1.サービスビジネスにマネジメントが求められている理由を経済社会状況の観
点から説明できる。　(A-2)

2.サービスビジネスが取り組むべき課題についてマネジメントの観点から説明
できる。　(A-3)

3.サービスビジネスの進むべき方向についてマネジメントの観点から説明でき
る。　(A-3)

4.サービスビジネスに必要なマネジメントの実践例を事例を素材に説明でき
る。　(A-2)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4010000603-01サービスマネジメント

田村　馨

◎貿易:A-2,A-3

1.サービスビジネスにマネジメントが求められている理由を経済社会状況の観
点から説明できる。　(A-2)

2.サービスビジネスが取り組むべき課題についてマネジメントの観点から説明
できる。　(A-3)

3.サービスビジネスの進むべき方向についてマネジメントの観点から説明でき
る。　(A-3)

4.サービスビジネスに必要なマネジメントの実践例を事例を素材に説明でき
る。　(A-2)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。



2019-4010000603-02サービスマネジメント「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・二部１時限　　試験時間割：2020/01/24　夜１限　　

田村　馨

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義はサービスビジネスにおけるマネジメントについて、①
サービス財の特性、②生産性問題、③ダイバーシティ経営、④デジ
タル革命との関連を柱に明らかにしていくつもりです。サービスビ
ジネスはモノが主体のビジネスと根本的に異なります。ということ
はマネジメントもモノ主体のビジネスにおけるマネジメントとは違
うはずです。そのためにはサービスとは何かを正確に認識する必要
があります（①）。その結果導かれるのがサービスビジネスの生産
性問題です（②）。生産性問題は非常に大切なところですが、理解
するのが一番難しいところかもしれません。サービスビジネスにお
ける生産性問題を解決する突破口の１つがダイバーシティ経営です
（③）。ここでは女性の社会進出やワークライフバランスなどの問
題にもふれます。最後にサービスビジネスのあり方そのものを大き
く変えかねないデジタル革命について解説を進めます。AI（人工知
能）やIoTはサービスビジネスをどのように変えるインパクト要因
なのか、その結果マネジメントはどう変わらざるを得ないかを議論
します。
　サービスに関わるビジネスはきわめて実践的な事業・活動なの
で、そこに携わる個人や企業には種々のノウハウを総合的に応用す
る力が必要です。そのためには、たくさんの細かな知識の習得より
も、核となる理論や知識の修得が何よりも重要です。　講義では、
現実のダイナミックな動き、複雑な要因が絡む現場の実態やそこで
要請されるノウハウ、センスなどの情報が提供されるでしょう。次
の講義の予告を毎回するので関連するサイトや文献を事前に学習
し、講義中にお知らせするサイトや文献による事後学習をおすすめ
します。

【担当者が実務経験者の授業科目】
・中央官庁、民間のコンサルティングファームでの勤務経験を活か
し、理論と実践の橋渡しがどのように行われるか、あるいはどのよ
うに行うべきかに関して解説します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

サービスビジネスにマネジメントが求められている理由を経済社会
状況の観点から説明できる。(知識・理解)

サービスビジネスが取り組むべき課題についてマネジメントの観点
から説明できる。(知識・理解)

サービスビジネスの進むべき方向についてマネジメントの観点から
説明できる。(知識・理解)

サービスビジネスに必要なマネジメントの実践例を事例を素材に説
明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・次回の講義に向けて紹介するネット上の情報、記事、文献に目を
通すことを前提に講義は進めます（予習180分）。
・講義中に素材にしたケースや理論に関する記事、文献、動画等の
復習し講義を振り返ることが必要です（復習180分）。
・サービスマネジメントに関する概念、理論、フレームワークを文
献や記事で継続的に学ぶことが求められます（通常学習180分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の結果で評価します。割合は１００％。評価基準は
「サービスビジネスの特徴、現状と課題を理解すると同時に、生産
性問題、ダイバーシティ経営、デジタル革命との関連でマネジメン
トやサービスビジネス自体がどのような変革を迫られているかを第
三者に説明できる」です。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　使用しません。

◎－－－　参考書　－－－◎

　参考文献は講義の中で紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義は、通して受講することで理解が促されるように設計
されているので、毎回受講されることを望みます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　サービスビジネスとマネジメント
２　サービス財の特性とサービス化のメカニズム
３　サービスビジネスを媒体モデルで理解する１
４　サービスビジネスを媒体モデルで理解する２
５　サービスビジネスにおける生産性問題１
６　サービスビジネスにおける生産性問題２
７　日本型就業形態と女性の社会進出
８　生産性とワークライフバランス
９　生産性と組織の学習能力
10　組織の学習能力とダイバーシティ経営
11　デジタル革命のインパクト１
12　デジタル革命のインパクト２
13　マネジメントとサービスイノベーション１
14　マネジメントとサービスイノベーション２
15　リフレクション
（講義の順番や中身は進行状況によって変わる場合があり
ます。）



2019-4010000603-02サービスマネジメント「（二部）」

田村　馨

◎商学:A-2,A-3

1.サービスビジネスにマネジメントが求められている理由を経済社会状況の観
点から説明できる。　(A-2)

2.サービスビジネスが取り組むべき課題についてマネジメントの観点から説明
できる。　(A-3)

3.サービスビジネスの進むべき方向についてマネジメントの観点から説明でき
る。　(A-3)

4.サービスビジネスに必要なマネジメントの実践例を事例を素材に説明でき
る。　(A-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4010000604-01サービスマーケティング

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・１時限　　試験時間割：2019/07/27　３時限　　

田村　馨

◎－－－　概要　－－－◎

　サービスマーケティングでは、サービスビジネスやサービス
産業に必要なマーケティングについて解説していきます。具体
的には、事例を素材にしたケーススタディと理論的な説明を織
り交ぜながら進めます。事例として取り上げるのは、大学生に
とって馴染みがある観光産業や集客産業ですが、ネット関係の
サービスビジネスも事例として紹介していくつもりです。
　モノのマーケティングとサービスのマーケティングは根本的
に異なります。モノのマーケティングに慣れた方にはゼロベー
スで講義に臨むことを期待します。また、サービス関係の研究
や講義では一般的なモノとサービスを対比的にとらえる認識も
講義では乗り越えるべき「固定観念」と位置付けられます。時
代が大きく変わる中、マーケティングそのものも変わらざるを
得ません。
　講義では、サービスマーケティングをめぐる現実のダイナ
ミックな動き、複雑な要因が絡む現場の実態やそこで要請され
るノウハウ、センスなどの情報が提供されるでしょう。
　次の講義の予告を毎回するので関連するサイトや文献を事前
に学習し、講義中にお知らせするサイトや文献による事後学習
をおすすめします。

【担当者が実務経験者の授業科目】
・中央官庁、民間のコンサルティングファームでの勤務経験を
活かし、理論と実践の橋渡しがどのように行われるか、あるい
はどのように行うべきかに関して解説します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

サービスビジネスにマーケティングが求められている理由を経
済社会状況の観点から説明できる。(知識・理解)

サービスビジネスが取り組むべき課題についてマーケティング
の観点から説明できる。(知識・理解)

サービスビジネスの進むべき方向についてマーケティングの観
点から説明できる。(知識・理解)

サービスビジネスに必要なマーケティングの実践例を事例を素
材に説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・次回の講義に向けて紹介するネット上の情報、記事、文献に
目を通すことを前提に講義は進めます（予習180分）。
・講義中に素材にしたケースや理論に関する記事、文献、動画
等を復習し講義を振り返ることが必要です（復習180分）。
・マーケティングに関する概念、理論、フレームワークを文献
や記事で継続的に学ぶことが求められます（通常学習180
分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の結果で評定します。割合は１００％です。評価基
準は「サービスビジネスの特徴をその現状と課題から理解し、
モノのマーケティングとは違う新しいマーケティングがサービ
スビジネスに必要であることを解説できると同時に、サービス
マーケティングがどういうものであるかを先入観、固定観念に
縛られず説明できる」です。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しません。

◎－－－　参考書　－－－◎

　参考文献は講義の中で紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義は、通して受講することで理解が促されるように設計
されているので、毎回受講されることを望みます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　サービスビジネスとは何か
２　サービスとは何か―サービスの特性１
３　サービスとは何か－サービスの特性２
４　サービスマーケティングとは何か－理論編１
５　サービスマーケティングとは何か－理論編２
６　ケーススタディ：スポーツ観戦ビジネス
７　ケーススタディ：ニセコ
８　ケーススタディ：黒川温泉
９　ケーススタディ：旅館再生
10　ケーススタディ：日本型ホスピタリティ
11　ケーススタディ：日本型インバウンド戦略
12　ケーススタディ：スタジアムビジネス
13　サービスマーケティングと価値共創
14　サービスマーケティングの進化
15　講義の振り返り
（講義の順番や中身は受講生の関心やその時々のトピック
ス、ニュースなどによって変わる場合があります。）



2019-4010000604-01サービスマーケティング

田村　馨

◎商学:A-2,A-3,A-4

1.サービスビジネスにマーケティングが求められている理由を経済社会状況の
観点から説明できる。　(A-2)

2.サービスビジネスが取り組むべき課題についてマーケティングの観点から説
明できる。　(A-3)

3.サービスビジネスの進むべき方向についてマーケティングの観点から説明で
きる。　(A-4)

4.サービスビジネスに必要なマーケティングの実践例を事例を素材に説明でき
る。　(A-2)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明することがで
きる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができる。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理論
的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解している。
(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発見
することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関す
る理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案す
ることができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連携
したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術等
を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する姿
勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動を
とることができる。

◎経営:A-2,A-3

1.サービスビジネスにマーケティングが求められている理由を経済社会状況の
観点から説明できる。　(A-2)

2.サービスビジネスが取り組むべき課題についてマーケティングの観点から説
明できる。　(A-3)

3.サービスビジネスの進むべき方向についてマーケティングの観点から説明で
きる。　(A-3)

4.サービスビジネスに必要なマーケティングの実践例を事例を素材に説明でき
る。　(A-2)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4010000604-01サービスマーケティング

田村　馨

◎貿易:A-2,A-3

1.サービスビジネスにマーケティングが求められている理由を経済社会状況の
観点から説明できる。　(A-2)

2.サービスビジネスが取り組むべき課題についてマーケティングの観点から説
明できる。　(A-3)

3.サービスビジネスの進むべき方向についてマーケティングの観点から説明で
きる。　(A-3)

4.サービスビジネスに必要なマーケティングの実践例を事例を素材に説明でき
る。　(A-2)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。

◎商学:A-2,A-3

1.サービスビジネスにマーケティングが求められている理由を経済社会状況の
観点から説明できる。　(A-2)

2.サービスビジネスが取り組むべき課題についてマーケティングの観点から説
明できる。　(A-3)

3.サービスビジネスの進むべき方向についてマーケティングの観点から説明で
きる。　(A-3)

4.サービスビジネスに必要なマーケティングの実践例を事例を素材に説明でき
る。　(A-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4010000188-02消費者行動論「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・二部２時限　　試験時間割：2019/07/25　夜２限　　

太宰　潮

◎－－－　概要　－－－◎

基本的に学生の皆さんは、これから何らかの仕事や職に就く人、もしく
は既にアルバイト等で仕事に就いている人が多いと思います。仕事の基
本の形とは、自分や自分が所属する機関が提供する何らかの製品・サー
ビスを、お客さんや一般の人に提供することです。そのときに、提供さ
れる側、つまり消費者のことを、もっと広く言えば、“相手のこと”を
考えることはとても大事です。

本講義では、「消費者」がどのような「行動」をするかについて、今ま
でわかっている知識や消費者の捉え方を講義します。また、消費者行動
を実際のマーケティング戦略へ応用することについても紹介していきま
す。この講義で得た知識をアルバイト先や就職活動で活かしたケースも
積極的に紹介していきます。ぜひ、得た知識を応用することを念頭にお
いて講義を受けてください。

内容については授業計画の通りです。主に、消費者が商品やサービスを
購入するときの「内的な（＝消費者側の）要因」、「外的な（＝環境な
ど、消費者の外にある）要因」、「意思決定をどのように行っていく
か」などのテーマを扱う予定です。

講義中は聴講者に問いかけながら講義を進めます。これは、受講する学
生の皆さんの自発的・積極的な姿勢を少しでも引き出すためです。尋ね
られた場合は自分の思うことをどんどん発言してください。また尋ねら
れなくても、皆さんの側から尋ねてもらって構いません。常に講義内容
について考え、自分の意見を持っている癖をつけていてください。

なお、授業の進捗によって、授業の構成を一部変更することがありま
す。ご了承ください。

また、BtoCでマーケティング実務を行う方の招聘も予定している。

◎－－－　到達目標　－－－◎

内的要因や外的要因などを学ぶことで、企業として消費者に製品やサー
ビスを提供する立場となった際、どのようなことに気をつけるべきかを
説明できる（例えば基本である「デモグラフィック要因」が説明できる
など）。(知識・理解)

消費者の行動は「人間の原理」に基づいていること（例：知覚のメカニ
ズムによって微細な価格変動が無視されること、人の記憶容量に限界が
あること）を説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

プリントを配布しながら講義を進めますが、毎回講義の最後には、要点
を３つ以内にまとめます。講義がはじまる前には、前週にやったことの
要点をしっかり復習していてください。講義内でも、それより以前の内
容を問いかけることがしばしばあります。

以前の内容を問いかけたり、以前の内容を踏まえて発展した学習内容で
あったりするので、講義内容の主に復習を１時間程度しておくことが望
ましいです。講義とは別に、大学の活用法や挑戦の機会の紹介も行うこ
とがありますが、その時間でそうしたことを振り返ってもらえることも
理想です。また、回によっては事前の予習を支持するときもあります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験：85％、平常点（ミニッツペーパー等）：15％を基準としま
す。
当然試験内容は都度変わりますが、基本的には講義内容（例えば消費の
内的要因や外的要因、消費者間のインタラクションの具体的内容や事例
等）を理解し、それを正確に説明できたり、それを踏まえた設問に回答
できるかが評価の基準になります。
講義内容をより深めるための質問など、積極的な講義への参加を加点す
る場合もあります。
尚、然るべき理由がなく欠席を重ねる人には、厳正に対処します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは用いません。適宜プリントを配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

青木幸弘、新倉貴士、佐々木壮太郎、松下光司（2012）
『消費者行動論--マーケティングとブランド構築への応
用』　有斐閣　ISBN-13: 978-4641124639
田中洋（2008）『消費者行動論体系』　中央経済社　
ISBN-13:978-4502662300
清水聰（1999）『新しい消費者行動』　千倉書房　
ISBN-13:978-4805107638

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

より内容の理解を深めるためにも、本講義と併せてマーケ
ティング関連の科目を履修することをお勧めします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．イントロダクション
2．消費者行動論の歴史と発展の経緯
3．モチベーション・リサーチ
4．消費者の外的要因(1)
5．消費者の外的要因(2)
6．消費者の意思決定プロセス
7．消費者の内的要因(1)
8．消費者の内的要因(2)
9．消費者の内的要因(3)
10．消費者の内的要因(4)
11．消費者間のインタラクション
12．行動経済学と消費者行動論
13．消費者行動と「ビッグデータ」
14．消費者のメディア接触
15．まとめ



2019-4010000188-02消費者行動論「（二部）」

太宰　潮

◎商学:A-2,A-3

1.内的要因や外的要因などを学ぶことで、企業として消費者に製品やサービス
を提供する立場となった際、どのようなことに気をつけるべきかを説明できる
（例えば基本である「デモグラフィック要因」が説明できるなど）。　(A-3)

2.消費者の行動は「人間の原理」に基づいていること（例：知覚のメカニズム
によって微細な価格変動が無視されること、人の記憶容量に限界があること）
を説明できる。　(A-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4010000188-01消費者行動論

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　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　４時限　　

太宰　潮

◎－－－　概要　－－－◎

基本的に学生の皆さんは、これから何らかの仕事や職に就く人、もしくは
既にアルバイト等で仕事に就いている人が多いと思います。仕事の基本の
形とは、自分や自分が所属する機関が提供する何らかの製品・サービス
を、お客さんや一般の人に提供することです。そのときに、提供される
側、つまり消費者のことを、もっと広く言えば、“相手のこと”を考える
ことはとても大事です。

本講義では、「消費者」がどのような「行動」をするかについて、今まで
わかっている知識や消費者の捉え方を講義します。また、消費者行動を実
際のマーケティング戦略へ応用することについても紹介していきます。こ
の講義で得た知識をアルバイト先や就職活動で活かしたケースも積極的に
紹介していきます。ぜひ、得た知識を応用することを念頭において講義を
受けてください。

内容については授業計画の通りです。主に、消費者が商品やサービスを購
入するときの「内的な（＝消費者側の）要因」、「外的な（＝環境など、
消費者の外にある）要因」、「意思決定をどのように行っていくか」など
のテーマを扱う予定です。

講義中は聴講者に問いかけながら講義を進めます。これは、受講する学生
の皆さんの自発的・積極的な姿勢を少しでも引き出すためです。尋ねられ
た場合は自分の思うことをどんどん発言してください。また尋ねられなく
ても、皆さんの側から尋ねてもらって構いません。常に講義内容について
考え、自分の意見を持っている癖をつけていてください。

なお、授業の進捗によって、授業の構成を一部変更することがあります。
ご了承ください。

また、BtoCでマーケティング実務を行う方の招聘も予定している。

◎－－－　到達目標　－－－◎

内的要因や外的要因などを学ぶことで、企業として消費者に製品やサービ
スを提供する立場となった際、どのようなことに気をつけるべきかを説明
できる（例えば基本である「デモグラフィック要因」が説明できるな
ど）。(知識・理解)

消費者の行動は「人間の原理」に基づいていること（例：知覚のメカニズ
ムによって微細な価格変動が無視されること、人の記憶容量に限界がある
こと）を説明できる。(知識・理解)

消費者に関する知識を踏まえ、現在の企業がどのような活動を行ってきた
か、売場などの現場に置いてどのようにしていけばよいのか、事例などと
共に説明ができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

プリントを配布しながら講義を進めますが、毎回講義の最後には、要点を
３つ以内にまとめます。講義がはじまる前には、前週にやったことの要点
をしっかり復習していてください。講義内でも、それより以前の内容を問
いかけることがしばしばあります。

以前の内容を問いかけたり、以前の内容を踏まえて発展した学習内容で
あったりするので、講義内容の主に復習を１時間程度しておくことが望ま
しいです。講義とは別に、大学の活用法や挑戦の機会の紹介も行うことが
ありますが、その時間でそうしたことを振り返ってもらえることも理想で
す。また、回によっては事前の予習を支持するときもあります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験：85％、平常点（ミニッツペーパー等）：15％を基準とします。
当然試験内容は都度変わりますが、基本的には講義内容（例えば消費の内
的要因や外的要因、消費者間のインタラクションの具体的内容や事例等）
を理解し、それを正確に説明できたり、それを踏まえた設問に回答できる
かが評価の基準になります。
講義内容をより深めるための質問など、積極的な講義への参加を加点する
場合もあります。
尚、然るべき理由がなく欠席を重ねる人には、厳正に対処します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは用いません。適宜プリントを配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

青木幸弘 新倉貴士、佐々木壮太郎、松下光司（2012）
『消費者行動論--マーケティングとブランド構築への応
用』　有斐閣 　ISBN-13: 978-4641124639
田中洋（2008）『消費者行動論体系』　中央経済社　
ISBN-13:978-4502662300
清水聰（1999）『新しい消費者行動』　千倉書房　
ISBN-13:978-4805107638

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

より内容の理解を深めるためにも、本講義と併せてマーケ
ティング関連の科目を履修することをお勧めします。

※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につ
いて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．イントロダクション
2．消費者行動論の歴史と発展の経緯
3．モチベーション・リサーチ
4．消費者の外的要因(1)
5．消費者の外的要因(2)
6．消費者の意思決定プロセス
7．消費者の内的要因(1)
8．消費者の内的要因(2)
9．消費者の内的要因(3)
10．消費者の内的要因(4)
11．消費者間のインタラクション
12．行動経済学と消費者行動論
13．消費者行動と「ビッグデータ」
14．消費者のメディア接触
15．まとめ
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太宰　潮

◎商学:A-2,A-3,A-4

1.内的要因や外的要因などを学ぶことで、企業として消費者に製品やサービス
を提供する立場となった際、どのようなことに気をつけるべきかを説明できる
（例えば基本である「デモグラフィック要因」が説明できるなど）。　(A-3)

2.消費者の行動は「人間の原理」に基づいていること（例：知覚のメカニズム
によって微細な価格変動が無視されること、人の記憶容量に限界があること）
を説明できる。　(A-2)

3.消費者に関する知識を踏まえ、現在の企業がどのような活動を行ってきた
か、売場などの現場に置いてどのようにしていけばよいのか、事例などと共に
説明ができる。　(A-4)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明することがで
きる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができる。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理論
的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解している。
(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発見
することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関す
る理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案す
ることができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連携
したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術等
を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する姿
勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動を
とることができる。

◎経営:A-2,A-3

1.内的要因や外的要因などを学ぶことで、企業として消費者に製品やサービス
を提供する立場となった際、どのようなことに気をつけるべきかを説明できる
（例えば基本である「デモグラフィック要因」が説明できるなど）。　(A-3)

2.消費者の行動は「人間の原理」に基づいていること（例：知覚のメカニズム
によって微細な価格変動が無視されること、人の記憶容量に限界があること）
を説明できる。　(A-2)

3.消費者に関する知識を踏まえ、現在の企業がどのような活動を行ってきた
か、売場などの現場に置いてどのようにしていけばよいのか、事例などと共に
説明ができる。

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。
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◎貿易:A-2,A-3

1.内的要因や外的要因などを学ぶことで、企業として消費者に製品やサービス
を提供する立場となった際、どのようなことに気をつけるべきかを説明できる
（例えば基本である「デモグラフィック要因」が説明できるなど）。　(A-3)

2.消費者の行動は「人間の原理」に基づいていること（例：知覚のメカニズム
によって微細な価格変動が無視されること、人の記憶容量に限界があること）
を説明できる。　(A-2)

3.消費者に関する知識を踏まえ、現在の企業がどのような活動を行ってきた
か、売場などの現場に置いてどのようにしていけばよいのか、事例などと共に
説明ができる。

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。
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 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・１時限　　試験時間割：2019/07/25　５時限　　

弘津　真澄

◎－－－　概要　－－－◎

　情報システム会社での勤務の経験を活かし、以下のような講義を行います。
　情報技術の進展は目覚しいものがあります。過去においてそうでしたし、現在もそれが
衰える兆しがありません。家庭でも、産業においても情報技術が様々な場所で適用されて
います。そして、その範囲はどんどん拡大しています。情報産業が他の産業に徐々に浸透
していっています。また、これまで情報産業に属していなかった企業が情報産業化しつつ
あります。メーカーも物ではなく情報を付加するサービスに軸足を移しつつあるのです。
このような傾向は他にも多く見られます。
　そこで、本講義は次のような立場をとります。①情報産業という個別の産業は存在しな
い。②全ての産業が情報を付加するサービス産業である。③たまたま、現在、コンピュー
タやネットワークに関する企業が情報産業といわれているに過ぎない。
　そして、次のような順序で講義を進めていきます。まず、非常に狭義の情報という言葉
について詳細な学習をします。この情報を手がかりに流通や経営というものを説明できる
ように学習します。そして、個人や組織が情報を付加するサービスを行っているというこ
とを確認します。見えるもの以上に見えない情報が重要であり、この見えない情報を認識
できるようにします。次に、情報についてある程度見えるようになった目を手がかりに、
最近の情報技術の適用事例と産業の変化について観察していきます。最後に、物のように
形のあるものではなく、形のない情報を中心とした世界観（産業観、企業観、職業観、勤
労観、倫理観）について学習し、本講義の締めくくりとします。
　本講義を通して、「色も形もない情報というものが、今は見える」、という状態になっ
てもらいたいと考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　本講義における情報の定義を体感かつ理解し、色も形もない情報を意識して操作できる
程度の基本的な知識を身につけている。(知識・理解)

　本講義における情報の定義と情報技術の活用の発展史という知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明することができる。(知
識・理解)

　本講義における情報の定義と情報技術の活用の発展史という知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができる。(知識・理解)

　本講義における情報の定義と情報技術の活用の発展史という知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。(知識・理解)

　本講義における情報の定義と情報技術の活用の発展史という知識を用いて、先入観にと
らわれず場合によっては創造的破壊をも視野に入れ、企業、産業、地域が取り組むべき課
題を発見することができる。(技能)

　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術等を用いて国内外の
事例を収集し、本講義における情報の定義と情報技術の活用の発展史という知識を用いて
解釈し、課題解決に必要な知見を抽出することができる。(技能)

　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、本講義における情報の定義と
情報技術の活用の発展史という知識を中心として、他の商学的な知識や多種多様な知識や
見識を学び、自ら成長し続けることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　指定した資料は事前に読んでおくこと(30分)。
　予習・復習や宿題(Moodleなど)がある場合は必ずやること(60分)。
　ほぼ毎回、Moodleを使用して小テストをする予定なので、宿題や前回までの授業内容に
ついて復習しておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　本講義における情報の定義を体感かつ理解し、色も形もない情報を意識して操作できる
程度の基本的な知識を身につけているかを評価の基準とする。
　本講義における情報の定義と情報技術の活用の発展史という知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明することができるように
なったかを評価の基準とする。
　本講義における情報の定義と情報技術の活用の発展史という知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができるようになったか
を評価の基準とする。
　本講義における情報の定義と情報技術の活用の発展史という知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができるようになったかを評価の基準とす
る。
　本講義における情報の定義と情報技術の活用の発展史という知識を用いて、先入観にと
らわれず場合によっては創造的破壊をも視野に入れ、企業、産業、地域が取り組むべき課
題を発見することができるようになったかを評価の基準とする。
　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術等を用いて国内外の
事例を収集し、本講義における情報の定義と情報技術の活用の発展史という知識を用いて
解釈し、課題解決に必要な知見を抽出することができるようになったかを評価の基準とす
る。
　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、本講義における情報の定義と
情報技術の活用の発展史という知識を中心として、他の商学的な知識や多種多様な知識や
見識を学び、自ら成長し続けることができるようになったかを評価の基準とする。

　[評価]=[定期試験]×0.6
　　　　+[平常点（宿題・レポート・小テストなどを含む）]×0.4

　フィードバックとして、Moodleを使用した小テストはMoodleで結果を見ることができ
ます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストなし

◎－－－　参考書　－－－◎

『次世代流通サプライチェーン　ITマーチャンダイジング
革命』 菅原正博(編著) 中央経済社 ISBN978-4502359804　
　以下に記した雑誌にも、普段から目を通すようにしま
しょう。
『日経パソコン』
『日経情報ストラテジー』
『日経コンピュータ』

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　情報産業とは
2　情報とは
3　組織における情報技術の利用方法の変遷
4　組織における情報化投資の変遷
5　最近の情報技術適用分野-1
6　最近の情報技術適用分野-2
7　最近の情報技術適用分野-3
8　情報技術による産業の変化-1
9　情報技術による産業の変化-2
10　情報技術による産業の変化-3
11　情報を中心とした産業観
12　情報を中心とした企業観
13　情報を中心とした職業観、勤労観
14　情報を中心とした倫理観
15　まとめ
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弘津　真澄

◎商学:A-1,A-2,A-3,A-4,B-1,B-4,C-2

1.　本講義における情報の定義を体感かつ理解し、色も形もない情報を意識し
て操作できる程度の基本的な知識を身につけている。　(A-1)

2.　本講義における情報の定義と情報技術の活用の発展史という知識を用い
て、企業、産業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明
することができる。　(A-2)

3.　本講義における情報の定義と情報技術の活用の発展史という知識を用い
て、企業、産業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明すること
ができる。　(A-3)

4.　本講義における情報の定義と情報技術の活用の発展史という知識を用い
て、企業、産業、地域が発展する方向について説明することができる。　(A-4)

5.　本講義における情報の定義と情報技術の活用の発展史という知識を用い
て、先入観にとらわれず場合によっては創造的破壊をも視野に入れ、企業、産
業、地域が取り組むべき課題を発見することができる。　(B-1)

6.　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術等を用
いて国内外の事例を収集し、本講義における情報の定義と情報技術の活用の発
展史という知識を用いて解釈し、課題解決に必要な知見を抽出することができ
る。　(B-4)

7.　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、本講義における
情報の定義と情報技術の活用の発展史という知識を中心として、他の商学的な
知識や多種多様な知識や見識を学び、自ら成長し続けることができる。　(C-2)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明することがで
きる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができる。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理論
的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解している。
(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発見
することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関す
る理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案す
ることができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連携
したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術等
を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する姿
勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動を
とることができる。

◎経営:A-1,A-2,A-3,B-1,C-2

1.　本講義における情報の定義を体感かつ理解し、色も形もない情報を意識し
て操作できる程度の基本的な知識を身につけている。　(A-1)

2.　本講義における情報の定義と情報技術の活用の発展史という知識を用い
て、企業、産業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明
することができる。　(A-2)

3.　本講義における情報の定義と情報技術の活用の発展史という知識を用い
て、企業、産業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明すること
ができる。　(A-3)

4.　本講義における情報の定義と情報技術の活用の発展史という知識を用い
て、企業、産業、地域が発展する方向について説明することができる。

5.　本講義における情報の定義と情報技術の活用の発展史という知識を用い
て、先入観にとらわれず場合によっては創造的破壊をも視野に入れ、企業、産
業、地域が取り組むべき課題を発見することができる。　(B-1)

6.　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術等を用
いて国内外の事例を収集し、本講義における情報の定義と情報技術の活用の発
展史という知識を用いて解釈し、課題解決に必要な知見を抽出することができ
る。

7.　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、本講義における
情報の定義と情報技術の活用の発展史という知識を中心として、他の商学的な
知識や多種多様な知識や見識を学び、自ら成長し続けることができる。　(C-2)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4010000326-01情報産業論

弘津　真澄

◎貿易:A-1,A-2,A-3,B-1,C-2

1.　本講義における情報の定義を体感かつ理解し、色も形もない情報を意識し
て操作できる程度の基本的な知識を身につけている。　(A-1)

2.　本講義における情報の定義と情報技術の活用の発展史という知識を用い
て、企業、産業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明
することができる。　(A-2)

3.　本講義における情報の定義と情報技術の活用の発展史という知識を用い
て、企業、産業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明すること
ができる。　(A-3)

4.　本講義における情報の定義と情報技術の活用の発展史という知識を用い
て、企業、産業、地域が発展する方向について説明することができる。

5.　本講義における情報の定義と情報技術の活用の発展史という知識を用い
て、先入観にとらわれず場合によっては創造的破壊をも視野に入れ、企業、産
業、地域が取り組むべき課題を発見することができる。　(B-1)

6.　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術等を用
いて国内外の事例を収集し、本講義における情報の定義と情報技術の活用の発
展史という知識を用いて解釈し、課題解決に必要な知見を抽出することができ
る。

7.　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、本講義における
情報の定義と情報技術の活用の発展史という知識を中心として、他の商学的な
知識や多種多様な知識や見識を学び、自ら成長し続けることができる。　(C-2)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。



2019-4010000326-02情報産業論「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：土・二部２時限　　試験時間割：2020/01/25　夜２限　　

弘津　真澄

◎－－－　概要　－－－◎

　情報システム会社での勤務の経験を活かし、以下のような講義を行います。
　情報技術の進展は目覚しいものがあります。過去においてそうでしたし、現
在もそれが衰える兆しがありません。家庭でも、産業においても情報技術が
様々な場所で適用されています。そして、その範囲はどんどん拡大していま
す。情報産業が他の産業に徐々に浸透していっています。また、これまで情報
産業に属していなかった企業が情報産業化しつつあります。メーカーも物では
なく情報を付加するサービスに軸足を移しつつあるのです。このような傾向は
他にも多く見られます。
　そこで、本講義は次のような立場をとります。①情報産業という個別の産業
は存在しない。②全ての産業が情報を付加するサービス産業である。③たまた
ま、現在、コンピュータやネットワークに関する企業が情報産業といわれてい
るに過ぎない。
　そして、次のような順序で講義を進めていきます。まず、非常に狭義の情報
という言葉について詳細な学習をします。この情報を手がかりに流通や経営と
いうものを説明できるように学習します。そして、個人や組織が情報を付加す
るサービスを行っているということを確認します。見えるもの以上に見えない
情報が重要であり、この見えない情報を認識できるようにします。次に、情報
についてある程度見えるようになった目を手がかりに、最近の情報技術の適用
事例と産業の変化について観察していきます。最後に、物のように形のあるも
のではなく、形のない情報を中心とした世界観（産業観、企業観、職業観、勤
労観、倫理観）について学習し、本講義の締めくくりとします。
　本講義を通して、「色も形もない情報というものが、今は見える」、という
状態になってもらいたいと考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　本講義における情報の定義を体感かつ理解し、色も形もない情報を意識して
操作できる程度の基本的な知識を身につけている。(知識・理解)

　本講義における情報の定義と情報技術の活用の発展史という知識を用いて、
企業および地域が置かれている社会経済的状況(内外の環境与件) を理解でき
る。(知識・理解)

　本講義における情報の定義と情報技術の活用の発展史という知識を用いて、
経済的・社会的課題を説明することができる。(知識・理解)

　本講義における情報の定義と情報技術の活用の発展史という知識やその理解
によって、企業および地域社会における課題を自ら発見できる。(技能)

　本講義における情報の定義と情報技術の活用の発展史という知識やその周辺
の知見について、常に更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　指定した資料は事前に読んでおくこと(30分)。
　予習・復習や宿題(Moodleなど)がある場合は必ずやること(60分)。
　ほぼ毎回、レスポンス・アナライザを使用して小テストをする予定なので、
宿題や前回までの授業内容について復習しておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　本講義における情報の定義を体感かつ理解し、色も形もない情報を意識して
操作できる程度の基本的な知識を身につけているかを評価の基準とする。
　本講義における情報の定義と情報技術の活用の発展史という知識を用いて、
企業および地域が置かれている社会経済的状況(内外の環境与件) を理解できる
ようになったかを評価の基準とする。
　本講義における情報の定義と情報技術の活用の発展史という知識を用いて、
経済的・社会的課題を説明することができるようになったかを評価の基準とす
る。
　本講義における情報の定義と情報技術の活用の発展史という知識やその理解
によって、企業および地域社会における課題を自ら発見できるようになったか
を評価の基準とする。
　本講義における情報の定義と情報技術の活用の発展史という知識やその周辺
の知見について、常に更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっているかを
評価の基準とする。

　[評価]=[定期試験]×0.6
　 　　　＋[平常点（宿題・レポート・小テストなどを含む）]×0.4

　フィードバックとして、Moodleを使用した小テストはMoodleで結果を見るこ
とができます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストなし

◎－－－　参考書　－－－◎

『次世代流通サプライチェーン　ITマーチャンダイジング
革命』 菅原正博(編著) 中央経済社 ISBN978-4502359804　
　以下に記した雑誌にも、普段から目を通すようにしま
しょう。
『日経パソコン』
『日経情報ストラテジー』
『日経コンピュータ』

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　情報産業とは
2　情報とは
3　組織における情報技術の利用方法の変遷
4　組織における情報化投資の変遷
5　最近の情報技術適用分野-1
6　最近の情報技術適用分野-2
7　最近の情報技術適用分野-3
8　情報技術による産業の変化-1
9　情報技術による産業の変化-2
10　情報技術による産業の変化-3
11　情報を中心とした産業観
12　情報を中心とした企業観
13　情報を中心とした職業観、勤労観
14　情報を中心とした倫理観
15　まとめ
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弘津　真澄

◎商学:A-1,A-2,A-3,B-1,C-2

1.　本講義における情報の定義を体感かつ理解し、色も形もない情報を意識し
て操作できる程度の基本的な知識を身につけている。　(A-1)

2.　本講義における情報の定義と情報技術の活用の発展史という知識を用い
て、企業および地域が置かれている社会経済的状況(内外の環境与件) を理解で
きる。　(A-2)

3.　本講義における情報の定義と情報技術の活用の発展史という知識を用い
て、経済的・社会的課題を説明することができる。　(A-3)

4.　本講義における情報の定義と情報技術の活用の発展史という知識やその理
解によって、企業および地域社会における課題を自ら発見できる。　(B-1)

5.　本講義における情報の定義と情報技術の活用の発展史という知識やその周
辺の知見について、常に更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
　(C-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4010000350-03情報システム論「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・二部１時限　　試験時間割：2019/07/26　夜１限　　

福永　良浩

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義の内容は、情報システムに関する職業人が共通に備え
ておくべき情報技術に関する基礎的な知識を身につけ、情報技
術に携わる職業に就くか、担当業務に対して情報技術を活用で
きるようになることが目的です（主にITパスポート資格で求め
られているITスキルレベル１の内容を身につける）。ここでの
職業人（になろうとする人）一人ひとりに求められるIT力と
は、パソコンの操作ができる・パソコンを使ってデータの処理
ができるということだけではなく、①ITを正しく理解し、業務
に積極的に活用し、付加価値を生み出していけるか②職場内の
課題を把握、分析し、そして解決するためにITをどのように活
用すれば有効かを理解しているか③ITを安全に利用するための
知識や、企業のコンプライアンス向上に資するための知識を備
えているかなどの視点から、ITの基礎的知識を身につけます。
　システムエンジニアとして情報システム設計・開発の実務経
験から、企業においてシステムを活用する考え方や事例を交
え、心構えなどを講義します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ITを正しく理解し、業務に積極的に活用できる。(知識・理解)

職場内の課題を把握、分析できる。(知識・理解)

ITを安全に利用するための知識や、企業のコンプライアンス向
上に資するための知識を習得できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　次回の授業範囲を予習し、専門用語の意味等を理解しておく
こと。また、指定した教科書を事前に読んでおいてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準：
　設定した問題に対して、情報システムを総合的に捉え、機能
や仕組みについて適切に説明できる。

成績評価方法と割合：
　「定期試験（75％）」および「ミニレポートの提出・受講態
度（25％）」で総合的に評価します。また、講義中の積極的な
発言などについては評価に加味をします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

九州ICT教育研究会『マネジメントのためのICT基礎講
座』、晃洋書房、2015年3月、ISBN　978-4-7710-2616-2

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につ
いて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１：企業と法務
　２：経営戦略
　３：システム戦略
　４：開発技術
　５：プロジェクトマネジメント
　６：サービスマネジメント
　７：基礎理論
　８：コンピュータ構成要素
　９：ソフトウェア・ハードウェア
１０：ヒューマンインターフェース
１１：マルチメディア
１２：データベース
１３：ネットワーク
１４：セキュリティー
１５：まとめ



2019-4010000350-03情報システム論「（二部）」

福永　良浩

◎商学:A-2,A-3

1.ITを正しく理解し、業務に積極的に活用できる。　(A-2)

2.職場内の課題を把握、分析できる。　(A-3)

3.ITを安全に利用するための知識や、企業のコンプライアンス向上に資するた
めの知識を習得できる。　(A-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4010000350-04情報システム論「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・二部１時限　　試験時間割：2020/01/24　夜１限　　

福永　良浩

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義の内容は、情報システムに関する職業人が共通に備え
ておくべき情報技術に関する基礎的な知識を身につけ、情報技
術に携わる職業に就くか、担当業務に対して情報技術を活用で
きるようになることが目的です（主にITパスポート資格で求め
られているITスキルレベル１の内容を身につける）。ここでの
職業人（になろうとする人）一人ひとりに求められるIT力と
は、パソコンの操作ができる・パソコンを使ってデータの処理
ができるということだけではなく、①ITを正しく理解し、業務
に積極的に活用し、付加価値を生み出していけるか②職場内の
課題を把握、分析し、そして解決するためにITをどのように活
用すれば有効かを理解しているか③ITを安全に利用するための
知識や、企業のコンプライアンス向上に資するための知識を備
えているかなどの視点から、ITの基礎的知識を身につけます。
　システムエンジニアとして情報システム設計・開発の実務経
験から、企業においてシステムを活用する考え方や事例を交
え、心構えなどを講義します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ITを正しく理解し、業務に積極的に活用できる。(知識・理解)

職場内の課題を把握、分析できる。(知識・理解)

ITを安全に利用するための知識や、企業のコンプライアンス向
上に資するための知識を習得できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　次回の授業範囲を予習し、専門用語の意味等を理解しておく
こと。また、指定した教科書を事前に読んでおいてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準：
　設定した問題に対して、情報システムを総合的に捉え、機能
や仕組みについて適切に説明できる。

成績評価方法と割合：
　「定期試験（75％）」および「ミニレポートの提出・受講態
度（25％）」で総合的に評価します。また、講義中の積極的な
発言などについては評価に加味をします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

九州ICT教育研究会『マネジメントのためのICT基礎講
座』、晃洋書房、2015年3月、ISBN　978-4-7710-2616-2

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につ
いて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１：企業と法務
　２：経営戦略
　３：システム戦略
　４：開発技術
　５：プロジェクトマネジメント
　６：サービスマネジメント
　７：基礎理論
　８：コンピュータ構成要素
　９：ソフトウェア・ハードウェア
１０：ヒューマンインターフェース
１１：マルチメディア
１２：データベース
１３：ネットワーク
１４：セキュリティー
１５：まとめ



2019-4010000350-04情報システム論「（二部）」

福永　良浩

◎商学:A-2,A-3

1.ITを正しく理解し、業務に積極的に活用できる。　(A-2)

2.職場内の課題を把握、分析できる。　(A-3)

3.ITを安全に利用するための知識や、企業のコンプライアンス向上に資するた
めの知識を習得できる。　(A-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4010000350-02情報システム論

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・３時限　　試験時間割：2020/01/24　５時限　　

川場　隆

◎－－－　概要　－－－◎

　コンピュータを利用した情報システムは世界中に広く、深く浸透
し、きわめて重要な社会基盤になりました。しかし、現代的な情報
システムの具体像は意外にもよく知られていないのが実情です。そ
こで本講義では、官庁等において、多数の情報システムを構築した
実務経験を活かし、かつ、コンピュータシステムやインターネット
の発展の歴史を踏まえつつ、現代の情報システムがどのように変遷
し、発達してきたかを、豊富な図版や動画を使ってわかりやすく解
説します。
　特に、2000年代になって急速に発展したウェブシステムやクラウ
ドシステムについては、その背景、技術、今後の動向について詳細
に解説します。また、近年、大きな問題となっているコンピュータ
セキュリティや、今後、急速な応用が見込まれる人口知能システム
についても解説します。

　講義レジュメの閲覧・ダウンロード、質問・応答、連絡などのた
めに、学習支援システムPowercampusを利用します。24時間いつで
も、大学及び自宅から、パソコン、スマートフォンでアクセスでき
ます。また、Powercampusのウェブテスト機能を使って、毎回、そ
の日の講義について、10分程度のウェブテストを実施し、知識・理
解の確認を行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

コンピュータとインターネットの発達について、歴史的、社会・経
済的な観点から説明できる(知識・理解)

現代の主要な情報システムの名前、目的、機能などを説明できる
(知識・理解)

クラウドや人工知能などの先端技術について理解し、発展の可能性
と意義について自分の言葉で説明できる(知識・理解)

現代的なウェブシステムの特徴を理解し、利点と欠点を説明できる
(知識・理解)

情報システムへの脅威とセキュリティ対策について理解し、問題発
生時に正しい判断を下すことができる(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・講義レジュメを読む（予習60分）
・講義レジュメの要点をまとめる（予習60分）
・ウェブテストの結果を見て理解度を確認・補強する（復習60分）
　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準
　情報システムの歴史、現代の情報システムの内容と特徴などの基
本的な事項を理解し、自分の言葉で説明できること。まだ、発展の
経緯と方向性について、理由をあげて説明できること。

成績評価方法
　ウェブテスト；
　　毎回の講義で実施。自動採点。結果はメールで通知される。
　　答案の正解や誤答箇所は、Powercampusシステムで確認でき
る。
　期末試験：
　　講義中に解説した全分野からもれなく出題する。

評価基準
　ウェブテスト５０％、期末試験５０％の割合で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　講義システムにPDFファイルとして毎回のテキストが掲
載されていますので、特に購入する必要はありません。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につ
いて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第01回 情報と情報システム
第02回 情報システムとコンピュータ（１）
第03回 情報システムとコンピュータ（２）
第04回 インターネットの発達
第05回 インターネットの普及
第06回 インターネットの拡大（モバイルの時代へ）
第07回 情報システムの変遷
第08回 あたらしい情報システム　
第09回 情報システムとデータベース
第10回 ウェブシステムの開発技術
第11回 HTML5とシステム開発
第12回 クラウドと情報システム
第13回 情報システムとセキュリティ
第14回 人工知能システム
第15回 まとめ／現代の情報システムの位置づけ

◎－－－　URL　－－－◎

学習支援システム
(http://powercampus.kwassui.ac.jp/pc/top/)



2019-4010000350-02情報システム論

川場　隆

◎商学:A-2,A-3,A-4

1.コンピュータとインターネットの発達について、歴史的、社会・経済的な観
点から説明できる　(A-2)

2.現代の主要な情報システムの名前、目的、機能などを説明できる　(A-2)

3.クラウドや人工知能などの先端技術について理解し、発展の可能性と意義に
ついて自分の言葉で説明できる　(A-3)

4.現代的なウェブシステムの特徴を理解し、利点と欠点を説明できる　(A-4)

5.情報システムへの脅威とセキュリティ対策について理解し、問題発生時に正
しい判断を下すことができる　(A-3)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明することがで
きる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができる。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理論
的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解している。
(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発見
することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関す
る理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案す
ることができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連携
したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術等
を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する姿
勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動を
とることができる。

◎経営:A-2,A-3

1.コンピュータとインターネットの発達について、歴史的、社会・経済的な観
点から説明できる　(A-2)

2.現代の主要な情報システムの名前、目的、機能などを説明できる　(A-2)

3.クラウドや人工知能などの先端技術について理解し、発展の可能性と意義に
ついて自分の言葉で説明できる　(A-2)

4.現代的なウェブシステムの特徴を理解し、利点と欠点を説明できる　(A-3)

5.情報システムへの脅威とセキュリティ対策について理解し、問題発生時に正
しい判断を下すことができる　(A-3)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。
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川場　隆

◎貿易:A-2,A-3

1.コンピュータとインターネットの発達について、歴史的、社会・経済的な観
点から説明できる　(A-2)

2.現代の主要な情報システムの名前、目的、機能などを説明できる　(A-2)

3.クラウドや人工知能などの先端技術について理解し、発展の可能性と意義に
ついて自分の言葉で説明できる　(A-2)

4.現代的なウェブシステムの特徴を理解し、利点と欠点を説明できる　(A-3)

5.情報システムへの脅威とセキュリティ対策について理解し、問題発生時に正
しい判断を下すことができる　(A-3)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。



2019-4010000350-01情報システム論

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・３時限　　試験時間割：2019/07/30　５時限　　

川場　隆

◎－－－　概要　－－－◎

　コンピュータを利用した情報システムは世界中に広く、深く浸透
し、きわめて重要な社会基盤になりました。しかし、現代的な情報
システムの具体像は意外にもよく知られていないのが実情です。そ
こで本講義では、官庁等において、多数の情報システムを構築した
実務経験を活かし、かつ、コンピュータシステムやインターネット
の発展の歴史を踏まえつつ、現代の情報システムがどのように変遷
し、発達してきたかを、豊富な図版や動画を使ってわかりやすく解
説します。
　特に、2000年代になって急速に発展したウェブシステムやクラウ
ドシステムについては、その背景、技術、今後の動向について詳細
に解説します。また、近年、大きな問題となっているコンピュータ
セキュリティや、今後、急速な応用が見込まれる人口知能システム
についても解説します。

　講義レジュメの閲覧・ダウンロード、質問・応答、連絡などのた
めに、学習支援システムPowercampusを利用します。24時間いつで
も、大学及び自宅から、パソコン、スマートフォンでアクセスでき
ます。また、Powercampusのウェブテスト機能を使って、毎回、その
日の講義について、10分程度のウェブテストを実施し、知識・理解
の確認を行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

コンピュータとインターネットの発達について、歴史的、社会・経
済的な観点から説明できる(知識・理解)

現代の主要な情報システムの名前、目的、機能などを説明できる(知
識・理解)

クラウドや人工知能などの先端技術について理解し、発展の可能性
と意義について自分の言葉で説明できる(知識・理解)

現代的なウェブシステムの特徴を理解し、利点と欠点を説明できる
(知識・理解)

情報システムへの脅威とセキュリティ対策について理解し、問題発
生時に正しい判断を下すことができる(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・講義レジュメを読む（予習60分）
・講義レジュメの要点をまとめる（予習60分）
・ウェブテストの結果を見て理解度を確認・補強する（復習60分）
　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準
　情報システムの歴史、現代の情報システムの内容と特徴などの基
本的な事項を理解し、自分の言葉で説明できること。まだ、発展の
経緯と方向性について、理由をあげて説明できること。

成績評価方法
　ウェブテスト；
　　毎回の講義で実施。自動採点。結果はメールで通知される。
　　答案の正解や誤答箇所は、Powercampusシステムで確認できる。
　期末試験：
　　講義中に解説した全分野からもれなく出題する。

評価基準
　ウェブテスト５０％、期末試験５０％の割合で評価する。
　

◎－－－　テキスト　－－－◎

　講義システムにPDFファイルとして毎回のテキストが掲
載されていますので、特に購入する必要はありません。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につ
いて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第01回 情報と情報システム
第02回 情報システムとコンピュータ（１）
第03回 情報システムとコンピュータ（２）
第04回 インターネットの発達
第05回 インターネットの普及
第06回 インターネットの拡大（モバイルの時代へ）
第07回 情報システムの変遷
第08回 あたらしい情報システム　
第09回 情報システムとデータベース
第10回 ウェブシステムの開発技術
第11回 HTML5とシステム開発
第12回 クラウドと情報システム
第13回 情報システムとセキュリティ
第14回 人工知能システム
第15回 まとめ／現代の情報システムの位置づけ

◎－－－　URL　－－－◎

学習支援システム
(http://powercampus.kwassui.ac.jp/pc/top/)
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川場　隆

◎商学:A-2,A-3,A-4

1.コンピュータとインターネットの発達について、歴史的、社会・経済的な観
点から説明できる　(A-2)

2.現代の主要な情報システムの名前、目的、機能などを説明できる　(A-2)

3.クラウドや人工知能などの先端技術について理解し、発展の可能性と意義に
ついて自分の言葉で説明できる　(A-3)

4.現代的なウェブシステムの特徴を理解し、利点と欠点を説明できる　(A-4)

5.情報システムへの脅威とセキュリティ対策について理解し、問題発生時に正
しい判断を下すことができる　(A-3)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明することがで
きる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができる。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理論
的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解している。
(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発見
することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関す
る理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案す
ることができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連携
したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術等
を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する姿
勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動を
とることができる。

◎経営:A-2,A-3

1.コンピュータとインターネットの発達について、歴史的、社会・経済的な観
点から説明できる　(A-2)

2.現代の主要な情報システムの名前、目的、機能などを説明できる　(A-2)

3.クラウドや人工知能などの先端技術について理解し、発展の可能性と意義に
ついて自分の言葉で説明できる　(A-2)

4.現代的なウェブシステムの特徴を理解し、利点と欠点を説明できる　(A-3)

5.情報システムへの脅威とセキュリティ対策について理解し、問題発生時に正
しい判断を下すことができる　(A-3)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。
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川場　隆

◎貿易:A-2,A-3

1.コンピュータとインターネットの発達について、歴史的、社会・経済的な観
点から説明できる　(A-2)

2.現代の主要な情報システムの名前、目的、機能などを説明できる　(A-2)

3.クラウドや人工知能などの先端技術について理解し、発展の可能性と意義に
ついて自分の言葉で説明できる　(A-2)

4.現代的なウェブシステムの特徴を理解し、利点と欠点を説明できる　(A-3)

5.情報システムへの脅威とセキュリティ対策について理解し、問題発生時に正
しい判断を下すことができる　(A-3)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。



2019-4010000306-10情報処理基礎「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：土・二部１時限　　試験時間割：2020/01/25　夜１限　　

片岡　克己

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は「基礎」という名称ですが、全くの初心者には難し
い内容となっています。受講するためには「情報表現技術」を
十分に習得しているか、またはそれと同等の知識が必要です。
Windows、ワープロ、電子メール、インターネットに関する知
識がそれぞれ十分で、ファイルとフォルダに関する理解、さら
に前期の情報処理入門で学んだ基本的なプログラミング技術と
アルゴリズムに対する理解を前提としています。
　この講義は、前期の情報処理入門で学んだVBAによるプログ
ラミングは必須ではありませんが、とても重要です。自分の考
えを全く知らない人に伝えるユーザーインターフェイスを考え
ます。
　この講義で学ぶJavaScriptは、Webの世界でよく使われる言語
で、動きのあるWebページや対話的なWebページを作ることが
できます。JavaScriptを使うと、HTMLで作成した「あらかじめ
用意された」静的なページではなく、チャットや掲示板などの
ような「要求に応じて内容が変わる」動的なページを作成でき
ます。講義ではJavaScriptの世界を楽しみながらプログラミング
を基礎から学びます。
企業の研究開発の現場でシステムを開発した実務経験を活か
し、実務の現場で求められる知識や注意事項を中心に講義しま
す。
　演習中心なので予定通り講義が進まないかもしれませんが、
オリジナルシステム作成の楽しさを実感して下さい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

オブジェクトおよびそのプロパティとメソッドを例を上げて説
明できる。(知識・理解)

プログラムの流れを理解し、説明できる(知識・理解)

繰り返し、条件分岐を含んだ簡単なプログラムを書くことが出
来る。(知識・理解)

日常的な問題解決にコンピュータアルゴリズムを利用した考え
方を応用できるようになる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　習得には講義時間だけでは不足です。ほとんど毎回、簡単な
課題を課します。課題一つは比較的容易な内容ですが、これを
溜めてしまうと取り返し困難な状態に陥ります。これを解消す
るため、課題を自分で考える時間を作るようにしましょう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験、平常点、課題によって評価します。演習主体の科
目であるので、平常点と課題を重視します。進度はとても早い
ので連続して欠席すると単位取得が困難となるのは確実です。
さらに課題は授業計画に従って段階的に課されます。次の課題
に取り組む力が身に付いているかを確認するものですから、確
実に消化していくことが求められます。この課題の達成度が評
価基準となります。
　評価割合は平常点２０％、課題提出４０％、定期試験４０％
とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

布留川英一『ゲームプログラミングの世界』
誠文堂新光社(2013)1,800円+税
ISBN978-4-416-31321-3

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

○欠席・遅刻をしない。
○毎週自分でパソコンを操作しながら復習する。
○講義毎に毎回課される全ての課題を、期限内に提出す
る。
○日常的に問題演習に積極的に取り組む。
○講義時間内の演習だけでは決して足りないので、生活の
一部として自発的な演習を強くお勧めする。

※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につ
いて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　JavaScriptとは、何だろう？
　２　プログラムを作る
　３　条件分岐
　４　繰り返しの作業
　５　配列
　６　ゲームで考えるオブジェクト
　７　関数
　８　問題演習
　９　文字ラベルを表示する
１０　スプライトを使う
１１　スプライトへのタッチを知る
１２　画面タッチの位置を調べる
１３　仕上げのゲーム
１４　状態カウンター
１５　無限に続くスクロール



2019-4010000306-10情報処理基礎「（二部）」

片岡　克己

◎商学:A-1,A-2,A-3,B-4

1.オブジェクトおよびそのプロパティとメソッドを例を上げて説明できる。　
(A-1)

2.プログラムの流れを理解し、説明できる　(A-2)

3.繰り返し、条件分岐を含んだ簡単なプログラムを書くことが出来る。　(A-3)

4.日常的な問題解決にコンピュータアルゴリズムを利用した考え方を応用でき
るようになる。　(B-4)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4010000306-02情報処理基礎

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・１時限　　試験時間割：2020/01/22　６時限　　

弘津　真澄

◎－－－　概要　－－－◎

　情報システム会社での勤務の経験を活かし、本講座では、次のような順
に実習を含めて学習を進めていきます。
　第１に、基礎理論として、2進数と演算、情報・通信・計測・制御に関す
る理論、そしてデータ構造・アルゴリズム・プログラミング・言語につい
て学習します。第２に、コンピュータシステムとして、コンピュータの構
成と動作、CPU・メモリ・バス・入出力インタフェース、入出力装置・補
助記憶装置、システムの形態と構成・性能指標・信頼性指標、オペレー
ティングシステム・ファイルシステム、そして開発言語について学習しま
す。第３に、技術要素として、ヒューマンインタフェース・マルチメディ
ア、データベース・SQL、そしてネットワーク・セキュリティ・暗号・認
証・対策について学習します。第４に、開発技術として、システム開発の
工程と管理技術について学習します。第5に、サービスマネジメント・シス
テム戦略について学習します。
　ただし、実習部分は受講生の予備知識や設備の状態に応じて変更される
場合があります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　コンピュータにおける情報の表現やハードウェアとソフトウェアについ
ての基本的な知識を身につけている。(知識・理解)

　コンピュータにおける情報の表現やハードウェアとソフトウェアについ
ての知識を用いて、企業、産業、地域が置かれている経済社会状況（内外
の環境与件）を説明することができる。(知識・理解)

　コンピュータにおける情報の表現やハードウェアとソフトウェアについ
ての知識を用いて、企業、産業、地域が取り組むべき課題が何であるかに
ついて説明することができる。(知識・理解)

　コンピュータにおける情報の表現やハードウェアとソフトウェアについ
ての知識を用いて、企業、産業、地域が発展する方向について説明するこ
とができる。(知識・理解)

企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術等を用
いて国内外の事例を収集し、　コンピュータにおける情報の表現やハード
ウェアとソフトウェアについての知識で持って解釈し、課題解決に必要な
知見を抽出することができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　指定した教科書の部分は事前に読んでおくこと(60分)。
　宿題(Moodleなど)がある場合は必ずやること(30分)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　コンピュータにおける情報の表現やハードウェアとソフトウェアについ
ての基本的な知識を身につけているかを評価の基準とする。
　コンピュータにおける情報の表現やハードウェアとソフトウェアについ
ての知識を用いて、企業、産業、地域が置かれている経済社会状況（内外
の環境与件）を説明することができるかを評価の基準とする。
　コンピュータにおける情報の表現やハードウェアとソフトウェアについ
ての知識を用いて、企業、産業、地域が取り組むべき課題が何であるかに
ついて説明することができるかを評価の基準とする。
　コンピュータにおける情報の表現やハードウェアとソフトウェアについ
ての知識を用いて、企業、産業、地域が発展する方向について説明するこ
とができるかを評価の基準とする。
　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術等を
用いて国内外の事例を収集し、　コンピュータにおける情報の表現やハー
ドウェアとソフトウェアについての知識でもって解釈し、課題解決に必要
な知見を抽出することができるかを評価の基準とする。

　[評価]=[定期試験]×0.7
　　　　　+[平常点（宿題・レポート・小テストなどを含む）]×0.3
　ただし、宿題・レポート・小テストなどがない場合は、
　　[評価]=[定期試験]×1.0
　とする。

　フィードバックとして、Moodleを使用した宿題はMoodleで結果を見るこ
とができます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

角谷 一成 (著)、 イエローテールコンピュータ (編著)
『平成31年【春期】/01年【秋期】基本情報技術者 合格教
本』
出版社: 技術評論社(2017/12/5)
価格:￥1,680+税
ISBN-10: 4297101939
ISBN-13: 978-4297101930

◎－－－　参考書　－－－◎

　以下に記した雑誌を、普段から目を通すようにしましょ
う。
『日経パソコン』
『日経コンピュータ』

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本講座を受講するためには、ワープロ、表計算、Web、そ
してｅ-メールの基本的使用方法について最低理解できて
いる必要があります。十分理解できていない人は、まずそ
れらの使用方法について学習する講座（情報表現技術）を
受講しましょ
う。

※登録については、学修ガイドの『登録制限科目につい
て』を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 2進数と演算
2 情報・通信・計測・制御に関する理論
3 データ構造・アルゴリズム・プログラミング・言語
4 コンピュータの構成と動作
5 CPU・メモリ・バス・入出力インタフェース
6 入出力装置・補助記憶装置
7 システムの形態と構成・性能指標・信頼性指標
8 オペレーティングシステム・ファイルシステム
9 開発言語
10 ヒューマンインタフェース・マルチメディア
11 データベース・SQL
12 ネットワーク・セキュリティ・暗号・認証・対策
13 システム開発の工程と管理技術
14 サービスマネジメント・システム戦略
15 まとめ・復習



2019-4010000306-02情報処理基礎

弘津　真澄

◎商学:A-1,A-2,A-3,A-4,B-4

1.　コンピュータにおける情報の表現やハードウェアとソフトウェアについて
の基本的な知識を身につけている。　(A-1)

2.　コンピュータにおける情報の表現やハードウェアとソフトウェアについて
の知識を用いて、企業、産業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境
与件）を説明することができる。　(A-2)

3.　コンピュータにおける情報の表現やハードウェアとソフトウェアについて
の知識を用いて、企業、産業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて
説明することができる。　(A-3)

4.　コンピュータにおける情報の表現やハードウェアとソフトウェアについて
の知識を用いて、企業、産業、地域が発展する方向について説明することがで
きる。　(A-4)

5.企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術等を用い
て国内外の事例を収集し、　コンピュータにおける情報の表現やハードウェア
とソフトウェアについての知識で持って解釈し、課題解決に必要な知見を抽出
することができる。　(B-4)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明することがで
きる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができる。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理論
的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解している。
(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発見
することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関す
る理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案す
ることができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連携
したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術等
を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する姿
勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動を
とることができる。

◎経営:A-1,A-2,A-3

1.　コンピュータにおける情報の表現やハードウェアとソフトウェアについて
の基本的な知識を身につけている。　(A-1)

2.　コンピュータにおける情報の表現やハードウェアとソフトウェアについて
の知識を用いて、企業、産業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境
与件）を説明することができる。　(A-2)

3.　コンピュータにおける情報の表現やハードウェアとソフトウェアについて
の知識を用いて、企業、産業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて
説明することができる。　(A-3)

4.　コンピュータにおける情報の表現やハードウェアとソフトウェアについて
の知識を用いて、企業、産業、地域が発展する方向について説明することがで
きる。

5.企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術等を用い
て国内外の事例を収集し、　コンピュータにおける情報の表現やハードウェア
とソフトウェアについての知識で持って解釈し、課題解決に必要な知見を抽出
することができる。

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4010000306-02情報処理基礎

弘津　真澄

◎貿易:A-1,A-2,A-3

1.　コンピュータにおける情報の表現やハードウェアとソフトウェアについて
の基本的な知識を身につけている。　(A-1)

2.　コンピュータにおける情報の表現やハードウェアとソフトウェアについて
の知識を用いて、企業、産業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境
与件）を説明することができる。　(A-2)

3.　コンピュータにおける情報の表現やハードウェアとソフトウェアについて
の知識を用いて、企業、産業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて
説明することができる。　(A-3)

4.　コンピュータにおける情報の表現やハードウェアとソフトウェアについて
の知識を用いて、企業、産業、地域が発展する方向について説明することがで
きる。

5.企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術等を用い
て国内外の事例を収集し、　コンピュータにおける情報の表現やハードウェア
とソフトウェアについての知識で持って解釈し、課題解決に必要な知見を抽出
することができる。

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。



2019-4010000306-04情報処理基礎

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・４時限　　試験時間割：2020/01/22　６時限　　

福永　良浩

◎－－－　概要　－－－◎

　大学や社会ではデータベース(Access)を使ってデータを解析
して考察する研究や業務が多い。このデータベースを使いこな
す能力を高めデータを整理・分析する科学的方法を学びます。
　本講義では、Accessのテーブル、フォーム、レポートの作成
を学びます。また、Accessの主要機能であるクエリの利用を習
得し、集計や演算されたレポートのデザインし作成していきま
す。
　システムエンジニアとしてデータベース設計・開発の実務経
験から、企業においてデータベースを活用する考え方や事例を
交え、心構えなどを講義します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

データベースを使いこなす能力を高めデータを整理・分析する
ことができる。(知識・理解)

テーブル、クエリ、フォーム、レポートのオブジェクトを理解
し、作成することができる。(知識・理解)

データベースソフトを使いこなし、社会での課題解決に活用す
ることができる。(知識・理解)

データベースソフトを使いこなし、産業の発展や企業の利益に
貢献することができる。(知識・理解)

データベースソフトを総合的に活用することができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　前の講義（実習）の結果に加えて、次の実習では、テキスト
に基づいてさらに内容を深めて行くstep-by-step方式です。時間
内にやり残した問題は、次の時間までに完成しておくことが肝
要です。欠席した場合も同様です。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準：
　設定した演習問題に対して、Accessでデータベースを作成
し、適切なクエリを用いてデータを抽出し、課題を説明でき
る。

成績評価方法と割合：　
　「定期試験(30％)」、「講義時の総合演習テスト・受講態度
(70％)」で総合的に評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

富士通エフ・オー・エム株式会社『よくわかるマスター
MOS Access 2016 対策テキスト&問題集』、FPT1621 、
FOM出版、ISBN 978-4-86510-323-6、2017年12月

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　空き時間には、PC-B教室や情報基盤センターのコン
ピュータを使い学習した事項を復習すること、また講義に
は「テキスト付属のCD-ROM」持参が必須です。

※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につ
いて」を参照してください。　

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１.データベースの作成、保護・管理
　２．【確認問題テスト１】
　３.テーブル・フィールドを作成する
　４.リレーションシップを設定する
　５．【確認問題テスト２】
　６.クエリを作成する
　７.クエリの集計やグループ化
　８．【確認問題テスト３】
　９．フォームの作成
１０．フォームにコントロールを設定する
１１．【確認問題テスト４】
１２.レポートを作成する
１３.レポートのコントロールを設定する
１４.【確認問題テスト５】
１５.総合演習テスト



2019-4010000306-04情報処理基礎

福永　良浩

◎商学:A-1,A-2,A-3,A-4,B-4

1.データベースを使いこなす能力を高めデータを整理・分析することができ
る。　(A-1)

2.テーブル、クエリ、フォーム、レポートのオブジェクトを理解し、作成する
ことができる。　(A-2)

3.データベースソフトを使いこなし、社会での課題解決に活用することができ
る。　(A-3)

4.データベースソフトを使いこなし、産業の発展や企業の利益に貢献すること
ができる。　(A-4)

5.データベースソフトを総合的に活用することができる。　(B-4)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明することがで
きる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができる。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理論
的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解している。
(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発見
することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関す
る理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案す
ることができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連携
したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術等
を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する姿
勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動を
とることができる。

◎経営:A-1,A-2,A-3

1.データベースを使いこなす能力を高めデータを整理・分析することができ
る。　(A-1)

2.テーブル、クエリ、フォーム、レポートのオブジェクトを理解し、作成する
ことができる。　(A-2)

3.データベースソフトを使いこなし、社会での課題解決に活用することができ
る。　(A-3)

4.データベースソフトを使いこなし、産業の発展や企業の利益に貢献すること
ができる。

5.データベースソフトを総合的に活用することができる。

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4010000306-04情報処理基礎

福永　良浩

◎貿易:A-1,A-2,A-3

1.データベースを使いこなす能力を高めデータを整理・分析することができ
る。　(A-1)

2.テーブル、クエリ、フォーム、レポートのオブジェクトを理解し、作成する
ことができる。　(A-2)

3.データベースソフトを使いこなし、社会での課題解決に活用することができ
る。　(A-3)

4.データベースソフトを使いこなし、産業の発展や企業の利益に貢献すること
ができる。

5.データベースソフトを総合的に活用することができる。

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。



2019-4010000305-10情報処理入門「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：土・二部１時限　　試験時間割：2019/07/27　夜１限　　

片岡　克己

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は「入門」という名称ですが、全くの初心者には難し
い内容となっています。受講するためには「情報表現技術」を
十分に習得しているか、またはそれと同等の知識が必要です。
Windows、ワープロ、電子メール、インターネットに関する知
識がそれぞれ十分で、ファイルとフォルダに関する理解を前提
としています。さらにExcelに関する知識は必須ではありませ
んが、あるとかなり有効です。
　この講義では、Excel VBAによる詳細なプログラミングを学
びます。コンピュータを自分の思うように動作させるには、プ
ログラムを自分で作ります。Excel VBAは、そういう意味でと
ても取り組みやすい言語系です。プログラム作成は論理的な思
考方法が必要となるので論理的な思考訓練にもなります。条件
分岐や繰り返しなどの基本構造を用いたプログラム作成を中心
に行い、アルゴリズムに関する理解を深めます。演習中心なの
で予定通り講義が進まないかもしれませんが、プログラム作成
の楽しさを実感して下さい。最初は「情報表現技術」の復習を
兼ねて、ネットワーク活用を練習します。講義以外の時間にも
積極的にネットワークを利用した生活態度を求めます。
Windowsツールを用いて作成したファイルをパソコンからホス
トコンピュータへ転送し利用することも併せて練習します。
　企業の研究開発の現場でシステムを開発した実務経験を活か
し、実務の現場で求められる知識や注意事項を中心に講義しま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

Excel のセキュリティについて理解し、正しく利用できる。(知
識・理解)

繰り返し、条件分岐を利用した簡単なプログラムを書くことが
出来る。(知識・理解)

Excel を利用する場合に簡単なVBAプログラムを組み込むこと
が出来る。(知識・理解)

日常的な問題解決にコンピュータアルゴリズムを用いた論理的
な考え方を応用できる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　習得には講義時間だけでは不足です。ほとんど毎回、簡単な
課題を課します。課題一つは簡単な内容ですが、これを溜めて
しまうと困難な状態に陥ります。これを解消するため、課題を
自分で考える時間を作るようにしましょう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験、平常点、課題によって評価します。演習主体の科
目であるので、平常点と課題を重視します。進度はとても早い
ので連続して欠席をすると単位取得が困難となるのは確実で
す。さらに課題は授業計画に従って段階的に課されます。次の
課題に取り組む力が身に付いているかを確認するものですか
ら、確実に消化していくことが求められます。この課題の達成
度が評価基準となります。
　評価割合は平常点２０％、課題提出４０％、定期試験４０％
とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

立山秀利『ＥｘｃｅｌＶＢＡのプログラミングのツボとコ
ツがゼッタイにわかる本』秀和システム
ISBN/JAN 978-4-7980-1797-6

◎－－－　参考書　－－－◎

きたみあきこ『Excel VBAマスターブック 2010&2007対
応』マイナビ　ISBN 978-4-8399-4419-3

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

○欠席・遅刻をしない。
○毎週自分でパソコンを操作しながら復習する。
○講義毎に毎回課される全ての課題を、期限内に提出す
る。
○日常的に問題演習に積極的に取り組む。
○講義時間内の演習だけでは決して足りないので、生活の
一部として自発的な演習を強くお勧めする。

※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につ
いて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　Excelの概念
　２　関数と文字列操作
　３　Excel関数の基礎
　４　MacroとVBA
　５　キーボードマクロ
　６　プログラミングの概念
　７　VBA関数とVBA変数
　８　入力メッセージと出力メッセージ
　９　VBA オブジェクト
１０　条件分岐if文
１１　イベントプロシージャ
１２　繰り返し処理　
１３　文字列と日付関数
１４　自作関数
１５　問題演習



2019-4010000305-10情報処理入門「（二部）」

片岡　克己

◎商学:A-1,A-2,A-3,B-4

1.Excel のセキュリティについて理解し、正しく利用できる。　(A-1)

2.繰り返し、条件分岐を利用した簡単なプログラムを書くことが出来る。　
(A-2)

3.Excel を利用する場合に簡単なVBAプログラムを組み込むことが出来る。　
(A-3)

4.日常的な問題解決にコンピュータアルゴリズムを用いた論理的な考え方を応
用できる。　(B-4)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4010000305-02情報処理入門

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・１時限　　試験時間割：2019/07/27　６時限　　

弘津　真澄

◎－－－　概要　－－－◎

　情報システム会社での勤務の経験を活かし、本講座ではイーサネッ
ト上で動作するTCP／IPという通信プロトコルを中心に、各レイヤーに
沿って学習します。
　というのも、今日、多くのシステムがこれを使用しているためで
す。これとの比較としてOSI参照モデルとUDPについても学習します。
　ネットワークの要求分析や設計というものは、何の経験もない人が
習得するのは困難です。そこで本講座の半分では、簡単なシステムを
操作・構築しながら、ネットワーク内を流れるデータ量などを意識で
きるようにし、ネットワークの要求分析や設計にも、つなげていくこ
とができるようにしています。
　ただし、この実習部分は受講生の予備知識や設備の状態に応じて変
更される場合があります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　情報ネットワークについての基本的な知識を身につけている。(知
識・理解)

　情報ネットワークに関する理論的・歴史的・実践的な知識を用い
て、企業、産業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与
件）を説明することができる。(知識・理解)

　情報ネットワークに関する理論的・歴史的・実践的な知識を用い
て、企業、産業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明
することができる。(知識・理解)

情報ネットワークに関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、
企業、産業、地域が発展する方向について説明することができる。(知
識・理解)

企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術等
を用いて国内外の事例を収集し、情報ネットワークに関する知識で
もって解釈し、課題解決に必要な知見を抽出することができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　指定した教科書の部分は事前に読んでおくこと(60分)。
　宿題(Moodleなど)がある場合は必ずやること(30分)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　情報ネットワークについての基本的な知識を身につけているかを評
価の基準とする。
　情報ネットワークに関する理論的・歴史的・実践的な知識を用い
て、企業、産業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与
件）を説明することができるかを評価の基準とする。
　情報ネットワークに関する理論的・歴史的・実践的な知識を用い
て、企業、産業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明
することができるかを評価の基準とする。
　情報ネットワークに関する理論的・歴史的・実践的な知識を用い
て、企業、産業、地域が発展する方向について説明することができる
かを評価の基準とする。
　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、情報ネットワークに関する知識で
もって解釈し、課題解決に必要な知見を抽出することができるかを評
価の基準とする。

　[評価]=[定期試験]×0.7
　　　　　+[平常点（宿題・レポート・小テストなどを含む）]×0.3
　ただし、宿題・レポート・小テストなどがない場合は、
　　[評価]=[定期試験]×1.0
　とする。

　フィードバックとして、Moodleを使用した宿題はMoodleで結果を見
ることができます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

三輪賢一[著]
『[改訂4版]TCP/IPネットワーク ステップアップラーニン
グ』
技術評論社 2017/12/4
価格：￥1,980+税
ISBN-10: 4774193615
ISBN-13: 978-4774193618

◎－－－　参考書　－－－◎

　以下に記した雑誌を、普段から目を通すようにしましょ
う。
『日経パソコン』
『日経コンピュータ』

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

大学のネットワークドライブを使用して実習をする予定に
はしていますが、状況によってはUSBメモリを各自購入し
てもらう必要があります。
本講座を受講するためには、ワープロ、表計算、Web、そ
してｅ-メールの基本的使用方法について最低理解できて
いる必要があります。十分理解できていない人は、まずそ
れらの使用方法について学習する講座（情報表現技術）を
受講しましょう。
※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につ
いて」を参照してください。
※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につ
いて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 インターネットとその成り立ち
2 パソコン・ネットワーク・2進数
3 TCP/IP・OSI参照モデル・ネットワーク機器
4 LAN・イーサネット・MACアドレス・ヘッダとトレーラ
5 IPアドレス・IPヘッダ・ルーティング
6 ポート番号・TCPヘッダ・UDPヘッダ
7 メール・SMTP・POP・メールサーバ
8 ホームページ・HTML・HTTP・URL・Webサーバ
9 ネットワークの設計・構築・運用・保守・安全対策
10 socketプログラムによる文字列の送受信
11 SMTPコマンド・POPコマンドによるメールの送受信
12 動的ホームページ　簡単な例
13 動的ホームページ　入力Formと計算
14 動的ホームページ　チャット
15 まとめ・復習
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弘津　真澄

◎商学:A-1,A-2,A-3,A-4,B-4

1.　情報ネットワークについての基本的な知識を身につけている。　(A-1)

2.　情報ネットワークに関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企
業、産業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明するこ
とができる。　(A-2)

3.　情報ネットワークに関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企
業、産業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。　(A-3)

4.情報ネットワークに関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、
産業、地域が発展する方向について説明することができる。　(A-4)

5.企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術等を用い
て国内外の事例を収集し、情報ネットワークに関する知識でもって解釈し、課
題解決に必要な知見を抽出することができる。　(B-4)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明することがで
きる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができる。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理論
的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解している。
(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発見
することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関す
る理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案す
ることができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連携
したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術等
を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する姿
勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動を
とることができる。

◎経営:A-1,A-2,A-3

1.　情報ネットワークについての基本的な知識を身につけている。　(A-1)

2.　情報ネットワークに関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企
業、産業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明するこ
とができる。　(A-2)

3.　情報ネットワークに関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企
業、産業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。　(A-3)

4.情報ネットワークに関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、
産業、地域が発展する方向について説明することができる。

5.企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術等を用い
て国内外の事例を収集し、情報ネットワークに関する知識でもって解釈し、課
題解決に必要な知見を抽出することができる。

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。
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弘津　真澄

◎貿易:A-1,A-2,A-3

1.　情報ネットワークについての基本的な知識を身につけている。　(A-1)

2.　情報ネットワークに関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企
業、産業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明するこ
とができる。　(A-2)

3.　情報ネットワークに関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企
業、産業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。　(A-3)

4.情報ネットワークに関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、
産業、地域が発展する方向について説明することができる。

5.企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術等を用い
て国内外の事例を収集し、情報ネットワークに関する知識でもって解釈し、課
題解決に必要な知見を抽出することができる。

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。



2019-4010000305-04情報処理入門

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・４時限　　試験時間割：2019/07/27　６時限　　

福永　良浩

◎－－－　概要　－－－◎

　大学や社会では表計算(Excel)を使ってデータを解析して考察
する研究や業務が多い。この表計算を使いこなす能力を高め
データを整理・分析する科学的方法を学びます。
　本講義では、Excelのブックの共有と管理を学びます。ま
た、主要機能であるいろいろな関数の利用を習得します。さら
に、Excelの関数とグラフを応用し、データを分析・解析する
方法やマクロやフォームの作成を学びます。
　システムエンジニアとして情報システム工程管理の実務経験
から、企業において表計算ソフトを活用する考え方や事例を交
え、心構えなどを講義します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

表計算ソフトを使いこなす能力を高めデータを整理・分析する
ことができる。(知識・理解)

Excelの関数とグラフを応用し、データを分析・解析する方法
やマクロやフォームの作成をすることができる。(知識・理解)

表計算ソフトを使いこなし、社会での課題解決に活用すること
ができる。(知識・理解)

表計算ソフトを使いこなし、産業の発展や企業の利益に貢献す
ることができる。(知識・理解)

表計算ソフトを総合的に活用することができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　前の講義（実習）の結果に加えて、次の実習では、テキスト
に基づいてさらに内容を深めて行くstep-by-step方式です。時間
内にやり残した問題は、次の時間までに完成しておくことが肝
要です。欠席した場合も同様です。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準：
　設定した演習問題に対して、Excelで表計算やグラフを作成
し、適切な関数を用いて課題を説明できる。

成績評価方法と割合：　
　「定期試験(30％)」、「講義時の総合演習テスト・受講態度
(70％)」で総合的に評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

富士通エフ・オー・エム株式会社『よくわかるマスター
MOS Excel 2016 対策テキスト&問題集』、
FPT1617 、FOM出版、ISBN 978-4-86510-317-5　2017年3月

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　空き時間には、PC-B教室や情報基盤センターのコン
ピュータを使い学習した事項を復習すること、また講義に
は「テキスト付属のCD-ROM」持参が必須です。

※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につ
いて」を参照してください。　

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１.ブックの設定、プロパティ、データ
　 オプションを適用する
　２.ブックやワークシートに保護や共有の
　 プロパティを適用する
　３.共有ブックを管理する
　　【確認問題テスト１】
　４.数式を分析する
　５.数式オプションを操作する
　６.データの集計作業を実行する
　　【確認問題テスト２】
　７.数式に関数を適用する
　８.高度なグラフの機能を適用する
　９.データを分析する
　　【確認問題テスト３】
１０.ワークシートデータを使用してグラフ
　　 を作成する
１１.スパークラインを適用する
１２.データを抽出する
１３.データを並べ替える
１４.条件付き書式を適用する
　　【確認問題テスト４】
１５.総合演習テスト
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福永　良浩

◎商学:A-1,A-2,A-3,A-4,B-4

1.表計算ソフトを使いこなす能力を高めデータを整理・分析することができ
る。　(A-1)

2.Excelの関数とグラフを応用し、データを分析・解析する方法やマクロや
フォームの作成をすることができる。　(A-2)

3.表計算ソフトを使いこなし、社会での課題解決に活用することができる。　
(A-3)

4.表計算ソフトを使いこなし、産業の発展や企業の利益に貢献することができ
る。　(A-4)

5.表計算ソフトを総合的に活用することができる。　(B-4)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明することがで
きる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができる。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理論
的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解している。
(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発見
することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関す
る理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案す
ることができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連携
したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術等
を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する姿
勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動を
とることができる。

◎経営:A-1,A-2,A-3

1.表計算ソフトを使いこなす能力を高めデータを整理・分析することができ
る。　(A-1)

2.Excelの関数とグラフを応用し、データを分析・解析する方法やマクロや
フォームの作成をすることができる。　(A-2)

3.表計算ソフトを使いこなし、社会での課題解決に活用することができる。　
(A-3)

4.表計算ソフトを使いこなし、産業の発展や企業の利益に貢献することができ
る。

5.表計算ソフトを総合的に活用することができる。

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。
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福永　良浩

◎貿易:A-1,A-2,A-3

1.表計算ソフトを使いこなす能力を高めデータを整理・分析することができ
る。　(A-1)

2.Excelの関数とグラフを応用し、データを分析・解析する方法やマクロや
フォームの作成をすることができる。　(A-2)

3.表計算ソフトを使いこなし、社会での課題解決に活用することができる。　
(A-3)

4.表計算ソフトを使いこなし、産業の発展や企業の利益に貢献することができ
る。

5.表計算ソフトを総合的に活用することができる。

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。



2019-4010000347-26情報表現技術「（二部）」

 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：無し　　
 授業時間割：後期：土・二部２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

片岡　克己

◎－－－　概要　－－－◎

　現代の社会人は、ワープロ、表計算ソフト、そしてプレゼンテー
ションソフトは使えて当たり前と見なされる時代です。公式文書を
綺麗に仕上げ、報告書では、データを表計算ソフトでグラフ化した
ものを貼り付け、分析した文章でまとめることができ、プレゼン
テーション・ソフトで、自分の提案をより印象づけたりできて、よ
うやく「使いこなしている」と、周りから認めてもらえることにな
ります。
　ただし、オフィス・ソフトの機能をフルに使いこなして一見綺麗
な成果物が作れるだけではだめです。作成した文書がネット情報の
コピー・アンド・ペーストで埋め尽くされていたのでは何の価値も
ありません。引用のルールに基づいた出所の明示や参考資料一覧の
出し方に至るまで、情報倫理に裏打ちされた自己表現ができている
かも重要です。最近ではSNSの隆盛で出来合いのフォームに入力する
だけの情報発信の機会が増えました。ホームページの作成では、Web
デザインの基礎を学びます。自分オリジナルの情報表現です。
　本講義は、福岡大学の情報システムの利用実習からはじめ、公式
文書の書式から論文作成のマナーと技術、データの加工と適切なグ
ラフ表現による情報価値の付加、知財に配慮し、かつ印象に残るプ
レゼンテーションやホームページ作成、メール作法など、スキル及
び情報倫理にも配慮した「情報表現」についても解説し実習をして
もらいます。大学4年間だけでなく就職したあとにも役立つ内容に
なっています。
　企業の研究開発の現場でシステムを開発した実務経験を活かし、
実務の現場で求められる知識や注意事項を中心に講義します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

Wordでビジネス文書（公式文書）を作成することができる。(知識・
理解)

e-govの統計資料や法律の条文などを必要に応じて利用することがで
きる。(知識・理解)

Excelの機能を使って統計データを的確にグラフ化し、説明すること
ができる。(知識・理解)

Excelの表やグラフをWordに貼り付けて解説文を加えレポートを作成
することができる。(技能)

Excelの関数機能を使い、企業の財務データを分析することができ
る。(技能)

信用でき引用可能な文章や統計データや図表などの情報を見分け、
引用ルールに基づいたレポートを作成することができる。(技能)

PowerPointを用いて地域や団体のPRといったプレゼン資料を作成でき
る。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　テキストを事前に読んで予習したり、パソコンが自宅にある人は
実際試してみるとよいでしょう。事後学習ではテキストを参考にし
ながら与えられた課題を確実にこなしてください。
　他の授業で出されたレポート課題や、ゼミ発表のプレゼンテー
ション作成などで、実際に試して応用してみるのが最も良い練習で
す。授業時間の何倍も自分で使って初めて身につきます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　小テストやレポートに加えて実習での取り組みによって到達目標
の達成度の評価を行います。実習評価は40％でレポートおよび小テ
スト60％で評価します。レポートは印刷での提出、PC教室のパソコ
ンにあるWingnetのレポート提出機能のほか、メール添付の形で提出
を求めることがあります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

電子ブック形式の速習教本をオンラインで提供します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　実習を中心とした授業ですから、休んだり遅刻したりする
と内容を理解できなくなります。心構えをもって臨んでくだ
さい。
　登録については、学修ガイドの『登録制限科目について』
を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

  導入と基本操作
　センターのパソコン設備の紹介。：パスワード管理の重要
性について。パソコンの起動と終了。マウスとキーボードの
操作。OSの基本操作（起動、ウィンドウ操作。日本語入力と
キーボード操作、切り取り、複写、貼付け等。）
  ポータルの利用と電子メール
　FUポータルに関する説明。 電子メールの送受信とマ
ナー（携帯メールとPCメールの違い）、OneDriveとWebアプ
リの利用。
  Word(1)
　ワープロによる文書の入力。フォントとポイント。中央揃
え、右寄せ。ファイルの保存。印刷。
  Word(2)
　マルチメディア表現。図形処理や画像処理。描画オブジェ
クトの編集、クリップ・アートの挿入。公式文書の作成。
  Excel(1)
　表計算ソフトによってできること。参照のちがい。並べ替
え。計算。
  Excel(2)
　関数によるデータ分析とグラフ化。
  Excel(3)
　WordとExcelの連携。Word文書にExcelの表やグラフを貼り
付け、編集する。形式を選択して貼り付け。
  Word(3)
　論文作成のマナー、引用、図表のキャプション、出所・出
典の明示、脚注・文末注、参考文献。
  PowerPoint(1)
　マルチメディア表現。画像の取り込みと処理・加工、サウ
ンドの取り込みと編集。図形の作成。プレゼンテーションに
用いるためのマルチメディアコンテンツ。
  PowerPoint(2)
　プレゼンテーションの技法の解説。アニメーションとサウ
ンド。報告用プレゼンテーションの作成。資料向け印刷。
  PowerPoint(3)
　プレゼンテーション実習。実際にプレゼンテーションを行
う。
  ホームページ(1)
　ホームページの仕組み。HTML
  ホームページ(2)
　HTML形式での編集と保存。サーバーへの保存と公開。
  画像・映像・音声
　マルチメディアファイルと編集。
  ホームページとマルチメディア表現
　マルチメディア表現とホームページ。

◎－－－　URL　－－－◎

速習教本
(http://star.comm.fukuoka-u.ac.jp/sokushu/)



2019-4010000347-26情報表現技術「（二部）」

片岡　克己

◎商学:A-1,A-2,A-3,B-4

1.Wordでビジネス文書（公式文書）を作成することができる。　(A-1)

2.e-govの統計資料や法律の条文などを必要に応じて利用することができる。　
(A-2)

3.Excelの機能を使って統計データを的確にグラフ化し、説明することができ
る。　(A-3)

4.Excelの表やグラフをWordに貼り付けて解説文を加えレポートを作成するこ
とができる。　(B-4)

5.Excelの関数機能を使い、企業の財務データを分析することができる。　(B-4)

6.信用でき引用可能な文章や統計データや図表などの情報を見分け、引用ルー
ルに基づいたレポートを作成することができる。　(B-4)

7.PowerPointを用いて地域や団体のPRといったプレゼン資料を作成できる。　
(B-4)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4010000347-25情報表現技術「（二部）」

 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：無し　　
 授業時間割：前期：土・二部２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

片岡　克己

◎－－－　概要　－－－◎

　現代の社会人は、ワープロ、表計算ソフト、そしてプレゼンテー
ションソフトは使えて当たり前と見なされる時代です。公式文書を
綺麗に仕上げ、報告書では、データを表計算ソフトでグラフ化した
ものを貼り付け、分析した文章でまとめることができ、プレゼン
テーション・ソフトで、自分の提案をより印象づけたりできて、よ
うやく「使いこなしている」と、周りから認めてもらえることにな
ります。
　ただし、オフィス・ソフトの機能をフルに使いこなして一見綺麗
な成果物が作れるだけではだめです。作成した文書がネット情報の
コピー・アンド・ペーストで埋め尽くされていたのでは何の価値も
ありません。引用のルールに基づいた出所の明示や参考資料一覧の
出し方に至るまで、情報倫理に裏打ちされた自己表現ができている
かも重要です。最近ではSNSの隆盛で出来合いのフォームに入力する
だけの情報発信の機会が増えました。ホームページの作成では、Web
デザインの基礎を学びます。自分オリジナルの情報表現です。
　本講義は、福岡大学の情報システムの利用実習からはじめ、公式
文書の書式から論文作成のマナーと技術、データの加工と適切なグ
ラフ表現による情報価値の付加、知財に配慮し、かつ印象に残るプ
レゼンテーションやホームページ作成、メール作法など、スキル及
び情報倫理にも配慮した「情報表現」についても解説し実習をして
もらいます。大学4年間だけでなく就職したあとにも役立つ内容に
なっています。
　企業の研究開発の現場でシステムを開発した実務経験を活かし、
実務の現場で求められる知識や注意事項を中心に講義します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

Wordでビジネス文書（公式文書）を作成することができる。(知識・
理解)

e-govの統計資料や法律の条文などを必要に応じて利用することがで
きる。(知識・理解)

Excelの機能を使って統計データを的確にグラフ化し、説明すること
ができる。(知識・理解)

Excelの表やグラフをWordに貼り付けて解説文を加えレポートを作成
することができる。(技能)

Excelの関数機能を使い、企業の財務データを分析することができ
る。(技能)

信用でき引用可能な文章や統計データや図表などの情報を見分け、
引用ルールに基づいたレポートを作成することができる。(技能)

PowerPointを用いて地域や団体のPRといったプレゼン資料を作成でき
る。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　テキストを事前に読んで予習したり、パソコンが自宅にある人は
実際試してみるとよいでしょう。事後学習ではテキストを参考にし
ながら与えられた課題を確実にこなしてください。
　他の授業で出されたレポート課題や、ゼミ発表のプレゼンテー
ション作成などで、実際に試して応用してみるのが最も良い練習で
す。授業時間の何倍も自分で使って初めて身につきます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　小テストやレポートに加えて実習での取り組みによって到達目標
の達成度の評価を行います。実習評価は40％でレポートおよび小テ
スト60％で評価します。レポートは印刷での提出、PC教室のパソコ
ンにあるWingnetのレポート提出機能のほか、メール添付の形で提出
を求めることがあります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

電子ブック形式の速習教本をオンラインで提供します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　実習を中心とした授業ですから、休んだり遅刻したりする
と内容を理解できなくなります。心構えをもって臨んでくだ
さい。
　登録については、学修ガイドの『登録制限科目について』
を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

  導入と基本操作
　センターのパソコン設備の紹介。：パスワード管理の重要
性について。パソコンの起動と終了。マウスとキーボードの
操作。OSの基本操作（起動、ウィンドウ操作。日本語入力と
キーボード操作、切り取り、複写、貼付け等。）
  ポータルの利用と電子メール
　FUポータルに関する説明。 電子メールの送受信とマ
ナー（携帯メールとPCメールの違い）、OneDriveとWebアプ
リの利用。
  Word(1)
　ワープロによる文書の入力。フォントとポイント。中央揃
え、右寄せ。ファイルの保存。印刷。
  Word(2)
　マルチメディア表現。図形処理や画像処理。描画オブジェ
クトの編集、クリップ・アートの挿入。公式文書の作成。
  Excel(1)
　表計算ソフトによってできること。参照のちがい。並べ替
え。計算。
  Excel(2)
　関数によるデータ分析とグラフ化。
  Excel(3)
　WordとExcelの連携。Word文書にExcelの表やグラフを貼り
付け、編集する。形式を選択して貼り付け。
  Word(3)
　論文作成のマナー、引用、図表のキャプション、出所・出
典の明示、脚注・文末注、参考文献。
  PowerPoint(1)
　マルチメディア表現。画像の取り込みと処理・加工、サウ
ンドの取り込みと編集。図形の作成。プレゼンテーションに
用いるためのマルチメディアコンテンツ。
  PowerPoint(2)
　プレゼンテーションの技法の解説。アニメーションとサウ
ンド。報告用プレゼンテーションの作成。資料向け印刷。
  PowerPoint(3)
　プレゼンテーション実習。実際にプレゼンテーションを行
う。
  ホームページ(1)
　ホームページの仕組み。HTML
  ホームページ(2)
　HTML形式での編集と保存。サーバーへの保存と公開。
  画像・映像・音声
　マルチメディアファイルと編集。
  ホームページとマルチメディア表現
　マルチメディア表現とホームページ。

◎－－－　URL　－－－◎

速習教本
(http://star.comm.fukuoka-u.ac.jp/sokushu/)



2019-4010000347-25情報表現技術「（二部）」

片岡　克己

◎商学:A-1,A-2,A-3,B-4

1.Wordでビジネス文書（公式文書）を作成することができる。　(A-1)

2.e-govの統計資料や法律の条文などを必要に応じて利用することができる。　
(A-2)

3.Excelの機能を使って統計データを的確にグラフ化し、説明することができ
る。　(A-3)

4.Excelの表やグラフをWordに貼り付けて解説文を加えレポートを作成するこ
とができる。　(B-4)

5.Excelの関数機能を使い、企業の財務データを分析することができる。　(B-4)

6.信用でき引用可能な文章や統計データや図表などの情報を見分け、引用ルー
ルに基づいたレポートを作成することができる。　(B-4)

7.PowerPointを用いて地域や団体のPRといったプレゼン資料を作成できる。　
(B-4)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4010000347-02情報表現技術

 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：無し　　
 授業時間割：前期：水・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

弘津　真澄

◎－－－　概要　－－－◎

　情報システム会社での勤務の経験を活かし、本講座では、次のよ
うな実習を含めて学習を進めていきます。
　現代の社会人は、ワープロ、表計算ソフト、そしてプレゼンテー
ションソフトは使えて当たり前と見なされる時代です。公式文書を
綺麗に仕上げ、報告書では、データを表計算ソフトでグラフ化した
ものを貼り付け、分析した文章でまとめることができ、プレゼン
テーション・ソフトで、自分の提案をより印象づけたりできて、よ
うやく「使いこなしている」と、周りから認めてもらえることにな
ります。
　ただし、オフィス・ソフトの機能をフルに使いこなして一見綺麗
な成果物が作れるだけではだめです。作成した文書がネット情報の
コピー・アンド・ペーストで埋め尽くされていたのでは何の価値も
ありません。引用のルールに基づいた出所の明示や参考資料一覧の
出し方に至るまで、情報倫理に裏打ちされた自己表現ができている
かも重要です。最近ではSNSの隆盛で出来合いのフォームに入力する
だけの情報発信の機会が増えました。ホームページの作成では、Web
デザインの基礎を学びます。自分オリジナルの情報表現です。
　本講義は、福岡大学の情報システムの利用実習からはじめ、公式
文書の書式から論文作成のマナーと技術、データの加工と適切なグ
ラフ表現による情報価値の付加、知財に配慮し、かつ印象に残るプ
レゼンテーションやホームページ作成、メール作法など、スキル及
び情報倫理にも配慮した「情報表現」についても解説し実習をして
もらいます。大学4年間だけでなく就職したあとにも役立つ内容に
なっています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

Wordでビジネス文書（公式文書）を作成することができる。(知識・
理解)

Excelの機能を使って統計データを的確にグラフ化し、説明すること
ができる。(知識・理解)

Excelの表やグラフをWordに貼り付けて諸課題についての解説文を加
えレポートを作成することができる。(知識・理解)

信用でき引用可能な文章や統計データや図表などの情報を見分け、
引用ルールに基づいたレポートを作成することができる。(知識・理
解)

PowerPointを用いて現代社会の諸課題とその解決策ならびに社会の健
全な発展についてプレゼン資料を作成し発表できる。(知識・理解)

e-govの統計資料や法律の条文などを必要に応じて利用することがで
きる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

テキストを事前に読んで予習したり、パソコンが自宅にある人は実
際試してみるとよいでしょう。事後学習ではテキストを参考にしな
がら与えられた課題を確実にこなしてください。
　他の授業で出されたレポート課題や、ゼミ発表のプレゼンテー
ション作成などで、実際に試して応用してみるのが最も良い練習で
す。授業時間の何倍も自分で使って初めて身につきます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

小テストやレポートに加えて実習での取り組みによって到達目標の
達成度の評価を行います。実習評価は40％でレポートおよび小テス
ト60％で評価します。レポートは印刷での提出、PC教室のパソコン
にあるWingnetのレポート提出機能のほか、メール添付の形で提出を
求めることがあります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

電子ブック形式の速習教本をオンラインで提供します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

実習を中心とした授業ですから、休んだり遅刻したりすると内
容を理解できなくなります。心構えをもって臨んでください。
※登録については、学修ガイドの『登録制限科目について』を
参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

  導入と基本操作
　センターのパソコン設備の紹介。：パスワード管理の重要性
について。パソコンの起動と終了。マウスとキーボードの操
作。OSの基本操作（起動、ウィンドウ操作。日本語入力と
キーボード操作、切り取り、複写、貼付け等。）
  ポータルの利用と電子メール
　FUポータルに関する説明。 電子メールの送受信とマ
ナー（携帯メールとPCメールの違い）、OneDriveとWebアプリ
の利用。
  Word(1)
　ワープロによる文書の入力。フォントとポイント。中央揃
え、右寄せ。ファイルの保存。印刷。
  Word(2)
　マルチメディア表現。図形処理や画像処理。描画オブジェク
トの編集、クリップ・アートの挿入。公式文書の作成。
  Excel(1)
　表計算ソフトによってできること。参照のちがい。並べ替
え。計算。
  Excel(2)
　関数によるデータ分析とグラフ化。
  Excel(3)
　WordとExcelの連携。Word文書にExcelの表やグラフを貼り付
け、編集する。形式を選択して貼り付け。
  Word(3)
　論文作成のマナー、引用、図表のキャプション、出所・出典
の明示、脚注・文末注、参考文献。
  PowerPoint(1)
　マルチメディア表現。画像の取り込みと処理・加工、サウン
ドの取り込みと編集。図形の作成。プレゼンテーションに用い
るためのマルチメディアコンテンツ。
  PowerPoint(2)
　プレゼンテーションの技法の解説。アニメーションとサウン
ド。報告用プレゼンテーションの作成。資料向け印刷。
  PowerPoint(3)
　プレゼンテーション実習。実際にプレゼンテーションを行
う。
  ホームページ(1)
　ホームページの仕組み。HTML
  ホームページ(2)
　HTML形式での編集と保存。サーバーへの保存と公開。
  画像・映像・音声
　マルチメディアファイルと編集。
  ホームページとマルチメディア表現
　マルチメディア表現とホームページ。

◎－－－　URL　－－－◎

速習教本
(http://star.comm.fukuoka-u.ac.jp/sokushu/)
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◎商学:A-1,A-2,A-3,A-4,B-4

1.Wordでビジネス文書（公式文書）を作成することができる。　(A-1)

2.Excelの機能を使って統計データを的確にグラフ化し、説明することができ
る。　(A-2)

3.Excelの表やグラフをWordに貼り付けて諸課題についての解説文を加えレポー
トを作成することができる。　(A-3)

4.信用でき引用可能な文章や統計データや図表などの情報を見分け、引用ルー
ルに基づいたレポートを作成することができる。　(A-4)

5.PowerPointを用いて現代社会の諸課題とその解決策ならびに社会の健全な発
展についてプレゼン資料を作成し発表できる。　(A-4)

6.e-govの統計資料や法律の条文などを必要に応じて利用することができる。　
(B-4)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明することがで
きる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができる。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理論
的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解している。
(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発見
することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関す
る理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案す
ることができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連携
したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術等
を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する姿
勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動を
とることができる。

◎経営:A-1,A-2,A-3

1.Wordでビジネス文書（公式文書）を作成することができる。　(A-1)

2.Excelの機能を使って統計データを的確にグラフ化し、説明することができ
る。　(A-2)

3.Excelの表やグラフをWordに貼り付けて諸課題についての解説文を加えレポー
トを作成することができる。　(A-3)

4.信用でき引用可能な文章や統計データや図表などの情報を見分け、引用ルー
ルに基づいたレポートを作成することができる。　(A-3)

5.PowerPointを用いて現代社会の諸課題とその解決策ならびに社会の健全な発
展についてプレゼン資料を作成し発表できる。　(A-3)

6.e-govの統計資料や法律の条文などを必要に応じて利用することができる。

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。
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◎貿易:A-1,A-2,A-3

1.Wordでビジネス文書（公式文書）を作成することができる。　(A-1)

2.Excelの機能を使って統計データを的確にグラフ化し、説明することができ
る。　(A-2)

3.Excelの表やグラフをWordに貼り付けて諸課題についての解説文を加えレポー
トを作成することができる。　(A-3)

4.信用でき引用可能な文章や統計データや図表などの情報を見分け、引用ルー
ルに基づいたレポートを作成することができる。　(A-3)

5.PowerPointを用いて現代社会の諸課題とその解決策ならびに社会の健全な発
展についてプレゼン資料を作成し発表できる。　(A-3)

6.e-govの統計資料や法律の条文などを必要に応じて利用することができる。

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。
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 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：無し　　
 授業時間割：後期：水・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

弘津　真澄

◎－－－　概要　－－－◎

　情報システム会社での勤務の経験を活かし、本講座では、次のよう
な実習を含めて学習を進めていきます。
　現代の社会人は、ワープロ、表計算ソフト、そしてプレゼンテー
ションソフトは使えて当たり前と見なされる時代です。公式文書を綺
麗に仕上げ、報告書では、データを表計算ソフトでグラフ化したもの
を貼り付け、分析した文章でまとめることができ、プレゼンテーショ
ン・ソフトで、自分の提案をより印象づけたりできて、ようやく「使
いこなしている」と、周りから認めてもらえることになります。
　ただし、オフィス・ソフトの機能をフルに使いこなして一見綺麗な
成果物が作れるだけではだめです。作成した文書がネット情報のコ
ピー・アンド・ペーストで埋め尽くされていたのでは何の価値もあり
ません。引用のルールに基づいた出所の明示や参考資料一覧の出し方
に至るまで、情報倫理に裏打ちされた自己表現ができているかも重要
です。最近ではSNSの隆盛で出来合いのフォームに入力するだけの情
報発信の機会が増えました。ホームページの作成では、Webデザイン
の基礎を学びます。自分オリジナルの情報表現です。
　本講義は、福岡大学の情報システムの利用実習からはじめ、公式文
書の書式から論文作成のマナーと技術、データの加工と適切なグラフ
表現による情報価値の付加、知財に配慮し、かつ印象に残るプレゼン
テーションやホームページ作成、メール作法など、スキル及び情報倫
理にも配慮した「情報表現」についても解説し実習をしてもらいま
す。大学4年間だけでなく就職したあとにも役立つ内容になっていま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

Wordでビジネス文書（公式文書）を作成することができる。(知識・
理解)

Excelの機能を使って統計データを的確にグラフ化し、説明すること
ができる。(知識・理解)

Excelの表やグラフをWordに貼り付けて諸課題についての解説文を加
えレポートを作成することができる。(知識・理解)

信用でき引用可能な文章や統計データや図表などの情報を見分け、引
用ルールに基づいたレポートを作成することができる。(知識・理解)

PowerPointを用いて現代社会の諸課題とその解決策ならびに社会の健
全な発展についてプレゼン資料を作成し発表できる。(知識・理解)

e-govの統計資料や法律の条文などを必要に応じて利用することがで
きる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

テキストを事前に読んで予習したり、パソコンが自宅にある人は実際
試してみるとよいでしょう。事後学習ではテキストを参考にしながら
与えられた課題を確実にこなしてください。
　他の授業で出されたレポート課題や、ゼミ発表のプレゼンテーショ
ン作成などで、実際に試して応用してみるのが最も良い練習です。授
業時間の何倍も自分で使って初めて身につきます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

小テストやレポートに加えて実習での取り組みによって到達目標の達
成度の評価を行います。実習評価は40％でレポートおよび小テスト
60％で評価します。レポートは印刷での提出、PC教室のパソコンにあ
るWingnetのレポート提出機能のほか、メール添付の形で提出を求め
ることがあります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

電子ブック形式の速習教本をオンラインで提供します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

実習を中心とした授業ですから、休んだり遅刻したりすると内
容を理解できなくなります。心構えをもって臨んでください。
　登録については、学修ガイドの『登録制限科目について』を
参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

  導入と基本操作
　センターのパソコン設備の紹介。：パスワード管理の重要性
について。パソコンの起動と終了。マウスとキーボードの操
作。OSの基本操作（起動、ウィンドウ操作。日本語入力とキー
ボード操作、切り取り、複写、貼付け等。）
  ポータルの利用と電子メール
　FUポータルに関する説明。 電子メールの送受信とマナー（携
帯メールとPCメールの違い）、OneDriveとWebアプリの利用。
  Word(1)
　ワープロによる文書の入力。フォントとポイント。中央揃
え、右寄せ。ファイルの保存。印刷。
  Word(2)
　マルチメディア表現。図形処理や画像処理。描画オブジェク
トの編集、クリップ・アートの挿入。公式文書の作成。
  Excel(1)
　表計算ソフトによってできること。参照のちがい。並べ替
え。計算。
  Excel(2)
　関数によるデータ分析とグラフ化。
  Excel(3)
　WordとExcelの連携。Word文書にExcelの表やグラフを貼り付
け、編集する。形式を選択して貼り付け。
  Word(3)
　論文作成のマナー、引用、図表のキャプション、出所・出典
の明示、脚注・文末注、参考文献。
  PowerPoint(1)
　マルチメディア表現。画像の取り込みと処理・加工、サウン
ドの取り込みと編集。図形の作成。プレゼンテーションに用い
るためのマルチメディアコンテンツ。
  PowerPoint(2)
　プレゼンテーションの技法の解説。アニメーションとサウン
ド。報告用プレゼンテーションの作成。資料向け印刷。
  PowerPoint(3)
　プレゼンテーション実習。実際にプレゼンテーションを行
う。
  ホームページ(1)
　ホームページの仕組み。HTML
  ホームページ(2)
　HTML形式での編集と保存。サーバーへの保存と公開。
  画像・映像・音声
　マルチメディアファイルと編集。
  ホームページとマルチメディア表現
　マルチメディア表現とホームページ。

◎－－－　URL　－－－◎

速習教本
(http://star.comm.fukuoka-u.ac.jp/sokushu/)
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◎商学:A-1,A-2,A-3,A-4,B-4

1.Wordでビジネス文書（公式文書）を作成することができる。　(A-1)

2.Excelの機能を使って統計データを的確にグラフ化し、説明することができ
る。　(A-2)

3.Excelの表やグラフをWordに貼り付けて諸課題についての解説文を加えレポー
トを作成することができる。　(A-3)

4.信用でき引用可能な文章や統計データや図表などの情報を見分け、引用ルー
ルに基づいたレポートを作成することができる。　(A-4)

5.PowerPointを用いて現代社会の諸課題とその解決策ならびに社会の健全な発
展についてプレゼン資料を作成し発表できる。　(A-4)

6.e-govの統計資料や法律の条文などを必要に応じて利用することができる。　
(B-4)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明することがで
きる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができる。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理論
的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解している。
(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発見
することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関す
る理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案す
ることができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連携
したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術等
を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する姿
勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動を
とることができる。

◎経営:A-1,A-2,A-3

1.Wordでビジネス文書（公式文書）を作成することができる。　(A-1)

2.Excelの機能を使って統計データを的確にグラフ化し、説明することができ
る。　(A-2)

3.Excelの表やグラフをWordに貼り付けて諸課題についての解説文を加えレポー
トを作成することができる。　(A-3)

4.信用でき引用可能な文章や統計データや図表などの情報を見分け、引用ルー
ルに基づいたレポートを作成することができる。　(A-3)

5.PowerPointを用いて現代社会の諸課題とその解決策ならびに社会の健全な発
展についてプレゼン資料を作成し発表できる。　(A-3)

6.e-govの統計資料や法律の条文などを必要に応じて利用することができる。

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4010000347-03情報表現技術

弘津　真澄

◎貿易:A-1,A-2,A-3

1.Wordでビジネス文書（公式文書）を作成することができる。　(A-1)

2.Excelの機能を使って統計データを的確にグラフ化し、説明することができ
る。　(A-2)

3.Excelの表やグラフをWordに貼り付けて諸課題についての解説文を加えレポー
トを作成することができる。　(A-3)

4.信用でき引用可能な文章や統計データや図表などの情報を見分け、引用ルー
ルに基づいたレポートを作成することができる。　(A-3)

5.PowerPointを用いて現代社会の諸課題とその解決策ならびに社会の健全な発
展についてプレゼン資料を作成し発表できる。　(A-3)

6.e-govの統計資料や法律の条文などを必要に応じて利用することができる。

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。



2019-4010000355-01特別講義Ａ「（キャリア形成入門）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　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：2019/07/30　６時限　　

森脇　淳子

◎－－－　概要　－－－◎

　自分の大学生活を自己責任で作っていく大切さを知ることが
「キャリア形成」の第一歩です。この講義では、みなさんがこれ
からどのような人生を送りたいか、そのために大学生活をどのよ
うに過ごすかを一緒に考えます。自分の生き方を考えるときにヒ
ントをくれるのが、共に学ぶ仲間です。授業はペアワークやグ
ループワークを中心に進めます。自分とは異なる考えや意見にも
丁寧に耳を傾けましょう。同時に、自分の考えや意見を相手に素
直に伝えることにも挑戦しましょう。
　講義の後半では、大学生活をどのように過ごすか計画を立案
し、発表します。毎回授業終了時には、ふりかえりレポートを書
きます。論理的な文章を書くためのトレーニングと考え、取り組
みましょう。

◆就業支援施設での求職支援、企業でのキャリア開発の経験を活
かし、キャリア形成に必要な心構えや知識、スキルについて講義
します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

自己分析を行い、自分の特性（価値観・興味・能力）を理解す
る。(知識・理解)

他者の様々な意見を聴き、討論を行うためのコミュニケーション
能力を身につける。(知識・理解)

自分の将来について意欲的に考える姿勢を身につける。(知識・理
解)

大学生活の目標や目的を明確にし、どのように過ごすか計画を立
てることができる。(知識・理解)

論理的な文章を書くことができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

課題レポート作成のために対象者にインタビューすること。（60
分）
課題レポートを作成すること。（60分）
毎回授業の最初に前回の授業内容に係る小テストを実施するの
で、復習しておくこと。（60分）
プレゼン発表のための自主学習をすること。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①基準
・自分の特性を理解し、レポートに論理的に記述できているか
・ペアワーク、グループワークにおいて傾聴や発言ができている
か
・キャリアデザインにおいて、大学での学びの目的を理解し、計
画を立案できているか

②方法
定期試験30%、平常点70%（小テスト、小レポート、課題レポー
ト、プレゼンテーション、ペアワーク・グループワークにおける
積極性や協調性）を目安として総合的に評価します。
フィードバックとして小テストを回収後、解答の解説を行いま
す。
フィードバックとしてレポートにコメントして返します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

担当者がレジュメや資料を作成し、配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

『自立へのキャリアデザイン』　ISBN 9784779512032

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

自分が将来どのように働くのか、そのためには大学でどの
ようなことを学び、どう活かしていくのかをイメージして
考えていく構成になっています。正解はそれぞれ異なるた
め、正解を導き出す過程や姿勢を重視します。主体的に講
義に参加し、自ら学び発表することを期待します。

ペアワーク・グループワークにおいては積極的傾聴や発言
が求められます。
欠席や遅刻をすると、「ペアワーク・グループワークにお
ける積極性や協調性」の評価が減点されます。

※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につ
いて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　オリエンテーション　自己紹介
２　キャリアデザインとは
３　「働く」をイメージする（DVD視聴）
４　協働のためのコミュニケーション　①傾聴
５　協働のためのコミュニケーション　②アサーション
６　協働のためのコミュニケーション　③グループディス
カッション
７　自分を知る　①興味
８　自分を知る　②能力
９　自分を知る　③価値観
１０　大学生活の計画を立てる
１１　自分を伝える　①プレゼンテーションの基礎
１２　自分を伝える　②プレゼンテーション準備
１３　自分を伝える　③プレゼンテーション発表 １回目
１４　自分を伝える　④プレゼンテーション発表 ２回目
１５　プレゼンテーションのふりかえり、まとめ
※履修人数によって、プレゼンテーション発表の回数に増
減があります。



2019-4010000355-01特別講義Ａ「（キャリア形成入門）」

森脇　淳子

◎商学:A-1

1.自己分析を行い、自分の特性（価値観・興味・能力）を理解する。　(A-1)

2.他者の様々な意見を聴き、討論を行うためのコミュニケーション能力を身に
つける。　(A-1)

3.自分の将来について意欲的に考える姿勢を身につける。　(A-1)

4.大学生活の目標や目的を明確にし、どのように過ごすか計画を立てることが
できる。　(A-1)

5.論理的な文章を書くことができる。　(A-1)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明することがで
きる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができる。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理論
的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解している。
(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発見
することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関す
る理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案す
ることができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連携
したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術等
を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する姿
勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動を
とることができる。

◎経営:A-1

1.自己分析を行い、自分の特性（価値観・興味・能力）を理解する。　(A-1)

2.他者の様々な意見を聴き、討論を行うためのコミュニケーション能力を身に
つける。　(A-1)

3.自分の将来について意欲的に考える姿勢を身につける。　(A-1)

4.大学生活の目標や目的を明確にし、どのように過ごすか計画を立てることが
できる。　(A-1)

5.論理的な文章を書くことができる。　(A-1)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4010000355-01特別講義Ａ「（キャリア形成入門）」

森脇　淳子

◎貿易:A-1

1.自己分析を行い、自分の特性（価値観・興味・能力）を理解する。　(A-1)

2.他者の様々な意見を聴き、討論を行うためのコミュニケーション能力を身に
つける。　(A-1)

3.自分の将来について意欲的に考える姿勢を身につける。　(A-1)

4.大学生活の目標や目的を明確にし、どのように過ごすか計画を立てることが
できる。　(A-1)

5.論理的な文章を書くことができる。　(A-1)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。



2019-4010000356-02特別講義Ｂ「（メディア社会論）」

 期別：集中後期　　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：集中後期　　試験時間割：2019/09/06　４時限　　

三浦　元

◎－－－　概要　－－－◎

メディアを学ぶ「メディアリテラシー」は、より一層グローバ
ル化する社会と深く係わる現代人にとってのリベラル・アーツ
（基礎教養科目）。公共放送NHKでの政治部記者・会長秘書・
福岡放送局長等の勤務経験を活かして、流動的・不透明な日本
を取り巻く政治・経済・地域情勢を解説。2020年の東京五輪を
前に、急速に進展するスーパーハイビジョン（4K・8K）放送
やVR・AR技術、コンピュータ技術、スマホ展開活用の「新映
像時代」を解析する。放送と通信が文字通り融合する中で、地
球的規模の課題から身近な消費生活に至るまで関心の高い出来
事を取り上げメディアの舞台裏を説く。講義の中で提起した課
題をめぐって聴講生が自分で考え自分で答えを見出し、互いの
意見や感想を述べ合う「双方向の講義」を展開する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

我々を取り巻く政治・経済・社会状況について意見を述べ説明
することができる。(知識・理解)

情報技術等を活用して国内外の課題を取捨選択し解決の為の方
策を見いだす。

地域や社会の発展に貢献するため自ら成長し多種多様な知識・
見識を学び続ける。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

新聞・テレビの報道や放送内容に普段から関心を持って接触す
ること。（20分）
講義前には、書物やインターネットなどを通して、次回テーマ
の基礎知識や専門用語の意味を理解すること。（20分）
講義中に提起する課題について、事前の準備も必要だが、突然
の質問に柔軟に受け答えできる能力も重要で、発言も含め積極
的な対応が出来る心構えをしっかり身に付けておくこと。（10
分）
自分の能力を出し惜しみせず出し切ったかどうか反省し、講義
内容を復習すること。（10分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義中の発言や講義後のリポートなど毎回の講義に参加する姿
勢・平常点も重視する。
平常点50％・定期試験（集中講義の最終講義後に実施の確認テ
スト）50％で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

講義では使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

吉岡友治、2013、「いい文章には型がある」PHP新書や望
月和彦、2003、「ディベートのすすめ」有斐閣選書などを
講義中に適宜紹介。
NHK放送研究所、2002、「放送の20世紀」は参考になる。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義の場は、自分を鍛え、尊敬し親しい仲間を増やす場。
就職活動に役立つ面接や小論文の書き方の指導は随時、対
応する。これまでの夏季集中講義の聴講生の「意欲」を高
く評価している。「情熱」「集中力」「努力」「執着心」
を大切にして講義に臨んで欲しい。会えるのを楽しみにし
ている。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：なぜ晴れた空は青く雲は白く夕焼けは紅色？なぜ
ドレミ？Whyの大切さ
第2回：映像革新時代～世界最速ウサイン・ボルトの肉体
の秘密～
第3回：オリンピック放送の舞台裏～スポーツ放送権料の
高騰と放送イノベーション～
第4回：“異常気象新時代”社会の危機対応～東日本大震
災と関東大震災～
第5回：ハゲワシと少女～生命か報道か 　ピューリッツア
賞カメラマンの苦闘～　
第6回：ハンセン病報道～差別とどう向き合うか～
第7回：テニス　大坂なおみ急成長の背景～特撮映像と
データ解析～
第8回：サッカー　ネイマールとイニエスタの華麗なる足
技　２刀流大谷の世界への挑戦
第9回：義足のジャンパー・マルクスレームと車イスバス
ケット
第10回：CGディズニーアニメヒットの舞台裏
第11回：手描きアニメ細田守の世界
第12回：アニメ表現の説得力～9秒台を目指せ男子陸上100
～　アニパラ車イステニス
第13回：国際化時代の放送サービス～伝説シルクロードと
世界初大王イカの国際共同制作～
第14回：ドキュメンタリー冬の時代～“現代のベートー
ヴェン”の罪～
第15回：大林宣彦監督『最後の講義』　もう一度作りたい
～RKB木村栄文の執念～
第16回：定期試験（確認テスト）



2019-4010000356-02特別講義Ｂ「（メディア社会論）」

三浦　元

◎商学:A-1

1.我々を取り巻く政治・経済・社会状況について意見を述べ説明することがで
きる。　(A-1)

2.情報技術等を活用して国内外の課題を取捨選択し解決の為の方策を見いだ
す。

3.地域や社会の発展に貢献するため自ら成長し多種多様な知識・見識を学び続
ける。

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明することがで
きる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができる。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理論
的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解している。
(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発見
することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関す
る理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案す
ることができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連携
したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術等
を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する姿
勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動を
とることができる。

◎経営:A-1

1.我々を取り巻く政治・経済・社会状況について意見を述べ説明することがで
きる。　(A-1)

2.情報技術等を活用して国内外の課題を取捨選択し解決の為の方策を見いだ
す。

3.地域や社会の発展に貢献するため自ら成長し多種多様な知識・見識を学び続
ける。

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4010000356-02特別講義Ｂ「（メディア社会論）」

三浦　元

◎貿易:A-1

1.我々を取り巻く政治・経済・社会状況について意見を述べ説明することがで
きる。　(A-1)

2.情報技術等を活用して国内外の課題を取捨選択し解決の為の方策を見いだ
す。

3.地域や社会の発展に貢献するため自ら成長し多種多様な知識・見識を学び続
ける。

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。



2019-4010000356-01特別講義Ｂ「（キャリア形成を考える）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　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：2020/01/24　６時限　　

森脇　淳子

◎－－－　概要　－－－◎

　これからみなさんが働く世界は、ますます不確実な時代を迎え
ています。少子高齢化やグローバル化、IT化が急速に進み、新た
なビジネスモデルが求められる中、これまでの考え方や方法では
理想とする職業生活の実現は難しいと言えるでしょう。特に人工
知能やテクノロジーの発展により、多くの職業が失われ、新たな
仕事や働き方が創出されています。それに伴い、「与えられた問
題を解く」能力よりも「自ら問いを立て、解く」能力が求められ
ています。
　この講義では、「職場や地域社会で多様な人々と仕事をしてい
くために必要な基礎的な力」（社会人基礎力）と「答えの無い課
題に取り組む力」を身につけることを目標とします。そのため
に、多様なメンバーでチームを作り、意見を交わし合いながら提
示された課題をひとつずつ解決していきます。
　授業はグループワークを中心に進めます。ひとりでは得られな
かった気づきや発見をし、自然と新たなものの見方や捉え方を得
ていく楽しさを実感しましょう。毎回授業終了時には、ふりかえ
りレポートを書きます。論理的な文章を書くためのトレーニング
と考え、取り組みましょう。

◆就業支援施設での求職支援、企業でのキャリア開発の経験を活
かし、キャリア形成に必要な考え方や知識、スキルについて講義
します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

社会人基礎力を理解する。(知識・理解)

自分の意見をまとめ、論理的に伝えることができる。(知識・理
解)

他者の意見を共感を持って聞き、適切に理解することができる。
(知識・理解)

与えられた課題を解決するための問題点を洗い出すことができ
る。(知識・理解)

問題点を解決するための資料を集め、解決案を立案できる。(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

グループワークを中心に授業を進めるため、あらかじめ課題に則
した資料をまとめておくこと。（90分）
課題について、グループのメンバーと議論をすること。（60分）
課題レポートを作成すること。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①基準
・社会人基礎力を理解し、実践できているか
・グループワークにおいて、討論を行うためのコミュニケーショ
ン能力を身につけているか
・課題解決において、手法を理解し実践できているか

②方法
定期試験30%、平常点70%（小レポート、課題レポート、プレゼ
ンテーション、グループワークにおける積極性や協調性）を目安
として総合的に評価します。
フィードバックとしてレポートにコメントして返します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

担当者がレジュメや資料を作成し、配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

『プロジェクト学習で始めるアクティブラーニング入門』
　ISBN 9784339078138

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

社会で活躍するために必要な「社会人基礎力」と「答えの
無い課題に取り組む力」をグループワークから学びます。
正解はそれぞれ異なるため、正解を導き出す過程や姿勢を
重視します。主体的に講義に参加し、自ら学び発表するこ
とを期待します。

グループワークにおいては積極的傾聴や発言が求められま
す。
欠席や遅刻をすると、「グループワークにおける積極性や
協調性」の評価が減点されます。

※特別講義A（キャリア形成入門）を受講していることが
望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　オリエンテーション　自己紹介、チーム決め
２　社会人基礎力とは
３　協働のためのコミュニケーションの確認（傾聴、グ
ループディスカッション）
４　プロジェクト①　本格的に議論をしてみよう
５　プロジェクト①　発表・ふりかえり（PDCA）
６　プロジェクト②　情報を集めよう
７　プロジェクト②　発表・ふりかえり（情報収集）
８　前半のふりかえり　新チーム決め
９　プロジェクト③　情報を分析しよう
１０　プロジェクト③　発表・ふりかえり（チーム活動の
ルール確認）
１１　プロジェクト④　問題を提起しよう
１２　プロジェクト④　発表・ふりかえり（課題発見のポ
イント）
１３　プロジェクト⑤　計画を構想しよう
１４　プロジェクト⑤　発表・ふりかえり（目的の明確
化）
１５　総ふりかえり、まとめ
※進捗状況によって、プロジェクトの回数の減少がありま
す



2019-4010000356-01特別講義Ｂ「（キャリア形成を考える）」

森脇　淳子

◎商学:A-1

1.社会人基礎力を理解する。　(A-1)

2.自分の意見をまとめ、論理的に伝えることができる。　(A-1)

3.他者の意見を共感を持って聞き、適切に理解することができる。　(A-1)

4.与えられた課題を解決するための問題点を洗い出すことができる。　(A-1)

5.問題点を解決するための資料を集め、解決案を立案できる。　(A-1)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明することがで
きる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができる。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理論
的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解している。
(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発見
することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関す
る理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案す
ることができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連携
したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術等
を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する姿
勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動を
とることができる。

◎経営:A-1

1.社会人基礎力を理解する。　(A-1)

2.自分の意見をまとめ、論理的に伝えることができる。　(A-1)

3.他者の意見を共感を持って聞き、適切に理解することができる。　(A-1)

4.与えられた課題を解決するための問題点を洗い出すことができる。　(A-1)

5.問題点を解決するための資料を集め、解決案を立案できる。　(A-1)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4010000356-01特別講義Ｂ「（キャリア形成を考える）」

森脇　淳子

◎貿易:A-1

1.社会人基礎力を理解する。　(A-1)

2.自分の意見をまとめ、論理的に伝えることができる。　(A-1)

3.他者の意見を共感を持って聞き、適切に理解することができる。　(A-1)

4.与えられた課題を解決するための問題点を洗い出すことができる。　(A-1)

5.問題点を解決するための資料を集め、解決案を立案できる。　(A-1)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。



2019-4010000352-02特別講義Ｃ「（キャリア形成実践Ⅰ） 」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　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　６時限　　

高野　一郎、林　裕

◎－－－　概要　－－－◎

「自分が行動して何か成し遂げる」、「目に見えるかたちで成
果をチームで出す」というプロセスから学びを得る講義です。
キャリア教育に求められる「社会的・職業的自立のために必要
な能力」を、課題解決型学習（PBL）を通して伸ばしていきま
す。
企業において中小企業の経営コンサルティングに従事してきた
経験（前職）と、学生のキャリア形成支援、就職支援に従事し
ている経験（現職）の両方を活かして、企業等が抱える課題解
決に向けた取り組みを通じて、社会人基礎力の向上につなげて
いきます。
　本講義では、先ず社会人基礎力の「考え抜く力（シンキン
グ）」カテゴリーに特化して向上計画（行動計画）を策定しま
す。この行動計画に沿ってグループワークに取り組んでいきま
す。グループワークでは、企業や地方自治体等、組織が抱える
課題や問題について、重要な関連性のある情報(データや事実
など)を見出し、その課題や問題の根源をつきとめ、最終的に
解決策を提案（プレゼンテーション）します。これまで商学部
で学んできた専門的な知識やスキルも生かしながら、また一方
では、実際の業務を体験することで、商学部のカリキュラムの
中から学ぶ必要がある専門領域を見つけ、今後の学修計画につ
なげていきましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

これまで商学部で学んできた知識やスキルを、実際の現場で活
用することができるようになる。(知識・理解)

今後、商学部の学生として、学ぶ必要のある専門領域を見つけ
ることができる。(知識・理解)

自身の現在の社会人基礎力水準を把握し、その向上へ向けた取
り組みができるようになる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

グループワーク中心で講義を進めていくため、次回の講義に向
けて、あらかじめ自分たちが取り組むテーマに関する資料集め
や、現地の視察・調査等の準備をしておく必要があります。
（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１．講義中の平常点　50%
２．成果　50%（試験、向上計画、提案内容）
上記２の成果とは、「試験の結果」及び「向上計画（行動計
画）のプロセスと結果」、それに「提案内容」の3点を指しま
す。
「向上計画（行動計画）」は、事前に提出する「自己評価シー
ト」に基づいて、そのプロセスと結果から評価します。プロセ
スには、皆さんの講義中の取り組む姿勢や態度等も当然評価の
対象として含まれます。
また本講義はグループワーク中心です。遅刻や欠席は「グルー
プワークにおける積極性や協調性」の評価が減点されます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　担当者がレジュメや資料を作成し、配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

『京大医学部で教える合理的思考』　中山建夫著　日経ビ
ジネス文庫　ISBN 978-4532197766

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

①受講に必要な要素（☆３つのうち必要な要素は★とす
る）
　・グループワークを主導できる　　　　　★★☆
　・レポート（4,000字程度）が作成できる　　★★★
　・パワーポイントを使ってプレゼンテーションができる
　　★★☆
②全回、無遅刻・無欠席で参加することを前提とする
③自らすすんで役割を果たす姿勢を求める（受動的な姿勢
は評価しない）

※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につ
いて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　 本講義の概要/社会人基礎力の理解【林・高野】
第2回　 アセスメント/向上計画の策定①【高野】
第3回　 アセスメント/向上計画の策定②【高野】
第4回　 現状把握/市場分析【林・高野】
第5回　【GW】課題の提示・計画立案【高野】
第6回　 計画報告プレゼンテーション【高野】
第7回　【GW】計画の実行①【高野】
第8回　【GW】計画の実行②【高野】
第9回　 中間チェック/改善策立案【高野】
第10回 【GW】改善策実行①【高野】
第11回 【GW】改善策実行②【高野】
第12回 【GW】最終成果集計/報告書作成【高野】
第13回　成果報告プレゼンテーション【林・高野】
第14回　結果発表/優秀チームの表彰/振り返り【高野】
第15回　向上計画の振り返り・自己評価発表会【高野】
*【GW】→グループワーク



2019-4010000352-02特別講義Ｃ「（キャリア形成実践Ⅰ） 」

高野　一郎、林　裕

◎商学:A-1

1.これまで商学部で学んできた知識やスキルを、実際の現場で活用することが
できるようになる。　(A-1)

2.今後、商学部の学生として、学ぶ必要のある専門領域を見つけることができ
る。　(A-1)

3.自身の現在の社会人基礎力水準を把握し、その向上へ向けた取り組みができ
るようになる。　(A-1)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明することがで
きる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができる。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理論
的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解している。
(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発見
することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関す
る理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案す
ることができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連携
したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術等
を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する姿
勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動を
とることができる。

◎経営:A-1

1.これまで商学部で学んできた知識やスキルを、実際の現場で活用することが
できるようになる。　(A-1)

2.今後、商学部の学生として、学ぶ必要のある専門領域を見つけることができ
る。　(A-1)

3.自身の現在の社会人基礎力水準を把握し、その向上へ向けた取り組みができ
るようになる。　(A-1)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4010000352-02特別講義Ｃ「（キャリア形成実践Ⅰ） 」

高野　一郎、林　裕

◎貿易:A-1

1.これまで商学部で学んできた知識やスキルを、実際の現場で活用することが
できるようになる。　(A-1)

2.今後、商学部の学生として、学ぶ必要のある専門領域を見つけることができ
る。　(A-1)

3.自身の現在の社会人基礎力水準を把握し、その向上へ向けた取り組みができ
るようになる。　(A-1)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。



2019-4010000352-01特別講義Ｃ「（表現する力をきたえるプログラム）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・３時限　　試験時間割：2019/07/26　４時限　　

田村　馨、兵土美和子

◎－－－　概要　－－－◎

　皆さんが社会に出てもっとも求められる能力は「表現する力」で
す。伝えるべきことをちゃんと伝えることが要求されるにもかかわ
らず、それを教えたり訓練する場は多くありません。本講義ではそ
の機会と場を提供したいと思っています。
　だからといって、ノウハウやテクニックそのものを教える講義で
はありません。１つには、表現する意欲、欲求や姿勢がない人にノ
ウハウやテクニックを授けても、その人からは他者の共鳴や感動を
得る表現は生まれないからです。２つには、人によって、「何を」
「どう」表現したいかは異なるので、身につければ表現する力が増
すノウハウやテクニックは人によって違うからです。
　本講義は、「表現する力をつけたい、高めたい」と思う学生に対
して、「試行錯誤の中から自分の表現力の強みと弱みに気づき、自
分なりのスタイルで表現する勘所を掴む場と機会を提供する」もの
です。特に「書く力をつける」ことで達成度が計れるように設計さ
れています。
　予定では講義以外の課外プログラムも提供していきたいと思って
います。
　講義は田村と兵土が担当します。

【担当者が実務経験者の授業科目】
・中央官庁、民間のコンサルティングファームでの勤務経験を活か
し、実務上求められる「表現する力」とは何か、それはどのような
スタンスなり考えで獲得できるものかを解説します（田村）。
・編集者としての勤務経験を活かし、「表現する力」につながる文
章構成力、ストーリー創作力を実践的なワークを通して体験的に学
んでもらいます（兵土）。

◎－－－　到達目標　－－－◎

主に商学の知識を素材に「表現するとはどういうことか」を説明で
きる。(知識・理解)

自分が置かれている環境について他者に説明できる。(知識・理解)

自分が取り組むべき課題が何かを他者に説明できる。(知識・理解)

自分の進むべき方向について他者に説明できる。(知識・理解)

表現する力をきたえるために必要な方法や鍛錬すべきことを説明で
きる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・グループディスカッションを基本に講義は進みます。それに伴い
次のような予習、復習、課題提出が発生します。
・事前に文献や記事、事前ワークが求められます（180分）。
・事後的に学びきれなかったこと、講義時間中に完成しなかった
ワークに関する復習が求められます（180分）。
・ほぼ毎回課題（エッセイが中心）提出が求められます（180
分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・定期試験、課題提出および発言回数で評価します。それぞれの割
合は５０：５０です。
・評価基準は「社会に出ると表現することがなぜ求められるかが説
明でき、自分の思いや考えを伝える力をきたえるプログラムに参加
し与えられた役割やタスクを果たすことができる」です。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しません。

◎－－－　参考書　－－－◎

『情報編集力をつける国語』　ISBN 4-480-42371-9
『話すチカラをつくる本』　ISBN 4-8379-7626-4
『原稿用紙10枚を書く力』　ISBN 4-479-30073-1
余裕がある方は加藤典洋「言語表現法講義」岩波書店も手
にしてください。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・FB（Facebook)を活用し諸連絡・課題提出を行いますの
で、定期的なFB利用が必須となります。
・講義はワークショップスタイルで進めますので積極的な
関与を受講生には求めます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．なぜ表現する力が求められるか？(田村・兵土）
２．表現するとはどういうこと？(田村・兵土）
３．自分の表現力を点検してみよう（兵土）
４．自己紹介力を点検する（兵土）
５．観察力をきたえる１（読む～見る～発見～気づく）
（兵土）
６．観察力をきたえる２（書く）（兵土）
７．観察力をきたえる３（構成）（兵土）
８．発想力をきたえる１（読む～見る～発見～気づく）
（兵土）
９．発想力をきたえる２（書く）（兵土）
10．発想力をきたえる３（構成）（兵土）
11．思考力をきたえる１（読む～見る～発見～気づく）
（兵土）
12．思考力をきたえる２（書く）（兵土）
13．思考力をきたえる３（構成）（兵土）
14．ロジカルライティングで「自分の思いや考え」をあぶ
りだそう１（田村・兵土）
15．ロジカルライティングで「自分の思いや考え」をあぶ
りだそう２（田村・兵土）

注：講義の順番、内容は進捗状況や課外プログラムとの関
係などで変わってきます。



2019-4010000352-01特別講義Ｃ「（表現する力をきたえるプログラム）」

田村　馨、兵土美和子

◎商学:A-1

1.主に商学の知識を素材に「表現するとはどういうことか」を説明できる。　
(A-1)

2.自分が置かれている環境について他者に説明できる。　(A-1)

3.自分が取り組むべき課題が何かを他者に説明できる。　(A-1)

4.自分の進むべき方向について他者に説明できる。　(A-1)

5.表現する力をきたえるために必要な方法や鍛錬すべきことを説明できる。　
(A-1)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明することがで
きる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができる。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理論
的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解している。
(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発見
することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関す
る理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案す
ることができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連携
したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術等
を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する姿
勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動を
とることができる。

◎経営:A-1

1.主に商学の知識を素材に「表現するとはどういうことか」を説明できる。　
(A-1)

2.自分が置かれている環境について他者に説明できる。　(A-1)

3.自分が取り組むべき課題が何かを他者に説明できる。　(A-1)

4.自分の進むべき方向について他者に説明できる。　(A-1)

5.表現する力をきたえるために必要な方法や鍛錬すべきことを説明できる。　
(A-1)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4010000352-01特別講義Ｃ「（表現する力をきたえるプログラム）」

田村　馨、兵土美和子

◎貿易:A-1

1.主に商学の知識を素材に「表現するとはどういうことか」を説明できる。　
(A-1)

2.自分が置かれている環境について他者に説明できる。　(A-1)

3.自分が取り組むべき課題が何かを他者に説明できる。　(A-1)

4.自分の進むべき方向について他者に説明できる。　(A-1)

5.表現する力をきたえるために必要な方法や鍛錬すべきことを説明できる。　
(A-1)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。



2019-4010000353-02特別講義Ｄ「（キャリア形成実践Ⅱ）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・５時限　　試験時間割：2020/01/25　２時限　　

高野　一郎、森田　泰暢

◎－－－　概要　－－－◎

「自分が行動して何か成し遂げる」、「目に見えるかたちで成
果をチームで出す」というプロセスから学びを得る講義です。
キャリア教育に求められる「社会的・職業的自立のために必要
な能力」を、課題解決型学習（PBL）を通して伸ばしていきま
す。
企業において中小企業の経営コンサルティングに従事してきた
経験（前職）と、学生のキャリア形成支援、就職支援に従事し
ている経験（現職）の両方を活かして、企業等が抱える課題解
決に向けた取り組みを通じて、社会人基礎力の向上につなげて
いきます。
講義の中で皆さんはチームを組み、実際に企業が抱える難易度
の高い課題を解決していきます。本講義では、先ず自分自身の
社会人基礎力の向上計画（行動計画）を策定します。企業から
提示された課題にチームで取り組む中で、この向上計画にそっ
て自身の社会人基礎力を【計画→実行→確認→改善】のサイク
ルの中で伸ばしていきます。実際の課題に取り組む訳ですか
ら、事前に正解が用意されている訳ではありません。課題解決
という成果につなげることができるか否かは、チームの取り組
み次第です。　これまで商学部で学んできた専門的な知識やス
キルも生かしながら、また一方では、実際の業務を体験するこ
とで、商学部のカリキュラムの中から学ぶ必要がある専門領域
を見つけ、今後の学修計画につなげてください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

自身の現在の社会人基礎力水準を把握し、その向上へ向けた取
り組みができるようになる。(知識・理解)

これまで商学部で学んできた知識やスキルを、実際の現場で活
用することができるようになる。(知識・理解)

今後、商学部の学生として、学ぶ必要のある専門領域を見つけ
ることできる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

グループワーク中心で講義を進めていくため、次回の講義に向
けて、あらかじめ自分たちが取り組むテーマに関しての資料集
めや、現地の視察・調査等の準備をしておくこと。（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１．講義中の平常点　50%
２．成果　50%（試験、面接、ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ結果）
　上記２の成果とは、上記到達目標１と２に対する成果と、３
の課題解決提案の成果の２点を指します。
　そのうち前者は、①試験と②自己評価シートを用いた面接の
２点から評価します。
　後者は、①試験と②最終プレゼンテーションの結果を用いて
評価します。それぞれの「成果」とは、その「結果」だけでな
くプロセスも含みますので、皆さんの取り組む姿勢や態度等も
当然評価の対象となります。
　また本講義はグループワーク中心です。遅刻や欠席は「グ
ループワークにおける積極性や協調性」の評価が減点されま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　担当者がレジュメや資料を作成し、配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

『京大医学部で教える合理的思考』　中山建夫著　日経ビ
ジネス文庫　ISBN 978-4532197766
『実況ロジカルシンキング教室』　グロ－ビス・嶋田毅　
ＰＨＰ研究所　　ISBN 978-4569796741

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

①受講に必要な要素（☆３つのうち必要な要素は★とす
る）
　・グループワークを主導できる　　　　　★★☆
　・レポート（4,000字程度）が作成できる　　★★★
　・パワーポイントを使ってプレゼンテーションができる
　　★★☆
②全回、無遅刻・無欠席で参加することを前提とする
③自らすすんで役割を果たす姿勢を求める（受動的な姿勢
は評価しない）

※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につ
いて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　 本講義の概要/社会人基礎力の理解【森田・高野】
第2回　 アセスメント/向上計画の策定【高野】
第3回　 ロジカル・シンキングとグループワークのポイン
ト【高野】
第4回　 マーケット・リサーチとコンセプト・メーキング
【高野】
第5回　 事業収益性と経済性計算【高野】
第6回　【GW】課題提示・計画立案【高野】
第7回　 計画報告プレゼンテーション【高野】
第8回　【GW】計画の実行①【高野】
第9回　【GW】計画の実行②【高野】
第10回　中間チェック/改善策立案【森田・高野】
第11回 【GW】改善策実行【高野】
第12回 【GW】最終成果集計/報告書作成【高野】
第13回　成果報告プレゼンテーション【森田・高野】
第14回　結果発表/優秀チームの表彰/振り返り【高野】
第15回　向上計画の振り返り・自己評価発表会【森田・高
野】
*【GW】→グループワーク



2019-4010000353-02特別講義Ｄ「（キャリア形成実践Ⅱ）」

高野　一郎、森田　泰暢

◎商学:A-1

1.自身の現在の社会人基礎力水準を把握し、その向上へ向けた取り組みができ
るようになる。　(A-1)

2.これまで商学部で学んできた知識やスキルを、実際の現場で活用することが
できるようになる。　(A-1)

3.今後、商学部の学生として、学ぶ必要のある専門領域を見つけることでき
る。　(A-1)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明することがで
きる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができる。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理論
的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解している。
(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発見
することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関す
る理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案す
ることができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連携
したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術等
を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する姿
勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動を
とることができる。

◎経営:A-1

1.自身の現在の社会人基礎力水準を把握し、その向上へ向けた取り組みができ
るようになる。　(A-1)

2.これまで商学部で学んできた知識やスキルを、実際の現場で活用することが
できるようになる。　(A-1)

3.今後、商学部の学生として、学ぶ必要のある専門領域を見つけることでき
る。　(A-1)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4010000353-02特別講義Ｄ「（キャリア形成実践Ⅱ）」

高野　一郎、森田　泰暢

◎貿易:A-1

1.自身の現在の社会人基礎力水準を把握し、その向上へ向けた取り組みができ
るようになる。　(A-1)

2.これまで商学部で学んできた知識やスキルを、実際の現場で活用することが
できるようになる。　(A-1)

3.今後、商学部の学生として、学ぶ必要のある専門領域を見つけることでき
る。　(A-1)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。



2019-4010000353-01特別講義Ｄ「（表現する力をきたえるプログラム）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・３時限　　試験時間割：2020/01/21　４時限　　

田村　馨

◎－－－　概要　－－－◎

　皆さんが社会に出てもっとも求められる能力は「表現する力」で
す。伝えるべきことをちゃんと伝えることが要求されるにもかかわ
らず、それを教えたり訓練する場は多くありません。本講義ではそ
の機会と場を提供したいと思っています。
　だからといって、ノウハウやテクニックそのものを教える講義で
はありません。１つには、表現する意欲、欲求や姿勢がない人にノ
ウハウやテクニックを授けても、その人からは他者の共鳴や感動を
得る表現は生まれないからです。２つには、人によって、「何を」
「どう」表現したいかは異なるので、身につければ表現する力が増
すノウハウやテクニックは人によって違うからです。
　本講義は、「表現する力をつけたい、高めたい」と思う学生に対
して、「試行錯誤の中から自分の表現力の強みと弱みに気づき、自
分なりのスタイルで表現する勘所を掴む場と機会を提供する」もの
です。特に「書く力をつける」ことで達成度が計れるように設計さ
れています。
　予定では講義以外の課外プログラムも提供していきたいと思って
います。
　講義は田村と兵土が担当します。

【担当者が実務経験者の授業科目】
・中央官庁、民間のコンサルティングファームでの勤務経験を活か
し、実務上求められる「表現する力」とは何か、それはどのような
スタンスなり考えで獲得できるものかを解説します（田村）。
・編集者としての勤務経験を活かし、「表現する力」につながる文
章構成力、ストーリー創作力を実践的なワークを通して体験的に学
んでもらいます（兵土）。

◎－－－　到達目標　－－－◎

表現する力は課題発見力・設定力に比例する。この課題発見力・設
定力を高める対話のやり方、進め方を例に「表現するとはどういう
ことか」を説明できる。(知識・理解)

自分を探索するプロジェクトを通して明らかになる「自分が置かれ
ている環境」について他者に説明できる。(知識・理解)

自分を探索するプロジェクトを通して明らかになる「自分が取り組
むべき課題」について他者に説明できる。(知識・理解)

自分を探索するプロジェクトを通して明らかになる「自分の進むべ
き方向」について他者に説明できる。(知識・理解)

表現する力をきたえるためには、リード・ザ・セルフが起点の次世
代型リーダーシップを発揮できる実践の場が必要なことが説明でき
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・講義時またはFacebookにて次回の予告をしますので、関連するサ
イトや文献を事前に学習すること、また講義中にお知らせするサイ
トや文献による事後学習をおすすめします。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・定期試験、課外プログラムへの参加状況（参加実績で評価）、課
題提出および発言回数で評価します。それぞれの割合は５０：２
５：２５です。
・評価基準は「社会に出ると表現することがなぜ求められるかが説
明でき、自分の思いや考えを伝える力をきたえるプログラムに参加
し与えられた役割やタスクを果たすことができる」です。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しません。

◎－－－　参考書　－－－◎

『情報編集力をつける国語』　ISBN 4-480-42371-9
『話すチカラをつくる本』　ISBN 4-8379-7626-4
『原稿用紙10枚を書く力』　ISBN 4-479-30073-1
余裕がある方は加藤典洋「言語表現法講義」岩波書店も手
にしてください。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・課外プログラム（昨年度は外部講師の講話、表現する力
をきたえる実践としての中学校（梅林中、平尾中）・高校
（修猷館高校）でのプログラム）への参加は単位取得の要
件です。そのため受講生にはタイムマネジメント力が求め
られます。就職活動やバイト、クラブ・サークル活動をや
りながら巧く時間をやりくりするマネジメント力が鍛ら
え、試されます。
・FB（Facebook)を活用し諸連絡・課題提出を行いますの
で、定期的なFB利用が必須となります。
・講義はワークショップスタイルで進めますので積極的な
関与を受講生には求めます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．自分の感覚、感性にきづく１（兵土）
２．自分の感覚、感性にきづく２（兵土）
３．自分の感覚、感性をきたえる１（レゴを使うワーク）
（田村・兵土）
４．自分の感覚、感性をきたえる２（レゴを使うワーク）
（田村・兵土）
５．表現力をきたえよう１（自分の志を考えよう）（兵
土）
６．表現力をきたえよう２（インタビューワーク）（兵
土）
７．表現力をきたえよう３（自分の志をエピソードで語ろ
う）（兵土）
８．表現力をきたえよう４（自分の志を書こう）（兵土）
９．表現力をきたえよう５（自分の志を表現しよう）（兵
土）
10．エピソードで自分を語る１（兵土）
11．エピソードで自分を語る２（兵土）
12．自己紹介文を書いてみよう１（兵土）
13．自己紹介文を書いてみよう２（兵土）
14. 自己紹介文を発表しよう１（兵土）
15. 自己紹介文を発表しよう２（兵土）

注：講義の順番、内容は進捗状況や課外プログラムとの関
係などで変わってきます。



2019-4010000353-01特別講義Ｄ「（表現する力をきたえるプログラム）」

田村　馨

◎商学:A-1

1.表現する力は課題発見力・設定力に比例する。この課題発見力・設定力を高
める対話のやり方、進め方を例に「表現するとはどういうことか」を説明でき
る。　(A-1)

2.自分を探索するプロジェクトを通して明らかになる「自分が置かれている環
境」について他者に説明できる。　(A-1)

3.自分を探索するプロジェクトを通して明らかになる「自分が取り組むべき課
題」について他者に説明できる。　(A-1)

4.自分を探索するプロジェクトを通して明らかになる「自分の進むべき方向」
について他者に説明できる。　(A-1)

5.表現する力をきたえるためには、リード・ザ・セルフが起点の次世代型リー
ダーシップを発揮できる実践の場が必要なことが説明できる。　(A-1)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明することがで
きる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができる。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理論
的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解している。
(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発見
することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関す
る理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案す
ることができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連携
したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術等
を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する姿
勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動を
とることができる。

◎経営:A-1

1.表現する力は課題発見力・設定力に比例する。この課題発見力・設定力を高
める対話のやり方、進め方を例に「表現するとはどういうことか」を説明でき
る。　(A-1)

2.自分を探索するプロジェクトを通して明らかになる「自分が置かれている環
境」について他者に説明できる。　(A-1)

3.自分を探索するプロジェクトを通して明らかになる「自分が取り組むべき課
題」について他者に説明できる。　(A-1)

4.自分を探索するプロジェクトを通して明らかになる「自分の進むべき方向」
について他者に説明できる。　(A-1)

5.表現する力をきたえるためには、リード・ザ・セルフが起点の次世代型リー
ダーシップを発揮できる実践の場が必要なことが説明できる。　(A-1)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。
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田村　馨

◎貿易:A-1

1.表現する力は課題発見力・設定力に比例する。この課題発見力・設定力を高
める対話のやり方、進め方を例に「表現するとはどういうことか」を説明でき
る。　(A-1)

2.自分を探索するプロジェクトを通して明らかになる「自分が置かれている環
境」について他者に説明できる。　(A-1)

3.自分を探索するプロジェクトを通して明らかになる「自分が取り組むべき課
題」について他者に説明できる。　(A-1)

4.自分を探索するプロジェクトを通して明らかになる「自分の進むべき方向」
について他者に説明できる。　(A-1)

5.表現する力をきたえるためには、リード・ザ・セルフが起点の次世代型リー
ダーシップを発揮できる実践の場が必要なことが説明できる。　(A-1)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。



2019-4010000353-03特別講義Ｄ「（アントレプレナーシップ概論）」

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

二宮　麻里

◎－－－　概要　－－－◎

本講義では、起業を志す人に対し、事業アイデアを形にすることをサポートす
る。

アントレプレナーシップとは、日本では「企業家精神」と訳される。ベンチャー
企業を立ち上げたいという人、企業内で新規事業に着手する人、地方自治体で社
会的イノベーションを創出したい人たちすべてに求められる考え方のことであ
る。現在、アメリカをはじめ各国で、新しく産業を創出し競争力を高めるため
に、アントレプレナーシップの活性化が重要なキーワードとして認知されてい
る。

　ケーススタディと議論を通じて、新規事業計画書を作成する。ベンチャーキャ
ピタルを通じて資金調達する、一定規模以上の事業を立ち上げることを想定す
る。必要に応じて市場調査を実施し、経営者等へヒアリングをおこなう。
　本講義では、ベンチャーファイナンスの第一人者である神戸大学大学院経営学
研究科・科学技術イノベーション研究科の忽那憲治氏、同科学技術イノベーショ
ン研究科、坂井貴行氏、ベンチャーキャピタルのドーガン・ベータの渡辺麗斗氏
を講師に迎え、事業計画書作成をこれら講師にサポートいただく。
　忽那氏は、長年、創業希望者への指導をおこなうとともに、株式会社イノベー
ション・アクセルと株式会社科学技術アントレプレナーシップの取締役・共同創
業者であり、大学発ベンチャーの出資をおこなっている。
　坂井氏は関西TLO取締役、テクノネットワーク四国代表取締役を経て、科学技
術・知的財産の商業化、技術移転による創業支援について多くの実務経験を有し
ている。
　渡辺氏は、ベンチャーキャピタルのドーガン設立直後より業務に携わり、九州
経済の活性化に資する起業家への投資をおこなうとともに、福岡における創業環
境の整備を積極的におこなっている。主な投資担当先には、グルーヴノーツ、ヤ
マップ、AUTHENTIC JAPANなど、九州を代表する企業がある。
　以上、第一線で活躍する3氏を講師に迎え、学生のみなさんには新規事業の立ち
上げのための準備をしてもらいたいと考えている。

　本特別講義は、交流会(10月4日）および１泊2日(1月29日―30日）の合宿を予定
している。交流会および合宿において、同じ目的を有する仲間や教員、社会人と
議論することは、大きな刺激となるだろう。事業計画書の策定を通じて、将来の
多様なキャリア選択について考えることになろう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

事業計画書策定に必要な企業経営の知識を理解している(知識・理解)

経済環境に即した事業アイデアを考案することができる(知識・理解)

社会と企業との関係性を理解しながら、事業計画を策定することができる(知識・
理解)

将来性のある事業アイデアを提案することができる(知識・理解)

事業アイデアについて、説得的なプレゼンテーションをすることができる(知識・
理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業時間外で、事業計画をまとめる準備をすることになる。テキストを事前に読
了し、商学部で学ぶ専門知識を横断的に理解するようにすること。（毎回、60分
以上の予習・復習時間が必要）

なお、講義が休みの際にもグループワークは継続する。その時間を利用して、適
宜、事業計画に関係した企業経営者にコンタクトをとり、ヒアリング調査をおこ
なう。（プレゼンテーションの準備は上記に加えて、60分以上必要）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１）グループワークにおいて、メンバーとのコミュニケーションをはかりなが
ら、正確かつ論理的な議論をすすめることができるかどうか。
２）スケジュールに基づいて新規事業計画書を作成し、それについてプレゼン
テーションができるかどうか
３）事業創造のプロセスについて理論的に理解しているかどうか
以上について、以下の評点比率によって評価する。
グループワークでの議論への貢献が20％、分析レポート30％　プレゼンテーショ
ン20％、事業計画書30％

◎－－－　テキスト　－－－◎

適宜講義内で指示。

◎－－－　参考書　－－－◎

『アントレプレナーシップ入門』　ISBN 4641150028

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

将来、企業や地方自治体、NPO等で新規事業の立ち上げをしたいと考え
る人、関心のある意欲ある人物が望ましい。すでに具体的な事業計画が
ある人は、そのブラッシュアップをおこなう。

留学経験を有し、将来グローバルに活躍したいと考える人物も歓迎す
る。特に具体的な事業計画をもっていない人は、既存企業における新規
事業立上げのシミュレーションをするか、あるいは福岡大学内技術シー
ズの事業化について策定する。

10月4日、夕方から交流会を実施するので参加すること。
交流会および合宿には必ず参加することを求める。交流会および福岡大
学六本松セミナーハウスの宿泊費等の負担は3,000円程度を予定してい
る。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
登録については、学修ガイドの『登録制限科目について』を参照のこ
と。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
登録希望者は、登録に先立って、ninomiya@fukuoka-u.ac.jpにメールをお
送りください。件名は「特別講義D登録希望」としてください。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　イントロダクション
　　　～アントレプレナーシップとは　
株式会社ドーガン・ベータ取締役 パートナー　渡辺麗斗・二宮）（9月
20日）

2　大学発のイノベーションとは　（神戸大学大学院科学技術イノベー
ション研究科教授坂井貴行・二宮）（9月27日）

３ビジネスモデルを考える①　（神戸大学大学院科学技術イノベーショ
ン研究科副研究科長・教授　兼　経営学研究科教授忽那憲治・二宮）
（10月4日）

４　ビジネスモデルを考える②　（忽那・二宮）
（10月11日）

5　マーケティング戦略の構築①　基礎的概念　　　（二宮）　（10月
18日）
講義1週なし

6　マーケティング戦略の構築②　ケーススタディ　（二宮）　(10月25
日）

7　事業計画の策定プロセス　　（二宮）（11月１日）

8　アイデア報告（二宮）11月8日

講義なし　11月15日～12月6日

9　第一回報告（二宮）　12月13日

講義なし　12月20日

　＜1泊2日の合宿（1月29日(水)-30日(木）
　宿泊先　六本松セミナーハウスを予定＞
10　第二回報告（二宮・渡辺）
11　最終報告へ向けての準備（二宮・渡辺）
12　第三回報告（忽那・二宮・渡辺）
13　グループワーク（忽那・二宮・渡辺）
14　グループワーク（忽那・二宮・渡辺）
15　最終報告回（忽那・二宮・渡辺）
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二宮　麻里

◎商学:A-1

1.事業計画書策定に必要な企業経営の知識を理解している　(A-1)

2.経済環境に即した事業アイデアを考案することができる　(A-1)

3.社会と企業との関係性を理解しながら、事業計画を策定することができる　
(A-1)

4.将来性のある事業アイデアを提案することができる　(A-1)

5.事業アイデアについて、説得的なプレゼンテーションをすることができる　
(A-1)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明することがで
きる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができる。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理論
的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解している。
(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発見
することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関す
る理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案す
ることができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連携
したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術等
を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する姿
勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動を
とることができる。

◎経営:A-1

1.事業計画書策定に必要な企業経営の知識を理解している　(A-1)

2.経済環境に即した事業アイデアを考案することができる　(A-1)

3.社会と企業との関係性を理解しながら、事業計画を策定することができる　
(A-1)

4.将来性のある事業アイデアを提案することができる　(A-1)

5.事業アイデアについて、説得的なプレゼンテーションをすることができる　
(A-1)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4010000353-03特別講義Ｄ「（アントレプレナーシップ概論）」

二宮　麻里

◎貿易:A-1

1.事業計画書策定に必要な企業経営の知識を理解している　(A-1)

2.経済環境に即した事業アイデアを考案することができる　(A-1)

3.社会と企業との関係性を理解しながら、事業計画を策定することができる　
(A-1)

4.将来性のある事業アイデアを提案することができる　(A-1)

5.事業アイデアについて、説得的なプレゼンテーションをすることができる　
(A-1)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。



2019-4010000357-01特別講義Ｅ「（ソーシャル・イノベーションⅠ）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：2019/07/25　６時限　　

田村　馨、兵土美和子

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は特別講義Ｃと姉妹関係にある講義です。特別講義C
「ソーシャル・イノベーションⅠ」ではソーシャル・イノベーショ
ンとは何かをみた。本講義では、ソーシャル・イノベーションの担
い手、「社会イノベーター」に注目します。いわば、ソーシャル・
イノベーションの担い手論が本講義のテーマです。
　贈与、リーダーシップ、アントレプレナーシップ、デザイン、ク
リエイティブなどのキーワードを手がかりに、また社会イノベー
ターとして活動する担い手の話を聞くなどして、ソーシャル・イノ
ベーションの可能性と必然性を担い手論から展望します。
　講義は、田村と兵土が担当しますが、適宜、以下の方を含むゲス
トをお呼びする予定です。
　小川勇人氏（小川の家）
　次の講義の予告を毎回するので関連するサイトや文献を事前に学
習し、講義中にお知らせするサイトや文献による事後学習をおすす
めします。

【担当者が実務経験者の授業科目】
・中央官庁、民間のコンサルティングファームでの勤務経験を活か
し、イノベーションをめぐる理論と実践の橋渡しがどのように行わ
れるか、そしてソーシャルイノベーションの政策的、ビジネス的含
意に関して解説します（田村）。
・NPOの経営、運営にかかわった実務経験を活かし、ソーシャルイ
ノベーションの担い手、組織運営に関して現実的かつ実践的な側面
を解説します（兵土）。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ソーシャルイノベーションについてイノベーションの定義を使って
説明できる。(知識・理解)

ソーシャルイノベーションが求められる経済社会的な状況を説明で
きる。(知識・理解)

ソーシャルイノベーションが解決すべき課題が何であるかを説明で
きる。(知識・理解)

ソーシャルイノベーションが進むべき方向について説明できる。(知
識・理解)

ソーシャルイノベーションの実践例を事例を素材に説明できる。(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　・グループディスカッションを基本に講義は進みます。それに伴
い次のような予習、復習、課題提出が発生します。
・事前に文献や記事、事前ワークが求められます（180分）。
・事後的に学びきれなかったこと、講義時間中に完成しなかった
ワークに関する復習が求められます（180分）。
・ほぼ毎回課題（エッセイが中心）提出が求められます（180分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・定期試験、平常点（提出物）を併せて評価します。
・割合は５０：５０です。
・定期試験は「設定した問題に対する理解度と説明力」、平常点は
「講義中の発言回数とFBグループへのレポートの提出状況」で評価
します。
・評価基準は「ソーシャル・イノベーションを担うプレーヤーに求
められる資質・姿勢、プレーヤー発掘・育成・登用のために求めら
れる仕組み・プラットフォームについて他者に解説する」です。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　使用しません。　

◎－－－　参考書　－－－◎

『イノベーションの知恵』　ISBN 978-4-8222-4829-1
『イノベーションの作法』　ISBN 978-4-532-19522-9
　講義の中でも紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本講義が想定する受講生は、社会の動きに興味をもち新
しい社会的な動きに関与する意志をもつ学生です。
・教材共有、情報連絡にFacebookを使います。FBの利用を
前提に講義は進むのでFBは必須です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１.　ソーシャル・イノベーションを誰が担うのか(田村・
兵土）
２.　アントレプレナーとしての社会イノベーター(田村・
兵土）
３.　リーダーとしての社会イノベーター（田村・兵土）
４.　トリックスターとしての社会イノベーター（田村・
兵土）
５.　贈与者としての社会イノベーター（兵土）
６.　隣人としての社会イノベーター（兵土）
７.　保育分野の社会イノベーター（ケーススタディ）
（兵土）
８.　子育て優先社会を目指す社会イノベーター(ケースス
タディ)（小川・兵土）
９.　誰もが学べる場づくりを目指す社会イノベー
ター(ケーススタディ)（兵土）
10.　伝統産業の革新を目指す社会イノベーター(ケースス
タディ)（兵土）
11.　行政組織の枠を超える人材として邁進する社会イノ
ベーター(ケーススタディ)（兵土）
12.　福祉とアートをビジネスで結ぶ社会イノベー
ター（ケーススタディ)（兵土）
13.　地域興しに人生を賭ける社会イノベーター（ケース
スタディ）（兵土）
14.　学びの旅を仕掛ける社会イノベーター（ケーススタ
ディ）(兵土）
15.　草の根ソーシャル・イノベーションに向けて（兵
土）
（講義の順番や中身は進捗状況、外部講師の都合で変わる
場合があります）



2019-4010000357-01特別講義Ｅ「（ソーシャル・イノベーションⅠ）」

田村　馨、兵土美和子

◎商学:A-1

1.ソーシャルイノベーションについてイノベーションの定義を使って説明でき
る。　(A-1)

2.ソーシャルイノベーションが求められる経済社会的な状況を説明できる。　
(A-1)

3.ソーシャルイノベーションが解決すべき課題が何であるかを説明できる。　
(A-1)

4.ソーシャルイノベーションが進むべき方向について説明できる。　(A-1)

5.ソーシャルイノベーションの実践例を事例を素材に説明できる。　(A-1)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明することがで
きる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができる。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理論
的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解している。
(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発見
することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関す
る理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案す
ることができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連携
したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術等
を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する姿
勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動を
とることができる。

◎経営:A-1

1.ソーシャルイノベーションについてイノベーションの定義を使って説明でき
る。　(A-1)

2.ソーシャルイノベーションが求められる経済社会的な状況を説明できる。　
(A-1)

3.ソーシャルイノベーションが解決すべき課題が何であるかを説明できる。　
(A-1)

4.ソーシャルイノベーションが進むべき方向について説明できる。　(A-1)

5.ソーシャルイノベーションの実践例を事例を素材に説明できる。　(A-1)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4010000357-01特別講義Ｅ「（ソーシャル・イノベーションⅠ）」

田村　馨、兵土美和子

◎貿易:A-1

1.ソーシャルイノベーションについてイノベーションの定義を使って説明でき
る。　(A-1)

2.ソーシャルイノベーションが求められる経済社会的な状況を説明できる。　
(A-1)

3.ソーシャルイノベーションが解決すべき課題が何であるかを説明できる。　
(A-1)

4.ソーシャルイノベーションが進むべき方向について説明できる。　(A-1)

5.ソーシャルイノベーションの実践例を事例を素材に説明できる。　(A-1)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。



2019-4010000357-02特別講義Ｅ「（観光経済事情）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　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　６時限　　

町　孝

◎－－－　概要　－－－◎

　フランス、スペイン等の観光先進国では「観光」を、国のリーディ
ング産業と位置づけ、観光振興や外国人観光客誘致に積極的に取り組
み、教育機関での人材育成にも力を注いでいます。
　遅まきながら、わが国も平成20年10月の「観光庁」設置以降、観光
資源等のポテンシャルを活かし、世界の人たちを惹きつける「観光立
国」実現のため　①日本ブランドの作り上げと発信　②ビザ要件の緩
和等による訪日旅行の促進　③外国人旅行者の受入の改善　④国際会
議等（ＭＩＣＥ）の誘致や投資の促進を図ることが重要であるとの
「アクション・プログラム」等をまとめました。さらに平成28年3月
には、観光先進国への新たな国づくりに向け「明日の日本を支える観
光ビジョン構想会議」において「世界が訪れたくなる日本」を目指し
た観光ビジョンを策定しました。
　これら観光庁の取り組みや九州独自で取り組んでいる観光産業活性
化の取り組み等について、「九州観光推進機構」や「ななつ星in九
州」「或る列車」等のＤＳ列車（観光列車）運転など、常に九州の観
光産業をリードしてきたJR九州グループの現役経営幹部や各界で活躍
中の有識者が、実務経験を活かし実際に携わった商品開発等の事例を
参考に地域の観光に必要な知識や心構えについて講義します。
　15回の講義を通じて、「観光」というこれからの日本・九州にとっ
て有望視されている産業の「様々なビジネス・モデル事例」を一緒に
学びましょう。
講師陣は皆さまの「コーディネーター」です。

講師紹介
町　　孝　　ＪＲ博多シティ顧問、政府観光庁 VISIT JAPAN大使
　　　　　　福岡市教育委員、元ＪＲ九州 常務取締役営業部長
　　　　　　旅行事業本部長
本郷　譲　　ＪＲ九州リテール(株)代表取締役社長
　　　　　　前ＪＲ九州専務取締役、元ＪＲパリ事務所次長
小濱 和彦　 ＪＲ九州エージェンシー代表取締役社長
　　　　　　前ＪＲ九州ホテルズ㈱代表取締役社長
　　　　　　元九州旅客鉄道㈱　旅行事業本部副本部長
滝　悦子　　エッセイスト、ラジオ・テレビのパーソナリティー
伊豆美沙子　宗像市長

◎－－－　到達目標　－－－◎

観光に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、地域が
取り組むべき課題が何であるかについて説明することができる。
(知識・理解)

企業、地域が取り組むべき課題を解決するために、国内外の事例を収
集し、課題解決に必要な知見を抽出することができる。
(知識・理解)

社会の一員として、地域や社会の発展に観光学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講師が配布するレジュメを十分に復習し、観光産業の専門用語の意味
や講師実践録等を理解しておき、自分なりの観光活性化策を記載でき
るようにしておきます。
　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

○講義の到達目標の達成度を評価基準とします。　
○定期試験により評価します。
　観光の基礎用語を理解しているかどうか、講義で習得した知識をも
とに、居住地もしくは故郷の観光活性化策や訪日外国人客の増加策等
についての記述できるかを基準とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

講師が、毎回レジュメを配布予定。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につ
いて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

①　観光の定義と歴史…町
②　交通革命Ⅰ鉄道と交通機関の歴史…町
③　交通革命Ⅱ航空業界の現状と課題…小濱
④　世界遺産を活かした街づくり…伊豆
⑤　食と観光…滝
⑥　宿泊、観光施設の現況と課題…町
⑦　旅行エージェントの現況と課題…町
⑧　訪日外国人受入れの現状と課題…町
⑨　欧州観光の現況〔先進地事例〕…本郷
⑩「ななつ星in九州」等の観光列車と地域
　の連携…町
⑪　地域バリューアップによる地域再生…町
⑫「久留米まち旅博覧会」成功の秘訣とは？
   …町
⑬　クルージング観光の現状と課題…町
⑭　観光戦略成功のための広告…小濱
⑮　講義のまとめ…町、小濱



2019-4010000357-02特別講義Ｅ「（観光経済事情）」

町　孝

◎商学:A-1

1.観光に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、地域が取り組
むべき課題が何であるかについて説明することができる。
　(A-1)

2.企業、地域が取り組むべき課題を解決するために、国内外の事例を収集し、
課題解決に必要な知見を抽出することができる。
　(A-1)

3.社会の一員として、地域や社会の発展に観光学的な見地から貢献する姿勢を
もっている。
　(A-1)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明することがで
きる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができる。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理論
的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解している。
(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発見
することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関す
る理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案す
ることができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連携
したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術等
を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する姿
勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動を
とることができる。

◎経営:A-1

1.観光に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、地域が取り組
むべき課題が何であるかについて説明することができる。
　(A-1)

2.企業、地域が取り組むべき課題を解決するために、国内外の事例を収集し、
課題解決に必要な知見を抽出することができる。
　(A-1)

3.社会の一員として、地域や社会の発展に観光学的な見地から貢献する姿勢を
もっている。
　(A-1)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4010000357-02特別講義Ｅ「（観光経済事情）」

町　孝

◎貿易:A-1

1.観光に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、地域が取り組
むべき課題が何であるかについて説明することができる。
　(A-1)

2.企業、地域が取り組むべき課題を解決するために、国内外の事例を収集し、
課題解決に必要な知見を抽出することができる。
　(A-1)

3.社会の一員として、地域や社会の発展に観光学的な見地から貢献する姿勢を
もっている。
　(A-1)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。



2019-4010000358-01特別講義Ｆ「（ソーシャル・イノベーションⅡ）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：2020/01/25　２時限　　

田村　馨、兵土美和子

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義の目的は、ソーシャル・イノベーションをキーワードに、企業や社
会をめぐる今日的な状況を理解する、と同時に、新しい時代が求める企業や
社会のあり方を展望することにあります。
　20世紀初頭にヨゼフ・シュンペーターによってイノベーションという概念
が提起されました。それから数えると既に100年がたち、デザイン・イノ
ベーション、オープン・イノベーション、ＩＴイノベーションなど様々の
タームでイノベーションが語られています。あるいは、「イノベーションの
ジレンマ」なる概念が近年注目を集め、「イノベーション＝企業や社会に
とってプラスの動き」とは違う観点からイノベーションが論じられていま
す。
　講義では、まず、イノベーション概念の整理を行い、複数のイノベーショ
ン概念に共通のコンセプトとして「ソーシャル」を抽出します。次に、ソー
シャル・イノベーションこそが新しい時代が求めるイノベーションであるこ
とを、企業や社会が直面する問題群とその解決策を通して明らかにします。
さらに、ソーシャル・イノベーションが導く企業や社会を「創造的組織への
転換」、「共通善の実現」という２つの指針から照らし出します。
　講義は、机上の言葉遊びで終わらないように、事例や現実の課題を素材
に、また、受講生が参加する双方向型で進めます。
 講義は田村と兵土が担当します。現時点でお招きすることが決まっている
外部講師は下記の小川氏ですが、それ以外のゲストも適宜、お招きする予定
です。
　小川勇人氏（株）小川の家代表取締役（子育て優先住宅専門店、長崎）
　なお、次の講義の予告を毎回するので関連するサイトや文献を事前に学習
し、講義中にお知らせするサイトや文献による事後学習をおすすめします。

【担当者が実務経験者の授業科目】
・中央官庁、民間のコンサルティングファームでの勤務経験を活かし、イノ
ベーションをめぐる理論と実践の橋渡しがどのように行われるか、そして
ソーシャルイノベーションの政策的、ビジネス的含意に関して解説します
（田村）。
・NPOの経営、運営にかかわった実務経験を活かし、ソーシャルイノベー
ションの担い手、組織運営に関して現実的かつ実践的な側面を解説します
（兵土）。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ソーシャルイノベーションについてイノベーションの定義を使って説明でき
る。(知識・理解)

ソーシャルイノベーションが求められる経済社会的な状況を説明できる。
(知識・理解)

ソーシャルイノベーションが解決すべき課題が何であるかを説明できる。
(知識・理解)

ソーシャルイノベーションが進むべき方向について説明できる。(知識・理
解)

ソーシャルイノベーションの実践例を事例を素材に説明できる。(知識・理
解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　・グループディスカッションを基本に講義は進みます。それに伴い次のよ
うな予習、復習、課題提出が発生します。
・事前に文献や記事、事前ワークが求められます（180分）。
・事後的に学びきれなかったこと、講義時間中に完成しなかったワークに関
する復習が求められます（180分）。
・ほぼ毎回課題（エッセイが中心）提出が求められます（180分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・定期試験、平常点を併せて評価します。
・割合は５０：５０です。
・定期試験は「設定した問題に対する理解度と説明力」、平常点は「講義中
の発言回数とFBグループへのレポートの提出状況」で評価します。
・評価基準は「ソーシャル・イノベーションが求められる背景とそれが目指
すところを、またソーシャル・イノベーションの特徴と新しさを従来のイノ
ベーションとの違いをふまえて他者に解説できる」です。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　使用しません。　

◎－－－　参考書　－－－◎

『イノベーションの作法』(日経ビジネス人文庫)　ISBN
4532195225
『イノベーションの知恵』　ISBN 4822248291

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本講義が想定する受講生は、社会の動きに興味をもち新
しい社会的な動きに関与する意志をもつ学生です。
・教材共有、情報連絡にFacebookを使います。FBの利用を
前提に講義は進むのでFBは必須です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１.　イノベーションとは何？(田村・兵土）
２.　イノベーションが求められる背景(田村・兵土）
３.　イノベーション概念の変遷（ケーススタディ）（田
村・兵土）
４.　複数のイノベーション概念の整理（ケーススタ
ディ）（兵土）
５.　共通コンセプトとしてのソーシャルの抽出（兵土）
６.　発展途上国が求めるソーシャル・イノベーション
（兵土）
７.　子育て家庭が必要とするソーシャル・イノベーショ
ン（兵土）
８.　子育て優先のソーシャル・イノベーション（小川・
兵土）
９.　中学校に必要とされるソーシャル・イノベーション
（兵土）
10.　高校に必要とされるソーシャル・イノベーション
（兵土）
11.　企業のマーケティングに求められるソーシャル・イ
ノベーション①（兵土）
12.　企業のマーケティングに求められるソーシャル・イ
ノベーション②（兵土）
13.　企業の人材育成に求められるソーシャル・イノベー
ション（兵土）
14.　ワークライフバランス（兵土）
15.　ソーシャル・アントレプレナーとpro‐socialな仕組み
のデザイン（兵土）

（講義の順番や中身は進捗状況、外部講師の都合で変わる
場合があります）

◎－－－　URL　－－－◎

イノベーションの本質
(www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/sokai/kouen150.pdf)



2019-4010000358-01特別講義Ｆ「（ソーシャル・イノベーションⅡ）」

田村　馨、兵土美和子

◎商学:A-1

1.ソーシャルイノベーションについてイノベーションの定義を使って説明でき
る。　(A-1)

2.ソーシャルイノベーションが求められる経済社会的な状況を説明できる。　
(A-1)

3.ソーシャルイノベーションが解決すべき課題が何であるかを説明できる。　
(A-1)

4.ソーシャルイノベーションが進むべき方向について説明できる。　(A-1)

5.ソーシャルイノベーションの実践例を事例を素材に説明できる。　(A-1)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明することがで
きる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができる。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理論
的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解している。
(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発見
することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関す
る理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案す
ることができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連携
したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術等
を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する姿
勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動を
とることができる。

◎経営:A-1

1.ソーシャルイノベーションについてイノベーションの定義を使って説明でき
る。　(A-1)

2.ソーシャルイノベーションが求められる経済社会的な状況を説明できる。　
(A-1)

3.ソーシャルイノベーションが解決すべき課題が何であるかを説明できる。　
(A-1)

4.ソーシャルイノベーションが進むべき方向について説明できる。　(A-1)

5.ソーシャルイノベーションの実践例を事例を素材に説明できる。　(A-1)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4010000358-01特別講義Ｆ「（ソーシャル・イノベーションⅡ）」

田村　馨、兵土美和子

◎貿易:A-1

1.ソーシャルイノベーションについてイノベーションの定義を使って説明でき
る。　(A-1)

2.ソーシャルイノベーションが求められる経済社会的な状況を説明できる。　
(A-1)

3.ソーシャルイノベーションが解決すべき課題が何であるかを説明できる。　
(A-1)

4.ソーシャルイノベーションが進むべき方向について説明できる。　(A-1)

5.ソーシャルイノベーションの実践例を事例を素材に説明できる。　(A-1)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。



2019-4010000358-02特別講義Ｆ「（企業戦略におけるロジスティクスの現状と今後）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・４時限　　試験時間割：2020/01/25　２時限　　

村上　剛人、山口裕人、宮嵜務、山本研二、富永泰輔、園田剛介、山田英夫、原田典元、大島権人

◎－－－　概要　－－－◎

　モノは生産から流通を経て消費者によって消費され、さらには消費された
モノはすべてではないが廃棄物として処分されています。その中にはリサイ
クルやリユースされるものもあります。このような流れから２つの物流が存
在していることがわかります。一つはモノが生産者から消費者の手に流れて
いく動脈流通、もう一つは不要品あるいは廃棄物が流れていく静脈流通で
す。この講義では、この２つの流通の有り様について、とくに今問題視され
ている環境問題との関連のなかで、どのような現状があるのか、企業の方々
に現場の状況および取り組みについて情報を提供してもらい、物流という場
について何が問われているのか学生の皆さんと一緒に考えてみようという企
画のもとで誕生した講座です。多くの企業の方に参画してもらっている講義
です。
　動脈流通に目をやると、利益の確保とサービスの向上を目指して、モノの
移動時間をできるだけ短縮しようとの取り組みが加速度的に展開されていま
す。ヤマト運輸などの取り組みはその最先端を実行しているといってもよい
でしょう。モノの移動時間が短縮されることによって、生産と販売のリード
タイムも短縮され、需要が発生する近い段階で商品の発注が可能になり、在
庫水準も低く抑えられるという小売業者にとって大きなメリットを手にする
ことができます。今回は花王、ヤマエ久野、イオン九州、福岡運輸、園田陸
運の各会社の物流分野の実務経験が豊富な方々にお越しいただき、現在の物
流の視点からどのような変化が見られるのか、現在の情報を提供してもらう
予定です。
　他方で、こう言った取り組みは、物流と環境という問題を発生させていま
す。企業は今後益々本業のビジネスに力を入れながらも、環境問題へ取り組
むという社会貢献を同時に達成し、利益を確保していくことが求められてい
ます。どうやってそれらを両立させていくのか、そうした点を、モノの流れ
である動脈物流と静脈物流の両面に光を当てて考えていきたいと思います。
特に静脈物流については今後益々重要な取り組み課題になってくると考えら
れ、現在率先して取り組まれている一般社団法人食品ロス・リボーンセン
ター、小寺油脂、大島産業のリサイクルの実務経験を豊富にお持ちの方にお
越しいただき、現在の現場の状況の情報を提供したいと思っています。
　この２つの物流を理解することを通して、モノの流れを全体的に把握して
いく能力をこの講座を通して身につけてもらえればと思います。
　なお、講座の進捗状況に応じて、授業計画の内容を変更することがあるの
で、留意されたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

（1）現在の取引のあり方を考察するうえで、物流が果たしている役割につ
いて理解できるようになる(知識・理解)

（2）近年のサプライチェーンマネジメントに代表される取り組みの実態を
メーカー、卸売、小売の３段階で理解できるようになる(知識・理解)

（3）静脈物流について、実態がどのような状況にあるのかを理解するとと
もに、今後の課題が何か自ら考えることができるようになる(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　会社の方の講義については、事前に各会社の取り組みなどについてネット
等の資料を探し、情報収集し、講義に臨んでもらいたい。(60分程度）会社
の方の講義でないときは、事前に資料を配布するので、その内容を予習し、
講義に臨んでもらいたい。（60分程度）
　なお、会社の方の講義には、何が話されたのかについてのレポートを作成
して、提出してもらうので、しっかり、メモを取り、復習した内容をレポー
トにしてください。(90分程度）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　まず外部講師が講義された時は、その都度レポートを作成し、提出しても
らいます。レポートの評価は、その講義の概要および自分が関心や興味を
持ったことについて書いてもらい、その内容を評価します。(９社の方に来
ていただきますので、９回分のレポートの作成することになります。）また
村上が担当する箇所についても、近年の取引のあり方がどのように変化して
きているのか、それを理解したかを確認するレポートを１回作成してもらい
ます。合わせて１0回レポートの作成になります。試験については到達目標
にあげた(1)̃(3)の内容を中心にどの程度習得および応用できているかを評価
します。
　評価割合は、レポートが60点、試験40点で行います。なお、レポートは
ワードで作成し提出してもらいます。企業の方がレポートを見たいという
ケースがあるため、レポートの返却はしません。レポート点についてはでき
るだけその都度公表します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

基本的に使用しない。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・福岡大学の学生として恥ずかしくないよう、講義を受け
るマナー（私語をしない。遅刻はしない。途中退場はしな
い。挨拶をする。）をしっかり守ってください。
・遅刻は認めませんから、時間管理はしっかり行ってくだ
さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1)イントロダクション（講義の概要説明）（村上）
2)CR(コンシューマリスポンス)の考え方（１）（村上）
3)花王のケース（山口）
4)ヤマエ久野のケース（白井）
5)イオン九州のケース（山本）
6)福岡運輸ホールディングスのケース（富永）7)園田陸運
のケース（園田）
8)CR(コンシューマリスポンス)の考え方（２）と３PLの
ケース(村上）
9)CVSのケース（村上）
10)公共機関の備蓄食料のリサクル（一般社団法人食品ロ
ス・リボーンセンター）のケース（山田）
11)紙のリサクルのケース（村上）
12)油のリサイクル（小寺油脂）のケース（原田）
13)食品リサイクル(大島産業)のケース（大島）
14)ネット通販の問題(村上）
15)総括（村上）
※　外部講師が担当するときは、村上が講義全体をコー
ディネートし、講師紹介から質疑応答までを担当すると同
時に、レポート課題及びそのチェックについても村上が担
当します。また講師の都合で日程が変更される場合もある
ので注意してください。



2019-4010000358-02特別講義Ｆ「（企業戦略におけるロジスティクスの現状と今後）」

村上　剛人、山口裕人、宮嵜務、山本研二、富永泰輔、園田剛介、山田英夫、原田典元、大島権人

◎商学:A-1

1.（1）現在の取引のあり方を考察するうえで、物流が果たしている役割につい
て理解できるようになる　(A-1)

2.（2）近年のサプライチェーンマネジメントに代表される取り組みの実態を
メーカー、卸売、小売の３段階で理解できるようになる　(A-1)

3.（3）静脈物流について、実態がどのような状況にあるのかを理解するととも
に、今後の課題が何か自ら考えることができるようになる　(A-1)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明することがで
きる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができる。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理論
的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解している。
(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発見
することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関す
る理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案す
ることができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連携
したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術等
を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する姿
勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動を
とることができる。

◎経営:A-1

1.（1）現在の取引のあり方を考察するうえで、物流が果たしている役割につい
て理解できるようになる　(A-1)

2.（2）近年のサプライチェーンマネジメントに代表される取り組みの実態を
メーカー、卸売、小売の３段階で理解できるようになる　(A-1)

3.（3）静脈物流について、実態がどのような状況にあるのかを理解するととも
に、今後の課題が何か自ら考えることができるようになる　(A-1)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4010000358-02特別講義Ｆ「（企業戦略におけるロジスティクスの現状と今後）」

村上　剛人、山口裕人、宮嵜務、山本研二、富永泰輔、園田剛介、山田英夫、原田典元、大島権人

◎貿易:A-1

1.（1）現在の取引のあり方を考察するうえで、物流が果たしている役割につい
て理解できるようになる　(A-1)

2.（2）近年のサプライチェーンマネジメントに代表される取り組みの実態を
メーカー、卸売、小売の３段階で理解できるようになる　(A-1)

3.（3）静脈物流について、実態がどのような状況にあるのかを理解するととも
に、今後の課題が何か自ら考えることができるようになる　(A-1)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。



2019-4010000329-02日本商業史Ａ「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・二部２時限　　試験時間割：2019/07/31　夜２限　　

草野　真樹

◎－－－　概要　－－－◎

　科目名に「史」がつくとおり、本講義は商業の歴史を対象と
します。簡潔にいえば、人間が生きていくために必要なものを
獲得することが「生産」、必要なものを使うことが「消費」で
す。この「生産」と「消費」を欠くことはできません。そのた
め人間は「生産」と「消費」を円滑に結びつけるための知恵と
工夫、方法などの考案と改善を積み重ねてきました。言い換え
ると、それらは交換や流通と呼ばれます。
　講義では、商業史＝生産と消費を結ぶ知恵や工夫、方法の歴
史と広く捉えて、その発展プロセスについて学習していきま
す。具体的には、とくに中世から近世（江戸時代）を対象とし
て、交換のあり方と変遷、商いの担い手＝商人が考案・発展さ
せた取引の方法、商家経営のあり方や組織、制度などについて
学びます。
　また、自治体史編さん室や資料館での勤務経験を活かし、地
元の歴史資料などを紹介しながら解説します。時には歴史資料
の解読や解釈にもチャレンジしてもらい、商業史が単なる暗記
科目ではなく、多様な解釈が成り立つ科学であることについて
もふれていきます。
　歴史を学ぶ一つの意義は、歴史上に起こったさまざまな出来
事が偶然の産物ではなく、何らかの連鎖的かつ蓄積の結果であ
ると考え、その因果関係を解き明かし、現在の糧とすることに
あります。本講義では、商業の歴史を学ぶことによって現代経
済における商業の役割や重要性について理解を深めることを目
的とします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

商学に関する歴史的な知識を用いて、中世から近世日本の商業
が発展してきた基本的な道筋（方向）や社会的背景などを説明
することができる。 (知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　講義では、毎回、講義内容の概要を記したプリントを配布し
ます。講義後には再度プリントに目を通して内容を確認し、講
義内容の流れを整理することに努めてください。難しい専門用
語などがあれば、自分自身で調べておくこと（目安60分）。そ
れら一連の作業が講義の予習・復習となります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の成績80％、平常点20％を目安として総合的に評価
します。定期試験は授業で取り上げた事項を理解し、それを文
章にして説明できるかどうかが評価の基準です。したがって、
論述により解答する問題が全体の7～8割程度を占めます。平常
点は講義中に実施する「ミニッツペーパー」の記述内容などを
評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない（毎回、講義プリントを配布します）。

◎－－－　参考書　－－－◎

廣田誠・山田雄久・木山実・長廣利崇・藤岡里圭『日本商
業史』有斐閣、2017年。　ISBN 978-4-641-16506-9
石井寛治『日本流通史』有斐閣、2003年。　ISBN
4-641-16169-0
経営史学会編『日本経営史の基礎知識』有斐閣、2004年。
　ISBN 4-641-18310-4
　比較的入手しやすい文献を挙げています。その他の参考
書については、適宜、講義中に紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　一般的な注意事項として、講義中は私語を慎み、マナー
を守るように努めてください。たとえば、講義中に携帯電
話やスマートフォンを使用しない、帽子を脱ぐなどは一般
的なマナーです。また、講義中に正当な理由なく無断で教
室を出て行く学生には厳しく対処します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．イントロダクション：講義の概要と進め方、受講上の
約束事項、歴史を学ぶ意義、評価の方法について
2．社会の制度と生産・消費の関係：互酬と再分配と市場
交換について
3．古代・中世における生産と消費：自給自足から交換に
よる社会への変遷について
4．不定期市の形成と定期市の発展
5．貨幣の発生と信用経済の芽生え
6．中世の国際貿易都市・博多の形成と発展(1)
7．中世の国際貿易都市・博多の形成と発展(2)
8．幕藩制社会の仕組みから考える商業のあり方
9．歴史人口学から考える近世（江戸時代）の発展：宗門
人別改張を手がかりとして
10．輸送網の整備と商業の発展
11．長崎貿易とシュガーロード
12．商家の経営組織：商家の形態、奉公人組織、暖簾わけ
などについて
13．商家の家訓と店舗組織の維持・発展
14．資料論：社会の発展を支えるarchivesについて
15．まとめ：全15回のまとめと復習など

　なお、上記の内容は進捗状況に応じて順序を変更するこ
ともあります。



2019-4010000329-02日本商業史Ａ「（二部）」

草野　真樹

◎商学

1.商学に関する歴史的な知識を用いて、中世から近世日本の商業が発展してき
た基本的な道筋（方向）や社会的背景などを説明することができる。 　(A-1)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明するこ
とができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立
案することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出するこ
とができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。



2019-4010000330-02日本商業史Ｂ「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・二部２時限　　試験時間割：2020/01/22　夜２限　　

草野　真樹

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は、科目名に「史」がつくとおり、日本の商業・流通
の歴史を対象とします。学習する時代は、主に明治・大正・昭
和戦前期および戦後復興期です。具体的には、近代日本におけ
る商業・流通業が発展していく時代背景を学び、その発展を支
えた担い手たちの特徴や活動内容を中心に取り上げていきま
す。学習内容は、商業と流通業に限定せず、広く近代日本の企
業、産業、地域を取り上げていきます。
　また、地域経済や商業の歴史を少しでも身近に感じ、具体的
にイメージできるようになることを目指して、九州や福岡の事
例も取り上げます。とくに、自治体史編さん室や資料館での勤
務経験を活かし、地元の歴史資料を紹介しながら解説します。
　歴史を学ぶ一つの意義は、歴史上起こったさまざまな出来事
が決して偶然の産物でなく、何らかの蓄積の結果生じたもので
あると考え、その因果関係を解き明かし、私たちがこれから生
きていくうえでの糧とすることにあります。歴史を通じて、私
たちの生活を支える商業・流通の役割と重要性について理解を
深めることを目的とします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

商学に関する歴史的な知識を用いて、近代日本の企業、産業、
地域が置かれてきた経済社会状況、ならびに発展してきた基本
的な道筋（方向）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)　－－－◎

　講義では、毎回、講義内容の概要を記したプリントを配布し
ます。講義後には再度プリントに目を通して内容を確認し、講
義内容の流れを整理することに努めてください。難しい専門用
語などがあれば、自分自身で調べておくこと（目安60分）。そ
れら一連の作業が講義の予習・復習となります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の成績80％、平常点20％を目安として総合的に評価
します。定期試験は授業で取り上げた事項を理解し、それを文
章にして説明できるかどうかが評価の基準です。したがって、
論述により解答する問題が全体の7～8割程度を占めます。平常
点は講義中に実施する「ミニッツ・ペーパー」の記述内容を評
価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない（毎回、講義プリントを配布します）。

◎－－－　参考書　－－－◎

石井寛治編『近代日本流通史』東京堂出版、2005年。　
ISBN 978-4-490-20550-3
桜井英治・中西聡編『流通経済史』山川出版社、2002年。
　ISBN 4-634-53120-8
廣田誠・山田雄久・木山実・長廣利崇・藤岡里圭『日本商
業史』有斐閣、2017年。　ISBN 978-4-641-16506-9
比較的入手しやすい参考書を挙げています。その他の参考
書については、適宜、講義中に紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　一般的な注意事項として、講義中は私語を慎み、マナー
を守るように努めてください。たとえば、講義中に携帯電
話やスマートフォンを使用しない、帽子を脱ぐことなどは
一般的なマナーです。また、正当な理由なく無断で教室を
出て行く学生には厳しく対処します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．イントロダクション：講義の概要と進め方、受講上の
約束事項、歴史を学ぶ意義、評価の方法などについて
2．幕末開港による外国資本の圧力と日本の対応
3．産業革命と商業の発展(1)：産業革命の全体像と商業の
関係性について
4．産業革命と商業の発展(2)：日本における経済発展の担
い手の特徴について
5．産業革命の進展と地方経済の発展(1)：北部九州を主た
る事例として
6．産業革命の進展と地方経済の発展(2)：映像から学ぶ近
代日本
7．近代小売業の形成と発展(1)：博覧会と産業発展の関係
8．近代小売業の形成と発展(2)：座売りの社会的背景と陳
列販売への変化
9．近代小売業の形成と発展(3)：百貨店の形成と発展
10．近代小売業の形成と発展(４)：小林一三の経営戦略と
その影響
11．戦時体制下における流通と消費
12．戦後復興期における流通と消費
13．第2次大戦後における地方の商業・流通発展(1)：福
岡・博多を中心として
14．第2次大戦後における地方の商業・流通発展(2)：福
岡・博多を中心として
15．まとめ：全15回のまとめと復習など

　なお、上記の内容は進捗状況に応じて順序を変更するこ
ともあります。



2019-4010000330-02日本商業史Ｂ「（二部）」

草野　真樹

◎商学

1.商学に関する歴史的な知識を用いて、近代日本の企業、産業、地域が置かれ
てきた経済社会状況、ならびに発展してきた基本的な道筋（方向）について説
明することができる。 　(A-1)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明するこ
とができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立
案することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出するこ
とができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。



2019-4010000391-01日本の流通

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　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　　

二宮　麻里

◎－－－　概要　－－－◎

　福岡大学商学部の源流は、1934年に開講された福岡高等商業
学校という、商学を学ぶ専門機関に遡ります。博多商人が、自
分たちやその子供たちが、勉学に打ち込める場所を作ろうと、
私財を投げ打って設立したのです。
　では、商学部は、いったい何を学ぶ学部なのでしょうか。経
済学部や経営学部とどう異なるのでしょうか。みなさんは、す
でに「マーケティング入門」をはじめ、「金融入門」「簿記原
理」「貿易入門」「流通入門」「経営学総論」といった商学部
の入門科目を受講しておられると思います。これらの科目は高
度に専門的で、全く異なる経済事象を取り扱っているように見
えるかもしれません。では、商学部の専門分野の基礎理論とは
何なのでしょうか。
　商学は、主に企業間の取引を取り扱う学問分野です。そし
て、取引にはリスクが付きまといます。 リスクをうまく処理し
なければ、取引そのものが広がりません。 商学とはリスクを社
会的に処理する仕組みに関わる学問です。会社制度も金融や保
険も、商業や物流もすべて、取引のリスクと関係します。
「日本の流通」では、流通・商業を中心として、「取引」と
「リスク」を切り口に、専門科目を横断する講義を提供したい
と思います。忽那氏は、長年、創業希望者への指導をおこなう
とともに、株式会社イノベーション・アクセルと株式会社科学
技術アントレプレナーシップの取締役・共同創業者であり、大
学発ベンチャーの出資をおこなっている。その経験を踏まえ、
金融制度を理論的に解説いただく。
　講義後半では、リスクと取引についてより深く考察するため
にレポートを作成してもらいます。
　　　　

◎－－－　到達目標　－－－◎

商学におけるリスクとは何かを説明することができる(知識・
理解)

商学におけるリスクをなるべく少なくするために、整備された
経済制度について説明することができる(知識・理解)

現在の経済事象と講義で述べられたリスクを関連させながら述
べることができる(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　講義前にはテキストを読み、講義後にはテキストを要約して
復習し、ミニッツペーパーが課された場合には作成してくださ
い。
(予習30分　復習15分、ミニッツペーパー作成15分）
本講義では、知識を暗記することは要求しません。論理的な文
章を読解し、ビジネスプランを作成することを目指します。ビ
ジネスプランおよびレポートの作成には、120分以上必要であ
ろう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　商学の基礎概念を理解し、「循環」および「リスク」という
キー概念を用いながら、経済現象について理論的に論じられて
いるかどうかを成績評価の基準とします。
　定期試験で100％成績評価します。レポートを学期途中に１
回、A4用紙１枚作成してもらい、定期試験はそのレポート課題
を応用して出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

石原武政・忽那憲治編著『商学への招待(有斐閣ブック
ス)』有斐閣2013年
ISBN 978-4-641-18417-6

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　遅刻は厳禁です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　イントロダクション─「商学」を学ぶ意味《二宮麻
里》

２　事業を支える仕組み─貨幣という制度─お金とは何だ
ろうか《神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科副
研究科長・教授　兼　経営学研究科教授忽那憲治》

３　金融という制度─金融の役割とは何だろうか
《忽那憲治》　

４　会社という制度《藤野真》　

５　競争と経営《二宮麻里》

６　リスクマネジメント《二宮麻里》

７　取引制度の意味《二宮麻里》

８　取引の信頼性の確保─どのように品質を保証し、価値
を高めるのか《二宮麻里》

９　市場の拡大─市場はどのように成立し、どのような役
割を果たしたのか《二宮麻里》

１０　資金と債権の管理─どのようにしてお金を管理する
のか《経営学科：渡辺剛》

１１　事業を営むための仕組み─会社という制度《渡辺
剛》

１２　産業の変化《二宮麻里》

１３　ケーススタディ《二宮麻里》

１４　改めて商学の意義を考える《二宮麻里》

１５　講義まとめ《二宮麻里》



2019-4010000391-01日本の流通

二宮　麻里

◎商学

1.商学におけるリスクとは何かを説明することができる　(A-1)

2.商学におけるリスクをなるべく少なくするために、整備された経済制度につ
いて説明することができる　(A-2)

3.現在の経済事象と講義で述べられたリスクを関連させながら述べることがで
きる　(A-3)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明するこ
とができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立
案することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出するこ
とができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。



2019-4010000197-01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：有り　　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：2020/01/21　２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。
　第7回のゲストスピーカーは、I&S BBDOのエグゼクティブ・
クリエイティブ・ディレクターの上野達生氏です。過去2度、ク
リエイター・オブ・ザ・イヤー賞を受賞された、日本を代表する
広告産業におけるクリエイターです。広告的なコミュニケーショ
ンを通じた企業のマーケティング問題の解決について、最先端の
マス広告の事例を紹介しながら語っていただきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

マーケティングの基礎的な概念について説明することができる
(知識・理解)

マーケティングがどのような分野で効果的に用いられる考え方か
を理解している(知識・理解)

特定企業の課題を、マーケティングの基礎的な概念を用いて分析
することができる(知識・理解)

特定企業の課題について、データベース等を用いて情報収集をす
ることができる(知識・理解)

講義の内容についてレポートを作成することができる(知識・理
解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　講義前には指定したテキストを読み、学習する。（15分）
講義後は専門用語についてまとめて、理解する（15分）
さらに、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。
レポートの作成には１２０分程度必要であろう。

◎－－－　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

◎－－－　参考書　－－－◎

１からのマーケティング　ISBN 4502665509
現代マーケティング新版　ISBN 4532134390
マーケティング　ISBN 4532110440

◎－－－　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
I&S BBDO　エグゼクティブ・クリエイティブ・ディレクター
ゲストスピーカー上野達生氏
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



2019-4010000197-01マーケティング入門

二宮　麻里

◎商学

1.マーケティングの基礎的な概念について説明することができる　(A-1)

2.マーケティングがどのような分野で効果的に用いられる考え方かを理解して
いる　(A-2)

3.特定企業の課題を、マーケティングの基礎的な概念を用いて分析することが
できる　(A-3)

4.特定企業の課題について、データベース等を用いて情報収集をすることがで
きる　(A-3)

5.講義の内容についてレポートを作成することができる　(A-4)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明するこ
とができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立
案することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出するこ
とができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。



2019-4010000601-01流通システム論

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　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　　

二宮　麻里、忽那　憲治、渡辺　剛、藤野　真

◎－－－　概要　－－－◎

　福岡大学商学部の源流は、1934年に開講された福岡高等商業学校
という、商学を学ぶ専門機関に遡ります。博多商人が、自分たちや
その子供たちが、勉学に打ち込める場所を作ろうと、私財を投げ
打って設立したのです。
　では、商学部は、いったい何を学ぶ学部なのでしょうか。経済学
部や経営学部とどう異なるのでしょうか。みなさんは、すでに「流
通・マーケティング入門」をはじめ、「金融入門」「簿記原理」
「貿易入門」「流通入門」「経営学総論」といった商学部の入門科
目を受講しておられると思います。これらの科目は高度に専門的
で、全く異なる経済事象を取り扱っているように見えるかもしれま
せん。では、商学部の専門分野の基礎理論とは何なのでしょうか。
　商学は、主に企業間の取引を取り扱う学問分野です。そして、取
引にはリスクが付きまといます。 リスクをうまく処理しなけれ
ば、取引そのものが広がりません。 商学とはリスクを社会的に処
理する仕組みに関わる学問です。会社制度も金融や保険も、商業や
物流もすべて、取引のリスクと関係します。
　「流通システム論」では、流通・商業を中心として、「取引」と
「リスク」を切り口に、専門科目を横断する講義を提供したいと思
います。忽那氏は、長年、創業希望者への指導をおこなうととも
に、株式会社イノベーション・アクセルと株式会社科学技術アント
レプレナーシップの取締役・共同創業者であり、大学発ベンチャー
の出資をおこなっている。その経験を踏まえ、金融制度を理論的に
解説いただく。
　講義後半では、リスクと取引についてより深く考察するためにレ
ポートを作成してもらいます。
　　　　

◎－－－　到達目標　－－－◎

商学におけるリスクとは何かを説明することができる(知識・理解)

商学におけるリスクをなるべく少なくするために、整備された経済
制度について説明することができる
(知識・理解)

現在の経済事象と講義で述べられたリスクを関連させながら述べる
ことができる(知識・理解)

特定産業の課題を、情報収集しながら、分析することができる(知
識・理解)

特定産業の歴史について論理的に記述することができる(知識・理
解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　講義前にテキストを読み(15分）、講義後にはテキストを要約し
て復習し、専門用語をまとめて理解してください（15分）。
ミニッツペーパーが課された際には、専門用語を用いて作成するこ
と（15分）
本講義では、知識を暗記することは要求しません。論理的な文章を
読解し、ビジネスプランを作成することを目指します。ビジネスプ
ランの作成およびレポートの作成には120分以上が必要。　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　商学の基礎概念を理解し、「循環」および「リスク」というキー
概念を用いながら、経済現象について理論的に論じられているかど
うかを成績評価の基準とします。
　定期試験で100％成績評価します。レポートを学期途中に１回、
A4用紙１枚作成してもらい、定期試験はそのレポート課題を応用
して出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

石原武政・忽那憲治編著『商学への招待(有斐閣ブック
ス)』有斐閣2013年
ISBN 978-4-641-18417-6

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　遅刻は厳禁です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１イントロダクション
─「商学」を学ぶ意味《二宮麻里》

２取引と市場と信頼《二宮麻里》

３事業を支える仕組み─
貨幣という制度─お金とは何だろうか《神戸大学大学院科
学技術イノベーション研究科副研究科長・教授　兼　経営
学研究科教授忽那憲治》

４金融という制度─金融の役割とは何だろうか
《忽那憲治》　

５会社という制度《藤野真》　

６競争と経営《二宮麻里》

７リスクとはなにか《二宮麻里》

８取引制度の意味《二宮麻里》

９取引の信頼性の確保─どのように品質を保証し、価値を
高めるのか《二宮麻里》

１０市場の拡大─市場はどのように成立し、どのような役
割を果たしたのか《二宮麻里》

１１資金と債権の管理─どのようにしてお金を管理するの
か《経営学科：渡辺剛》

１２資金と債権の管理─どのようにしてお金を管理するの
か(2)《渡辺剛》

１３　産業の変化《二宮麻里》

１４　ケーススタディ《二宮麻里》

１５　改めて商学の意義を考える《二宮麻里》まとめ



2019-4010000601-01流通システム論

二宮　麻里、忽那　憲治、渡辺　剛、藤野　真

◎商学:A-2,A-3,A-4

1.商学におけるリスクとは何かを説明することができる　(A-2)

2.商学におけるリスクをなるべく少なくするために、整備された経済制度につ
いて説明することができる
　(A-2)

3.現在の経済事象と講義で述べられたリスクを関連させながら述べることがで
きる　(A-3)

4.特定産業の課題を、情報収集しながら、分析することができる　(A-4)

5.特定産業の歴史について論理的に記述することができる　(A-4)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明することがで
きる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができる。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理論
的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解している。
(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発見
することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関す
る理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案す
ることができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連携
したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術等
を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する姿
勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動を
とることができる。

◎経営:A-2,A-3

1.商学におけるリスクとは何かを説明することができる　(A-2)

2.商学におけるリスクをなるべく少なくするために、整備された経済制度につ
いて説明することができる
　(A-2)

3.現在の経済事象と講義で述べられたリスクを関連させながら述べることがで
きる　(A-3)

4.特定産業の課題を、情報収集しながら、分析することができる　(A-3)

5.特定産業の歴史について論理的に記述することができる　(A-3)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4010000601-01流通システム論

二宮　麻里、忽那　憲治、渡辺　剛、藤野　真

◎貿易:A-2,A-3

1.商学におけるリスクとは何かを説明することができる　(A-2)

2.商学におけるリスクをなるべく少なくするために、整備された経済制度につ
いて説明することができる
　(A-2)

3.現在の経済事象と講義で述べられたリスクを関連させながら述べることがで
きる　(A-3)

4.特定産業の課題を、情報収集しながら、分析することができる　(A-3)

5.特定産業の歴史について論理的に記述することができる　(A-3)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。

◎商学:A-2,A-3

1.商学におけるリスクとは何かを説明することができる　(A-2)

2.商学におけるリスクをなるべく少なくするために、整備された経済制度につ
いて説明することができる
　(A-2)

3.現在の経済事象と講義で述べられたリスクを関連させながら述べることがで
きる　(A-3)

4.特定産業の課題を、情報収集しながら、分析することができる　(A-3)

5.特定産業の歴史について論理的に記述することができる　(A-3)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4010000192-02流通入門「（16台以前）」

 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：金・２時限　　試験時間割：2020/01/16　５時限　　

田村　馨

◎－－－　概要　－－－◎

　どのような産業、業種、企業であれ、商品やサービスを開発
し、消費者に届け、買ってもらい、満足を得てもらう活動が不
可欠です。たとえエンジニアであれ、研究者であれ、ビジネス
社会で生きていく以上、そのような活動とは無縁で働くことは
難しくなっています。
　そのような活動がどのようなものであり、そこにはどのよう
なメカニズムや仕組みがあるのかを、流通とマーケティングの
２つの側面から学ぶのが本講義の目的です。
　具体的には、流通とは何か、流通がなぜ社会的に必要なの
か、日本の流通の特徴は何か、日本の流通はいまどのように変
化しているかを解説します。また、マーケティングについて
は、マーケティングとは何か、マーケティングが生まれた経緯
と日本に入ってきた背景、時代とともに変わってきたマーケ
ティングの変遷を解説します。
　コンビニやスーパー、ヒット商品、テレビ広告など具体的な
ケースを対象に、流通、マーケティングの果たす役割やメカニ
ズム、仕組みが解説されていきます。
　次の講義の予告を毎回するので関連するサイトや文献を事前
に学習し、講義中にお知らせするサイトや文献による事後学習
をおすすめします。

【担当者が実務経験者の授業科目】
・中央官庁、民間のコンサルティングファームでの勤務経験を
活かし、流通ビジネスをめぐる理論と実践の橋渡しがどのよう
に行われるかを解説する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

マーケティングがなぜ必要であるかが説明できる。(知識・理
解)

スーパーマーケットやコンビニエンスストアの成長を例に日本
の流通の発展メカニズムを説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・次回の講義に向けて紹介するネット上の情報、記事、文献に
目を通すことを前提に講義は進めます（予習180分）。
・講義中に素材にしたケースや理論に関する記事、文献、動画
等を復習し講義を振り返ることが必要です（復習180分）。
・流通、マーケティングに関する概念、理論、フレームワーク
を文献や記事で継続的に学ぶことが求められます（通常学習
180分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験で評価します。割合は１００％。流通、マーケティ
ングとは何か、日本の流通、マーケティングの変化はどういっ
たものであったか、その変化のメカニズムはどういうものだっ
たか、流通とマーケティングの課題と可能性を理解しているか
否かが評価基準となります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　教科書は使用しません。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義は、通して受講することで理解が促されるように設計
されているので、毎回受講されることを望みます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　流通とは何か
２　流通機能と流通産業
３　流通産業を構成する企業
４　流通の社会的存立意義
５　マーケティングとは何か
６　マーケティングの仕組み
７　マーケティングと時代の変化
８　コンビニの誕生と成長
９　なぜコンビニは多くの消費者に支持されたのか
10　コンビニが起こしたイノベーション
11　ヒット商品の秘密
12　消費者の買い物行動を解剖する
13　消費者の商品選択行動を解剖する
14　流通、マーケティングの最前線
15　未来に向けた流通、マーケティングの展望



2019-4010000192-02流通入門「（16台以前）」

田村　馨

◎商学

1.マーケティングがなぜ必要であるかが説明できる。　(A-2)

2.スーパーマーケットやコンビニエンスストアの成長を例に日本の流通の発展
メカニズムを説明できる。　(A-2)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明するこ
とができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立
案することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出するこ
とができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。



2019-4010000600-02流通・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：有り　　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：2020/01/16　５時限　　

田村　馨

◎－－－　概要　－－－◎

　どのような産業、業種、企業であれ、商品やサービスを開発
し、消費者に届け、買ってもらい、満足を得てもらう活動が不
可欠です。たとえエンジニアであれ、研究者であれ、ビジネス
社会で生きていく以上、そのような活動とは無縁で働くことは
難しくなっています。
　そのような活動がどのようなものであり、そこにはどのよう
なメカニズムや仕組みがあるのかを、流通とマーケティングの
２つの側面から学ぶのが本講義の目的です。
　具体的には、流通とは何か、流通がなぜ社会的に必要なの
か、日本の流通の特徴は何か、日本の流通はいまどのように変
化しているかを解説します。また、マーケティングについて
は、マーケティングとは何か、マーケティングが生まれた経緯
と日本に入ってきた背景、時代とともに変わってきたマーケ
ティングの変遷を解説します。
　コンビニやスーパー、ヒット商品、テレビ広告など具体的な
ケースを対象に、流通、マーケティングの果たす役割やメカニ
ズム、仕組みが解説されていきます。
　次の講義の予告を毎回するので関連するサイトや文献を事前
に学習し、講義中にお知らせするサイトや文献による事後学習
をおすすめします。

【担当者が実務経験者の授業科目】
・中央官庁、民間のコンサルティングファームでの勤務経験を
活かし、流通ビジネスをめぐる理論と実践の橋渡しがどのよう
に行われるかを解説する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

マーケティングがなぜ必要であるかが説明できる。(知識・理
解)

スーパーマーケットやコンビニエンスストアの成長を例に日本
の流通の発展メカニズムを説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・次回の講義に向けて紹介するネット上の情報、記事、文献に
目を通すことを前提に講義は進めます（予習180分）。
・講義中に素材にしたケースや理論に関する記事、文献、動画
等を復習し講義を振り返ることが必要です（復習180分）。
・流通、マーケティングに関する概念、理論、フレームワーク
を文献や記事で継続的に学ぶことが求められます（通常学習
180分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験で評価します。割合は１００％。流通、マーケティ
ングとは何か、日本の流通、マーケティングの変化はどういっ
たものであったか、その変化のメカニズムはどういうものだっ
たか、流通とマーケティングの課題と可能性を理解しているか
否かが評価基準となります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　教科書は使用しません。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義は、通して受講することで理解が促されるように設計
されているので、毎回受講されることを望みます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　流通とは何か
２　流通機能と流通産業
３　流通産業を構成する企業
４　流通の社会的存立意義
５　マーケティングとは何か
６　マーケティングの仕組み
７　マーケティングと時代の変化
８　コンビニの誕生と成長
９　なぜコンビニは多くの消費者に支持されたのか
10　コンビニが起こしたイノベーション
11　ヒット商品の秘密
12　消費者の買い物行動を解剖する
13　消費者の商品選択行動を解剖する
14　流通、マーケティングの最前線
15　未来に向けた流通、マーケティングの展望



2019-4010000600-02流通・マーケティング入門

田村　馨

◎経営:A-1

1.マーケティングがなぜ必要であるかが説明できる。　(A-1)

2.スーパーマーケットやコンビニエンスストアの成長を例に日本の流通の発展
メカニズムを説明できる。　(A-1)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。

◎貿易:A-1

1.マーケティングがなぜ必要であるかが説明できる。　(A-1)

2.スーパーマーケットやコンビニエンスストアの成長を例に日本の流通の発展
メカニズムを説明できる。　(A-1)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論な
らびに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身に
つけている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につ
いての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することが
できる。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動に
おいて、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダー
シップを身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働でき
るコミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定
に貢献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとす
る態度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を
学ぼうとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解
し協調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ
人々と積極的に協働しようとする態度を身につけている。



2019-4020000398-01企業行動論

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　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　４時限　　

森田　泰暢

◎－－－　概要　－－－◎

本講義では企業組織に関する理論について学びます。
IoTやロボット、人工知能などテクノロジーの進歩や変化もあ
り、我々の置かれる環境は急速に変化しています。個人は当事
者意識をもって自ら動く必要性は増しており、組織も自社のみ
では変化に対応しきれずコラボレーションを行いながら新たな
イノベーションの可能性を探ろうとしています。本講義ではそ
のような時代背景を踏まえた際に、関連すると思われる組織理
論をピックアップし、社会における柔軟な対応や分析の基盤と
なる力を身に付けることを目標とします。講義においては昨今
の環境変化に対応しイノベーティブな組織的対応を行っている
経営者に登壇を依頼しており、具体的な経営手法について学ぶ
機会も設けています（「経営組織論」が基本的な理論について
の内容で、本講義はやや応用的な内容になります。）

◎－－－　到達目標　－－－◎

本講義に出てくる用語や理論を用いて、企業が現在とっている
組織的な戦略や施策について説明できる(知識・理解)

本講義に出てくる用語や理論を用いて、企業がうまく対応でき
なかった組織的な戦略や施策について説明できる(知識・理解)

本講義に出てくる用語や理論を用いて、簡単な企業のケースス
タディから課題を発見できる(技能)

本講義に出てくる用語や理論を用いて、簡単な企業のケースス
タディを分析し、その対応策について自身の考えを述べること
ができる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義に関連した資料を配布するので、目を通して復習を行うこ
と（25分）。
最先端のテクノロジーや社会変化に関する情報に触れる機会を
作り、ニュースや関連する記事を読むこと（35分）。
関連するニュース等において、学習した理論の適用ができない
か試行してみること（30分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

小テスト（20％）×2回と定期試験（60％） で評価を行いま
す。
小テストでは用語理解、理論の理解、簡単なケーススタディを
用いた分析について問う予定です。
定期試験では、ケーススタディの分析を通じた課題発見と課題
解決を主に問います。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは指定しません。 講義はレジュメをもとに進め
ます。参考文献も各回提示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

「経営組織論」（2単位）と併せて受講することが望まし
いです。

※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につ
いて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．組織管理の基礎的な理論
2．サービス組織
3．組織間連携
4．オープンイノベーション
5．モチベーションとリーダーシップ
6．グループダイナミクス
7．組織学習
8．経験学習と熟達
9．組織化とセンスメーキング
10．心理的契約
11．組織コミットメント
12．場のマネジメント
13．組織文化の浸透
14．創造的正当化
15．まとめ
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◎経営:A-2,A-3,B-1,B-2

1.本講義に出てくる用語や理論を用いて、企業が現在とっている組織的な戦略
や施策について説明できる　(A-2)

2.本講義に出てくる用語や理論を用いて、企業がうまく対応できなかった組織
的な戦略や施策について説明できる　(A-3)

3.本講義に出てくる用語や理論を用いて、簡単な企業のケーススタディから課
題を発見できる　(B-1)

4.本講義に出てくる用語や理論を用いて、簡単な企業のケーススタディを分析
し、その対応策について自身の考えを述べることができる　(B-2)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。

◎商学:A-2,A-3,B-1,B-2

1.本講義に出てくる用語や理論を用いて、企業が現在とっている組織的な戦略
や施策について説明できる　(A-2)

2.本講義に出てくる用語や理論を用いて、企業がうまく対応できなかった組織
的な戦略や施策について説明できる　(A-3)

3.本講義に出てくる用語や理論を用いて、簡単な企業のケーススタディから課
題を発見できる　(B-1)

4.本講義に出てくる用語や理論を用いて、簡単な企業のケーススタディを分析
し、その対応策について自身の考えを述べることができる　(B-2)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明すること
ができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案
することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出すること
ができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。
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◎貿易:A-2,A-3,B-1,B-2

1.本講義に出てくる用語や理論を用いて、企業が現在とっている組織的な戦略
や施策について説明できる　(A-2)

2.本講義に出てくる用語や理論を用いて、企業がうまく対応できなかった組織
的な戦略や施策について説明できる　(A-3)

3.本講義に出てくる用語や理論を用いて、簡単な企業のケーススタディから課
題を発見できる　(B-1)

4.本講義に出てくる用語や理論を用いて、簡単な企業のケーススタディを分析
し、その対応策について自身の考えを述べることができる　(B-2)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。

◎商学:A-2,A-3,B-1,B-2

1.本講義に出てくる用語や理論を用いて、企業が現在とっている組織的な戦略
や施策について説明できる　(A-2)

2.本講義に出てくる用語や理論を用いて、企業がうまく対応できなかった組織
的な戦略や施策について説明できる　(A-3)

3.本講義に出てくる用語や理論を用いて、簡単な企業のケーススタディから課
題を発見できる　(B-1)

4.本講義に出てくる用語や理論を用いて、簡単な企業のケーススタディを分析
し、その対応策について自身の考えを述べることができる　(B-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。
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 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・５時限　　試験時間割：2019/07/30　５時限　　

中川　敬基

◎－－－　概要　－－－◎

　九州は、総面積が全国の11.8％、総人口が11.4％、域内総生産
（GRP）が9.3％を占め、この他電力消費量や地方自治体財政規模
などの主要経済指標も概ね全国の１割前後である。このため、一般
的に九州はわが国の「１割経済」といわれる。
　九州の個別産業をみると、もともと製造業が強く、現在も北九州
市・大分市の鉄鋼・化学や長崎市・佐世保市などの造船に加え、自
動車関連産業や半導体関連産業の立地が進んでおり、九州はシリコ
ンアイランド・カーアイランドと呼称されることも多い。この他、
環境産業などの新たな産業も台頭し、九州は全国的にみても多様な
産業集積に恵まれた地域である。その一方で九州の産業は、全国に
先んじた少子高齢化と人口減少の進展、ライフスタイルの変化、国
境を越えた取引先の拡大などにより大きな影響を受けている。 九
州で学ぶ学生にとって、九州の各産業や個別企業の動向を把握する
ことは、九州を理解し生活する上で必要不可欠な事となる。
　本講義では、九州をフィールドとするシンクタンク（研究機関）
での実務経験を基に、九州の経済や企業の実態を講義する。特に、
九州の各産業とそれを担う九州企業について、現状の把握と課題の
分析を通じて、全国に対する九州の立ち位置や長所・短所、企業の
事業戦略、業界の将来展望（取引構造の変化など）を明らかにする
ことを目的とする。そのためにまず、地域産業分析の視点を示した
（１コマ）上で、九州の産業構造と地域産業政策を明示する（２コ
マ）。次に、ものづくり産業、ビジネスサービス産業などを中心に
個別産業の現状と課題を分析し、将来の方向性を展望する（まとめ
を含めて11コマ）。
　なお、九州の経済・経営を学ぶに当たっては、人口や面積、事業
所数、従業者数、出荷額などの「統計・数字」による把握、ならび
に計量的な分析も重視するほか、グローバルな環境変化やビジネス
モデルの変遷等についても、合わせて説明します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

九州経済の位置、地域構造、主要産業について説明できる。(知
識・理解)

九州経済の現状について、人口や産業規模などの「数字」の把握と
計量的な分析によって説明できる。(知識・理解)

九州における産業別主要企業の事業内容について説明でき、マクロ
経済の中で企業が進むべき方向性を思考できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

■予習
・授業内容の理解力を高めるため、積極的に普段の生活から雑誌や
新聞、Web等を使って、地域経済や将来、自分が進みたい分野や業
界等を調べる癖をつけておいてください。
■復習
・授業中に配布したレジュメを熟読してください。場合によって
は、小テスト等を実施することがあります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

■評価基準
・各産業に関する歴史や特長、専門用語・企業名、数字の把握、な
らびに計量的分析に関する授業理解度を評価の基準とする。
・九州の個別産業の現状と課題、将来展望について自分の言葉で説
明できるかどうかを評価の基準とする。

■評価方法と割合
・評価基準の達成度を確認する定期試験：80％
・授業参加度、または場合によって実施する過去授業の復習となる
小テストによる平常点：20％

◎－－－　テキスト　－－－◎

指定テキストはない

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　「九州の経済・経営Ａ」（前期）と「九州の経済・経営
Ｂ」（後期）は、授業内容が異なる。このため、九州の産
業や企業経営を理解するには、ＡとＢの両科目を通年で履
修することが好ましい。
　なお、教員の業務の都合上、年に数回、正規の時間での
授業が実施不可能となることによる補講が発生する可能性
がある。
　基本的に授業計画に沿って進めるが、受講者の興味によ
り、前後させる場合がある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．オリエンテーション
２．地域産業分析の視点
３．九州の産業構造とその変遷
４．地域産業政策の変遷と課題
５．ものづくり産業①（鉄鋼業〈一部建設業〉）
６．ものづくり産業②（化学産業）
７．ものづくり産業③（造船業）
８．ものづくり産業④（半導体産業）
９．ものづくり産業⑤（自動車産業１）
10. ものづくり産業⑤（自動車産業２）
11. ものづくり産業⑥（食料品・飲料産業）
12. ものづくり産業⑦（焼酎産業）
13. ビジネスサービス業①（金融業）
14. ビジネスサービス業②（物流業・不動産業）
15．まとめ



2019-4020000411-01九州の経済・経営Ａ

中川　敬基

◎経営:A-1,A-2,A-3

1.九州経済の位置、地域構造、主要産業について説明できる。　(A-1)

2.九州経済の現状について、人口や産業規模などの「数字」の把握と計量的な
分析によって説明できる。　(A-2)

3.九州における産業別主要企業の事業内容について説明でき、マクロ経済の中
で企業が進むべき方向性を思考できる。　(A-3)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。

◎商学:A-1,A-2,A-3

1.九州経済の位置、地域構造、主要産業について説明できる。　(A-1)

2.九州経済の現状について、人口や産業規模などの「数字」の把握と計量的な
分析によって説明できる。　(A-2)

3.九州における産業別主要企業の事業内容について説明でき、マクロ経済の中
で企業が進むべき方向性を思考できる。　(A-3)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明すること
ができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案
することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出すること
ができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。



2019-4020000411-01九州の経済・経営Ａ

中川　敬基

◎貿易:A-1,A-2,A-3

1.九州経済の位置、地域構造、主要産業について説明できる。　(A-1)

2.九州経済の現状について、人口や産業規模などの「数字」の把握と計量的な
分析によって説明できる。　(A-2)

3.九州における産業別主要企業の事業内容について説明でき、マクロ経済の中
で企業が進むべき方向性を思考できる。　(A-3)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。

◎商学:A-1,A-2,A-3

1.九州経済の位置、地域構造、主要産業について説明できる。　(A-1)

2.九州経済の現状について、人口や産業規模などの「数字」の把握と計量的な
分析によって説明できる。　(A-2)

3.九州における産業別主要企業の事業内容について説明でき、マクロ経済の中
で企業が進むべき方向性を思考できる。　(A-3)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4020000412-01九州の経済・経営Ｂ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・５時限　　試験時間割：2020/01/24　５時限　　

中川　敬基

◎－－－　概要　－－－◎

　九州は、総面積が全国の11.8％、総人口が11.4％、域内総生産
（GRP）が9.3％を占め、この他電力消費量や地方自治体財政規模
などの主要経済指標も概ね全国の１割前後である。このため、一般
的に九州はわが国の「１割経済」といわれる。
　九州の個別産業をみると、もともと製造業が強く、現在も北九州
市・大分市の鉄鋼・化学や長崎市・佐世保市などの造船に加え、自
動車関連産業や半導体関連産業の立地が進んでおり、九州はシリコ
ンアイランド・カーアイランドと呼称されることも多い。この他、
環境産業などの新たな産業も台頭し、九州は全国的にみても多様な
産業集積に恵まれた地域である。その一方で九州の産業は、全国に
先んじた少子高齢化と人口減少の進展、ライフスタイルの変化、国
境を越えた取引先の拡大などにより大きな影響を受けている。 九
州で学ぶ学
生にとって、九州の各産業や個別企業の動向を把握することは、九
州を理解し生活する上で必要不可欠な事となる。
　　本講義では、九州をフィールドとするシンクタンク（研究機
関）での実務経験を基に、九州の経済や企業の実態を講義する。特
に、九州の各産業とそれを担う九州企業について、現状の把握と課
題の分析を通じて、全国に対する九州の立ち位置や長所・短所、企
業の事業戦略、業界の将来展望（取引構造の変化など）を明らかに
することを目的とする。そのためにまず、授業の全体像をオリエン
テーションで示した（１コマ）上で、生活サービス産業における個
別産業の現状と課題を分析し、将来の方向性を展望する（まとめを
含めて14コマ）。
　なお、九州の経済・経営を学ぶに当たっては、人口や面積、事業
所数、従業者数、出荷額などの「統計・数字」による把握、ならび
に計量的な分析も重視するほか、グローバルな環境変化やビジネス
モデルの変遷等についても、合わせて説明します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

九州経済の位置、地域構造、主要産業について説明できる。(知
識・理解)

九州経済の現状について、人口や産業規模などの「数字」の把握と
計量的な分析によって説明できる。(知識・理解)

九州における産業別主要企業の事業内容について説明でき、マクロ
経済の中で企業が進むべき方向性を思考できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

■予習
・授業内容の理解力を高めるため、積極的に普段の生活から雑誌や
新聞、Web等を使って、地域経済や将来、自分が進みたい分野や業
界等を調べる癖をつけておいてください。
■復習
・授業中に配布したレジュメを熟読してください。場合によって
は、小テスト等を実施することがあります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

■評価基準
・各産業に関する歴史や特長、専門用語・企業名、数字の把握、な
らびに計量的分析に関する授業理解度を評価の基準とする。
・九州の個別産業の現状と課題、将来展望について自分の言葉で説
明できるかどうかを評価の基準とする。

■評価方法と割合
・評価基準の達成度を確認する定期試験：80％
・授業参加度、または場合によって実施する過去授業の復習となる
小テストによる平常点：20％

◎－－－　テキスト　－－－◎

指定テキストはない

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　「九州の経済・経営Ａ」（前期）と「九州の経済・経営
Ｂ」（後期）は、授業内容が異なる。このため、九州の産
業や企業経営を理解するには、ＡとＢの両科目を通年で履
修することが好ましい。
　なお、教員の業務の都合上、年に数回、正規の時間での
授業が実施不可能となることによる補講が発生する可能性
がある。
　基本的に授業計画に沿って進めるが、受講者の興味によ
り、前後させる場合がある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．オリエンテーション
２．生活サービス産業①（情報通信関連産業１）
３．生活サービス産業①（情報通信関連産業２）
４．生活サービス産業②（通信販売業）
５．生活サービス産業③（ドラッグストア）
６．生活サービス産業④（観光産業１）
７．生活サービス産業④（観光産業２）
８．生活サービス産業⑤（ホテル産業）
９．生活サービス産業⑥（大型小売店１）
10．生活サービス産業⑥（大型小売店２）
11．生活サービス産業⑦（外食産業１）
12. 生活サービス産業⑦（外食産業２）
13. 生活サービス産業⑧（コンビニエンスストア）
14. 生活サービス産業⑨（エネルギー関連産業）
15．まとめ（九州産業を担う企業）



2019-4020000412-01九州の経済・経営Ｂ

中川　敬基

◎経営:A-1,A-2,A-3

1.九州経済の位置、地域構造、主要産業について説明できる。　(A-1)

2.九州経済の現状について、人口や産業規模などの「数字」の把握と計量的な
分析によって説明できる。　(A-2)

3.九州における産業別主要企業の事業内容について説明でき、マクロ経済の中
で企業が進むべき方向性を思考できる。　(A-3)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。

◎商学:A-1,A-2,A-3

1.九州経済の位置、地域構造、主要産業について説明できる。　(A-1)

2.九州経済の現状について、人口や産業規模などの「数字」の把握と計量的な
分析によって説明できる。　(A-2)

3.九州における産業別主要企業の事業内容について説明でき、マクロ経済の中
で企業が進むべき方向性を思考できる。　(A-3)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明すること
ができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案
することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出すること
ができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。



2019-4020000412-01九州の経済・経営Ｂ

中川　敬基

◎貿易:A-1,A-2,A-3

1.九州経済の位置、地域構造、主要産業について説明できる。　(A-1)

2.九州経済の現状について、人口や産業規模などの「数字」の把握と計量的な
分析によって説明できる。　(A-2)

3.九州における産業別主要企業の事業内容について説明でき、マクロ経済の中
で企業が進むべき方向性を思考できる。　(A-3)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。

◎商学:A-1,A-2,A-3

1.九州経済の位置、地域構造、主要産業について説明できる。　(A-1)

2.九州経済の現状について、人口や産業規模などの「数字」の把握と計量的な
分析によって説明できる。　(A-2)

3.九州における産業別主要企業の事業内容について説明でき、マクロ経済の中
で企業が進むべき方向性を思考できる。　(A-3)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4020000703-01クリエイティブ社会論「（隔週講義）」

 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：金・４時限, ５時限　　試験時間割：2020/01/21　４時限　　

藤野　真

◎－－－　概要　－－－◎

本講義では、クリエイティブ産業（特にゲーム業界）の産業史を
技術の変遷とビジネスモデルの変化に焦点を当てて議論していき
ます。ゲーム業界はコンピュータの高度化、AIと呼ばれる人工知
能、VRやAR、MRなどの技術の発展と共に変化してきました。

本講義は、このような技術の変遷とビジネス、そして社会との関
係を俯瞰的に考えることができるようになることが一つの目的で
す。このような視点から技術の変化に目を向けることで将来的な
ビジネスのタネを探求する機会となることを期待しています。

本講義は実務経験がある教員がオムニバス形式で授業を一部を担
当します。授業を担当される実務経験のある教員は以下のような
授業を担当されます。

・ゲーム会社のトップマネジメント経験者によるゲーム産業・
ゲーム企業のビジネスモデルに関する講義。
・ゲーム会社のトップマネジメントによるゲーム制作およびゲー
ム制作哲学に関する講義。
・ゲーム会社においてAIを研究するリサーチャーによるゲームと
AIの現状と今後に関する講義。
・公的シンクタンクにおいて地元経済の振興に関連する業務を担
当している職員によるeスポーツの振興と文化「化」に関する講
義。
・ゲームエンジン開発会社において仮想と現実を研究する研究員
によるリアルとリアリティに関する講義。
・ゲーム会社においてゲームおよびゲーム関連商品に関するUI/
UXの設計を担当するディレクターによるUI/UXの設計に関する
講義。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ゲーム産業（企業）の企業活動をコンピュータ技術との関連で説
明することができる。(知識・理解)

ゲーム産業（企業）の各時代のビジネスモデルのおよびその経営
管理について説明できる。(知識・理解)

経営学および会計学の専門的知識および理論を用いてゲーム産業
（企業）の問題を発見し解決策を提案することができる。(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・コンシューマーゲームやソーシャルゲームなどを試遊し、その
ゲームの面白さを分析する（60分）。

・授業内容の復習を行ってください（30-60分）。

・レポートの作成（60-90分）

・自分なりの時間外学習（30-60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義でのレポート（10％）×6回、定期試験（40％）で評価を行
います。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは指定しません。 講義はレジュメをもとに進め
ます。

◎－－－　参考書　－－－◎

日経BP社ゲーム産業取材班『日本ゲーム産業史』日経BP
社　ISBN 978-4822272746
松尾 豊『人工知能は人間を超えるか ディープラーニング
の先にあるもの』KADOKAWA/中経出版　ISBN
978-4040800202

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

クリエイティブ・マネジメント・プログラムを目指す学生
は必ず履修してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション
2. ゲームを作るということとは（1）
3. ゲームを作るということとは（2）
4. ゲーム産業の可能性について（1）
5. ゲーム産業の可能性について（2）
6. 現実と仮想(1)
7. 現実と仮想(2)
8. AIの変遷(1)
9. AIの変遷(2)
10. ゲーム産業の歴史と主要なプレイヤー
11. ゲームとUX/UI
12. ゲームとUX/UI
13. ゲーム産業のビジネスモデル(1)
14. ゲーム産業のビジネスモデル(2)
15. まとめ

＊ゲストスピーカーに登壇してもらう予定です。その関連
で授業計画が前後することがあります。

◎－－－　URL　－－－◎

クリエイティブ・マネジメント・プログラム（福岡大学商
学部）
(https://www.comm.fukuoka-u.ac.jp/creative_management/)



2019-4020000703-01クリエイティブ社会論「（隔週講義）」

藤野　真

◎経営:A-1,A-2,A-3

1.ゲーム産業（企業）の企業活動をコンピュータ技術との関連で説明すること
ができる。　(A-1)

2.ゲーム産業（企業）の各時代のビジネスモデルのおよびその経営管理につい
て説明できる。　(A-2)

3.経営学および会計学の専門的知識および理論を用いてゲーム産業（企業）の
問題を発見し解決策を提案することができる。　(A-3)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。

◎商学:A-1,A-2,A-3

1.ゲーム産業（企業）の企業活動をコンピュータ技術との関連で説明すること
ができる。　(A-1)

2.ゲーム産業（企業）の各時代のビジネスモデルのおよびその経営管理につい
て説明できる。　(A-2)

3.経営学および会計学の専門的知識および理論を用いてゲーム産業（企業）の
問題を発見し解決策を提案することができる。　(A-3)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明すること
ができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案
することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出すること
ができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。



2019-4020000703-01クリエイティブ社会論「（隔週講義）」

藤野　真

◎貿易:A-1,A-2,A-3

1.ゲーム産業（企業）の企業活動をコンピュータ技術との関連で説明すること
ができる。　(A-1)

2.ゲーム産業（企業）の各時代のビジネスモデルのおよびその経営管理につい
て説明できる。　(A-2)

3.経営学および会計学の専門的知識および理論を用いてゲーム産業（企業）の
問題を発見し解決策を提案することができる。　(A-3)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。

◎商学:A-1,A-2,A-3

1.ゲーム産業（企業）の企業活動をコンピュータ技術との関連で説明すること
ができる。　(A-1)

2.ゲーム産業（企業）の各時代のビジネスモデルのおよびその経営管理につい
て説明できる。　(A-2)

3.経営学および会計学の専門的知識および理論を用いてゲーム産業（企業）の
問題を発見し解決策を提案することができる。　(A-3)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4020000201-16経営基礎ゼミナール「CA」

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

井上　修

◎－－－　概要　－－－◎

　本ゼミナールでは、会計論点に関する新聞事例や公認会計士・税理
士試験の例題を通じて財務会計に対する体系的な理解と応用的な思考
力を養う。
　我が国の会計に最も大きな影響を与えた「会計ビックバン」以降の
会計基準、すなわち、国際的な会計基準に基づいた最新の会計基準を
基礎として、会計がいかに実社会において使われているのかを題材と
し、その背景にある実務的及び会計理論的な解釈を検討し意見を交換
する。
　具体的には、粉飾決算に関する事例や有名企業の実際の決算報告を
用いて、会計情報の重要性を実際の事例を通じて理解し、公認会計士
や経営者の立場から会計的判断の是非や背景にある会計基礎概念につ
いて、問題提起やディスカッションを行い意見を述べていく。
　また、プレゼンテーション能力を養うための指導やトレーニングに
も力を入れる。その基礎として、論理の組み立て方、文章のまとめ方
も習得する。
　本ゼミナールを担当する教員は監査を独占業務とする公認会計士で
あり，監査実務に従事してきた者である。そのため，本ゼミナールは
その監査実務経験を活かして，監査現場において具体的にどのような
課題が存在しているのかについて実践的にディスカッションをしてい
く。

◎－－－　到達目標　－－－◎

会計学の知識を用いて粉飾決算等の会計諸問題について説明すること
ができる。(知識・理解)

会計学の専門的知識および理論を用いて会計実務の課題を発見し解決
策を提案することができる。(知識・理解)

組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニケー
ション能力を活用することができる。(知識・理解)

粉飾決算を中心とした会計実務固有の課題について，ディスカッショ
ンを通じて意見を述べることができる。(知識・理解)

組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもっている。
(態度・志向性)

問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献する
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)　－－－◎

・指定された資料を読み込み、自分の言葉で説明できるようにするこ
と。
・参考書における説明を拠り所にして、効率よく資料を作成するこ
と。
・ASBJや公認会計士協会のホームページ、監査法人のホームページ
から
　情報を収集すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価方法および割合
・講義内レポート（50%）および報告（50%）による平常点評価を行
う。
成績評価基準
・会計が実際にどのように使われ、どのような役割を果たしているか
を理解
　すること。
・公認会計士の使命や役割を理解すること。
・プレゼンテーション能力を身に付け、聞く相手の理解を促すことが
できる
　こと。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特になし。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　ディスカッション形式の場合は、積極的な意見を述べる
ことに注力すること。また、相手の意見を促すようなファ
シリテート力も評価の対象となる。
　発表形式の場合は、わかりやすいプレゼンテーション資
料の作成と発表を意識すること。
　その他、調査方法については講義内において説明する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.イントロダクション
2～14.基準研究とディスカッション
15.レポート発表・提出



2019-4020000201-16経営基礎ゼミナール「CA」

井上　修

◎経営:A-1,C-2

1.会計学の知識を用いて粉飾決算等の会計諸問題について説明することができ
る。　(A-1)

2.会計学の専門的知識および理論を用いて会計実務の課題を発見し解決策を提
案することができる。　(A-1)

3.組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニケーション
能力を活用することができる。　(A-1)

4.粉飾決算を中心とした会計実務固有の課題について，ディスカッションを通
じて意見を述べることができる。　(A-1)

5.組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもっている。　(C-2)

6.問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献する姿勢を
もっている。　(C-2)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4020000613-02経営心理学「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・二部２時限　　試験時間割：2019/07/31　夜２限　　

門田　良明

◎－－－　概要　－－－◎

　企業が経営を行うためには、ヒト・モノ・カネ・情報といった
経営資源の効果的で効率的な活用が必要とされる。中でも、ヒト
は他の経営資源と違って複雑な特徴を持っている。その複雑な特
徴のひとつが心理面である。

　企業はヒトを所有することができないため「雇用」という形態
をとる。しかしその際、企業はヒトの知識だけ、技術だけ、体力
だけを雇用することはできない。ヒトの雇用には必ず「心」が付
いてくる。
　また、企業を取り巻く顧客や消費者もまた「心」を持った存在
である。そのため、購買行動や消費行動は常に合理的に行われる
とは限らず、人は思いもよらない購買や消費をしてしまうことも
多々ある。
　よって、企業の経営には心理面の理解が不可欠となる。

　本講義は、企業のマネジメントに関連する人の「心理面」の理
解を深めることを目的とし、「モチベーション」「リーダーシッ
プ」「消費者心理」「キャリア発達」「コミュニケーション」な
どに関する基礎的な理論・技術について学ぶ。

　人材マネジメント会社の経営者として12年以上の経験を有する
私が、これまでに関わった多くの組織において経験した経営心理
学に関する課題について、事例などを挙げながら解説を行いた
い。

　また、私は経営心理学において重要なトピックのひとつである
「キャリア」に関するコンサルタント／カウンセラーでもあるの
で、受講者の将来のキャリアに関する迷いや悩みについても講義
の中でその専門家として積極的に応答を行いたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・本講義に出てくる用語・理論を説明できる。(知識・理解)

・本講義に出てくる理論を事象に適用して分析できる。(知識・
理解)

・与えられたテーマを調べてレポート作成ができる。(知識・理
解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　テキストのテーマに関連する箇所を読んでおくこと、さらには
関連する書籍や新聞などにも目を通し、わからない用語などは事
前に調べておくこと。また、授業の後にテキスト、参考図書、配
布資料などで内容を復習すること。毎回の講義に対して、上記の
予習および復習の時間をそれぞれ６０分以上行うこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験（70％）、平常点（30％）で総合的に判断し評価しま
す。定期試験は講義で出てきた用語や理論の理解を問うものが主
です（論述と選択）。平常点は受講態度と課題レポートで評価し
ます。課題レポートは与えられたテーマについて調べ、Ａ４用紙
一～二枚（1000～2000字程度）にまとめること（期間中一回）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

山口裕幸・高橋潔・芳賀繁・竹村和久著『経営とワークラ
イフに生かそう!産業・組織心理学』有斐閣アルマ、2006
年、1900円。
ISBN 978-4-641-12278-9

◎－－－　参考書　－－－◎

・中川 誠士 (著)、 経営学史学会 (監修)『テイラー』　
ISBN 978-4-830-94731-5
・吉原 正彦 (著、編集)、 経営学史学会 (監修)『メイヨー
＝レスリスバーガー』　ISBN 978-4-830-94733-9
・スティーブン・Ｐ・ロビンス（著）『組織行動のマネジ
メント』　ISBN 978-4-478-00459-3
・伊波和恵、高石光一、竹内倫和（編）『マネジメントの
心理学』ISBN 978-4-623-07056-5
・ダグラス・マクレガー（著）『新版　企業の人間的側
面』ISBN 978-4-382-04016-8
・エドワード・デシ（著）『人を伸ばす力』ISBN
978-4-7885-0679-4

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業は必ずしもテキストの章、節の流れに沿って行われ
るわけではありません。適宜、ケーススタディやインタラ
クティブな質疑応答、ディスカッションなどを行うため、
経営学や心理学に対して興味が旺盛であることが求められ
ます。特に、ヒトや組織のマネジメントに関する知識が求
められるので、「経営労務論」や「ヒューマン・リソー
ス・マネジメント」も併せて受講することが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（　）内はテキストの関連部分なので授業の前に予習をし
ておくこと。

　１．オリエンテーション
　２．モチベーション①（第2章）
　３．モチベーション②
　４．モチベーション③
　５．仕事の安全、メンタルヘルス（第4、5章）
　６．リーダーシップ①（第7章）
　７．リーダーシップ②
　８．雇用・採用、面接、人事評価（第1、8章）
　９．消費者心理（第9、10、11章）
１０．キャリア発達①（第6章）
１１．キャリア発達②
１２．働く人々のコミットメント
１３．組織の中のコミュニケーション
１４．経営心理学の課題
１５．総括

※講義はその時々のトピックなどに鑑みて順番や内容が変
更することがあります。



2019-4020000613-02経営心理学「（二部）」

門田　良明

◎商学:A-1,A-2,A-3

1.・本講義に出てくる用語・理論を説明できる。　(A-1)

2.・本講義に出てくる理論を事象に適用して分析できる。　(A-2)

3.・与えられたテーマを調べてレポート作成ができる。　(A-3)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4020000407-02経営心理学Ａ「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・二部２時限　　試験時間割：2019/07/31　夜２限　　

門田　良明

◎－－－　概要　－－－◎

　企業が経営を行うためには、ヒト・モノ・カネ・情報といっ
た経営資源の効果的で効率的な活用が必要とされる。中でも、
ヒトは他の経営資源と違って複雑な特徴を持っている。その複
雑な特徴のひとつが心理面である。

　企業はヒトを所有することができないため「雇用」という形
態をとる。しかしその際、企業はヒトの知識だけ、技術だけ、
体力だけを雇用することはできない。ヒトの雇用には必ず
「心」が付いてくる。
　また、企業を取り巻く顧客や消費者もまた「心」を持った存
在である。そのため、購買行動や消費行動は常に合理的に行わ
れるとは限らず、人は思いもよらない購買や消費をしてしまう
ことも多々ある。
　よって、企業の経営には心理面の理解が不可欠となる。

　本講義は、企業のマネジメントに関連する人の「心理面」の
理解を深めることを目的とし、「モチベーション」「リーダー
シップ」「消費者心理」「キャリア発達」「コミュニケーショ
ン」などに関する基礎的な理論・技術について学ぶ。

　人材マネジメント会社の経営者として12年以上の経験を有す
る私が、これまでに関わった多くの組織において経験した経営
心理学に関する課題について、事例などを挙げながら解説を行
いたい。

　また、私は経営心理学において重要なトピックのひとつであ
る「キャリア」に関するコンサルタント／カウンセラーでもあ
るので、受講者の将来のキャリアに関する迷いや悩みについて
も講義の中でその専門家として積極的に応答を行いたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

本講義に出てくる用語・理論を説明できる。(知識・理解)

本講義に出てくる理論を事象に適用して分析ができる。(知識・
理解)

与えられたテーマを調べてレポート作成ができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　テキストのテーマに関連する箇所を読んでおくこと、さらに
は関連する書籍や新聞などにも目を通し、わからない用語など
は事前に調べておくこと。また、授業の後にテキスト、参考図
書、配布資料などで内容を復習すること。毎回の講義に対し
て、上記の予習および復習の時間をそれぞれ６０分以上行うこ
と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験（70％）、平常点（30％）で総合的に判断し評価し
ます。定期試験は講義で出てきた用語や理論の理解を問うもの
が主です（論述と選択）。平常点は受講態度と課題レポートで
評価します。課題レポートは与えられたテーマについて調べ、
Ａ４用紙一～二枚（1000～2000字程度）にまとめること（期間
中一回）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

山口裕幸・高橋潔・芳賀繁・竹村和久著『経営とワークラ
イフに生かそう!産業・組織心理学』有斐閣アルマ、2006
年、1900円。
ISBN 978-4-641-12278-9

◎－－－　参考書　－－－◎

・中川 誠士 (著)、 経営学史学会 (監修)『テイラー』　
ISBN 978-4-830-94731-5
・吉原 正彦 (著、編集)、 経営学史学会 (監修)『メイヨー
＝レスリスバーガー』　ISBN 978-4-830-94733-9
・スティーブン・Ｐ・ロビンス（著）『組織行動のマネジ
メント』　ISBN 978-4-478-00459-3
・伊波和恵、高石光一、竹内倫和（編）『マネジメントの
心理学』ISBN 978-4-623-07056-5
・ダグラス・マクレガー（著）『新版　企業の人間的側
面』ISBN 978-4-382-04016-8
・エドワード・デシ（著）『人を伸ばす力』ISBN
978-4-7885-0679-4

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業は必ずしもテキストの章、節の流れに沿って行われ
るわけではありません。適宜、ケーススタディやインタラ
クティブな質疑応答、ディスカッションなどを行うため、
経営学や心理学に対して興味が旺盛であることが求められ
ます。特に、ヒトや組織のマネジメントに関する知識が求
められるので、「経営労務論」や「ヒューマン・リソー
ス・マネジメント」も併せて受講することが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（　）内はテキストの関連部分なので授業の前に予習をし
ておくこと。

　１．オリエンテーション
　２．モチベーション①（第2章）
　３．モチベーション②
　４．モチベーション③
　５．仕事の安全、メンタルヘルス（第4、5章）
　６．リーダーシップ①（第7章）
　７．リーダーシップ②
　８．雇用・採用、面接、人事評価（第1、8章）
　９．消費者心理（第9、10、11章）
１０．キャリア発達①（第6章）
１１．キャリア発達②
１２．働く人々のコミットメント
１３．組織の中のコミュニケーション
１４．経営心理学の課題
１５．総括

※講義はその時々のトピックなどに鑑みて順番や内容が変
更することがあります。



2019-4020000407-02経営心理学Ａ「（二部）」

門田　良明

◎経営

1.本講義に出てくる用語・理論を説明できる。　(A-1)

2.本講義に出てくる理論を事象に適用して分析ができる。　(A-2)

3.与えられたテーマを調べてレポート作成ができる。　(A-3)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4020000408-02経営心理学Ｂ「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・二部２時限　　試験時間割：2020/01/22　夜２限　　

門田　良明

◎－－－　概要　－－－◎

　企業が経営を行うためには、ヒト・モノ・カネ・情報といっ
た経営資源の効果的で効率的な活用が必要とされる。中でも、
ヒトは他の経営資源と違って複雑な特徴を持っている。その複
雑な特徴のひとつが心理面である。
　企業はヒトを所有することができないため「雇用」という形
態をとる。しかし、その際企業はヒトの知識だけ、技術だけ、
体力だけを雇用することはできない。ヒトの雇用には必ず
「心」が付いてくる。
　また、企業を取り巻く顧客や消費者もまた「心」を持った存
在である。そのため、購買行動や消費行動は常に合理的に行わ
れるとは限らず、人は思いもよらない購買や消費をしてしまう
ことが多々ある。
　よって、企業の経営には心理面の理解が不可欠となる。
　

　本講義は、「経営に関連する人の心理面」の理解を深めるだ
けにとどまらず、受講者各人が個人のメンタルモデルを超えた
創発力を獲得できることを目標として、グループ・ダイアログ
やブレインストーミングなどのワークを取り入れた授業を行
う。また、人材マネジメント会社の経営者である私自身が、こ
れまでに関わった組織の「経営心理学」に関連する最新の課題
について受講者と共に検討を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・本講義に出てくる用語・理論を説明できる。(知識・理解)

・本講義に出てくる理論を事象に適用し分析ができる。(知
識・理解)

・質疑応答やディスカッションで適切な主張ができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　日頃から講義に関連する参考書籍や新聞などには目を通し、
自分なりの問題意識を持ち考えをまとめておくこと。その際、
わからない用語などは事前に調べておくこと（６０分）。ま
た、授業の後には参考図書、配布資料、ノートなどで内容を復
習すること（６０分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験（70％）、平常点（30％）で総合的に判断し評価し
ます。定期試験は講義で出てきた用語や理論の理解を問うもの
が主です（論述と選択）。平常点は受講態度と課題レポートで
評価します。課題レポートは与えられたテーマについて調べ、
Ａ４用紙一～二枚（1000～2000字程度）にまとめること（期間
中一回）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは指定せず適宜資料を配付するが、講義は参考書
①のスティーブン・Ｐ・ロビンス（著）『組織行動のマネ
ジメント』　（2800円＋税）を中心に進める。
ISBN 978-4-478-00459-3

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書①　スティーブン・Ｐ・ロビンス（著）『組織行動
のマネジメント』　ISBN 978-4-478-00459-3
参考書②　伊波和恵、高石光一、竹内倫和（編）『マネジ
メントの心理学』ISBN 978-4-623-07056-5

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業では、ケーススタディやインタラクティブな質疑応
答、ディスカッションなどを行うため、経営学や心理学に
対して興味が旺盛であることが求められます。
「経営心理学Ａ」を受講していることが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

わからない用語については必ず調べておくこと。

　１．オリエンテーション
　２．個人の行動の基礎
　３．パーソナリティと感情①
　４．パーソナリティと感情②
　５．意思決定①
　６．意思決定②
　７．チームと信頼
　８．ブレインストーミング①
　９．ブレインストーミング②
１０．ブレインストーミング③
１１．ブレインストーミング④
１２．最新の課題①
　　（自律的キャリア）
１３．最新の課題②
　　（Diversity Management）
１４．最新の課題③
　　（Life Shift）
１５．総括

※「ブレインストーミング」および「最新の課題」は主に
グループ・ワークを行います。
※講義はその時々のトピックなどに鑑みて順番や内容が変
更することがあります。



2019-4020000408-02経営心理学Ｂ「（二部）」

門田　良明

◎経営

1.・本講義に出てくる用語・理論を説明できる。　(A-1)

2.・本講義に出てくる理論を事象に適用し分析ができる。　(A-2)

3.・質疑応答やディスカッションで適切な主張ができる。　(B-3)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4020000397-01経営組織論

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　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　４時限　　

森田　泰暢

◎－－－　概要　－－－◎

本講義では、企業における組織現象についての基本的な理論に
ついて学びます。企業組織は自らが置かれる環境にどのように
対応し、また様々なタイプの成員が存在する中でどのように組
織を構成・管理をし、目標やビジョンの達成に向けた行動を
とっていくのでしょうか。主に企業組織を対象に講義は行いま
すが、皆さんがこれまで所属してきた組織（部活動や生徒会、
クラスなど）の運営とも関連するものになります。用語や理論
について知り、組織で起こる事象を分析的に捉える視点を養っ
てください。本講義では、特徴的な組織施策を行う企業の経営
者や人事担当者に登壇を依頼しています。企業における具体的
な経営手法や活動について理解する場も設ける予定です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

本講義に出てくる用語や理論を用いて、企業が現在とっている
組織的な施策について説明できる(知識・理解)

本講義に出てくる用語や理論を用いて、企業がうまく対応でき
なかった組織的な施策について説明できる(知識・理解)

本講義に出てくる用語や理論を用いて、簡単な企業のケースス
タディから課題を発見できる(技能)

本講義に出てくる用語や理論を用いて、簡単な企業のケースス
タディを分析し、その対応策について自身の考えを述べること
ができる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義に関連した資料を配布するので、目を通して復習に用いる
こと（25分）。
企業の組織的な活動に関する情報に触れる機会を作り、ニュー
スや関連する記事を読むこと（35分）
関連するニュース等にも目を向け、学習した理論の適用ができ
ないか試行してみること（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

小テスト（20％）×2回と定期試験（60％）で評価を行いま
す。
小テストでは用語理解、理論の理解、簡単なケーススタディを
用いた分析について、定期試験ではケーススタディについて理
論を用いた分析をし、課題解決策について問う予定です。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは指定しません。 講義はレジュメをもとに進め
ます。参考文献も各回提示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

「企業行動論」（2単位）と併せて受講することが望まし
いです。

※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につ
いて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．組織論とは（組織とは）
2．組織の管理と理論
3．組織の構造
4．組織のデザイン
5．組織の環境適応
6．組織の不確実性への対応
7．組織における人間関係
8．モチベーション
9．リーダーシップ
10．組織文化のマネジメント
11．学習する組織
12．組織における意思決定
13．コンフリクト・マネジメント
14．最近の組織論研究の紹介
15．まとめ



2019-4020000397-01経営組織論

森田　泰暢

◎経営:A-2,A-3,B-1,B-2

1.本講義に出てくる用語や理論を用いて、企業が現在とっている組織的な施策
について説明できる　(A-2)

2.本講義に出てくる用語や理論を用いて、企業がうまく対応できなかった組織
的な施策について説明できる　(A-3)

3.本講義に出てくる用語や理論を用いて、簡単な企業のケーススタディから課
題を発見できる　(B-1)

4.本講義に出てくる用語や理論を用いて、簡単な企業のケーススタディを分析
し、その対応策について自身の考えを述べることができる　(B-2)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。

◎商学:A-2,A-3,B-1,B-2

1.本講義に出てくる用語や理論を用いて、企業が現在とっている組織的な施策
について説明できる　(A-2)

2.本講義に出てくる用語や理論を用いて、企業がうまく対応できなかった組織
的な施策について説明できる　(A-3)

3.本講義に出てくる用語や理論を用いて、簡単な企業のケーススタディから課
題を発見できる　(B-1)

4.本講義に出てくる用語や理論を用いて、簡単な企業のケーススタディを分析
し、その対応策について自身の考えを述べることができる　(B-2)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明すること
ができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案
することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出すること
ができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。



2019-4020000397-01経営組織論

森田　泰暢

◎貿易:A-2,A-3,B-1,B-2

1.本講義に出てくる用語や理論を用いて、企業が現在とっている組織的な施策
について説明できる　(A-2)

2.本講義に出てくる用語や理論を用いて、企業がうまく対応できなかった組織
的な施策について説明できる　(A-3)

3.本講義に出てくる用語や理論を用いて、簡単な企業のケーススタディから課
題を発見できる　(B-1)

4.本講義に出てくる用語や理論を用いて、簡単な企業のケーススタディを分析
し、その対応策について自身の考えを述べることができる　(B-2)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。



2019-4020000397-02経営組織論「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・二部１時限　　試験時間割：2019/07/30　夜１限　　

森田　泰暢

◎－－－　概要　－－－◎

本講義では、企業における組織現象についての基本的な理論に
ついて学びます。企業組織は自らが置かれる環境にどのように
対応し、また様々なタイプの成員が存在する中でどのように組
織を構成・管理をし、目標やビジョンの達成に向けた行動を
とっていくのでしょうか。主に企業組織を対象に講義は行いま
すが、皆さんがこれまで所属してきた組織（部活動や生徒会、
クラスなど）の運営とも関連するものになります。用語や理論
について知り、組織で起こる事象を分析的に捉える視点を養っ
てください。本講義では、特徴的な組織施策を行う企業の経営
者や人事担当者に登壇を依頼しており、企業における具体的な
経営手法や活動について理解する場も設ける予定です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

本講義に出てくる用語や理論を用いて、企業が現在とっている
組織的な戦略や施策について説明できる(知識・理解)

本講義に出てくる用語や理論を用いて、企業がうまく対応でき
なかった組織的な戦略や施策について説明できる(知識・理解)

本講義に出てくる用語や理論を用いて、簡単な企業のケースス
タディから課題を発見できる(技能)

本講義に出てくる用語や理論を用いて、簡単な企業のケースス
タディを分析し、その対応策について自身の考えを述べること
ができる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義に関連した資料を配布するので、目を通して復習に用いる
こと（25分）。
企業の組織的な活動に関する情報に触れる機会を作り、ニュー
スや関連する記事を読むこと（35分）
関連するニュース等にも目を向け、学習した理論の適用ができ
ないか試行してみること（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

小テスト（20％）×2回と定期試験（60％）で評価を行いま
す。
小テストでは用語理解、理論の理解、簡単なケーススタディを
用いた分析について、定期試験ではケーススタディについて理
論を用いた分析をし、課題解決策について問う予定です。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは指定しません。 講義はレジュメをもとに進め
ます。参考文献も各回提示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

時間の調整が可能であれば、昼間部に開講されている「企
業行動論」（2単位）と併せて受講することが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．組織論とは（組織とは）
2．組織の管理と理論
3．組織の構造
4．組織のデザイン
5．組織の環境適応
6．組織の不確実性への対応
7．組織における人間関係
8．モチベーション
9．リーダーシップ
10．組織文化のマネジメント
11．学習する組織
12．組織における意思決定
13．コンフリクト・マネジメント
14．最近の組織論研究の紹介
15．まとめ



2019-4020000397-02経営組織論「（二部）」

森田　泰暢

◎商学:A-2,A-3,B-1,B-2

1.本講義に出てくる用語や理論を用いて、企業が現在とっている組織的な戦略
や施策について説明できる　(A-2)

2.本講義に出てくる用語や理論を用いて、企業がうまく対応できなかった組織
的な戦略や施策について説明できる　(A-3)

3.本講義に出てくる用語や理論を用いて、簡単な企業のケーススタディから課
題を発見できる　(B-1)

4.本講義に出てくる用語や理論を用いて、簡単な企業のケーススタディを分析
し、その対応策について自身の考えを述べることができる　(B-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4020000606-01税と生活

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・３時限　　試験時間割：2019/07/27　３時限　　

山内　進

◎－－－　概要　－－－◎

　われわれが生きている限り、税金問題も避けては通れないと
言えるでしょう。具体的に言うならば、皆さんのアルバイトは
いくらまでなら、税金がかからないのでしょうか。家を売りた
いが、いつどのようにすれば、節税ができるのでしょうか。医
療費がたくさんかかったが、サラリーマンが税金を戻してもら
うにはどのようにしたら良いのでしょうか。
　このように、われわれの生活に密着した税が所得税です。授
業の進め方は、われわれの馴染みが深い給与所得や退職所得か
ら入り、最終的には１０種類の所得を全て学習します。
　また相続税も学習します。ご両親が亡くなった場合やご主人
が亡くなった場合、相続人である皆さんには相続税がいくらか
かると思いますか。奥様はいくらまでなら相続税がかからない
のでしょうか。相続に関する税金を計算するのが相続税です。
このように「税と生活」では私達の生活に密着した所得税と相
続税について学習します。以前、税理士として会計事務所に勤
務していた経験を活かし、税金に関する興味深い事例を沢山皆
さんに伝授します。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

所得税及び相続税の知識を通じて、企業活動に携わる従業員、
経営者に対する租税の取り扱いが理解できるようになる。(知
識・理解)

従業員を指導、管理するときに役立つ租税の知識をえることが
できるようになる。(知識・理解)

企業の財務活動に影響を与える従業員等に支払う給与、其れに
かかわる源泉税等の支払い、交際費等の税務処理を理解できる
ようになる。(知識・理解)

所得税や相続税の知識は、組織の人々が最も関心があるもので
あり、その知識、考え方を通じてコミュニケーション能力を高
め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)　－－－◎

　予習として、テキストのポイント、内容等を読んでほしい。
ただ事後復習の方が重要で、テキストの計算問題を解いてくる
ことが望まれます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　試験結果（70%）、積極的な授業への貢献度(質問及び発言
等)と宿題の提出（30%）を加味しながら総合的に判断します。
所得税と相続税計算の仕組みが理解できているかを評価基準と
します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　以下を使用して、授業を進行する。
山内ススム『所得税法要説』税務経理協会、6,200円、
ISBN978-4-419-06357-3
山内ススム『相続税法要説』税務経理協会、4，400円、
ISBN978-4-419-06454-9

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　所得税計算の仕組みと税金一般
　２　サラリーマンと税金及びサラリーマンの
　　　税金対策（給与所得）
　３　所得控除の説明
　４　給与所得者の還付申告書作成
　　　（医療費控除ないしは住宅を取得した
　　　　ケース）
　５　各種所得金額の計算Ⅰ
　　　（利子所得、配当所得・配当金を得た
　　　　ケース、退職所得・退職金をもらった
　　　　ケース）
　６　各種所得金額の計算Ⅱ
　　　（不動産所得・家を人に貸した場合の
　　　　ケース、山林所得）
　７　各種所得金額の計算Ⅲ
　　　（事業所得・自分でビジネスを開業した
　　　　ケース）
　８　各種所得金額の計算Ⅳ
　　　（譲渡所得・土地や建物を売却したケース）
　９　各種所得金額の計算Ⅴ
　　　（雑所得・原稿収入を得た場合）
１０　税額計算の仕組み
１１　青色申告制度－所得税の申告
１２　相続税の仕組みと財産評価
１３　課税価格の計算
１４　相続税の総額と算出税額の計算
１５　相続税の計算



2019-4020000606-01税と生活

山内　進

◎経営:A-2,A-3,B-3

1.所得税及び相続税の知識を通じて、企業活動に携わる従業員、経営者に対す
る租税の取り扱いが理解できるようになる。　(A-2)

2.従業員を指導、管理するときに役立つ租税の知識をえることができるように
なる。　(A-2)

3.企業の財務活動に影響を与える従業員等に支払う給与、其れにかかわる源泉
税等の支払い、交際費等の税務処理を理解できるようになる。　(A-3)

4.所得税や相続税の知識は、組織の人々が最も関心があるものであり、その知
識、考え方を通じてコミュニケーション能力を高めることができるようにな
る。　(B-3)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。

◎商学:A-2,A-3,B-3

1.所得税及び相続税の知識を通じて、企業活動に携わる従業員、経営者に対す
る租税の取り扱いが理解できるようになる。　(A-2)

2.従業員を指導、管理するときに役立つ租税の知識をえることができるように
なる。　(A-2)

3.企業の財務活動に影響を与える従業員等に支払う給与、其れにかかわる源泉
税等の支払い、交際費等の税務処理を理解できるようになる。　(A-3)

4.所得税や相続税の知識は、組織の人々が最も関心があるものであり、その知
識、考え方を通じてコミュニケーション能力を高めることができるようにな
る。　(B-3)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明すること
ができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案
することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出すること
ができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。



2019-4020000606-01税と生活

山内　進

◎貿易:A-2,A-3,B-3

1.所得税及び相続税の知識を通じて、企業活動に携わる従業員、経営者に対す
る租税の取り扱いが理解できるようになる。　(A-2)

2.従業員を指導、管理するときに役立つ租税の知識をえることができるように
なる。　(A-2)

3.企業の財務活動に影響を与える従業員等に支払う給与、其れにかかわる源泉
税等の支払い、交際費等の税務処理を理解できるようになる。　(A-3)

4.所得税や相続税の知識は、組織の人々が最も関心があるものであり、その知
識、考え方を通じてコミュニケーション能力を高めることができるようにな
る。　(B-3)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。



2019-4020000606-02税と生活「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・二部１時限　　試験時間割：2020/01/22　夜１限　　

山内　進

◎－－－　概要　－－－◎

　われわれが生きている限り、税金問題も避けては通れないと
言えるでしょう。具体的に言うならば、皆さんのアルバイトは
いくらまでなら、税金がかからないのでしょうか。家を売りた
いが、いつどのようにすれば、節税ができるのでしょうか。医
療費がたくさんかかったが、サラリーマンが税金を戻してもら
うにはどのようにしたら良いのでしょうか。
　このように、われわれの生活に密着した税が所得税です。授
業の進め方は、われわれの馴染みが深い給与所得や退職所得か
ら入り、最終的には１０種類の所得を全て学習します。
　また相続税も学習します。ご両親が亡くなった場合やご主人
が亡くなった場合、相続人である皆さんには相続税がいくらか
かると思いますか。奥様はいくらまでなら相続税がかからない
のでしょうか。相続に関する税金を計算するのが相続税です。
このように「税と生活」では私達の生活に密着した所得税と相
続税について学習します。
　以前、税理士として会計事務所に勤務していた経験を活か
し、税金に関する興味深い事例を沢山皆さんに伝授します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

所得税及び相続税の知識を通じて、企業活動に携わる従業員、
経営者に対する租税の取り扱いが理解できるようになる。(知
識・理解)

従業員を指導、管理するときに役立つ租税の知識をえることが
できるようになる。(知識・理解)

企業の財務活動に影響を与える従業員等に支払う給与、其れに
かかわる源泉税等の支払い、交際費等の税務処理を理解できる
ようになる。(知識・理解)

所得税や相続税の知識は、組織の人々が最も関心があるもので
あり、その知識、考え方を通じてコミュニケーション能力を高
め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)　－－－◎

　予習として、テキストのポイント、内容等を読んでほしい。
ただ事後復習の方が重要で、テキストの計算問題を解いてくる
ことが望まれます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　試験結果（70%）、積極的な授業への貢献度(質問及び発言
等)と宿題の提出（30%）を加味しながら総合的に判断します。
所得税と相続税計算の仕組みが理解できているかを評価基準と
します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　以下を使用して、授業を進行する。
山内ススム『所得税法要説』税務経理協会、6,200円、
ISBN978-4-419-06357-3
山内ススム『相続税法要説』税務経理協会、4，400円、
ISBN978-4-419-06454-9

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　所得税計算の仕組みと税金一般
　２　サラリーマンと税金及びサラリーマンの
　　　税金対策（給与所得）
　３　所得控除の説明
　４　給与所得者の還付申告書作成
　　　（医療費控除ないしは住宅を取得した
　　　　ケース）
　５　各種所得金額の計算Ⅰ
　　　（利子所得、配当所得・配当金を得た
　　　　ケース、退職所得・退職金をもらった
　　　　ケース）
　６　各種所得金額の計算Ⅱ
　　　（不動産所得・家を人に貸した場合の
　　　　ケース、山林所得）
　７　各種所得金額の計算Ⅲ
　　　（事業所得・自分でビジネスを開業した
　　　　ケース）
　８　各種所得金額の計算Ⅳ
　　　（譲渡所得・土地や建物を売却したケース）
　９　各種所得金額の計算Ⅴ
　　　（雑所得・原稿収入を得た場合）
１０　税額計算の仕組み
１１　青色申告制度－所得税の申告
１２　相続税の仕組みと財産評価
１３　課税価格の計算
１４　相続税の総額と算出税額の計算
１５　相続税の計算



2019-4020000606-02税と生活「（二部）」

山内　進

◎商学:A-2,A-3,B-3

1.所得税及び相続税の知識を通じて、企業活動に携わる従業員、経営者に対す
る租税の取り扱いが理解できるようになる。　(A-2)

2.従業員を指導、管理するときに役立つ租税の知識をえることができるように
なる。　(A-3)

3.企業の財務活動に影響を与える従業員等に支払う給与、其れにかかわる源泉
税等の支払い、交際費等の税務処理を理解できるようになる。　(A-3)

4.所得税や相続税の知識は、組織の人々が最も関心があるものであり、その知
識、考え方を通じてコミュニケーション能力を高めることができるようにな
る。　(B-3)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4020000607-01税務会計論

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・３時限　　試験時間割：2020/01/22　３時限　　

山内　進

◎－－－　概要　－－－◎

　授業の進め方は、法人税及び消費税の税金計算について、ま
ず条文を理解し、その後、具体的な計算例を解きながら解説し
ていきます。
　企業にとっては税務上、交際費はいくらまで認められるので
しょうか。税務上、役員給与もいくらまで認められるのでしょ
うか。多くの税金問題が考えられます。このように法人に関す
る税を計算するのが法人税です。また世界の税制と比較し、わ
が国の税制との相違点についても説明します。
　一方、消費税は私達の生活のみならず、企業においても欠か
せない税金です。どういうものに消費税がかかるのか。消費税
がかからないものには、どのようなものがあるのか。輸入品の
消費税は、どうなのか。このように消費税についても学習しま
す。以上のように「税務会計論」では法人税と消費税の計算に
ついて学習します。
　以前、税理士として会計事務所に勤務していた経験を活か
し、税金に関する興味深い事例を沢山皆さんに伝授します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　法人税、消費税は、企業活動の結果生ずるものであり、その
結果は企業活動を推測できるようになる。(知識・理解)

　法人税の支払い、消費税の支払いは企業活動のキャッシュフ
ローに直接影響する。とくに国際課税、組織再編税制等の税金
管理が理解できるようになる。(知識・理解)

　財務活動に重大な影響を齎す法人税、消費税の知識や考え方
が身に付くようになる。(知識・理解)

　法人税等の知識は、合併、分割、国際進出にとって重要であ
り、戦略上その税務対策を、企業の財務部門が協力して取り組
まなければならない。そのためコミュニケーション能力が身に
付くようになる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習としてテキストの要点は読んできてほしい。ただし復習
の方が重要で、計算問題を解き、条文の理解を深めて欲しいと
思います。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　試験結果（70%）、積極的な授業への貢献度(質問及び発言
等)と宿題の提出（30%）を加味しながら総合的に判断します。
法人税と消費税計算の仕組みが理解できているかを評価基準と
します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　以下の２冊のテキストを使用して、授業を進行します。
山内ススム『法人税法要説』税務経理協会、改訂版作成中
山内ススム『消費税法要説』税務経理協会、5,200円、
ISBN978-4-419-06489-1

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１ 　消費税計算の仕組と概要　　
　２　 仕入に係る消費税
　３　 仕入に係る消費税の調整
　４　 消費税の納税免除と簡易課税制度
　５　 法人税の所得金額の計算の仕組み
　　　　（別表四の仕組み）
　６　 法人税の税額計算の仕組み
　　　　（別表一の仕組み）
　７ 　損金の額の計算
　　　(1)租税公課
　８　(2)交際費の取り扱いはどうなるか
　９　(3)寄付をしたケース
１０　(4)貸倒損失・貸倒引当金の計算
１１　(5)役員給与を支払ったケース
１２　(6)減価償却（期中取得・中古資産）
１３　益金の額の計算
　　　（受取配当金はどのように扱うか）
１４　圧縮記帳
１５　法人税額の計算
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◎経営:A-2,A-3,B-3

1.　法人税、消費税は、企業活動の結果生ずるものであり、その結果は企業活
動を推測できるようになる。　(A-2)

2.　法人税の支払い、消費税の支払いは企業活動のキャッシュフローに直接影
響する。とくに国際課税、組織再編税制等の税金管理が理解できるようにな
る。　(A-3)

3.　財務活動に重大な影響を齎す法人税、消費税の知識や考え方が身に付くよ
うになる。　(A-3)

4.　法人税等の知識は、合併、分割、国際進出にとって重要であり、戦略上そ
の税務対策を、企業の財務部門が協力して取り組まなければならない。そのた
めコミュニケーション能力が身に付くようになる。　(B-3)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。

◎商学:A-2,A-3,B-3

1.　法人税、消費税は、企業活動の結果生ずるものであり、その結果は企業活
動を推測できるようになる。　(A-2)

2.　法人税の支払い、消費税の支払いは企業活動のキャッシュフローに直接影
響する。とくに国際課税、組織再編税制等の税金管理が理解できるようにな
る。　(A-3)

3.　財務活動に重大な影響を齎す法人税、消費税の知識や考え方が身に付くよ
うになる。　(A-3)

4.　法人税等の知識は、合併、分割、国際進出にとって重要であり、戦略上そ
の税務対策を、企業の財務部門が協力して取り組まなければならない。そのた
めコミュニケーション能力が身に付くようになる。　(B-3)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明すること
ができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案
することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出すること
ができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。
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◎貿易:A-2,A-3,B-3

1.　法人税、消費税は、企業活動の結果生ずるものであり、その結果は企業活
動を推測できるようになる。　(A-2)

2.　法人税の支払い、消費税の支払いは企業活動のキャッシュフローに直接影
響する。とくに国際課税、組織再編税制等の税金管理が理解できるようにな
る。　(A-3)

3.　財務活動に重大な影響を齎す法人税、消費税の知識や考え方が身に付くよ
うになる。　(A-3)

4.　法人税等の知識は、合併、分割、国際進出にとって重要であり、戦略上そ
の税務対策を、企業の財務部門が協力して取り組まなければならない。そのた
めコミュニケーション能力が身に付くようになる。　(B-3)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。

◎商学:A-2,A-3,B-3

1.　法人税、消費税は、企業活動の結果生ずるものであり、その結果は企業活
動を推測できるようになる。　(A-2)

2.　法人税の支払い、消費税の支払いは企業活動のキャッシュフローに直接影
響する。とくに国際課税、組織再編税制等の税金管理が理解できるようにな
る。　(A-3)

3.　財務活動に重大な影響を齎す法人税、消費税の知識や考え方が身に付くよ
うになる。　(A-3)

4.　法人税等の知識は、合併、分割、国際進出にとって重要であり、戦略上そ
の税務対策を、企業の財務部門が協力して取り組まなければならない。そのた
めコミュニケーション能力が身に付くようになる。　(B-3)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。
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山内　進

◎－－－　概要　－－－◎

　われわれが生きている限り、税金問題も避けては通れないと
言えるでしょう。具体的に言うならば、皆さんのアルバイトは
いくらまでなら、税金がかからないのでしょうか。家を売りた
いが、いつどのようにすれば、節税ができるのでしょうか。医
療費がたくさんかかったが、サラリーマンが税金を戻してもら
うにはどのようにしたら良いのでしょうか。
　このように、われわれの生活に密着した税が所得税です。授
業の進め方は、われわれの馴染みが深い給与所得や退職所得か
ら入り、最終的には１０種類の所得を全て学習します。
　また相続税も学習します。ご両親が亡くなった場合やご主人
が亡くなった場合、相続人である皆さんには相続税がいくらか
かると思いますか。奥様はいくらまでなら相続税がかからない
のでしょうか。相続に関する税金を計算するのが相続税です。
このように「税務会計論Ⅰ」では私達の生活に密着した所得税
と相続税について学習します。
　以前、税理士として会計事務所に勤務していた経験を活か
し、税金に関する興味深い事例を沢山皆さんに伝授します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

所得税及び相続税の知識を通じて、企業活動に携わる従業員、
経営者に対する租税の取り扱いが理解できるようになる。(知
識・理解)

従業員を指導、管理するときに役立つ租税の知識をえることが
できるようになる。(知識・理解)

企業の財務活動に影響を与える従業員等に支払う給与、其れに
かかわる源泉税等の支払い、交際費等の税務処理を理解できる
ようになる。(知識・理解)

所得税や相続税の知識は、組織の人々が最も関心があるもので
あり、その知識、考え方を通じてコミュニケーション能力を高
め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)　－－－◎

　予習として、テキストのポイント、内容等を読んでほしい。
ただ事後復習の方が重要で、テキストの計算問題を解いてくる
ことが望まれます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　試験結果（70%）、積極的な授業への貢献度(質問及び発言
等)と宿題の提出（30%）を加味しながら総合的に判断します。
所得税と相続税計算の仕組みが理解できているかを評価基準と
します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　以下を使用して、授業を進行する。
山内ススム『所得税法要説』税務経理協会、6,200円、
ISBN978-4-419-06357-3
山内ススム『相続税法要説』税務経理協会、4，400円、
ISBN978-4-419-06454-9

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　所得税計算の仕組みと税金一般
　２　サラリーマンと税金及びサラリーマンの
　　　税金対策（給与所得）
　３　所得控除の説明
　４　給与所得者の還付申告書作成
　　　（医療費控除ないしは住宅を取得した
　　　　ケース）
　５　各種所得金額の計算Ⅰ
　　　（利子所得、配当所得・配当金を得た
　　　　ケース、退職所得・退職金をもらった
　　　　ケース）
　６　各種所得金額の計算Ⅱ
　　　（不動産所得・家を人に貸した場合の
　　　　ケース、山林所得）
　７　各種所得金額の計算Ⅲ
　　　（事業所得・自分でビジネスを開業した
　　　　ケース）
　８　各種所得金額の計算Ⅳ
　　　（譲渡所得・土地や建物を売却したケース）
　９　各種所得金額の計算Ⅴ
　　　（雑所得・原稿収入を得た場合）
１０　税額計算の仕組み
１１　青色申告制度－所得税の申告
１２　相続税の仕組みと財産評価
１３　課税価格の計算
１４　相続税の総額と算出税額の計算
１５　相続税の計算
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◎経営

1.所得税及び相続税の知識を通じて、企業活動に携わる従業員、経営者に対す
る租税の取り扱いが理解できるようになる。　(A-2)

2.従業員を指導、管理するときに役立つ租税の知識をえることができるように
なる。　(A-2)

3.企業の財務活動に影響を与える従業員等に支払う給与、其れにかかわる源泉
税等の支払い、交際費等の税務処理を理解できるようになる。　(A-3)

4.所得税や相続税の知識は、組織の人々が最も関心があるものであり、その知
識、考え方を通じてコミュニケーション能力を高めることができるようにな
る。　(B-3)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4020000415-02税務会計論Ⅰ「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・二部１時限　　試験時間割：2020/01/22　夜１限　　

山内　進

◎－－－　概要　－－－◎

　われわれが生きている限り、税金問題も避けては通れないと
言えるでしょう。具体的に言うならば、皆さんのアルバイトは
いくらまでなら、税金がかからないのでしょうか。家を売りた
いが、いつどのようにすれば、節税ができるのでしょうか。医
療費がたくさんかかったが、サラリーマンが税金を戻してもら
うにはどのようにしたら良いのでしょうか。
　このように、われわれの生活に密着した税が所得税です。授
業の進め方は、われわれの馴染みが深い給与所得や退職所得か
ら入り、最終的には１０種類の所得を全て学習します。
　また相続税も学習します。ご両親が亡くなった場合やご主人
が亡くなった場合、相続人である皆さんには相続税がいくらか
かると思いますか。奥様はいくらまでなら相続税がかからない
のでしょうか。相続に関する税金を計算するのが相続税です。
このように「税務会計論Ⅰ」では私達の生活に密着した所得税
と相続税について学習します。
　以前、税理士として会計事務所に勤務していた経験を活か
し、税金に関する興味深い事例を沢山皆さんに伝授します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

所得税及び相続税の知識を通じて、企業活動に携わる従業員、
経営者に対する租税の取り扱いが理解できるようになる。(知
識・理解)

従業員を指導、管理するときに役立つ租税の知識をえることが
できるようになる。(知識・理解)

企業の財務活動に影響を与える従業員等に支払う給与、其れに
かかわる源泉税等の支払い、交際費等の税務処理を理解できる
ようになる。(知識・理解)

所得税や相続税の知識は、組織の人々が最も関心があるもので
あり、その知識、考え方を通じてコミュニケーション能力を高
め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)　－－－◎

　予習として、テキストのポイント、内容等を読んでほしい。
ただ事後復習の方が重要で、テキストの計算問題を解いてくる
ことが望まれます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　試験結果（70%）、積極的な授業への貢献度(質問及び発言
等)と宿題の提出（30%）を加味しながら総合的に判断します。
所得税と相続税計算の仕組みが理解できているかを評価基準と
します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　以下を使用して、授業を進行する。
山内ススム『所得税法要説』税務経理協会、6,200円、
ISBN978-4-419-06357-3
山内ススム『相続税法要説』税務経理協会、4，400円、
ISBN978-4-419-06454-9

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　所得税計算の仕組みと税金一般
　２　サラリーマンと税金及びサラリーマンの
　　　税金対策（給与所得）
　３　所得控除の説明
　４　給与所得者の還付申告書作成
　　　（医療費控除ないしは住宅を取得した
　　　　ケース）
　５　各種所得金額の計算Ⅰ
　　　（利子所得、配当所得・配当金を得た
　　　　ケース、退職所得・退職金をもらった
　　　　ケース）
　６　各種所得金額の計算Ⅱ
　　　（不動産所得・家を人に貸した場合の
　　　　ケース、山林所得）
　７　各種所得金額の計算Ⅲ
　　　（事業所得・自分でビジネスを開業した
　　　　ケース）
　８　各種所得金額の計算Ⅳ
　　　（譲渡所得・土地や建物を売却したケース）
　９　各種所得金額の計算Ⅴ
　　　（雑所得・原稿収入を得た場合）
１０　税額計算の仕組み
１１　青色申告制度－所得税の申告
１２　相続税の仕組みと財産評価
１３　課税価格の計算
１４　相続税の総額と算出税額の計算
１５　相続税の計算



2019-4020000415-02税務会計論Ⅰ「（二部）」

山内　進

◎経営

1.所得税及び相続税の知識を通じて、企業活動に携わる従業員、経営者に対す
る租税の取り扱いが理解できるようになる。　(A-2)

2.従業員を指導、管理するときに役立つ租税の知識をえることができるように
なる。　(A-3)

3.企業の財務活動に影響を与える従業員等に支払う給与、其れにかかわる源泉
税等の支払い、交際費等の税務処理を理解できるようになる。　(A-3)

4.所得税や相続税の知識は、組織の人々が最も関心があるものであり、その知
識、考え方を通じてコミュニケーション能力を高めることができるようにな
る。　(B-3)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4020000416-01税務会計論Ⅱ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・３時限　　試験時間割：2020/01/22　３時限　　

山内　進

◎－－－　概要　－－－◎

　授業の進め方は、法人税及び消費税の税金計算について、ま
ず条文を理解し、その後、具体的な計算例を解きながら解説し
ていきます。
　企業にとっては税務上、交際費はいくらまで認められるので
しょうか。税務上、役員給与もいくらまで認められるのでしょ
うか。多くの税金問題が考えられます。このように法人に関す
る税を計算するのが法人税です。また世界の税制と比較し、わ
が国の税制との相違点についても説明します。
　一方、消費税は私達の生活のみならず、企業においても欠か
せない税金です。どういうものに消費税がかかるのか。消費税
がかからないものには、どのようなものがあるのか。輸入品の
消費税は、どうなのか。このように消費税についても学習しま
す。以上のように「税務会計論Ⅱ」では法人税と消費税の計算
について学習します。以前、税理士として会計事務所に勤務し
ていた経験を活かし、税金に関する興味深い事例を沢山皆さん
に伝授します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　法人税、消費税は、企業活動の結果生ずるものであり、その
結果は企業活動を推測できるようになる。(知識・理解)

　法人税の支払い、消費税の支払いは企業活動のキャッシュフ
ローに直接影響する。とくに国際課税、組織再編税制等の税金
管理が理解できるようになる。(知識・理解)

　財務活動に重大な影響を齎す法人税、消費税の知識や考え方
が身に付くようになる。(知識・理解)

　法人税等の知識は、合併、分割、国際進出にとって重要であ
り、戦略上その税務対策を、企業の財務部門が協力して取り組
まなければならない。そのためコミュニケーション能力が身に
付くようになる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習としてテキストの要点は読んできてほしい。ただし復習
の方が重要で、計算問題を解き、条文の理解を深めて欲しいと
思います。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　試験結果（70%）、積極的な授業への貢献度(質問及び発言
等)と宿題の提出（30%）を加味しながら総合的に判断します。
法人税と消費税計算の仕組みが理解できているかを評価基準と
します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　以下の２冊のテキストを使用して、授業を進行します。
山内ススム『法人税法要説』税務経理協会、改訂版作成中
山内ススム『消費税法要説』税務経理協会、5,200円、
ISBN978-4-419-06489-1

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１ 　消費税計算の仕組と概要　　
　２　 仕入に係る消費税
　３　 仕入に係る消費税の調整
　４　 消費税の納税免除と簡易課税制度
　５　 法人税の所得金額の計算の仕組み
　　　　（別表四の仕組み）
　６　 法人税の税額計算の仕組み
　　　　（別表一の仕組み）
　７ 　損金の額の計算
　　　(1)租税公課
　８　(2)交際費の取り扱いはどうなるか
　９　(3)寄付をしたケース
１０　(4)貸倒損失・貸倒引当金の計算
１１　(5)役員給与を支払ったケース
１２　(6)減価償却（期中取得・中古資産）
１３　益金の額の計算
　　　（受取配当金はどのように扱うか）
１４　圧縮記帳
１５　法人税額の計算



2019-4020000416-01税務会計論Ⅱ

山内　進

◎経営

1.　法人税、消費税は、企業活動の結果生ずるものであり、その結果は企業活
動を推測できるようになる。　(A-2)

2.　法人税の支払い、消費税の支払いは企業活動のキャッシュフローに直接影
響する。とくに国際課税、組織再編税制等の税金管理が理解できるようにな
る。　(A-3)

3.　財務活動に重大な影響を齎す法人税、消費税の知識や考え方が身に付くよ
うになる。　(A-3)

4.　法人税等の知識は、合併、分割、国際進出にとって重要であり、戦略上そ
の税務対策を、企業の財務部門が協力して取り組まなければならない。そのた
めコミュニケーション能力が身に付くようになる。　(B-3)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4020000251-02２年基礎ゼミナール「CA」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：演習　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

井上　修

◎－－－　概要　－－－◎

　M&A の急速な増加によって、上場企業のみならず非上場企業でも企業価
値を把握する必要が出てきている。本ゼミナールでは、企業価値を評価する
基本的な枠組みを修得することを目的とし、企業評価手法を理論的・実践的
に修得する。
　まず、株式による資金調達と負債による資金調達の選択について議論し、
ファイナンスの基本的な理論を整理する。それを踏まえ、企業の最適資本構
成について、MM理論における資本コストの概念を使って説明するととも
に、税金や倒産コストがある場合にはそれがどのように修正されるかを理解
する。また経営者と投資家の間に情報の非対称性やエイジェンシー問題があ
るとき、資本構成がどのような意味を持つのかについて議論する。
　次に、市場モデルの考え方に依拠して、ベータの推定を実際の企業データ
及び株価データを用いて行う。その推定値を踏まえて、企業ごとの資本コス
トを推定する。そして、企業の将来キャッシュフローの予測を行うための基
本的な手法を解説し、各時の合理的で説明可能なシナリオに基づいて、将来
キャッシュフロー予測を行う。最終的には、評価した企業価値と実際の株価
との差について議論し、レポートとして提出してもらう。
　また，本ゼミナールを担当する教員は監査を独占業務とする公認会計士で
あり，監査実務に従事してきた者である。そのため，本ゼミナールはその監
査実務経験を活かして，監査現場において具体的にどのような課題が存在し
ているのかについて実践的にディスカッションをしていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

会計学及び関連するファイナンス理論の基本的な知識を身につけている。(知
識・理解)

会計学及び関連するファイナンス理論の知識を用いて企業価値の推定をする
ことができる。(知識・理解)

会計学及び関連するファイナンス理論の知識を用いて企業価値及び経営課題
を説明することができる。(知識・理解)

会計学及び関連するファイナンス理論の知識を用いて企業の財務活動を説明
することができる。(知識・理解)

会計学及び関連するファイナンス理論の専門的知識および理論を用いて企業
の経営課題を発見し，数値を用いて解決策を提案することができる。(技能)

組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニケーション
能力を活用することができる。(技能)

問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテーション能
力を活用することができる。(技能)

常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。(態度・志向
性)

組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもっている。(態度・
志向性)

問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献する姿勢を
もっている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・指定された資料を読み込み、自分の言葉で説明できるようにすること。
・参考書における説明を拠り所にして、効率よく資料を作成すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価方法および割合
・講義内レポート（50%）および報告（50%）による平常点評価を行う。
成績評価基準
・ファイナンス理論の基本的な知識を習得すること。
・資本コストの推定について、データベースや統計ソフトを利用して行える
　こと。
・理論的な枠組みに基づいて企業価値を評価できること。
・プレゼンテーション能力を身に付け、聞く相手の理解を促すことができる
　こと。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特になし。

◎－－－　参考書　－－－◎

伊藤邦雄『新・企業価値評価』日本経済新聞出版社　
ISBN 978-4-5321-3450-1

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　ディスカッション形式の場合は、積極的な意見を述べる
ことに注力すること。また、相手の意見を促すようなファ
シリテート力も評価の対象となる。
　発表形式の場合は、わかりやすいプレゼン資料の作成と
発表を意識すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.イントロダクション
2～6.資金調達の選択と資本コストに関する演習
7～10.市場ベータの推定と資本コストの算定
11～13.企業価値評価
14.レポート発表
15.レポート発表・提出
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井上　修

◎経営:A-1,B-1,C-2

1.
会計学及び関連するファイナンス理論の基本的な知識を身につけている。　
(A-1)

2.会計学及び関連するファイナンス理論の知識を用いて企業価値の推定をする
ことができる。　(A-1)

3.会計学及び関連するファイナンス理論の知識を用いて企業価値及び経営課題
を説明することができる。　(A-1)

4.会計学及び関連するファイナンス理論の知識を用いて企業の財務活動を説明
することができる。　(A-1)

5.会計学及び関連するファイナンス理論の専門的知識および理論を用いて企業
の経営課題を発見し，数値を用いて解決策を提案することができる。　(B-1)

6.組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニケーション
能力を活用することができる。　(B-1)

7.問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテーション能
力を活用することができる。　(B-1)

8.常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。　(C-2)

9.組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもっている。　(C-2)

10.問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献する姿勢を
もっている。　(C-2)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。

◎商学:A-1,B-1,C-2

1.
会計学及び関連するファイナンス理論の基本的な知識を身につけている。　
(A-1)

2.会計学及び関連するファイナンス理論の知識を用いて企業価値の推定をする
ことができる。　(A-1)

3.会計学及び関連するファイナンス理論の知識を用いて企業価値及び経営課題
を説明することができる。　(A-1)

4.会計学及び関連するファイナンス理論の知識を用いて企業の財務活動を説明
することができる。　(A-1)

5.会計学及び関連するファイナンス理論の専門的知識および理論を用いて企業
の経営課題を発見し，数値を用いて解決策を提案することができる。　(B-1)

6.組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニケーション
能力を活用することができる。　(B-1)

7.問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテーション能
力を活用することができる。　(B-1)

8.常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。　(C-2)

9.組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもっている。　(C-2)

10.問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献する姿勢を
もっている。　(C-2)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明すること
ができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案
することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出すること
ができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。
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井上　修

◎貿易:A-1,B-1,C-2

1.
会計学及び関連するファイナンス理論の基本的な知識を身につけている。　
(A-1)

2.会計学及び関連するファイナンス理論の知識を用いて企業価値の推定をする
ことができる。　(A-1)

3.会計学及び関連するファイナンス理論の知識を用いて企業価値及び経営課題
を説明することができる。　(A-1)

4.会計学及び関連するファイナンス理論の知識を用いて企業の財務活動を説明
することができる。　(A-1)

5.会計学及び関連するファイナンス理論の専門的知識および理論を用いて企業
の経営課題を発見し，数値を用いて解決策を提案することができる。　(B-1)

6.組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニケーション
能力を活用することができる。　(B-1)

7.問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテーション能
力を活用することができる。　(B-1)

8.常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。　(C-2)

9.組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもっている。　(C-2)

10.問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献する姿勢を
もっている。　(C-2)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。

◎商学:A-1,B-1,C-2

1.
会計学及び関連するファイナンス理論の基本的な知識を身につけている。　
(A-1)

2.会計学及び関連するファイナンス理論の知識を用いて企業価値の推定をする
ことができる。　(A-1)

3.会計学及び関連するファイナンス理論の知識を用いて企業価値及び経営課題
を説明することができる。　(A-1)

4.会計学及び関連するファイナンス理論の知識を用いて企業の財務活動を説明
することができる。　(A-1)

5.会計学及び関連するファイナンス理論の専門的知識および理論を用いて企業
の経営課題を発見し，数値を用いて解決策を提案することができる。　(B-1)

6.組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニケーション
能力を活用することができる。　(B-1)

7.問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテーション能
力を活用することができる。　(B-1)

8.常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。　(C-2)

9.組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもっている。　(C-2)

10.問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献する姿勢を
もっている。　(C-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。
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 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：演習　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

井上　修

◎－－－　概要　－－－◎

　M&A の急速な増加によって、上場企業のみならず非上場企業でも企業価
値を把握する必要が出てきている。本ゼミナールでは、企業価値を評価する
基本的な枠組みを修得することを目的とし、企業評価手法を理論的・実践的
に修得する。
　まず、株式による資金調達と負債による資金調達の選択について議論し、
ファイナンスの基本的な理論を整理する。それを踏まえ、企業の最適資本構
成について、MM理論における資本コストの概念を使って説明するととも
に、税金や倒産コストがある場合にはそれがどのように修正されるかを理解
する。また経営者と投資家の間に情報の非対称性やエイジェンシー問題があ
るとき、資本構成がどのような意味を持つのかについて議論する。
　次に、市場モデルの考え方に依拠して、ベータの推定を実際の企業データ
及び株価データを用いて行う。その推定値を踏まえて、企業ごとの資本コス
トを推定する。そして、企業の将来キャッシュフローの予測を行うための基
本的な手法を解説し、各時の合理的で説明可能なシナリオに基づいて、将来
キャッシュフロー予測を行う。最終的には、評価した企業価値と実際の株価
との差について議論し、レポートとして提出してもらう。
　また，本ゼミナールを担当する教員は監査を独占業務とする公認会計士で
あり，監査実務に従事してきた者である。そのため，本ゼミナールはその監
査実務経験を活かして，監査現場において具体的にどのような課題が存在し
ているのかについて実践的にディスカッションをしていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

会計学及び関連するファイナンス理論の基本的な知識を身につけている。
(知識・理解)

会計学及び関連するファイナンス理論の知識を用いて企業価値の推定をする
ことができる。(知識・理解)

会計学及び関連するファイナンス理論の知識を用いて企業価値及び経営課題
を説明することができる。(知識・理解)

会計学及び関連するファイナンス理論の知識を用いて企業の財務活動を説明
することができる。(技能)

会計学及び関連するファイナンス理論の専門的知識および理論を用いて企業
の経営課題を発見し，数値を用いて解決策を提案することができる。(技能)

組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニケーション
能力を活用することができる。(技能)

問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテーション能
力を活用することができる。(技能)

常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。(態度・志
向性)

組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもっている。(態
度・志向性)

問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献する姿勢を
もっている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・指定された資料を読み込み、自分の言葉で説明できるようにすること。
・参考書における説明を拠り所にして、効率よく資料を作成すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価方法および割合
・講義内レポート（50%）および報告（50%）による平常点評価を行う。
成績評価基準
・ファイナンス理論の基本的な知識を習得すること。
・資本コストの推定について、データベースや統計ソフトを利用して行える
　こと。
・理論的な枠組みに基づいて企業価値を評価できること。
・プレゼンテーション能力を身に付け、聞く相手の理解を促すことができる
　こと。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特になし。

◎－－－　参考書　－－－◎

伊藤邦雄『新・企業価値評価』日本経済新聞出版社　
ISBN 978-4-5321-3450-1

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　ディスカッション形式の場合は、積極的な意見を述べる
ことに注力すること。また、相手の意見を促すようなファ
シリテート力も評価の対象となる。
　発表形式の場合は、わかりやすいプレゼン資料の作成と
発表を意識すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.イントロダクション
2～6.資金調達の選択と資本コストに関する演習
7～10.市場ベータの推定と資本コストの算定
11～13.企業価値評価
14.レポート発表
15.レポート発表・提出



2019-4020000251-01２年基礎ゼミナール「CA」

井上　修

◎経営:A-1,B-1,C-2

1.会計学及び関連するファイナンス理論の基本的な知識を身につけている。　
(A-1)

2.会計学及び関連するファイナンス理論の知識を用いて企業価値の推定をする
ことができる。　(A-1)

3.会計学及び関連するファイナンス理論の知識を用いて企業価値及び経営課題
を説明することができる。　(A-1)

4.会計学及び関連するファイナンス理論の知識を用いて企業の財務活動を説明
することができる。　(B-1)

5.会計学及び関連するファイナンス理論の専門的知識および理論を用いて企業
の経営課題を発見し，数値を用いて解決策を提案することができる。　(B-1)

6.組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニケーション
能力を活用することができる。　(B-1)

7.問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテーション能
力を活用することができる。　(B-1)

8.常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。　(C-2)

9.組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもっている。　(C-2)

10.問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献する姿勢を
もっている。　(C-2)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。

◎商学:A-1,B-1,C-2

1.会計学及び関連するファイナンス理論の基本的な知識を身につけている。　
(A-1)

2.会計学及び関連するファイナンス理論の知識を用いて企業価値の推定をする
ことができる。　(A-1)

3.会計学及び関連するファイナンス理論の知識を用いて企業価値及び経営課題
を説明することができる。　(A-1)

4.会計学及び関連するファイナンス理論の知識を用いて企業の財務活動を説明
することができる。　(B-1)

5.会計学及び関連するファイナンス理論の専門的知識および理論を用いて企業
の経営課題を発見し，数値を用いて解決策を提案することができる。　(B-1)

6.組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニケーション
能力を活用することができる。　(B-1)

7.問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテーション能
力を活用することができる。　(B-1)

8.常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。　(C-2)

9.組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもっている。　(C-2)

10.問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献する姿勢を
もっている。　(C-2)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明すること
ができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案
することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出すること
ができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。



2019-4020000251-01２年基礎ゼミナール「CA」

井上　修

◎貿易:A-1,B-1,C-2

1.会計学及び関連するファイナンス理論の基本的な知識を身につけている。　
(A-1)

2.会計学及び関連するファイナンス理論の知識を用いて企業価値の推定をする
ことができる。　(A-1)

3.会計学及び関連するファイナンス理論の知識を用いて企業価値及び経営課題
を説明することができる。　(A-1)

4.会計学及び関連するファイナンス理論の知識を用いて企業の財務活動を説明
することができる。　(B-1)

5.会計学及び関連するファイナンス理論の専門的知識および理論を用いて企業
の経営課題を発見し，数値を用いて解決策を提案することができる。　(B-1)

6.組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニケーション
能力を活用することができる。　(B-1)

7.問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテーション能
力を活用することができる。　(B-1)

8.常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。　(C-2)

9.組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもっている。　(C-2)

10.問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献する姿勢を
もっている。　(C-2)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。

◎商学:A-1,B-1,C-2

1.会計学及び関連するファイナンス理論の基本的な知識を身につけている。　
(A-1)

2.会計学及び関連するファイナンス理論の知識を用いて企業価値の推定をする
ことができる。　(A-1)

3.会計学及び関連するファイナンス理論の知識を用いて企業価値及び経営課題
を説明することができる。　(A-1)

4.会計学及び関連するファイナンス理論の知識を用いて企業の財務活動を説明
することができる。　(B-1)

5.会計学及び関連するファイナンス理論の専門的知識および理論を用いて企業
の経営課題を発見し，数値を用いて解決策を提案することができる。　(B-1)

6.組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニケーション
能力を活用することができる。　(B-1)

7.問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテーション能
力を活用することができる。　(B-1)

8.常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。　(C-2)

9.組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもっている。　(C-2)

10.問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献する姿勢を
もっている。　(C-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4030000333-02国際物流論Ａ「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・二部１時限　　試験時間割：2019/07/31　夜１限　　

森下　隆夫

◎－－－　概要　－－－◎

　日本は貿易立国であり、資源に乏しい事から原料・燃料は言うまでも
無く、
食料までもが輸入に頼らなくてはならない現実があり、その一方、世界
中に
優れた製品を輸出し国を潤して来たという事実があります。近年その構
造
自体が変化し、日系企業の海外生産活動や製品の逆輸入といった事象が
増えている中、「今後、日本はどう進むべきか」との選択を迫られてい
ます。
　この様な状況下において、日本全体の国際化推進は急務であり、中で
も
貿易の重要性は以前にも増して高まっております。
　
　海外との貿易取引を行う上では、単なる商品知識や英文契約内容の知
識だけではなく、「金融」、「保険」、そして「国際物流」に関する知
識が必要不可欠です。本講義は貿易における「金融」「保険」との関連
性も含めた「国際物流」の基礎知識の修得を目指します。

　国際物流論Ａは、貿易における「国際物流」を学ぶ上で必要な理論お
よびその概要、そして最低限必要な専門基礎知識の修得を目標として行
われます。具体的には、最初はマクロの視点から入り、貿易全体におけ
る「国際物流」の仕組み、及び「金融」「保険」との関連性について学
び、次第に国際物流の「専門知識」およびその「英語を含む専門用語」
等の基礎知識の修得を目指します。

　本講義は、担当教員が企業において３０数年に渡る国際物流業務（そ
のうち、１６年は海外勤務）の実務経験を活かし、そこで習得した知識
と実践方法に基づいた授業を行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

貿易に関する国際商取引において、物流関連の基本的な仕組みと内容に
関する基礎的な知識を身につけている。(知識・理解)

貿易に関する国際商取引において、物流関連の基本的な仕組みと内容に
関して説明する事が出来る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　講義内容が連続しているので、毎回受講後に復習を繰り返し行う事が
必要です。特に英語を含む専門用語を都度・都度覚えないと、次の講義
の内容が理解できなくなり、結果的に授業に付いて行けなくなります。

　受講後、最低６０分の復習を行い、授業内容の理解に努めて下さい。
また、次の授業の直前に３０分程度前回内容をリビューし、受講する事
を
お勧めします。　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の結果（６０％）、及び授業への取り組み姿勢・発言点（２
０％、
　【注】＝＝「出席点」ではありません＝＝）と、必要に応じて行われ
る
「小テスト」の結果（２０％）などを総合的に勘案し、国際物流の基礎
知識に
対する理解度、及び上記目標の達成度を評価基準として判定致します。

「出席点」は考慮しませんので、試験さえ良ければと考える人がいるか
も
知れませんが、講義を聞かないで合格点を取る事は、ほぼ不可能に近い
内容になっています。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　講義毎にプリントを配付し、パワーポイントや
ＯＨＣを使用して講義を進めます。

◎－－－　参考書　－－－◎

ISBN 978-4822411626
日本貿易振興機構編集『ジェトロ貿易ハンド
ブック』　ジェトロ発行

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　国際物流論Ａは、全体的なマクロ視点から講義
を進め、貿易における国際物流の基礎的な理論
や知識から、専門用語の修得までを目指します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

０１．講義の目的
０２．貿易と国際物流の歴史
０３．国際物流の変貌（１）
０４．国際物流の変貌（２）
０５．国際物流の変貌（３）
０６．貿易取引と海上輸送
０７．運送に関する国際ルール（１）
０８．運送に関する国際ルール（２）
０９．運送に関する国際ルール（３）
１０．貿易関連書類（１）
１１．貿易関連書類（２）
１２．貿易関連書類（３）
１３．国際複合輸送（１）
１４．国際複合輸送（２）
１５．まとめ



2019-4030000333-02国際物流論Ａ「（二部）」

森下　隆夫

◎貿易:A-1,A-2

1.貿易に関する国際商取引において、物流関連の基本的な仕組みと内容に関す
る基礎的な知識を身につけている。　(A-1)

2.貿易に関する国際商取引において、物流関連の基本的な仕組みと内容に関し
て説明する事が出来る。　(A-2)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。

◎商学:A-1,A-2

1.貿易に関する国際商取引において、物流関連の基本的な仕組みと内容に関す
る基礎的な知識を身につけている。　(A-1)

2.貿易に関する国際商取引において、物流関連の基本的な仕組みと内容に関し
て説明する事が出来る。　(A-2)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明すること
ができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案
することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出すること
ができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。
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森下　隆夫

◎経営:A-1,A-2

1.貿易に関する国際商取引において、物流関連の基本的な仕組みと内容に関す
る基礎的な知識を身につけている。　(A-1)

2.貿易に関する国際商取引において、物流関連の基本的な仕組みと内容に関し
て説明する事が出来る。　(A-2)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。
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 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　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　２時限　　

森下　隆夫

◎－－－　概要　－－－◎

　日本は貿易立国であり、資源に乏しい事から原料・燃料は言うまでも
無く、
食料までもが輸入に頼らなくてはならない現実があり、その一方、世界
中に
優れた製品を輸出し国を潤して来たという事実があります。近年その構
造
自体が変化し、日系企業の海外生産活動や製品の逆輸入といった事象が
増えている中、「今後、日本はどう進むべきか」との選択を迫られてい
ます。
　この様な状況下において、日本全体の国際化推進は急務であり、中で
も
貿易の重要性は以前にも増して高まっております。
　
　海外との貿易取引を行う上では、単なる商品知識や英文契約内容の知
識だけではなく、「金融」、「保険」、そして「国際物流」に関する知
識が必要不可欠です。本講義は貿易における「金融」「保険」との関連
性も含めた「国際物流」の基礎知識の修得を目指します。

　国際物流論Ａ（前期）は、貿易における「国際物流」を学ぶ上で必要
な理論およびその概要、そして最低限必要な専門基礎知識の修得を目標
として
行われます。具体的には、最初はマクロの視点から入り、貿易全体にお
ける「国際物流」の仕組み、及び「金融」「保険」との関連性について
学び、次第に国際物流の「専門知識」およびその「英語を含む専門用
語」等の基礎知識の修得を目指します。

　本講義は、担当教員が企業において３０数年に渡る国際物流業務（そ
のうち、１６年は海外勤務）の実務経験を活かし、そこで習得した知識
と実践方法に基づいた授業を行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

貿易に関する国際商取引において、物流関連の基本的な仕組みと内容に
関する基礎的な知識を身につけている。(知識・理解)

貿易に関する国際商取引において、物流関連の基本的な仕組みと内容に
関して説明する事が出来る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　講義内容が連続しているので、毎回受講後に復習を繰り返し行う事が
必要です。特に英語を含む専門用語を都度・都度覚えないと、次の講義
の内容が理解できなくなり、結果的に授業に付いて行けなくなります。

　受講後、最低６０分の復習を行い、授業内容の理解に努めて下さい。
また、次の授業の直前に３０分程度前回内容をリビューし、受講する事
を
お勧めします。　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の結果（６０％）、及び授業への取り組み姿勢・発言点（２
０％、
　【注】＝＝「出席点」ではありません＝＝）と、必要に応じて行われ
る
「小テスト」の結果（２０％）などを総合的に勘案し、国際物流の基礎
知識に
対する理解度、及び上記目標の達成度を評価基準として判定致します。

「出席点」は考慮しませんので、試験さえ良ければと考える人がいるか
も
知れませんが、講義を聞かないで合格点を取る事は、ほぼ不可能に近い
内容になっています。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　講義毎にプリントを配布し、パワーポイントや
ＯＨＣを使用して講義を進めます。

◎－－－　参考書　－－－◎

ISBN 978-4822411626
日本貿易振興機構編集『ジェトロ貿易ハンド
ブック』　ジェトロ発行

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　国際物流論Ａ（前期）では、前述の国際物流の
理論や基礎知識・専門用語等々を学び、続いて
国際物流論Ｂ（後期）では、前期で学んだ事を
全て修得済みとの前提で、「基本的な実践内容」
へと進みます。
　従い、国際物流論ＡとＢの両講義の連続受講を
薦めます。
　国際物流論Ｂを先に受講する事は、かなり難しいです。

◎－－－　授業計画　－－－◎

０１．講義の目的
０２．貿易と国際物流の歴史
０３．国際物流の変貌（１）
０４．国際物流の変貌（２）
０５．国際物流の変貌（３）
０６．貿易取引と海上輸送
０７．運送に関する国際ルール（１）
０８．運送に関する国際ルール（２）
０９．運送に関する国際ルール（３）
１０．貿易関連書類（１）
１１．貿易関連書類（２）
１２．貿易関連書類（３）
１３．国際複合輸送（１）
１４．国際複合輸送（２）
１５．まとめ
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森下　隆夫

◎貿易:A-1,A-2

1.貿易に関する国際商取引において、物流関連の基本的な仕組みと内容に関す
る基礎的な知識を身につけている。　(A-1)

2.貿易に関する国際商取引において、物流関連の基本的な仕組みと内容に関し
て説明する事が出来る。　(A-2)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。

◎商学:A-1,A-2

1.貿易に関する国際商取引において、物流関連の基本的な仕組みと内容に関す
る基礎的な知識を身につけている。　(A-1)

2.貿易に関する国際商取引において、物流関連の基本的な仕組みと内容に関し
て説明する事が出来る。　(A-2)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明すること
ができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案
することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出すること
ができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。



2019-4030000333-01国際物流論Ａ

森下　隆夫

◎経営:A-1,A-2

1.貿易に関する国際商取引において、物流関連の基本的な仕組みと内容に関す
る基礎的な知識を身につけている。　(A-1)

2.貿易に関する国際商取引において、物流関連の基本的な仕組みと内容に関し
て説明する事が出来る。　(A-2)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4030000334-01国際物流論Ｂ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　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　２時限　　

森下　隆夫

◎－－－　概要　－－－◎

　前期で学んだ貿易における国際物流の理論やその仕組み、およ
び貿易の基礎知識や専門用語の修得から更に深く掘り下げ、基礎
的な実践内容に踏み込みます。後期はマクロの視点から各々の項
目におけるミクロの視点に移行し、現状の把握と実務内容の基礎
を学びます。

　具体的な内容としては、国際物流の現状と実務、国際的な経済
グループ
と経済連携協定、フォワーダー協会、輸出入業務と関連する法
令、および
海外の物流事情まで、全般の基礎知識を学びます。

　本講義は、担当教員が企業において３０数年に渡る国際物流業
務（そのうち、１６年は海外勤務）の実務経験を活かし、そこで
習得した知識と実践方法に基づいた授業を行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

貿易に関する国際商取引において、物流関連の基本的な仕組みと
内容に関する基礎的な知識を身につけている。(知識・理解)

貿易に関する国際商取引において、物流関連の基本的な仕組みと
内容に関して説明する事が出来る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　国際物流論Ａを受講している事が前提ですので、本講受講の前
に、国際
物流論Ａの全体の復習を薦めます。

国際物流論Ｂに関しては、講義内容が連続しているので、毎回受
講後に
必ず復習を繰り返し行う事が必要です。特に英語を含む専門用語
を都度・
都度覚えて行かないと、次の講義の内容が理解できなくなり、結
果として
授業に付いて行けなくなります。

　受講後、最低６０分の復習を行い、授業内容の理解に努めて下
さい。
また、次の授業の直前に３０分程度前回内容をリビューし、受講
する事を
お勧めします。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の結果（６０％）、及び授業への取り組み姿勢・発言
点（２０％、
　【注】＝＝「出席点」ではありません＝＝）と、必要に応じて
行われる
「小テスト」の結果（２０％）などを総合的に勘案し、国際物流
の基礎知識に
対する理解度、及び上記目標の達成度を評価基準として判定致し
ます。

「出席点」は考慮しませんので、試験さえ良ければと考える人が
いるかも
知れませんが、講義を聞かないで合格点を取る事は、ほぼ不可能
に近い
内容になっています。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　講義毎にプリントを配付し、パワーポイントや
ＯＨＣを使用して講義を進めます。

◎－－－　参考書　－－－◎

ISBN 978-4822411626
日本貿易振興機構編集　『ジェトロ貿易ハンド
ブック』　ジェトロ発行

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　国際物流論Ａ（前期）の受講を強く推奨します。

　国際物流論Ｂ（後期）は、前期で学んだ国際
物流の基礎知識や専門用語を修得済みである事
を前提として、講義を進めます。従い、前期で
学んだ内容が理解できていないと、履修はかなり
難しいです。全く分からない状況で受講しても、授業に付
いて来れません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

０１．講義の目的
０２．フォワーダー業務の概要（１）
０３．フォワーダー業務の概要（２）
０４．フォワーダー業務の概要（３）
０５．輸出入業務の概要（１）
０６．輸出入業務の概要（２）
０７．輸出入業務の概要（３）
０８．輸出業務の実践（１）
０９．輸出業務の実践（２）
１０．輸入業務の実践（１）
１１．輸入業務の実践（２）
１２．輸入業務の実践（３）
１３．アセアン物流事情（１）
１４．アセアン物流事情（２）
１５．まとめ



2019-4030000334-01国際物流論Ｂ

森下　隆夫

◎貿易:A-1,A-2

1.貿易に関する国際商取引において、物流関連の基本的な仕組みと内容に関す
る基礎的な知識を身につけている。　(A-1)

2.貿易に関する国際商取引において、物流関連の基本的な仕組みと内容に関し
て説明する事が出来る。　(A-2)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。

◎商学:A-1,A-2

1.貿易に関する国際商取引において、物流関連の基本的な仕組みと内容に関す
る基礎的な知識を身につけている。　(A-1)

2.貿易に関する国際商取引において、物流関連の基本的な仕組みと内容に関し
て説明する事が出来る。　(A-2)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明すること
ができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案
することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出すること
ができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。



2019-4030000334-01国際物流論Ｂ

森下　隆夫

◎経営:A-1,A-2

1.貿易に関する国際商取引において、物流関連の基本的な仕組みと内容に関す
る基礎的な知識を身につけている。　(A-1)

2.貿易に関する国際商取引において、物流関連の基本的な仕組みと内容に関し
て説明する事が出来る。　(A-2)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4030000409-02ビジネス英会話　初級

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：水・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ヤング，シャーリー

◎－－－　概要　－－－◎

Business English Conversation Elementary is a year-long communication skills
course for first year students. Students will develop confidence in understanding and
speaking English at a functional level in a business context. Using a combination of
authentic materials and a content-based textbook, students will be introduced to the
English vocabulary and practices of the workplace environment. In addition, they will
do basic research on Japan’s trade with other countries.

Speaking and listening will be the main skills focus in class with additional reading
and writing tasks to be done outside of class time. The use of basic business
terminology will secure student’s confidence in using the language. Such activities
will include projects comprised of group work, brainstorming, describing things, the
language of comparison and at least one presentation. A range of materials drawn
from British, American, Australian and Asian contexts will be used.

Lastly, dr awing on my 10 year’s experience in the Australian Customs Service, I
will give practical instruction on the government’s role in administering and
enforcing the laws regulating trade between countries, and how those laws affect
business.

これは年間を通した学習を通して、一年次のみなさんにヒ シ ネス英語に よ
るコミュニケーション・スキルを修得してもらうための授業て す。英語 のヒ
シ ネス環境て 会話を理解し、話すことに対する自信の形成か その狙い て
す。実用的な教材とコンテンツ主体の教科書を用いた指導により、みな さん
はヒ シ ネスの現場て 実際に使われている英語に接することになりま す。更
に日本の貿易についても調へ ることか 求められます。毎週の授業て  は聞く
ことと話すことに焦点か おかれますか 、読むことと書くことも宿題 として
課せられます。ヒ シ ネスに固有の英語を使った会話学習か 、それを 使いこ
なすことへの自信につなか ります。これは更に、批評と意思決定を 必要とす
る演習により、一層深まることになるて しょう。演習には年間を 通して取り
組むひとつのフ ロシ ェクトか 含まれます。これはク ルーフ 学 習、フ レー
ンストーミンク 、事案説明と少なくとも1回のフ レセ ンテー ションによって
構成されています。この授業て は英国、米国、オーストラ リア、アシ ア諸
国の教材か 用いられます。
なお、この講義では、オーストラリア税関における10年間の実務経験が生か
して、国際貿易関連法規を順守させる上での政府の役割およびビジネスへの
影響について実例に基づいて説明する予定です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

To describe in English various international trade organizations and the import/export
trade of Japan with various countries.(態度・志向性)

Confidently research, plan and make a short presentation in English, as part of a small
group project.(技能)

Become familiar with the multi-cultural environment of the business world today and
learn some trade-related vocabulary.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students are expected to actively participate in the classroom as well as complete
weekly homework tasks.
積極的に授業に参加することに加え、毎週課せられる宿題を全てやりこなす
ことが求められます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Assessment is continuous throughout the semester. There will be no final exam for
this course.

(Project 40%: two group presentations in English of an acceptable quality, Homework
20%: complete a specified weekly quantity of listening and comprehension questions,
Vocabulary 20%: 100+ business related words, Listening 10%, Class Contribution
10%: how often student asks and answers questions with teacher and classmates).

全期を通した取組み姿勢をもとに評価する。期末試験は実施しない。(フ  ロ
シ ェクト40%:ク ルーフ フ レセ ンテーションをする。英語て 、他の国 と日
本の貿易関係を説明する、宿題20%:理解の質問、ホ キャフ ラリー 20%:100以
上のヒ シ ネス用語、聞き取り10%、授業への貢献1 0%:発言の頻度)
授業形態: 講義(外国語による)期別:

◎－－－　テキスト　－－－◎

Buckingham, A., & Whitney, N. (2002). Passport to work. Oxford: Oxford University Press.

◎－－－　参考書　－－－◎

978-0-19-　ISBN 457364-1

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Effective communication is the principle focus of this course and language skills require practice.
Students are expected to actively participate in classroom discussions and activities, as well as
complete the homework assignments. Poor English when spoken is an act of communication and
sharing; perfect English when unspoken is not.

Students should also monitor their own progress throughout the semester, with the help of tools
provided by the teacher (Moodle), and ask for help at any time they need it. This is most important
for the success of each individual student.
　この授業の焦点は効率的なコミュニケーションにありますが、その語学能力を養しな
うためには練習を必要とします。ですから、みなさんにはクラス での会話学習に積極的
に参加してもらった上で、宿題をきちんとこなすことが求められます。不完全な英語で
あっても構いません。それが実際に使われればコ ミュニケーションの道具としての役割
を十分果たすからです。完璧な英語であっても使われなければ何の意味もなしません。
また自分の進歩を常に意識しながら 学習し、分からないところは必ず教員に聞く習慣を
つけることが必要です。こうすれば必ず成果が上がります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

Spring (前期)
1. Introduction to course
授業概要
2. Job titles + company organization
Unit 1: 役職と企業組織
3. Job descriptions + department names
Unit 2: 業務内容と部課名
4. Describing locations
Unit 3: 指示を出す
5. Giving Instructions
Unit 4: 指示の出し方
6. Making requests
Unit 6: 要望の出し方
7. Project: overview
フ ロシ ェクト概要
8. Project: topics & research
フ ロシ ェクトのテーマと調査
9. Project - research
フ ロシ ェクトの構築
10. Presentation: main idea
11. Presentation structure
フ レセ ンテーション:構造
12. Acronyms
略語の活用
13. Presentation: elements for introduction
フ レセ ンテーションの基礎知識
14. Presentation: pronunciation
フ レセ ンテーションのための発音練習
15. Presentation: recording audio
オーテ ィオ機器の利用
Autumn (後期)
1. Project: introduction + note-taking
フ ロシ ェクトの基礎知識とノート取り
2. Assessing sources
情報源の評価
3. Presentation structure: review
フ レセ ンテーションの構造のリヒ ュ
4. Presentation: language of comparison
フ レセ ンテーションのための言語表現
5. Poster design
掲示板のテ サ イン
6. Presentation: aids
フ レセ ンテーションのための補完的ツール
7. Presentation: delivery
フ レセ ンテーションの伝達
8. Presentation: practice
フ レセ ンテーションの練習
9. Presentations
フ レセ ンテーション全般
10. Presentations
フ レセ ンテーション全般
11. Talking about sales and numbers
Unit 8: 販売実績に関する発表
12. Discussing future plans, talking about yourself
Units 10 & 11: 事業計画の打ち合わせ
13. Dealing with inquiries
Unit 12: 業務内容の背景説明
14. Predicting and making comparisons
Unit 13: 比較をする
15. Vocabulary & listening tests, Review
テスト、復習

◎－－－　URL　－－－◎

2019ビジネス英会話初級:ヤング
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp)
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ヤング，シャーリー

◎貿易:B-3,C-4

1.To describe in English various international trade organizations and the import/export
trade of Japan with various countries.　(C-4)

2.Confidently research, plan and make a short presentation in English, as part of a small
group project.　(B-3)

3.Become familiar with the multi-cultural environment of the business world today and
learn some trade-related vocabulary.　(C-4)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。

◎商学:B-3

1.To describe in English various international trade organizations and the import/export
trade of Japan with various countries.　(B-3)

2.Confidently research, plan and make a short presentation in English, as part of a small
group project.　(B-3)

3.Become familiar with the multi-cultural environment of the business world today and
learn some trade-related vocabulary.　(B-3)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明すること
ができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案
することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出すること
ができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。
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ヤング，シャーリー

◎経営:B-3

1.To describe in English various international trade organizations and the import/export
trade of Japan with various countries.　(B-3)

2.Confidently research, plan and make a short presentation in English, as part of a small
group project.　(B-3)

3.Become familiar with the multi-cultural environment of the business world today and
learn some trade-related vocabulary.　(B-3)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。
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 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：水・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ヤング，シャーリー

◎－－－　概要　－－－◎

Business English Conversation Elementary is a year-long communication skills course
for first year students. Students will develop confidence in understanding and speaking
English at a functional level in a business context. Using a combination of authentic
materials and a content-based textbook, students will be introduced to the English
vocabulary and practices of the workplace environment. In addition, they will do basic
research on Japan’s trade with other countries.

Speaking and listening will be the main skills focus in class with additional reading and
writing tasks to be done outside of class time. The use of basic business terminology
will secure student’s confidence in using the language. Such activities will include
projects comprised of group work, brainstorming, describing things, the language of
comparison and at least one presentation. A range of materials drawn from British,
American, Australian and Asian contexts will be used.

Lastly, dr awing on my 10 year’s experience in the Australian Customs Service, I will
give practical instruction on the government’s role in administering and enforcing the
laws regulating trade between countries, and how those laws affect business.

これは年間を通した学習を通して、一年次のみなさんにヒ シ ネス英語に よる
コミュニケーション・スキルを修得してもらうための授業て す。英語 のヒ シ
ネス環境て 会話を理解し、話すことに対する自信の形成か その狙い て す。実
用的な教材とコンテンツ主体の教科書を用いた指導により、みな さんはヒ シ
ネスの現場て 実際に使われている英語に接することになりま す。更に日本の
貿易についても調へ ることか 求められます。毎週の授業て  は聞くことと話す
ことに焦点か おかれますか 、読むことと書くことも宿題 として課せられま
す。ヒ シ ネスに固有の英語を使った会話学習か 、それを 使いこなすことへの
自信につなか ります。これは更に、批評と意思決定を 必要とする演習によ
り、一層深まることになるて しょう。演習には年間を 通して取り組むひとつ
のフ ロシ ェクトか 含まれます。これはク ルーフ 学 習、フ レーンストーミン
ク 、事案説明と少なくとも1回のフ レセ ンテー ションによって構成されてい
ます。この授業て は英国、米国、オーストラ リア、アシ ア諸国の教材か 用い
られます。
なお、この講義では、オーストラリア税関における10年間の実務経験を生かし
て、国際貿易関連法規を順守させる上での政府の役割およびビジネスへの影響
について実例に基づいて説明する予定です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

To describe in English various international trade organizations and the import/export
trade of Japan with various countries.(態度・志向性)

Confidently research, plan and make a short presentation in English, as part of a small
group project.(技能)

Become familiar with the multi-cultural environment of the business world today and
learn some trade-related vocabulary.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students are expected to actively participate in the classroom as well as complete
weekly homework tasks.
　積極的に授業に参加することに加え、毎週課せられる宿題を全てやりこなす
ことが求められます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Assessment is continuous throughout the semester. There will be no final exam for this
course.

(Project 40%:  two group presentations in English of an acceptable quality, Homework
20%: complete a specified weekly quantity of listening and comprehension questions,
Vocabulary 20%: 100+ business related words, Listening 10%, Class Contribution
10%: how often student asks and answers questions with teacher and classmates).

全期を通した取組み姿勢をもとに評価する。期末試験は実施しない。(フ  ロ
シ ェクト40%:ク ルーフ フ レセ ンテーションをする。英語て 、他の国 と日本
の貿易関係を説明する、宿題20%:理解の質問、ホ キャフ ラリー 20%:100以上
のヒ シ ネス用語、聞き取り10%、授業への貢献1 0%:発言の頻度)
授業形態: 講義(外国語による)期別:

◎－－－　テキスト　－－－◎

Buckingham, A., & Whitney, N. (2002). Passport to work. Oxford: Oxford University Press.
ISBN978-0-19-457364-1

◎－－－　参考書　－－－◎

978-0-19-　ISBN 457364-1

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Effective communication is the principle focus of this course and language skills require practice.
Students are expected to actively participate in classroom discussions and activities, as well as
complete the homework assignments.  Poor English when spoken is an act of communication and
sharing; perfect English when unspoken is not.

Students should also monitor their own progress throughout the semester, with the help of tools
provided by the teacher (Moodle), and ask for help at any time they need it.  This is most important for
the success of each individual student.
　この授業の焦点は効率的なコミュニケーションにありますが、その語学能力を養しなうた
めには練習を必要とします。ですから、みなさんにはクラスでの会話学習に積極的に参加し
てもらった上で、宿題をきちんとこなすことが求められます。不完全な英語であっても構い
ません。それが実際に使われればコミュニケーションの道具としての役割を十分果たすから
です。完璧な英語であっても使われなければ何の意味もなしません。また自分の進歩を常に
意識しながら学習し、分からないところは必ず教員に聞く習慣をつけることが必要です。こ
うすれば必ず成果が上がります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

Spring (前期)
1. Introduction to course
授業概要
2. Job titles + company organization
Unit 1: 役職と企業組織
3. Job descriptions + department names
Unit 2: 業務内容と部課名
4. Describing locations
Unit 3: 指示を出す
5. Giving Instructions
Unit 4: 指示の出し方
6. Making requests
Unit 6: 要望の出し方
7. Project: overview
フ ロシ ェクト概要
8. Project: topics & research
フ ロシ ェクトのテーマと調査
9. Project - research
フ ロシ ェクトの構築
10. Presentation: main idea
11. Presentation structure
フ レセ ンテーション:構造
12. Acronyms
略語の活用
13. Presentation: elements for introduction
フ レセ ンテーションの基礎知識
14. Presentation: pronunciation
フ レセ ンテーションのための発音練習
15. Presentation: recording audio
オーテ ィオ機器の利用
Autumn (後期)
1. Project: introduction + note-taking
フ ロシ ェクトの基礎知識とノート取り
2. Assessing sources
情報源の評価
3. Presentation structure: review
フ レセ ンテーションの構造のリヒ ュ
4. Presentation: language of comparison
フ レセ ンテーションのための言語表現
5. Poster design
掲示板のテ サ イン
6. Presentation: aids
フ レセ ンテーションのための補完的ツール
7. Presentation: delivery
フ レセ ンテーションの伝達
8. Presentation: practice
フ レセ ンテーションの練習
9. Presentations
フ レセ ンテーション全般
10. Presentations
フ レセ ンテーション全般
11. Talking about sales and numbers
Unit 8: 販売実績に関する発表
12. Discussing future plans, talking about yourself
Units 10 & 11: 事業計画の打ち合わせ
13. Dealing with inquiries
Unit 12: 業務内容の背景説明
14. Predicting and making comparisons
Unit 13: 比較をする
15. Vocabulary & listening tests, Review
テスト、復習

◎－－－　URL　－－－◎

2019 ビジネス英会話初級：ヤング
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)
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ヤング，シャーリー

◎貿易:B-3,C-4

1.To describe in English various international trade organizations and the import/export
trade of Japan with various countries.　(C-4)

2.Confidently research, plan and make a short presentation in English, as part of a small
group project.　(B-3)

3.Become familiar with the multi-cultural environment of the business world today and
learn some trade-related vocabulary.　(C-4)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。

◎商学:B-3

1.To describe in English various international trade organizations and the import/export
trade of Japan with various countries.　(B-3)

2.Confidently research, plan and make a short presentation in English, as part of a small
group project.　(B-3)

3.Become familiar with the multi-cultural environment of the business world today and
learn some trade-related vocabulary.　(B-3)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明すること
ができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案
することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出すること
ができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。
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ヤング，シャーリー

◎経営:B-3

1.To describe in English various international trade organizations and the import/export
trade of Japan with various countries.　(B-3)

2.Confidently research, plan and make a short presentation in English, as part of a small
group project.　(B-3)

3.Become familiar with the multi-cultural environment of the business world today and
learn some trade-related vocabulary.　(B-3)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。
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 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ヤング，シャーリー

◎－－－　概要　－－－◎

This is a semester-long communication skills course for third year
students and above, building on the vocabulary and language skills
laid down in ビジネス英会話　中級.  At this level, students will
focus on a more practical aspect of business communication. There
will be ongoing practice of how to effectively participate in a
discussion. Students will expand their vocabulary to include job
specific language, such as that used by personnel, as well as become
familiar with conditions they are likely to encounter in an
international workplace environment. Situations such as: making a
proposal, reporting back on a project, participating in or chairing a
meeting. The course will be valuable to students seeking to work in a
local or international business that requires English language skills.

Speaking and listening skills will continue to be emphasized in
addition to a focus on expanding specific workplace vocabulary.
Additional reading and writing tasks will be done outside of class
time.  Various roleplay exercises will give students a chance to apply
vocabulary and skills in a contextual framework.  A range of materials
drawn from European, American, Australian and Asian contexts will
be used.

Lastly, dr awing on my 10 year’s experience in the Australian
Customs Service, I will give practical instruction on the
government’s role in administering and enforcing the laws
regulating trade between countries, and how those laws affect
business.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Research a range of trade-related topics to be discussed during class
time.(技能)

Use TED talks from a range of cultural perspectives to discuss
controversial issues and develop discussion skills.(技能)

Further expand vocabulary, including the language of discussion, in
order to clearly express thoughts, opinions and ideas in English.(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students are expected to actively participate in the classroom as well
as do weekly assessable homework tasks. At this level, students are
expected to show initiative both in the classroom and project
activities.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Assessment is continuous throughout the semester: there will be no
final exam for this course.

(Assignments 50%: practical application of skills and vocabulary in
simulated "meetings", Homework 20%: research company
information and acronyms, Vocabulary 20%: 100+ discussion and
business related words, Class contribution 10%: level of active
participation in listening/speaking in class)

◎－－－　テキスト　－－－◎

Materials will be provided by the teacher or guidance given for
student’s own research.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

The pre-requisite for this course is ビジネス英会話II（中級) with
a grade of 80% or more. If you are a Commerce Faculty student
and have NOT successfully completed the pre-requisite within the
last 12 months, contact the course teacher directly BEFORE
REGISTERING for this course. This is to check your English
language level and ensure enrollment in the most suitable class.
この講義の履修条件は「ビジネス英会話　中級」の評価がい
ずれか80点以上です。履修希望者で過去1年以内にこの条件
を満たしていない場合は、登録前に直接講義担当者に連絡
し、面接を受けてください。この面接は、履修希望者の英語
レベルを確認し、最も適したクラスでの履修を確実にするた
めのものです。
　担当者のemail: young@fukuoka-u.ac.jp

Students are expected to actively participate in classroom
discussions and activities as well as encouraged to use their
English wherever possible outside of the classroom. Links to
online resources for this purpose will be provided　(Moodle).

The most effective learning technique for the majority of students
is persistence and regularity. Students should also monitor their
own progress throughout the semester, with the help of tools
provided by the teacher, and ask for help at anytime they need it.
Personal responsibility is key for the success of each individual
student.

* This class is limited to a maximum of 15 students. このクラス
は15人が上限です。

※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につい
て」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Course introduction chairing a meeting 

2. Language of discussion
3. Meeting procedure
4. Research sources: review
5. Evaluating sources
6. Describing companies
7. Mission statements
8. Human Resources
9. Job descriptions
10. Acronyms
11. Making a proposal
12. Supporting proposals
13. Challenging proposals
14. Further business
15. Course evaluation and review

◎－－－　URL　－－－◎

2019ビジネス英会話I 上級
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp)
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ヤング，シャーリー

◎貿易:B-1,B-4,C-3

1.Research a range of trade-related topics to be discussed during class time.　(B-1)

2.Use TED talks from a range of cultural perspectives to discuss controversial issues
and develop discussion skills.　(B-4)

3.Further expand vocabulary, including the language of discussion, in order to clearly
express thoughts, opinions and ideas in English.　(C-3)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。

◎商学:B-1,C-3

1.Research a range of trade-related topics to be discussed during class time.　(B-1)

2.Use TED talks from a range of cultural perspectives to discuss controversial issues
and develop discussion skills.　(B-1)

3.Further expand vocabulary, including the language of discussion, in order to clearly
express thoughts, opinions and ideas in English.　(C-3)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明すること
ができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案
することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出すること
ができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。
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ヤング，シャーリー

◎経営:B-1,C-3

1.Research a range of trade-related topics to be discussed during class time.　(B-1)

2.Use TED talks from a range of cultural perspectives to discuss controversial issues
and develop discussion skills.　(B-1)

3.Further expand vocabulary, including the language of discussion, in order to clearly
express thoughts, opinions and ideas in English.　(C-3)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。
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 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ヤング，シャーリー

◎－－－　概要　－－－◎

This is a semester-long course further developing the skills and goals
set in ビジネス英会話　上級I. Students will practise
communications skills through an ongoing international trade
simulation. Throughout this they will research and use basic
documentation common in business and export transactions. They will
also practise discussing proposals, expressing their own opinions,
making supporting arguments and meeting procedure, in English.

Leading a discussion, as well as reporting on factual research as a
member of the discussion group, will be a significant component of
this course. The course will be valuable to students seeking to work in
a local or international business where they will be expected to
interact with English speakers.

Lastly, dr awing on my 10 year’s experience in the Australian
Customs Service, I will give practical instruction on the
government’s role in administering and enforcing the laws
regulating trade between countries, and how those laws affect
business.

◎－－－　到達目標　－－－◎

To describe in English; a budget, payment methods and different
currencies.(技能)

To further practise discussion and meeting skills, in English.(技能)

To describe the basic elements of an international trade transaction in
English.(技能)

To further expand business vocabulary, particularly in the are of
export documentation.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students are expected to actively participate in the classroom as well
as do weekly assessable homework tasks. At this level, students need
to show initiative both in the classroom and project activities.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Assessment is continuous throughout the semester: there will be no
final exam for this course.

(Project 50%: includes describing trade documentation、conducting
and participating in discussions, Homework 20%: demonstrate an
understanding of research procedure and suitable source materials,　
Vocabulary 20%: 100+ export related words, Class contribution 10%:
level of active participation in listening/speaking in class).

◎－－－　テキスト　－－－◎

Materials will be provided by the teacher or guidance given for
student’s own research.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

The pre-requisite for this course is ビジネス英会話（中級) with
a grade of 80% or more. If you are a Commerce Faculty student
and have NOT successfully completed the pre-requisite within the
last 12 months, contact the course teacher directly BEFORE
REGISTERING for this course. This is to check your English
language level and ensure enrollment in the most suitable class.
この講義の履修条件は「ビジネス英会話　中級」の評価が
いずれか80点以上です。履修希望者で過去1年以内にこの条
件を満たしていない場合は、登録前に直接講義担当者に連
絡し、面接を受けてください。この面接は、履修希望者の
英語レベルを確認し、最も適したクラスでの履修を確実に
するためのものです。
　担当者のemail: young@fukuoka-u.ac.jp
 

Students are expected to actively participate in classroom
discussions and activities as well as encouraged to use their
English wherever possible outside of the classroom. Links to
online resources for this purpose will be provided.  The most
effective learning technique for the majority of students is
persistence and regularity. Students should also monitor their own
progress throughout the semester, with the help of tools provided
by the teacher, and ask for help at any time they need it.  Personal
responsibility is key for the success of each individual student.

＊This class is limited to a maximum of 15 students.
　このクラスは15人が上限です。

※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につ
いて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Course introduction
2. Payment methods
3. International payment documentation: research
4. Comparing products and services
5. Foreign currency
6. Import/export documentation: research
7. Describing e-commerce
8. Describing e-commerce transaction process
9. Import/export documentation: uses
10. Discussion
11. Discussion
12. Discussion
13. Language of economic indicators
14. Reporting trends
15. Discussion & review

◎－－－　URL　－－－◎

2019ビジネス英会話　上級II
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp)



2019-4030000605-01ビジネス英会話　上級Ⅱ

ヤング，シャーリー

◎貿易:B-1,B-4,C-3

1.To describe in English; a budget, payment methods and different currencies.　(B-1)

2.To further practise discussion and meeting skills, in English.　(B-4)

3.To describe the basic elements of an international trade transaction in English.　(B-1)

4.To further expand business vocabulary, particularly in the are of export
documentation.　(C-3)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。

◎商学:B-1,C-3

1.To describe in English; a budget, payment methods and different currencies.　(B-1)

2.To further practise discussion and meeting skills, in English.　(B-1)

3.To describe the basic elements of an international trade transaction in English.　(B-1)

4.To further expand business vocabulary, particularly in the are of export
documentation.　(C-3)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明すること
ができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案
することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出すること
ができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。



2019-4030000605-01ビジネス英会話　上級Ⅱ

ヤング，シャーリー

◎経営:B-1,C-3

1.To describe in English; a budget, payment methods and different currencies.　(B-1)

2.To further practise discussion and meeting skills, in English.　(B-1)

3.To describe the basic elements of an international trade transaction in English.　(B-1)

4.To further expand business vocabulary, particularly in the are of export
documentation.　(C-3)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4030000412-01ビジネス英会話　上級Ａ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ヤング，シャーリー

◎－－－　概要　－－－◎

This is a semester-long communication skills course for third year
students and above, building on the vocabulary and language skills
laid down in ビジネス英会話　中級. At this level, students will
focus on a more practical aspect of business communication. There
will be ongoing practice of how to effectively participate in a
discussion. Students will expand their vocabulary to include job
specific language, such as that used by personnel, as well as become
familiar with conditions they are likely to encounter in an
international workplace environment. Situations such as: making a
proposal, reporting back on a project, participating in or chairing a
meeting. The course will be valuable to students seeking to work in a
local or international business that requires English language skills.

Speaking and listening skills will continue to be emphasized in
addition to a focus on expanding specific workplace vocabulary.
Additional reading and writing tasks will be done outside of class
time. Various roleplay exercises will give students a chance to apply
vocabulary and skills in a contextual framework. A range of materials
drawn from European, American, Australian and Asian contexts will
be used.

Lastly, dr awing on my 10 year’s experience in the Australian
Customs Service, I will give practical instruction on the
government’s role in administering and enforcing the laws
regulating trade between countries, and how those laws affect
business.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Research a range of trade-related topics to be discussed during class
time.(技能)

Use TED talks from a range of cultural perspectives to discuss
controversial issues and develop discussion skills.(技能)

Further expand vocabulary, including the language of discussion, in
order to clearly express thoughts, opinions and ideas in English.(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students are expected to actively participate in the classroom as well
as do weekly assessable homework tasks. At this level, students are
expected to show initiative both in the classroom and project
activities.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Assessment is continuous throughout the semester: there will be no
final exam for this course.

(Assignments 50%: practical application of skills and vocabulary in
simulated "meetings", Homework 20%: research company
information and acronyms, Vocabulary 20%: 100+ discussion and
business related words, Class contribution 10%: level of active
participation in listening/speaking in class)

◎－－－　テキスト　－－－◎

Materials will be provided by the teacher or guidance given for
student’s own research.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

The pre-requisite for this course is ビジネス英会話II（中級) with
a grade of 80% or more. If you are a Commerce Faculty student
and have NOT successfully completed the pre-requisite within the
last 12 months, contact the course teacher directly BEFORE
REGISTERING for this course. This is to check your English
language level and ensure enrollment in the most suitable class.
この講義の履修条件は「ビジネス英会話　中級」の評価がい
ずれか80点以上です。履修希望者で過去1年以内にこの条件
を満たしていない場合は、登録前に直接講義担当者に連絡
し、面接を受けてください。この面接は、履修希望者の英語
レベルを確認し、最も適したクラスでの履修を確実にするた
めのものです。
　担当者のemail: young@fukuoka-u.ac.jp

Students are expected to actively participate in classroom
discussions and activities as well as encouraged to use their
English wherever possible outside of the classroom. Links to
online resources for this purpose will be provided　(Moodle).

The most effective learning technique for the majority of students
is persistence and regularity. Students should also monitor their
own progress throughout the semester, with the help of tools
provided by the teacher, and ask for help at anytime they need it.
Personal responsibility is key for the success of each individual
student.

* This class is limited to a maximum of 15 students.このクラスは
15人が上限です。

※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につい
て」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Course introduction chairing a meeting 

2. Language of discussion
3. Meeting procedure
4. Research sources: review
5. Evaluating sources
6. Describing companies
7. Mission statements
8. Human Resources
9. Job descriptions
10. Acronyms
11. Making a proposal
12. Supporting proposals
13. Challenging proposals
14. Further business
15. Course evaluation and review

◎－－－　URL　－－－◎

2019ビジネス英会話I 上級
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp)



2019-4030000412-01ビジネス英会話　上級Ａ

ヤング，シャーリー

◎貿易

1.Research a range of trade-related topics to be discussed during class time.　(B-1)

2.Use TED talks from a range of cultural perspectives to discuss controversial issues
and develop discussion skills.　(B-4)

3.Further expand vocabulary, including the language of discussion, in order to clearly
express thoughts, opinions and ideas in English.　(C-3)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論な
らびに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身
につけている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につ
いての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができ
る。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案すること
ができる。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動に
おいて、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリー
ダーシップを身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働でき
るコミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定
に貢献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとす
る態度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を
学ぼうとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解
し協調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ
人々と積極的に協働しようとする態度を身につけている。



2019-4030000413-01ビジネス英会話　上級Ｂ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ヤング，シャーリー

◎－－－　概要　－－－◎

This is a semester-long course further developing the skills and goals
set in ビジネス英会話　上級I. Students will practise
communications skills through an ongoing international trade
simulation. Throughout this they will research and use basic
documentation common in business and export transactions. They will
also practise discussing proposals, expressing their own opinions,
making supporting arguments and meeting procedure, in English.

Leading a discussion, as well as reporting on factual research as a
member of the discussion group, will be a significant component of
this course. The course will be valuable to students seeking to work in
a local or international business where they will be expected to
interact with English speakers.

Lastly, dr awing on my 10 year’s experience in the Australian
Customs Service, I will give practical instruction on the
government’s role in administering and enforcing the laws
regulating trade between countries, and how those laws affect
business.

◎－－－　到達目標　－－－◎

To describe in English; a budget, payment methods and different
currencies.(技能)

To further practise discussion and meeting skills, in English.(技能)

To describe the basic elements of an international trade transaction in
English.(技能)

To further expand business vocabulary, particularly in the are of
export documentation.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students are expected to actively participate in the classroom as well
as do weekly assessable homework tasks. At this level, students need
to show initiative both in the classroom and project activities.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Assessment is continuous throughout the semester: there will be no
final exam for this course.

(Project 50%: includes describing trade documentation、conducting
and participating in discussions, Homework 20%: demonstrate an
understanding of research procedure and suitable source materials,　
Vocabulary 20%: 100+ export related words, Class contribution 10%:
level of active participation in listening/speaking in class).

◎－－－　テキスト　－－－◎

Materials will be provided by the teacher or guidance given for
student’s own research.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

The pre-requisite for this course is ビジネス英会話（中級)
with a grade of 80% or more. If you are a Commerce Faculty
student and have NOT successfully completed the pre-requisite
within the last 12 months, contact the course teacher directly
BEFORE REGISTERING for this course. This is to check your
English language level and ensure enrollment in the most
suitable class.
この講義の履修条件は「ビジネス英会話　中級」の評価が
いずれか80点以上です。履修希望者で過去1年以内にこの
条件を満たしていない場合は、登録前に直接講義担当者に
連絡し、面接を受けてください。この面接は、履修希望者
の英語レベルを確認し、最も適したクラスでの履修を確実
にするためのものです。
　担当者のemail: young@fukuoka-u.ac.jp
 

Students are expected to actively participate in classroom
discussions and activities as well as encouraged to use their
English wherever possible outside of the classroom. Links to
online resources for this purpose will be provided.  The most
effective learning technique for the majority of students is
persistence and regularity. Students should also monitor their
own progress throughout the semester, with the help of tools
provided by the teacher, and ask for help at any time they need it.
Personal responsibility is key for the success of each individual
student.

＊This class is limited to a maximum of 15 students.
　このクラスは15人が上限です。

※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につ
いて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Course introduction
2. Payment methods
3. International payment documentation: research
4. Comparing products and services
5. Foreign currency
6. Import/export documentation: research
7. Describing e-commerce
8. Describing e-commerce transaction process
9. Import/export documentation: uses
10. Discussion
11. Discussion
12. Discussion
13. Language of economic indicators
14. Reporting trends
15. Discussion & review

◎－－－　URL　－－－◎

2019ビジネス英会話　上級II
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp)



2019-4030000413-01ビジネス英会話　上級Ｂ

ヤング，シャーリー

◎貿易

1.To describe in English; a budget, payment methods and different currencies.　(B-1)

2.To further practise discussion and meeting skills, in English.　(B-4)

3.To describe the basic elements of an international trade transaction in English.　(B-1)

4.To further expand business vocabulary, particularly in the are of export
documentation.　(C-3)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論な
らびに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身
につけている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につ
いての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができ
る。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案すること
ができる。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動に
おいて、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリー
ダーシップを身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働でき
るコミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定
に貢献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとす
る態度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を
学ぼうとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解
し協調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ
人々と積極的に協働しようとする態度を身につけている。



2019-4030000602-01ビジネス英会話　中級Ⅰ「(International Trade)」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ヤング，シャーリー

◎－－－　概要　－－－◎

This is a semester-long communication skills course for second year
students and above, building on the language foundations laid in ビジ
ネス英会話　初級.  Students will further develop confidence in
understanding and speaking English in a business context.  Using a
combination of authentic materials and content-based resources,
students will extend their business vocabulary and research types of
businesses. They will also examine the basic elements of the supply
chain and how to talk about that in English.

Speaking and listening skills will continue to be emphasized, and
further developed to include giving opinions and extended
conversation. Additional reading and writing tasks will be done
outside of class time.  Basic business terminology will be built on
through presentation and group work. This will be honed through
critical thinking and decision-making activities. Most materials will
be drawn from real company examples and data sources online.

Lastly, dr awing on my 10 year’s experience in the Australian
Customs Service, I will give practical instruction on the
government’s role in administering and enforcing the laws
regulating trade between countries, and how those laws affect
business.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Use personal consumer experience as a metaphor to describe in
English the basic stages of the supply chain.(技能)

Research the historical effects of major technological developments
on international trade.(態度・志向性)

Develop group decision-making processes through task based
activities.(態度・志向性)

Enable students to effectively voice their opinions in English.(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students are expected to actively participate in the classroom as well
as do weekly assessable homework tasks. At this level, students are
expected to show initiative both in the classroom and project
activities.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

This is a skills-based course and assessment is continuous throughout
the semester. There will be no final exam for this course.

(Project 30%, includes: use specific language patterns given in class, a
presentation in English demonstrating an understanding of the supply
chain, show an understanding of how to cite sources, Vocabulary
20%: 100+ business related words, Homework: 20%, Speaking: 20%,
Class Contribution 10%: questions/answers/ discussion between
teacher and classmates)

◎－－－　テキスト　－－－◎

Racine, J. P., & Nakanishi, T. (2016). Vocabulary for Economics,
Management, and International Business. Tokyo: Nan'un-do Co.,Ltd.
ISBN 978-4-523-17819-4
Additional materials will be provided by the teacher or guidance given
for student’s own research.

◎－－－　参考書　－－－◎

978-4-523-　ISBN 17819-4

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

ビジネス英会話　初級is a pre-requisite for this course. Faculty of
Commerce students who have NOT successfully completed the pre-
requisite within the last 12 months, contact the course teacher directly
BEFORE REGISTERING for this course. This is to check your English
language level and ensure enrollment in the most suitable class.

本講義を履修する前に「ビジネス英会話　初級」を履修しておく
ことが望ましいです。履修希望者で過去1年以内に「ビジネス英
会話　初級」を履修していない場合は、登録前に直接講義担当者
に連絡して面接を受けてください。この面接は、履修希望者の英
語レベルを確認し、最も適したクラスでの履修を確実にするため
のものです。
　担当者のemail: young@fukuoka-u.ac.jp

Language skills require daily practice if there is to be genuine progress
made.  Students are expected to actively participate in classroom
discussions and activities as well as encouraged to use their English
wherever possible outside of the classroom. Links to online resources
for this purpose will be provided. The most effective learning technique
for the majority is persistence and regularity. Students should also
monitor their own progress throughout the semester, with the help of
tools provided by the teacher, and ask for help at anytime they need it.
Personal responsibility is key for the success of each individual student.

* This class is limited to a maximum of ２０ students.
　このクラスは２０人が上限です。

　※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につい
て」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Course introduction & project topics
2. Business types, making questions
3. Business examples, researching data
4. Vocabulary 1, note-taking
5. Supply chain, brainstorming
6. Supply chain, identifying sources
7. Supply chain, descriptions
8. Supply chain, comparisons
9. Vocabulary 2, stating opinions
10. Importing/exporting, citing sources
11. Globalization, describing graphs
12. Inventions & trade, giving reasons
13. Vocabulary 3, review presentation structure & aids
14. Presentation, identifying your audience
15. Submit presentations, course evaluation

◎－－－　URL　－－－◎

2019ビジネス英会話　中級I:Young
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-4030000602-01ビジネス英会話　中級Ⅰ「(International Trade)」

ヤング，シャーリー

◎貿易:B-4,C-4

1.Use personal consumer experience as a metaphor to describe in English the basic
stages of the supply chain.　(B-4)

2.Research the historical effects of major technological developments on international
trade.　(C-4)

3.Develop group decision-making processes through task based activities.　(C-4)

4.Enable students to effectively voice their opinions in English.　(B-4)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論な
らびに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身
につけている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につ
いての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができ
る。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案すること
ができる。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動に
おいて、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリー
ダーシップを身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働でき
るコミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定
に貢献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとす
る態度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を
学ぼうとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解
し協調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ
人々と積極的に協働しようとする態度を身につけている。



2019-4030000602-02ビジネス英会話　中級Ⅰ「(International Trade)」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ヤング，シャーリー

◎－－－　概要　－－－◎

This is a semester-long communication skills course for second year
students and above, building on the language foundations laid in ビジ
ネス英会話　初級. Students will further develop confidence in
understanding and speaking English in a business context. Using a
combination of authentic materials and content-based resources,
students will extend their business vocabulary and research types of
businesses. They will also examine the basic elements of the supply
chain and how to talk about that in English.

Speaking and listening skills will continue to be emphasized, and
further developed to include giving opinions and extended
conversation. Additional reading and writing tasks will be done
outside of class time. Basic business terminology will be built on
through presentation and group work. This will be honed through
critical thinking and decision-making activities. Most materials will
be drawn from real company examples and data sources online.

Lastly, dr awing on my 10 year’s experience in the Australian
Customs Service, I will give practical instruction on the
government’s role in administering and enforcing the laws
regulating trade between countries, and how those laws affect
business.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Use personal consumer experience as a metaphor to describe in
English the basic stages of the supply chain.(技能)

Research the historical effects of major technological developments
on international trade.(態度・志向性)

Develop group decision-making processes through task based
activities.(態度・志向性)

Enable students to effectively voice their opinions in English.(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students are expected to actively participate in the classroom as well
as do weekly assessable homework tasks. At this level, students are
expected to show initiative both in the classroom and project
activities.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

This is a skills-based course and assessment is continuous throughout
the semester. There will be no final exam for this course.

(Project 30%, includes: use specific language patterns given in class, a
presentation in English demonstrating an understanding of the supply
chain, show an understanding of how to cite sources, Vocabulary
20%: 100+ business related words, Homework: 20%, Speaking: 20%,
Class Contribution 10%: questions/answers/ discussion between
teacher and classmates)

◎－－－　テキスト　－－－◎

Racine, J. P., & Nakanishi, T. (2016). Vocabulary for Economics,
Management, and International Business. Tokyo: Nan'un-do Co.,Ltd.
ISBN 978-4-523-17819-4
Additional materials will be provided by the teacher or guidance given
for student’s own research.

◎－－－　参考書　－－－◎

978-4-523-　ISBN 17819-4

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

ビジネス英会話　初級is a pre-requisite for this course. Faculty of
Commerce students who have NOT successfully completed the pre-
requisite within the last 12 months, contact the course teacher directly
BEFORE REGISTERING for this course. This is to check your English
language level and ensure enrollment in the most suitable class.

本講義を履修する前に「ビジネス英会話　初級」を履修しておく
ことが望ましいです。履修希望者で過去1年以内に「ビジネス英会
話　初級」を履修していない場合は、登録前に直接講義担当者に
連絡して面接を受けてください。この面接は、履修希望者の英語
レベルを確認し、最も適したクラスでの履修を確実にするための
ものです。
　担当者のemail: young@fukuoka-u.ac.jp
 

Language skills require daily practice if there is to be genuine progress
made.  Students are expected to actively participate in classroom
discussions and activities as well as encouraged to use their English
wherever possible outside of the classroom. Links to online resources for
this purpose will be provided.

The most effective learning technique for the majority is persistence and
regularity. Students should also monitor their own progress throughout
the semester, with the help of tools provided by the teacher, and ask for
help at anytime they need it.  Personal responsibility is key for the
success of each individual student.

* This class is limited to a maximum of ２０ students.
　このクラスは２０人が上限です。

　※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につい
て」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Course introduction & project topics
2. Business types, making questions
3. Business examples, researching data
4. Vocabulary 1, note-taking
5. Supply chain, brainstorming
6. Supply chain, identifying sources
7. Supply chain, descriptions
8. Supply chain, comparisons
9. Vocabulary 2, stating opinions
10. Importing/exporting, citing sources
11. Globalization, describing graphs
12. Inventions & trade, giving reasons
13. Vocabulary 3, review presentation structure & aids
14. Presentation, identifying your audience
15. Submit presentations, course evaluation

◎－－－　URL　－－－◎

2019ビジネス英会話　中級I:Young
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-4030000602-02ビジネス英会話　中級Ⅰ「(International Trade)」

ヤング，シャーリー

◎貿易:B-4,C-4

1.Use personal consumer experience as a metaphor to describe in English the basic
stages of the supply chain.　(B-4)

2.Research the historical effects of major technological developments on international
trade.　(C-4)

3.Develop group decision-making processes through task based activities.　(C-4)

4.Enable students to effectively voice their opinions in English.　(B-4)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論な
らびに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身
につけている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につ
いての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができ
る。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案すること
ができる。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動に
おいて、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリー
ダーシップを身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働でき
るコミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定
に貢献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとす
る態度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を
学ぼうとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解
し協調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ
人々と積極的に協働しようとする態度を身につけている。



2019-4030000603-01ビジネス英会話　中級Ⅱ「(International Trade)」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ヤング，シャーリー

◎－－－　概要　－－－◎

This is a semester-long communication skills course for second year
students and above, building on the language foundations laid in ヒ
シ ネス英会話 初級 and 中級-I. Students will further develop
confidence in understanding and speaking English in a business
context. They will extend their research skills to examine how
business is reported on in the media.

Speaking and listening skills will be given focus by making weekly
oral summaries of contemporary news items. Students will research
and summarize news related to trade between Japan and other
countries.  Later in the semester they will "report from different
regions" on news items in a “newscast” format to be uploaded
online. Business terminology will be built on through these weekly
tasks.

Lastly, dr awing on my 10 year’s experience in the Australian
Customs Service, I will give practical instruction on the
government’s role in administering and enforcing the laws
regulating trade between countries, and how those laws affect
business.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Discuss in English a range of topics including current trade issues. (技
能)

Challenge students to expand their knowledge of current affairs, both
domestic and international, and express those ideas clearly in
English.(態度・志向性)

Extend trade-related vocabulary.(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students are expected to actively participate in the classroom as well
as do weekly homework tasks.　At this level, students are expected to
show initiative both in the classroom and project activities.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

This is a skills-based course and assessment is continuous throughout
the semester. There will be no final exam for this course.

(News items 20%: demonstrate research skills by reporting in English
on current news topics, Newscasts 30%: oral reporting on news items,
Writing 10%: note taking and paragraph writing styles, Vocabulary
20%: 100+ trade related words, Critique 10%: peer assessment of
newscasts, Class Contribution 10%: level of active interaction with
teacher and classmates).

◎－－－　テキスト　－－－◎

Racine, J. P., & Nakanishi, T. (2016). Vocabulary for Economics,
Management, and International Business. Tokyo: Nan'un-do Co.,Ltd.
ISBN  978-4-523-17819-4
Additional materials will be provided by teacher or guidance given for
student’s own research.

◎－－－　参考書　－－－◎

978-4-523-　ISBN 17819-4

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

ビジネス英会話　中級I is a pre-requisite for this course. Commerce
Faculty students who have NOT successfully completed the pre-requisite
within the last 12 months, contact the course teacher directly BEFORE
REGISTERING for this course. This is to check your English language
level and ensure enrollment in the most suitable class.

本講義を履修する前に「ビジネス英会話　中級Ⅰ」を履修してお
くことが望ましいです。履修希望者で過去1年以内に「ビジネス英
会話　中級Ⅰ」を履修していない場合は、登録前に直接講義担当
者に連絡して面接を受けてください。この面接は、履修希望者の
英語レベルを確認し、最も適したクラスでの履修を確実にするた
めのものです。
　担当者のemail: young@fukuoka-u.ac.jp

Language skills require daily practice if there is to be genuine progress
made.  Students are expected to actively participate in classroom
discussions and activities as well as encouraged to use their English
wherever possible outside of the classroom. Links to online resources for
this purpose will be provided.

The most effective learning technique for the majority is persistence and
regularity. Students should also monitor their own progress throughout the
semester, with the help of tools provided by the teacher, and ask for help
at any time they need it.  Personal responsibility is key for the success of
each individual student.

* This class is limited to a maximum of ２０ students.
　このクラスは２０人が上限です。

　※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につい
て」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Course introduction & paragraph writing (1)
2. Language of comparison
3. Understanding bias & note-taking
4. News sources & NHK World
5. Language of trade & discussion
6. Acronyms (organizations + companies)
7. Summarizing
8. Paragraph writing (2)
9. Reporting
10. Pronunciation + speech fluency
11. Newscast (practice)
12. Newscast #1
13. Newscast #2
14. Newscast #3
15. Tests & course evaluation

◎－－－　URL　－－－◎

2019ビジネス英会話　中級II:Young
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-4030000603-01ビジネス英会話　中級Ⅱ「(International Trade)」

ヤング，シャーリー

◎貿易:B-4,C-4

1.Discuss in English a range of topics including current trade issues. 　(B-4)

2.Challenge students to expand their knowledge of current affairs, both domestic and
international, and express those ideas clearly in English.　(C-4)

3.Extend trade-related vocabulary.　(B-4)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論な
らびに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身
につけている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につ
いての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができ
る。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案すること
ができる。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動に
おいて、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリー
ダーシップを身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働でき
るコミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定
に貢献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとす
る態度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を
学ぼうとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解
し協調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ
人々と積極的に協働しようとする態度を身につけている。



2019-4030000603-02ビジネス英会話　中級Ⅱ「(International Trade)」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ヤング，シャーリー

◎－－－　概要　－－－◎

This is a semester-long communication skills course for second year
students and above, building on the language foundations laid in ヒ
シ ネス英会話 初級 and 中級-I. Students will further develop
confidence in understanding and speaking English in a business
context. They will extend their research skills to examine how
business is reported on in the media.

Speaking and listening skills will be given focus by making weekly
oral summaries of contemporary news items. Students will research
and summarize news related to trade between Japan and other
countries. Later in the semester they will "report from different
regions" on news items in a “newscast” format to be uploaded
online. Business terminology will be built on through these weekly
tasks.

Lastly, dr awing on my 10 year’s experience in the Australian
Customs Service, I will give practical instruction on the
government’s role in administering and enforcing the laws
regulating trade between countries, and how those laws affect
business.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Discuss in English a range of topics including current trade issues.(技
能)

Challenge students to expand their knowledge of current affairs, both
domestic and international, and express those ideas clearly in
English.(態度・志向性)

Extend trade-related vocabulary.(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students are expected to actively participate in the classroom as well
as do weekly homework tasks.　At this level, students are expected to
show initiative both in the classroom and project activities.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

This is a skills-based course and assessment is continuous throughout
the semester. There will be no final exam for this course.

(News items 20%: demonstrate research skills by reporting in English
on current news topics, Newscasts 30%: oral reporting on news items,
Writing 10%: note taking and paragraph writing styles, Vocabulary
20%: 100+ trade related words, Critique 10%: peer assessment of
newscasts, Class Contribution 10%: level of active interaction with
teacher and classmates).

◎－－－　テキスト　－－－◎

Racine, J. P., & Nakanishi, T. (2016). Vocabulary for Economics,
Management, and International Business. Tokyo: Nan'un-do Co.,Ltd.
ISBN  978-4-523-17819-4
Additional materials will be provided by teacher or guidance given for
student’s own research.

◎－－－　参考書　－－－◎

978-4-523-　ISBN 17819-4

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

ビジネス英会話　中級I is a pre-requisite for this course. Commerce
Faculty students who have NOT successfully completed the pre-requisite
within the last 12 months, contact the course teacher directly BEFORE
REGISTERING for this course. This is to check your English language
level and ensure enrollment in the most suitable class.

本講義を履修する前に「ビジネス英会話　中級Ⅰ」を履修してお
くことが望ましいです。履修希望者で過去1年以内に「ビジネス英
会話　中級Ⅰ」を履修していない場合は、登録前に直接講義担当
者に連絡して面接を受けてください。この面接は、履修希望者の
英語レベルを確認し、最も適したクラスでの履修を確実にするた
めのものです。
　担当者のemail: young@fukuoka-u.ac.jp
 

Language skills require daily practice if there is to be genuine progress
made.  Students are expected to actively participate in classroom
discussions and activities as well as encouraged to use their English
wherever possible outside of the classroom. Links to online resources for
this purpose will be provided.

The most effective learning technique for the majority is persistence and
regularity. Students should also monitor their own progress throughout
the semester, with the help of tools provided by the teacher, and ask for
help at any time they need it.  Personal responsibility is key for the
success of each individual student.

* This class is limited to a maximum of ２０ students.
　このクラスは２０人が上限です。

　※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につい
て」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Course introduction & paragraph writing (1)
2. Language of comparison
3. Understanding bias & note-taking
4. News sources & NHK World
5. Language of trade & discussion
6. Acronyms (organizations + companies)
7. Summarizing
8. Paragraph writing (2)
9. Reporting
10. Pronunciation + speech fluency
11. Newscast (practice)
12. Newscast #1
13. Newscast #2
14. Newscast #3
15. Tests & course evaluation

◎－－－　URL　－－－◎

2019ビジネス英会話　中級II:Young
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-4030000603-02ビジネス英会話　中級Ⅱ「(International Trade)」

ヤング，シャーリー

◎貿易:B-4,C-4

1.Discuss in English a range of topics including current trade issues.　(B-4)

2.Challenge students to expand their knowledge of current affairs, both domestic and
international, and express those ideas clearly in English.　(C-4)

3.Extend trade-related vocabulary.　(B-4)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論な
らびに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身
につけている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につ
いての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができ
る。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案すること
ができる。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動に
おいて、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリー
ダーシップを身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働でき
るコミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定
に貢献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとす
る態度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を
学ぼうとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解
し協調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ
人々と積極的に協働しようとする態度を身につけている。



2019-4030000410-02ビジネス英会話　中級Ａ「(General Business)」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ヤング，シャーリー

◎－－－　概要　－－－◎

This is a semester-long communication skills course for second year
students and above, building on the language foundations laid in ビジ
ネス英会話　初級. Students will further develop confidence in
understanding and speaking English in a business context. Using a
combination of authentic materials and content-based resources,
students will extend their business vocabulary and research types of
businesses. They will also examine the basic elements of the supply
chain and how to talk about that in English.

Speaking and listening skills will continue to be emphasized, and
further developed to include giving opinions and extended
conversation. Additional reading and writing tasks will be done
outside of class time. Basic business terminology will be built on
through presentation and group work. This will be honed through
critical thinking and decision-making activities. Most materials will
be drawn from real company examples and data sources online.

Lastly, dr awing on my 10 year’s experience in the Australian
Customs Service, I will give practical instruction on the
government’s role in administering and enforcing the laws
regulating trade between countries, and how those laws affect
business.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Use personal consumer experience as a metaphor to describe in
English the basic stages of the supply chain.(技能)

Research the historical effects of major technological developments
on international trade.(態度・志向性)

Develop group decision-making processes through task based
activities.(態度・志向性)

Enable students to effectively voice their opinions in English.(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students are expected to actively participate in the classroom as well
as do weekly assessable homework tasks. At this level, students are
expected to show initiative both in the classroom and project
activities.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

This is a skills-based course and assessment is continuous throughout
the semester. There will be no final exam for this course.

(Project 30%, includes: use specific language patterns given in class, a
presentation in English demonstrating an understanding of the supply
chain, show an understanding of how to cite sources, Vocabulary
20%: 100+ business related words, Homework: 20%, Speaking: 20%,
Class Contribution 10%: questions/answers/ discussion between
teacher and classmates)

◎－－－　テキスト　－－－◎

Racine, J. P., & Nakanishi, T. (2016). Vocabulary for Economics,
Management, and International Business. Tokyo: Nan'un-do Co.,Ltd.
ISBN 978-4-523-17819-4
Additional materials will be provided by the teacher or guidance given
for student’s own research.

◎－－－　参考書　－－－◎

978-4-523-　ISBN 17819-4

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

ビジネス英会話　初級is a pre-requisite for this course. Faculty of
Commerce students who have NOT successfully completed the pre-
requisite within the last 12 months, contact the course teacher directly
BEFORE REGISTERING for this course. This is to check your English
language level and ensure enrollment in the most suitable class.

本講義を履修する前に「ビジネス英会話　初級」を履修しておく
ことが望ましいです。履修希望者で過去1年以内に「ビジネス英会
話　初級」を履修していない場合は、登録前に直接講義担当者に
連絡して面接を受けてください。この面接は、履修希望者の英語
レベルを確認し、最も適したクラスでの履修を確実にするための
ものです。
　担当者のemail: young@fukuoka-u.ac.jp

Language skills require daily practice if there is to be genuine progress
made.  Students are expected to actively participate in classroom
discussions and activities as well as encouraged to use their English
wherever possible outside of the classroom. Links to online resources for
this purpose will be provided.

The most effective learning technique for the majority is persistence and
regularity. Students should also monitor their own progress throughout
the semester, with the help of tools provided by the teacher, and ask for
help at anytime they need it.  Personal responsibility is key for the
success of each individual student.

* This class is limited to a maximum of ２０ students.
　このクラスは２０人が上限です。

　※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につい
て」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Course introduction & project topics
2. Business types, making questions
3. Business examples, researching data
4. Vocabulary 1, note-taking
5. Supply chain, brainstorming
6. Supply chain, identifying sources
7. Supply chain, descriptions
8. Supply chain, comparisons
9. Vocabulary 2, stating opinions
10. Importing/exporting, citing sources
11. Globalization, describing graphs
12. Inventions & trade, giving reasons
13. Vocabulary 3, review presentation structure & aids
14. Presentation, identifying your audience
15. Submit presentations, course evaluation

◎－－－　URL　－－－◎

2019ビジネス英会話　中級I:Young
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-4030000410-02ビジネス英会話　中級Ａ「(General Business)」

ヤング，シャーリー

◎貿易

1.Use personal consumer experience as a metaphor to describe in English the basic
stages of the supply chain.　(B-4)

2.Research the historical effects of major technological developments on international
trade.　(C-3)

3.Develop group decision-making processes through task based activities.　(C-3)

4.Enable students to effectively voice their opinions in English.　(B-4)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論な
らびに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身
につけている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につ
いての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができ
る。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案すること
ができる。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動に
おいて、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリー
ダーシップを身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働でき
るコミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定
に貢献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとす
る態度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を
学ぼうとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解
し協調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ
人々と積極的に協働しようとする態度を身につけている。



2019-4030000410-01ビジネス英会話　中級Ａ「(General Business)」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ヤング，シャーリー

◎－－－　概要　－－－◎

This is a semester-long communication skills course for second year
students and above, building on the language foundations laid in ビジ
ネス英会話　初級. Students will further develop confidence in
understanding and speaking English in a business context. Using a
combination of authentic materials and content-based resources,
students will extend their business vocabulary and research types of
businesses. They will also examine the basic elements of the supply
chain and how to talk about that in English.

Speaking and listening skills will continue to be emphasized, and
further developed to include giving opinions and extended
conversation. Additional reading and writing tasks will be done
outside of class time. Basic business terminology will be built on
through presentation and group work. This will be honed through
critical thinking and decision-making activities. Most materials will
be drawn from real company examples and data sources online.

Lastly, dr awing on my 10 year’s experience in the Australian
Customs Service, I will give practical instruction on the
government’s role in administering and enforcing the laws
regulating trade between countries, and how those laws affect
business.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Use personal consumer experience as a metaphor to describe in
English the basic stages of the supply chain.(技能)

Research the historical effects of major technological developments
on international trade.(態度・志向性)

Develop group decision-making processes through task based
activities.(態度・志向性)

Enable students to effectively voice their opinions in English.(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students are expected to actively participate in the classroom as well
as do weekly assessable homework tasks. At this level, students are
expected to show initiative both in the classroom and project
activities.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

This is a skills-based course and assessment is continuous throughout
the semester. There will be no final exam for this course.

(Project 30%, includes: use specific language patterns given in class, a
presentation in English demonstrating an understanding of the supply
chain, show an understanding of how to cite sources, Vocabulary
20%: 100+ business related words, Homework: 20%, Speaking: 20%,
Class Contribution 10%: questions/answers/ discussion between
teacher and classmates)

◎－－－　テキスト　－－－◎

Racine, J. P., & Nakanishi, T. (2016). Vocabulary for Economics,
Management, and International Business. Tokyo: Nan'un-do Co.,Ltd.
ISBN 978-4-523-17819-4
Additional materials will be provided by the teacher or guidance given
for student’s own research.

◎－－－　参考書　－－－◎

978-4-523-　ISBN 17819-4

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

ビジネス英会話　初級is a pre-requisite for this course. Faculty of
Commerce students who have NOT successfully completed the pre-
requisite within the last 12 months, contact the course teacher directly
BEFORE REGISTERING for this course. This is to check your English
language level and ensure enrollment in the most suitable class.

本講義を履修する前に「ビジネス英会話　初級」を履修しておく
ことが望ましいです。履修希望者で過去1年以内に「ビジネス英会
話　初級」を履修していない場合は、登録前に直接講義担当者に
連絡して面接を受けてください。この面接は、履修希望者の英語
レベルを確認し、最も適したクラスでの履修を確実にするための
ものです。
　担当者のemail: young@fukuoka-u.ac.jp
 

Language skills require daily practice if there is to be genuine progress
made.  Students are expected to actively participate in classroom
discussions and activities as well as encouraged to use their English
wherever possible outside of the classroom. Links to online resources for
this purpose will be provided.

The most effective learning technique for the majority is persistence and
regularity. Students should also monitor their own progress throughout
the semester, with the help of tools provided by the teacher, and ask for
help at anytime they need it.  Personal responsibility is key for the
success of each individual student.

* This class is limited to a maximum of ２０ students.
　このクラスは２０人が上限です。

　※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につい
て」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Course introduction & project topics
2. Business types, making questions
3. Business examples, researching data
4. Vocabulary 1, note-taking
5. Supply chain, brainstorming
6. Supply chain, identifying sources
7. Supply chain, descriptions
8. Supply chain, comparisons
9. Vocabulary 2, stating opinions
10. Importing/exporting, citing sources
11. Globalization, describing graphs
12. Inventions & trade, giving reasons
13. Vocabulary 3, review presentation structure & aids
14. Presentation, identifying your audience
15. Submit presentations, course evaluation

◎－－－　URL　－－－◎

2019ビジネス英会話　中級I:Young
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-4030000410-01ビジネス英会話　中級Ａ「(General Business)」

ヤング，シャーリー

◎貿易

1.Use personal consumer experience as a metaphor to describe in English the basic
stages of the supply chain.　(B-4)

2.Research the historical effects of major technological developments on international
trade.　(C-3)

3.Develop group decision-making processes through task based activities.　(C-3)

4.Enable students to effectively voice their opinions in English.　(C-3)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論な
らびに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身
につけている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につ
いての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができ
る。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案すること
ができる。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動に
おいて、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリー
ダーシップを身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働でき
るコミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定
に貢献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとす
る態度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を
学ぼうとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解
し協調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ
人々と積極的に協働しようとする態度を身につけている。



2019-4030000411-02ビジネス英会話　中級Ｂ「(General Business)」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ヤング，シャーリー

◎－－－　概要　－－－◎

This is a semester-long communication skills course for second year
students and above, building on the language foundations laid in ヒ
シ ネス英会話 初級 and 中級-I. Students will further develop
confidence in understanding and speaking English in a business
context. They will extend their research skills to examine how
business is reported on in the media.

Speaking and listening skills will be given focus by making weekly
oral summaries of contemporary news items. Students will research
and summarize news related to trade between Japan and other
countries. Later in the semester they will "report from different
regions" on news items in a “newscast” format to be uploaded
online. Business terminology will be built on through these weekly
tasks.

Lastly, dr awing on my 10 year’s experience in the Australian
Customs Service, I will give practical instruction on the
government’s role in administering and enforcing the laws
regulating trade between countries, and how those laws affect
business.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Discuss in English a range of topics including current trade issues. (技
能)

Challenge students to expand their knowledge of current affairs, both
domestic and international, and express those ideas clearly in
English.(態度・志向性)

Extend trade-related vocabulary.(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students are expected to actively participate in the classroom as well
as do weekly homework tasks.　At this level, students are expected to
show initiative both in the classroom and project activities.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

This is a skills-based course and assessment is continuous throughout
the semester. There will be no final exam for this course.

(News items 20%: demonstrate research skills by reporting in English
on current news topics, Newscasts 30%: oral reporting on news items,
Writing 10%: note taking and paragraph writing styles, Vocabulary
20%: 100+ trade related words, Critique 10%: peer assessment of
newscasts, Class Contribution 10%: level of active interaction with
teacher and classmates).

◎－－－　テキスト　－－－◎

Racine, J. P., & Nakanishi, T. (2016). Vocabulary for Economics,
Management, and International Business. Tokyo: Nan'un-do Co.,Ltd.
ISBN  978-4-523-17819-4
Additional materials will be provided by teacher or guidance given for
student’s own research.

◎－－－　参考書　－－－◎

978-4-523-　ISBN 17819-4

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

ビジネス英会話　中級Ａ is a pre-requisite for this course. Commerce
Faculty students who have NOT successfully completed the pre-requisite
within the last 12 months, contact the course teacher directly BEFORE
REGISTERING for this course. This is to check your English language
level and ensure enrollment in the most suitable class.

本講義を履修する前に「ビジネス英会話　中級Ａ」を履修してお
くことが望ましいです。履修希望者で過去1年以内に「ビジネス英
会話　中級Ａ」を履修していない場合は、登録前に直接講義担当
者に連絡して面接を受けてください。この面接は、履修希望者の
英語レベルを確認し、最も適したクラスでの履修を確実にするた
めのものです。
　担当者のemail: young@fukuoka-u.ac.jp

Language skills require daily practice if there is to be genuine progress
made.  Students are expected to actively participate in classroom
discussions and activities as well as encouraged to use their English
wherever possible outside of the classroom. Links to online resources for
this purpose will be provided.

The most effective learning technique for the majority is persistence and
regularity. Students should also monitor their own progress throughout
the semester, with the help of tools provided by the teacher, and ask for
help at any time they need it.  Personal responsibility is key for the
success of each individual student.

* This class is limited to a maximum of ２０ students.
　このクラスは２０人が上限です。

　※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につい
て」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Course introduction & paragraph writing (1)
2. Language of comparison
3. Understanding bias & note-taking
4. News sources & NHK World
5. Language of trade & discussion
6. Acronyms (organizations + companies)
7. Summarizing
8. Paragraph writing (2)
9. Reporting
10. Pronunciation + speech fluency
11. Newscast (practice)
12. Newscast #1
13. Newscast #2
14. Newscast #3
15. Tests & course evaluation

◎－－－　URL　－－－◎

2019ビジネス英会話　中級II:Young
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-4030000411-02ビジネス英会話　中級Ｂ「(General Business)」

ヤング，シャーリー

◎貿易

1.Discuss in English a range of topics including current trade issues. 　(B-4)

2.Challenge students to expand their knowledge of current affairs, both domestic and
international, and express those ideas clearly in English.　(C-3)

3.Extend trade-related vocabulary.　(B-4)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論な
らびに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身
につけている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につ
いての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができ
る。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案すること
ができる。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動に
おいて、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリー
ダーシップを身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働でき
るコミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定
に貢献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとす
る態度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を
学ぼうとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解
し協調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ
人々と積極的に協働しようとする態度を身につけている。



2019-4030000411-01ビジネス英会話　中級Ｂ「(General Business)」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ヤング，シャーリー

◎－－－　概要　－－－◎

This is a semester-long communication skills course for second year
students and above, building on the language foundations laid in ヒ
シ ネス英会話 初級 and 中級-I. Students will further develop
confidence in understanding and speaking English in a business
context. They will extend their research skills to examine how
business is reported on in the media.

Speaking and listening skills will be given focus by making weekly
oral summaries of contemporary news items. Students will research
and summarize news related to trade between Japan and other
countries. Later in the semester they will "report from different
regions" on news items in a “newscast” format to be uploaded
online. Business terminology will be built on through these weekly
tasks.

Lastly, dr awing on my 10 year’s experience in the Australian
Customs Service, I will give practical instruction on the
government’s role in administering and enforcing the laws
regulating trade between countries, and how those laws affect
business.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Discuss in English a range of topics including current trade issues.(技
能)

Challenge students to expand their knowledge of current affairs, both
domestic and international, and express those ideas clearly in
English.(態度・志向性)

Extend trade-related vocabulary.(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students are expected to actively participate in the classroom as well
as do weekly homework tasks.　At this level, students are expected to
show initiative both in the classroom and project activities.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

This is a skills-based course and assessment is continuous throughout
the semester. There will be no final exam for this course.

(News items 20%: demonstrate research skills by reporting in English
on current news topics, Newscasts 30%: oral reporting on news items,
Writing 10%: note taking and paragraph writing styles, Vocabulary
20%: 100+ trade related words, Critique 10%: peer assessment of
newscasts, Class Contribution 10%: level of active interaction with
teacher and classmates).

◎－－－　テキスト　－－－◎

Racine, J. P., & Nakanishi, T. (2016). Vocabulary for Economics,
Management, and International Business. Tokyo: Nan'un-do Co.,Ltd.
ISBN  978-4-523-17819-4
Additional materials will be provided by teacher or guidance given for
student’s own research.

◎－－－　参考書　－－－◎

978-4-523-　ISBN 17819-4

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

ビジネス英会話　中級Ａis a pre-requisite for this course. Commerce
Faculty students who have NOT successfully completed the pre-requisite
within the last 12 months, contact the course teacher directly BEFORE
REGISTERING for this course. This is to check your English language
level and ensure enrollment in the most suitable class.

本講義を履修する前に「ビジネス英会話　中級Ａ」を履修してお
くことが望ましいです。履修希望者で過去1年以内に「ビジネス英
会話　中級Ａ」を履修していない場合は、登録前に直接講義担当
者に連絡して面接を受けてください。この面接は、履修希望者の
英語レベルを確認し、最も適したクラスでの履修を確実にするた
めのものです。
　担当者のemail: young@fukuoka-u.ac.jp
 

Language skills require daily practice if there is to be genuine progress
made.  Students are expected to actively participate in classroom
discussions and activities as well as encouraged to use their English
wherever possible outside of the classroom. Links to online resources for
this purpose will be provided.

The most effective learning technique for the majority is persistence and
regularity. Students should also monitor their own progress throughout
the semester, with the help of tools provided by the teacher, and ask for
help at any time they need it.  Personal responsibility is key for the
success of each individual student.

* This class is limited to a maximum of ２０ students.
　このクラスは２０人が上限です。

　※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につい
て」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Course introduction & paragraph writing (1)
2. Language of comparison
3. Understanding bias & note-taking
4. News sources & NHK World
5. Language of trade & discussion
6. Acronyms (organizations + companies)
7. Summarizing
8. Paragraph writing (2)
9. Reporting
10. Pronunciation + speech fluency
11. Newscast (practice)
12. Newscast #1
13. Newscast #2
14. Newscast #3
15. Tests & course evaluation

◎－－－　URL　－－－◎

2019ビジネス英会話　中級II:Young
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-4030000411-01ビジネス英会話　中級Ｂ「(General Business)」

ヤング，シャーリー

◎貿易

1.Discuss in English a range of topics including current trade issues.　(B-4)

2.Challenge students to expand their knowledge of current affairs, both domestic and
international, and express those ideas clearly in English.　(C-3)

3.Extend trade-related vocabulary.　(B-4)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論な
らびに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身
につけている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につ
いての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができ
る。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案すること
ができる。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動に
おいて、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリー
ダーシップを身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働でき
るコミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定
に貢献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとす
る態度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を
学ぼうとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解
し協調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ
人々と積極的に協働しようとする態度を身につけている。



2019-4030000414-02ビジネスコミュニケーション実務ⅠＡ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・２時限　　試験時間割：2019/07/30　５時限　　

岡　陽子

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では演習を中心に、異文化間でのビジネスを例にと
りながら、実際に貿易に携わるための基礎的なビジネス英語を
学びながらコミュニケーション能力を高めることが目的です。
　国際商取引では、さまざまなステークホルダーと時には同時
に対峙せねばならず、英語力のみならず、コミュニケーション
能力や判断能力が短時間の間に問われることも少なくありませ
ん。この授業では、実際にフォワーディング業務に長年携わっ
てきた実務経験を活かし、実際に携わった事例に加え、グロー
バルなビジネス世界において、国際商取引のしくみとその現場
において様々な媒体を想定した貿易書類、またさまざまなバッ
クグラウンドを持った人々とのビジネスにおける関わり方など
を実際のケーススタディや文書作成などの演習を通して学んで
いけるよう、実社会において必要な知識や心構えについての講
義と合わせて進めていきます。
　講義では、異文化コミュニケーション理論をベースに演習も
交え行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

異なる文化があることを意識し、物事を多面的に捉えることが
できる。(技能)

国際的な商取引に関する知識を活用し、取引を実行するために
必要なコミュニケーション能力を身につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　各授業回の内容は、随時Moodleにおいて公開されます。次回
の授業範囲を予習し、わからない言葉や専門用語などを調べて
おくこと。(60分)
　講義の初めに異文化理解またはビジネスコミュニケーション
に関する長文（英語）を配布します。
　講義を通して全員が読めるようになるまで毎回授業の最後に
読み合わせをしていきます。事前に定められたところを予習し
て参加することが必要になります。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準としては、講義の内容を正確・充分に理解し消化して
いるかを基準とします。評価方法は、授業内容全般の理解度を
計るための定期試験の結果（60％）、コミュニケーション能力
の進捗度を測るための課題（２～３回）（30％）、授業におけ
るディスカッションへの貢献度（10％）を総合的に勘案して判
定します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

配布プリント

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　配布プリントのほかにパワーポイントによる講義を行い
ます。ノートをしっかり取るようにしてください。また、
英和/和英辞書を持参ください。（電子機器可）。
　「ビジネスコミュニケーション実務初級Ⅰ・実務IA」、
「ビジネスコミュニケーション実務初級Ⅱ・実務IB」は継
続しており両方履修して完結するように編成しておりま
す。続けて履修することが望ましいと考えます。

　※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目に
ついて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.授業概要説明　
2.ビジネスコミュニケーション概論
3.異文化コミュニケーション概論　①
4.異文化コミュニケーション概論　②
5.ビジネス文書（1)　Positive Emphasis
6.ビジネス文書（2)　Positive Emphasis
7.ビジネス文書（1)　Choosing the Right Word
8.ビジネス文書（2)　Choosing the Right Word
9-11.異文化コミュニケーションReading Material①
12-14.異文化コミュニケーションReading Material②
15.まとめ



2019-4030000414-02ビジネスコミュニケーション実務ⅠＡ

岡　陽子

◎貿易

1.異なる文化があることを意識し、物事を多面的に捉えることができる。　
(B-3)

2.国際的な商取引に関する知識を活用し、取引を実行するために必要なコミュ
ニケーション能力を身につける。　(C-2)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論な
らびに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身
につけている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につ
いての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができ
る。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案すること
ができる。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動に
おいて、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリー
ダーシップを身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働でき
るコミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定
に貢献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとす
る態度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を
学ぼうとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解
し協調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ
人々と積極的に協働しようとする態度を身につけている。



2019-4030000414-01ビジネスコミュニケーション実務ⅠＡ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・４時限　　試験時間割：2019/07/30　５時限　　

岡　陽子

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では演習を中心に、異文化間でのビジネスを例にと
りながら、実際に貿易に携わるための基礎的なビジネス英語を
学びながらコミュニケーション能力を高めることが目的です。
　国際商取引では、さまざまなステークホルダーと時には同時
に対峙せねばならず、英語力のみならず、コミュニケーション
能力や判断能力が短時間の間に問われることも少なくありませ
ん。この授業では、実際にフォワーディング業務に長年携わっ
てきた実務経験を活かし、実際に携わった事例に加え、グロー
バルなビジネス世界において、国際商取引のしくみとその現場
において様々な媒体を想定した貿易書類、またさまざまなバッ
クグラウンドを持った人々とのビジネスにおける関わり方など
を実際のケーススタディや文書作成などの演習を通して学んで
いけるよう、実社会において必要な知識や心構えについての講
義と合わせて進めていきます。
　講義では、異文化コミュニケーション理論をベースに演習も
交え行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

異なる文化があることを意識し、物事を多面的に捉えることが
できる。(技能)

国際的な商取引に関する知識を活用し、取引を実行するために
必要なコミュニケーション能力を身につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　各授業回の内容は、随時Moodleにおいて公開されます。次回
の授業範囲を予習し、わからない言葉や専門用語などを調べて
おくこと。(60分)
　講義の初めに異文化理解またはビジネスコミュニケーション
に関する長文（英語）を配布します。
　講義を通して全員が読めるようになるまで毎回授業の最後に
読み合わせをしていきます。事前に定められたところを予習し
て参加することが必要になります。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準としては、講義の内容を正確・充分に理解し消化して
いるかを基準とします。評価方法は、授業内容全般の理解度を
計るための定期試験の結果（60％）、コミュニケーション能力
の進捗度を測るための課題（２～３回）（30％）、授業におけ
るディスカッションへの貢献度（10％）を総合的に勘案して判
定します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

配布プリント

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　配布プリントのほかにパワーポイントによる講義を行い
ます。ノートをしっかり取るようにしてください。また、
英和/和英辞書を持参ください。（電子機器可）。
　「ビジネスコミュニケーション実務初級Ⅰ・実務IA」、
「ビジネスコミュニケーション実務初級Ⅱ・実務IB」は継
続しており両方履修して完結するように編成しておりま
す。続けて履修することが望ましいと考えます。

　※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目に
ついて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.授業概要説明　
2.ビジネスコミュニケーション概論
3.異文化コミュニケーション概論　①
4.異文化コミュニケーション概論　②
5.ビジネス文書（1)　Positive Emphasis
6.ビジネス文書（2)　Positive Emphasis
7.ビジネス文書（1)　Choosing the Right Word
8.ビジネス文書（2)　Choosing the Right Word
9-11.異文化コミュニケーションReading Material①
12-14.異文化コミュニケーションReading Material②
15.まとめ



2019-4030000414-01ビジネスコミュニケーション実務ⅠＡ

岡　陽子

◎貿易

1.異なる文化があることを意識し、物事を多面的に捉えることができる。　
(B-3)

2.国際的な商取引に関する知識を活用し、取引を実行するために必要なコミュ
ニケーション能力を身につける。　(C-2)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論な
らびに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身
につけている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につ
いての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができ
る。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案すること
ができる。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動に
おいて、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリー
ダーシップを身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働でき
るコミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定
に貢献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとす
る態度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を
学ぼうとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解
し協調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ
人々と積極的に協働しようとする態度を身につけている。



2019-4030000415-01ビジネスコミュニケーション実務ⅠＢ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・４時限　　試験時間割：2020/01/24　５時限　　

岡　陽子

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では演習を中心に、異文化間でのビジネスを例にと
りながら、実際に貿易に携わるための基礎的なビジネス英語を
学びながらコミュニケーション能力を高めることが目的です。
　国際商取引では、さまざまなステークホルダーと時には同時
に対峙せねばならず、英語力のみならず、コミュニケーション
能力や判断能力が短時間の間に問われることも少なくありませ
ん。この授業では、実際にフォワーディング業務に長年携わっ
てきた実務経験を活かし、実際に携わった事例に加え、グロー
バルなビジネス世界において、国際商取引のしくみとその現場
において様々な媒体を想定した貿易書類、またさまざまなバッ
クグラウンドを持った人々とのビジネスにおける関わり方など
を実際のケーススタディや文書作成などの演習を通して学んで
いけるよう、実社会において必要な知識や心構えについての講
義と合わせて進めていきます。
　講義では、実際に貿易実務において使用されている書類の読
解力と作文力を身につけていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

異なる文化があることを認識し、多面的にものごとを捉えるこ
とができる。(技能)

国際的な商取引に関する知識を活用し、取引を実行するために
必要なコミュニケーション能力を身につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　各授業回の内容は、随時Moodleにおいて公開されます。次回
の授業範囲を予習し、わからない言葉や専門用語などを調べて
おくこと。(60分)
　講義の初めに異文化理解またはビジネスコミュニケーション
に関する長文（英語）を配布します。
　講義を通して全員が読めるようになるまで毎回授業の最後に
読み合わせをしていきます。事前に定められたところを予習し
て参加することが必要になります。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準としては、講義の内容を正確・充分に理解し消化して
いるかを基準とします。評価方法は、授業内容全般の理解度を
計るための定期試験の結果（60％）、コミュニケーション能力
の進捗度を測るための課題（２～３回）（30％）、授業におけ
るディスカッションへの貢献度（10％）を総合的に勘案して判
定します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

配布プリント

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　配布プリントのほかにパワーポイントによる講義を行い
ます。ノートをしっかり取るようにしてください。また、
英和/和英辞書を持参ください。（電子機器可）。
　「ビジネスコミュニケーション実務初級Ⅰ・実務IA」、
「ビジネスコミュニケーション実務初級Ⅱ・実務IB」は継
続しており両方履修して完結するように編成しておりま
す。続けて履修することが望ましいと考えます。

　※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目に
ついて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.後期授業概要説明
2.貿易に関する英語・歴史・変遷・流れ①　
3.貿易に関する英語・歴史・変遷・流れ②　
4.輸出入書類の読み方 (1)
5.輸出入書類の読み方 (2)
6.輸出入書類の読み方 (3)
7.輸出入書類の読み方 (4)
8.輸出入書類の読み方 (5)
9.輸出入書類の読み方 (6)
10.ロールプレイにより書類作成(1)
11.ロールプレイにより書類作成(2)
12.ロールプレイにより書類作成(3)
13-14.ビジネス/異文化コミュニケーション
　　　　Reading Material
15.まとめ



2019-4030000415-01ビジネスコミュニケーション実務ⅠＢ

岡　陽子

◎貿易

1.異なる文化があることを認識し、多面的にものごとを捉えることができる。
　(B-3)

2.国際的な商取引に関する知識を活用し、取引を実行するために必要なコミュ
ニケーション能力を身につける。　(C-2)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論な
らびに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身
につけている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につ
いての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができ
る。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案すること
ができる。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動に
おいて、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリー
ダーシップを身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働でき
るコミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定
に貢献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとす
る態度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を
学ぼうとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解
し協調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ
人々と積極的に協働しようとする態度を身につけている。



2019-4030000415-02ビジネスコミュニケーション実務ⅠＢ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・２時限　　試験時間割：2020/01/24　５時限　　

岡　陽子

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では演習を中心に、異文化間でのビジネスを例にと
りながら、実際に貿易に携わるための基礎的なビジネス英語を
学びながらコミュニケーション能力を高めることが目的です。
　国際商取引では、さまざまなステークホルダーと時には同時
に対峙せねばならず、英語力のみならず、コミュニケーション
能力や判断能力が短時間の間に問われることも少なくありませ
ん。この授業では、実際にフォワーディング業務に長年携わっ
てきた実務経験を活かし、実際に携わった事例に加え、グロー
バルなビジネス世界において、国際商取引のしくみとその現場
において様々な媒体を想定した貿易書類、またさまざまなバッ
クグラウンドを持った人々とのビジネスにおける関わり方など
を実際のケーススタディや文書作成などの演習を通して学んで
いけるよう、実社会において必要な知識や心構えについての講
義と合わせて進めていきます。
　講義では、実際に貿易実務において使用されている書類の読
解力と作文力を身につけていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

異なる文化があることを認識し、多面的にものごとを捉えるこ
とができる。(技能)

国際的な商取引に関する知識を活用し、取引を実行するために
必要なコミュニケーション能力を身につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　各授業回の内容は、随時Moodleにおいて公開されます。次回
の授業範囲を予習し、わからない言葉や専門用語などを調べて
おくこと。(60分)
　講義の初めに異文化理解またはビジネスコミュニケーション
に関する長文（英語）を配布します。
　講義を通して全員が読めるようになるまで毎回授業の最後に
読み合わせをしていきます。事前に定められたところを予習し
て参加することが必要になります。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準としては、講義の内容を正確・充分に理解し消化して
いるかを基準とします。評価方法は、授業内容全般の理解度を
計るための定期試験の結果（60％）、コミュニケーション能力
の進捗度を測るための課題（２～３回）（30％）、授業におけ
るディスカッションへの貢献度（10％）を総合的に勘案して判
定します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

配布プリント

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　配布プリントのほかにパワーポイントによる講義を行い
ます。ノートをしっかり取るようにしてください。また、
英和/和英辞書を持参ください。（電子機器可）。
　「ビジネスコミュニケーション実務初級Ⅰ・実務IA」、
「ビジネスコミュニケーション実務初級Ⅱ・実務IB」は継
続しており両方履修して完結するように編成しておりま
す。続けて履修することが望ましいと考えます。

　※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目に
ついて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.後期授業概要説明
2.貿易に関する英語・歴史・変遷・流れ①　
3.貿易に関する英語・歴史・変遷・流れ②　
4.輸出入書類の読み方 (1)
5.輸出入書類の読み方 (2)
6.輸出入書類の読み方 (3)
7.輸出入書類の読み方 (4)
8.輸出入書類の読み方 (5)
9.輸出入書類の読み方 (6)
10.ロールプレイにより書類作成(1)
11.ロールプレイにより書類作成(2)
12.ロールプレイにより書類作成(3)
13-14.ビジネス/異文化コミュニケーション
　　　　Reading Material
15.まとめ



2019-4030000415-02ビジネスコミュニケーション実務ⅠＢ

岡　陽子

◎貿易

1.異なる文化があることを認識し、多面的にものごとを捉えることができる。
　(B-3)

2.国際的な商取引に関する知識を活用し、取引を実行するために必要なコミュ
ニケーション能力を身につける。　(C-2)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論な
らびに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身
につけている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につ
いての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができ
る。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案すること
ができる。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動に
おいて、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリー
ダーシップを身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働でき
るコミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定
に貢献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとす
る態度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を
学ぼうとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解
し協調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ
人々と積極的に協働しようとする態度を身につけている。



2019-4030000416-01ビジネスコミュニケーション実務ⅡＡ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・５時限　　試験時間割：2019/07/25　５時限　　

田代　安彦

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義を担当する教員は、国際エネルギー貿易を中心に海外駐
在の11年間（英国、中東、シンガポール）を含め約27年間、海外
の取引相手とさまざまなビジネスコミュニケーションを経験して
います。国際貿易における商談準備、契約から実行までのきめ細
かい英語での手続き、ノウハウなど実務を通じた経験をもとに、
ビジネスコミュニケーション実務という形で、体系的にこれらの
基礎知識と応用ノウハウを学ぶことができます。　
　授業では、輸出入契約を締結する際の実際の英語でのやりとり
を想定して、交渉やその準備をしたり、契約の重要な点を相互確
認したりします。こうしたやりとりを会話や文章、メールのやり
とり等で練習することで、スムースな契約を結ぶ基礎力が出来ま
す。また、ビジネスコミュニケーション独特の会話、表現、文章
の書き方を修得します。
　さらに、契約交渉する相手は、異文化を持つ人や会社です。こ
うした相手と対等にわたりあって、信頼関係を構築するには、ま
ず自分や自国の文化、価値観を伝えたり、相手の人や国の文化、
価値観を理解することが国際人の素養として重要です。国際人と
してのビジネスマナーへの理解を深め、相互理解を深めるための
ビジネスコミュニケーションのスキル向上を図ります。
　契約準備や契約の商談を英語で行い、内容を相互に確認できる
基礎用語や表現の修得ができ、貿易などの商談に関わる相手の会
話や文章を理解し、自らもそれら知識を活用して、簡単な契約締
結とその内容確認が会話と文章でできるようなレベルに到達する
ことが目標です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

国際商取引、契約に必要な用語や知識を英語で理解でき、それら
を使って交渉ができる。(技能)

国際商取引の契約や関連実務のメールや文書を英語で相互確認で
きる。(技能)

国際契約に関連する幅広い英語での関連知識や情報の交換、意見
交換や相互理解を深める素養を修得している。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　読む力は英文記事、聴く力はＴＥＤなどを活用し、またビジネ
ス会話や単語の修得は、VOCABULARY　LABO.などを幅広く活
用して下さい。予習は、各回の講義テーマについて、まず自分な
りに、自由な発想で考え、それを会話にできるように準備しま
す。 復習では、ビジネスコミュニケーションとしての専門用
語、独特な言い回しや文章のやりとりについて、学んだことを必
ず振り返り、応用力を高めましょう。（予習、復習に計４５分、
復習に重点を置きます。）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の結果６０％、授業への取組姿勢（含む質疑応答、毎
回ミニッツ提出）４０％で、評価します。 講義の質疑・応答、
ミニッツでは、到達目標レベルに記載の通り、貿易に関する契約
交渉に関して、基本的な会話と文章のやりとりが、自分の言葉で
実践的に表現できるかどうかをもとに評価します。
　また、定期試験では、それらが総合的に身に付いているかどう
か、自分で取りまとめのメールやを文書を関連用語を適切に使い
ながら作成して、簡易な表現で意思伝達できるかどうかで評価し
ます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　講義用プリントを用意します。

◎－－－　参考書　－－－◎

町井靖著　『ビズネス英語』　創成社　ISBN
4794470576c2034
『貿易実務英語の基礎』　日本能率協会マネジメントセン
ター　ISBN 4820716875
『英文契約書の作成実務とモデル契約書』　ISBN
9784502066900

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　輸出入の契約内容を確認するための基礎英語力が必要で
す。「ビジネス英会話 初級」、「ビジネス英会話 中級A・
B」などの履修をしていることが望ましいです。
　英和、和英辞典を持参してください。

　※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目に
ついて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．ビジネス英語の学び方
２．自己紹介
３．自社紹介
４．面談約束
５．海外出張準備、お客様を迎える
６．国際ビジネスにおける会食とマナー
７．契約交渉　
　　　　　（１）契約項目、取引相手
８．　同　（２）引き合い、期間、品質、数量
９．　同　（３）受け渡し場所、引き渡し条件
10.　同　（４）価格
11.　同　（５）支払条件
12.　同　（６）機密保持、不可抗力、
　　　　　　　 ペナルティ　係争
13.　同　（７）契約書の作成と確認
14～15.  まとめ

　その他、自分や自国の文化を英語で話し、また相手の話
を英語で聞いて会話を楽しむ機会を設けます。

 



2019-4030000416-01ビジネスコミュニケーション実務ⅡＡ

田代　安彦

◎貿易

1.国際商取引、契約に必要な用語や知識を英語で理解でき、それらを使って交
渉ができる。　(B-4)

2.国際商取引の契約や関連実務のメールや文書を英語で相互確認できる。　
(B-4)

3.国際契約に関連する幅広い英語での関連知識や情報の交換、意見交換や相互
理解を深める素養を修得している。　(C-3)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論な
らびに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身
につけている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につ
いての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができ
る。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案すること
ができる。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動に
おいて、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリー
ダーシップを身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働でき
るコミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定
に貢献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとす
る態度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を
学ぼうとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解
し協調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ
人々と積極的に協働しようとする態度を身につけている。



2019-4030000417-01ビジネスコミュニケーション実務ⅡＢ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　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　５時限　　

田代　安彦

◎－－－　概要　－－－◎

本講義を担当する教員は、国際エネルギー貿易を中心に海外駐
在の11年間（英国、中東、シンガポール）を含め約27年間、海
外の取引相手とさまざまなビジネスコミュニケーションを経験
しています。国際貿易における商談準備、契約から実行までの
きめ細かい英語での手続き、ノウハウなど実務を通じた経験を
もとに、ビジネスコミュニケーション実務という形で、体系的
にこれらの基礎知識と応用ノウハウを学ぶことができます。　
　授業では、特に商品輸出入契約を締結した後の、船舶の用船
契約、ノミネーション、船積関連書類（船荷証券、品質証明、
数量証明）の手配、インスペクターの手配、保険の付保、請求
書の作成、支払手続きなどについて、実際のオペレーション実
務のやりとりを想定して、英語でその交渉や準備をしたり、契
約や貿易実務の重要な点を相互確認したりする練習をします。
こうしたやりとりを会話や文章、メールのやりとり等で練習す
ることで、スムースな貿易実務のオペレーションを実行できる
基礎力の構築を目指します。
　また、ビジネスコミュニケーション独特の会話、表現、文章
の書き方を修得します。
　国際貿易では、交渉をする相手は、異文化を持つ人や会社で
す。海外の相手と対等にわたりあってゆくには、まず自分や自
国の文化、価値観を伝えたり、相手の人や国の文化、価値観を
理解することが国際人の素養として重要です。こうしたことを
英語で話す機会を設け、ビジネスコミュニケーションのスキル
向上を図ります

◎－－－　到達目標　－－－◎

用船契約の主要項目を英語で交渉できる。(技能)

用船契約や支払、クレームなどシッピングオペレーション実務
に関係する確認メールや文書のやりとりが英文で出来る。(技能)

異文化を持つ交渉相手と関係を深め、互いを理解し、トラブル
を防ぐノウハウを身につけている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　読む力は英文記事、聴く力はＴＥＤなどを活用し、またビジ
ネス会話や単語の修得は、VOCABULARY　LABO.などを幅広
く活用して下さい。予習は、各回の講義テーマについて、まず
自分なりに、自由な発想で考え、それを会話にできるように準
備をします。復習は、講義で学んだ、専門用語やビジネスコ
ミュニケーションとしての独特な言い回し、文章のやりとりノ
ウハウなどを必ず振り返り、応用力を高めましょう。　（予習
復習に４５分、復習に重点を置きます。）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の結果６０％、授業への取組姿勢（含む質疑応答、
小テスト）４０％で、評価します。 講義の質疑・応答、小テス
トでは、到達目標レベルに記載の通り、船舶輸送を切り口に、
基本的な会話と文章のやりとりが、自分の言葉で実践的に表現
できるかどうかをもとに評価します。
　また、定期試験では、それらが総合的に身に付いているかど
うか、自分で取りまとめのメールや文書を関連用語を適切に使
いながら作成して、簡易な表現で意思伝達できるかどうかで評
価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　講義時にプリントを配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

町井靖著　『ビズネス英語』　創成社　ISBN
4794470576c2034
『貿易実務英語の基礎』　日本能率協会マネジメントセン
ター　ISBN 4820716875
『英文契約書の作成実務とモデル契約書』　中央経済社　
ISBN 9784502066900
海運各社ホームページ（英文）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　輸出入関連の支払い、船舶物流契約と業務など、オペ
レーション実務を英語で実行できるようにする課目です。
英語での基礎用語知識や基本的表現能力が必要です。『ビ
ジネス英会話 初級』、『ビジネス英会話 中級A・B』『ビ
ジネスコミュニケーション実務ⅡA』などの履修をしてい
ることが望ましいです。
　英和、和英辞典を持参してください。

　※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目に
ついて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１～２　船舶ビジネスとＰＬＡＹＥＲ
３～４．船の種類と用船契約　　　
５～７．船舶オペレーション
　 　　（１）ノミネーションと承認
　　　 （２）トーレランス
      （３）インスペクション
８～９．船積書類
　　　　（１）Ｂ／Ｌ
　　　　（２）ＩＮＶＯＩＣＥほか
10．支払　Ｌ／Ｃ
11．リスク、事故、保険
12．荷揚げ
13．クレーム、係争
14～15. まとめ

　その他、自分や自国の文化を英語で話し、また相手の話
を英語で聞いて会話を楽しむ機会を設けます。



2019-4030000417-01ビジネスコミュニケーション実務ⅡＢ

田代　安彦

◎貿易

1.用船契約の主要項目を英語で交渉できる。　(B-4)

2.用船契約や支払、クレームなどシッピングオペレーション実務に関係する確
認メールや文書のやりとりが英文で出来る。　(B-4)

3.異文化を持つ交渉相手と関係を深め、互いを理解し、トラブルを防ぐノウハ
ウを身につけている。　(C-3)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論な
らびに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身
につけている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につ
いての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができ
る。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案すること
ができる。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動に
おいて、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリー
ダーシップを身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働でき
るコミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定
に貢献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとす
る態度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を
学ぼうとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解
し協調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ
人々と積極的に協働しようとする態度を身につけている。



2019-4030000606-01ビジネスコミュニケーション実務初級Ⅰ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・４時限　　試験時間割：2019/07/30　５時限　　

岡　陽子

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では演習を中心に、異文化間でのビジネスを例にと
りながら、実際に貿易に携わるための基礎的なビジネス英語を
学びながらコミュニケーション能力を高めることが目的です。
　国際商取引では、さまざまなステークホルダーと時には同時
に対峙せねばならず、英語力のみならず、コミュニケーション
能力や判断能力が短時間の間に問われることも少なくありませ
ん。この授業では、実際にフォワーディング業務に長年携わっ
てきた実務経験を活かし、実際に携わった事例に加え、グロー
バルなビジネス世界において、国際商取引のしくみとその現場
において様々な媒体を想定した貿易書類、またさまざまなバッ
クグラウンドを持った人々とのビジネスにおける関わり方など
を実際のケーススタディや文書作成などの演習を通して学んで
いけるよう、実社会において必要な知識や心構えについての講
義と合わせて進めていきます。
　講義では、異文化コミュニケーション理論をベースに演習も
交え行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

異なる文化があることを意識し、物事を多面的に捉えることが
できる。(技能)

国際的な商取引に関する知識を活用し、取引を実行するために
必要なコミュニケーション能力を身につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　各授業回の内容は、随時Moodleにおいて公開されます。次回
の授業範囲を予習し、わからない言葉や専門用語などを調べて
おくこと。(60分)
　講義の初めに異文化理解またはビジネスコミュニケーション
に関する長文（英語）を配布します。
　講義を通して全員が読めるようになるまで毎回授業の最後に
読み合わせをしていきます。事前に定められたところを予習し
て参加することが必要になります。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準としては、講義の内容を正確・充分に理解し消化して
いるかを基準とします。評価方法は、授業内容全般の理解度を
計るための定期試験の結果（60％）、コミュニケーション能力
の進捗度を測るための課題（２～３回）（30％）、授業におけ
るディスカッションへの貢献度（10％）を総合的に勘案して判
定します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

配布プリント

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　配布プリントのほかにパワーポイントによる講義を行い
ます。ノートをしっかり取るようにしてください。また、
英和/和英辞書を持参ください。（電子機器可）。
　「ビジネスコミュニケーション実務初級Ⅰ・実務IA」、
「ビジネスコミュニケーション実務初級Ⅱ・実務IB」は継
続しており両方履修して完結するように編成しておりま
す。続けて履修することが望ましいと考えます。

　※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目に
ついて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.授業概要説明　
2.ビジネスコミュニケーション概論
3.異文化コミュニケーション概論　①
4.異文化コミュニケーション概論　②
5.ビジネス文書（1)　Positive Emphasis
6.ビジネス文書（2)　Positive Emphasis
7.ビジネス文書（1)　Choosing the Right Word
8.ビジネス文書（2)　Choosing the Right Word
9-11.異文化コミュニケーションReading Material①
12-14.異文化コミュニケーションReading Material②
15.まとめ



2019-4030000606-01ビジネスコミュニケーション実務初級Ⅰ

岡　陽子

◎貿易:B-3,C-2

1.異なる文化があることを意識し、物事を多面的に捉えることができる。　
(B-3)

2.国際的な商取引に関する知識を活用し、取引を実行するために必要なコミュ
ニケーション能力を身につける。　(C-2)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論な
らびに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身
につけている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につ
いての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができ
る。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案すること
ができる。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動に
おいて、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリー
ダーシップを身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働でき
るコミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定
に貢献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとす
る態度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を
学ぼうとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解
し協調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ
人々と積極的に協働しようとする態度を身につけている。



2019-4030000606-02ビジネスコミュニケーション実務初級Ⅰ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・２時限　　試験時間割：2019/07/30　５時限　　

岡　陽子

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では演習を中心に、異文化間でのビジネスを例にと
りながら、実際に貿易に携わるための基礎的なビジネス英語を
学びながらコミュニケーション能力を高めることが目的です。
　国際商取引では、さまざまなステークホルダーと時には同時
に対峙せねばならず、英語力のみならず、コミュニケーション
能力や判断能力が短時間の間に問われることも少なくありませ
ん。この授業では、実際にフォワーディング業務に長年携わっ
てきた実務経験を活かし、実際に携わった事例に加え、グロー
バルなビジネス世界において、国際商取引のしくみとその現場
において様々な媒体を想定した貿易書類、またさまざまなバッ
クグラウンドを持った人々とのビジネスにおける関わり方など
を実際のケーススタディや文書作成などの演習を通して学んで
いけるよう、実社会において必要な知識や心構えについての講
義と合わせて進めていきます。
　講義では、異文化コミュニケーション理論をベースに演習も
交え行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

異なる文化があることを意識し、物事を多面的に捉えることが
できる。(技能)

国際的な商取引に関する知識を活用し、取引を実行するために
必要なコミュニケーション能力を身につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　各授業回の内容は、随時Moodleにおいて公開されます。次回
の授業範囲を予習し、わからない言葉や専門用語などを調べて
おくこと。(60分)
　講義の初めに異文化理解またはビジネスコミュニケーション
に関する長文（英語）を配布します。
　講義を通して全員が読めるようになるまで毎回授業の最後に
読み合わせをしていきます。事前に定められたところを予習し
て参加することが必要になります。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準としては、講義の内容を正確・充分に理解し消化して
いるかを基準とします。評価方法は、授業内容全般の理解度を
計るための定期試験の結果（60％）、コミュニケーション能力
の進捗度を測るための課題（２～３回）（30％）、授業におけ
るディスカッションへの貢献度（10％）を総合的に勘案して判
定します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

配布プリント

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　配布プリントのほかにパワーポイントによる講義を行い
ます。ノートをしっかり取るようにしてください。また、
英和/和英辞書を持参ください。（電子機器可）。
　「ビジネスコミュニケーション実務初級Ⅰ・実務IA」、
「ビジネスコミュニケーション実務初級Ⅱ・実務IB」は継
続しており両方履修して完結するように編成しておりま
す。続けて履修することが望ましいと考えます。

　※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目に
ついて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.授業概要説明　
2.ビジネスコミュニケーション概論
3.異文化コミュニケーション概論　①
4.異文化コミュニケーション概論　②
5.ビジネス文書（1)　Positive Emphasis
6.ビジネス文書（2)　Positive Emphasis
7.ビジネス文書（1)　Choosing the Right Word
8.ビジネス文書（2)　Choosing the Right Word
9-11.異文化コミュニケーションReading Material①
12-14.異文化コミュニケーションReading Material②
15.まとめ



2019-4030000606-02ビジネスコミュニケーション実務初級Ⅰ

岡　陽子

◎貿易:B-3,C-2

1.異なる文化があることを意識し、物事を多面的に捉えることができる。　
(B-3)

2.国際的な商取引に関する知識を活用し、取引を実行するために必要なコミュ
ニケーション能力を身につける。　(C-2)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論な
らびに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身
につけている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につ
いての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができ
る。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案すること
ができる。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動に
おいて、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリー
ダーシップを身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働でき
るコミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定
に貢献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとす
る態度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を
学ぼうとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解
し協調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ
人々と積極的に協働しようとする態度を身につけている。



2019-4030000607-02ビジネスコミュニケーション実務初級Ⅱ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・２時限　　試験時間割：2020/01/24　５時限　　

岡　陽子

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では演習を中心に、異文化間でのビジネスを例にと
りながら、実際に貿易に携わるための基礎的なビジネス英語を
学びながらコミュニケーション能力を高めることが目的です。
　国際商取引では、さまざまなステークホルダーと時には同時
に対峙せねばならず、英語力のみならず、コミュニケーション
能力や判断能力が短時間の間に問われることも少なくありませ
ん。この授業では、実際にフォワーディング業務に長年携わっ
てきた実務経験を活かし、実際に携わった事例に加え、グロー
バルなビジネス世界において、国際商取引のしくみとその現場
において様々な媒体を想定した貿易書類、またさまざまなバッ
クグラウンドを持った人々とのビジネスにおける関わり方など
を実際のケーススタディや文書作成などの演習を通して学んで
いけるよう、実社会において必要な知識や心構えについての講
義と合わせて進めていきます。
　講義では、実際に貿易実務において使用されている書類の読
解力と作文力を身につけていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

異なる文化があることを認識し、多面的にものごとを捉えるこ
とができる。(技能)

国際的な商取引に関する知識を活用し、取引を実行するために
必要なコミュニケーション能力を身につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　各授業回の内容は、随時Moodleにおいて公開されます。次回
の授業範囲を予習し、わからない言葉や専門用語などを調べて
おくこと。(60分)
　講義の初めに異文化理解またはビジネスコミュニケーション
に関する長文（英語）を配布します。
　講義を通して全員が読めるようになるまで毎回授業の最後に
読み合わせをしていきます。事前に定められたところを予習し
て参加することが必要になります。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準としては、講義の内容を正確・充分に理解し消化して
いるかを基準とします。評価方法は、授業内容全般の理解度を
計るための定期試験の結果（60％）、コミュニケーション能力
の進捗度を測るための課題（２～３回）（30％）、授業におけ
るディスカッションへの貢献度（10％）を総合的に勘案して判
定します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

配布プリント

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　配布プリントのほかにパワーポイントによる講義を行い
ます。ノートをしっかり取るようにしてください。また、
英和/和英辞書を持参ください。（電子機器可）。
　「ビジネスコミュニケーション実務初級Ⅰ・実務IA」、
「ビジネスコミュニケーション実務初級Ⅱ・実務IB」は継
続しており両方履修して完結するように編成しておりま
す。続けて履修することが望ましいと考えます。

　※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目に
ついて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.後期授業概要説明
2.貿易に関する英語・歴史・変遷・流れ①　
3.貿易に関する英語・歴史・変遷・流れ②　
4.輸出入書類の読み方 (1)
5.輸出入書類の読み方 (2)
6.輸出入書類の読み方 (3)
7.輸出入書類の読み方 (4)
8.輸出入書類の読み方 (5)
9.輸出入書類の読み方 (6)
10.ロールプレイにより書類作成(1)
11.ロールプレイにより書類作成(2)
12.ロールプレイにより書類作成(3)
13-14.ビジネス/異文化コミュニケーション
　　　　Reading Material
15.まとめ



2019-4030000607-02ビジネスコミュニケーション実務初級Ⅱ

岡　陽子

◎貿易:B-3,C-2

1.異なる文化があることを認識し、多面的にものごとを捉えることができる。
　(B-3)

2.国際的な商取引に関する知識を活用し、取引を実行するために必要なコミュ
ニケーション能力を身につける。　(C-2)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論な
らびに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身
につけている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につ
いての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができ
る。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案すること
ができる。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動に
おいて、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリー
ダーシップを身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働でき
るコミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定
に貢献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとす
る態度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を
学ぼうとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解
し協調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ
人々と積極的に協働しようとする態度を身につけている。



2019-4030000607-01ビジネスコミュニケーション実務初級Ⅱ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・４時限　　試験時間割：2020/01/24　５時限　　

岡　陽子

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では演習を中心に、異文化間でのビジネスを例にと
りながら、実際に貿易に携わるための基礎的なビジネス英語を
学びながらコミュニケーション能力を高めることが目的です。
　国際商取引では、さまざまなステークホルダーと時には同時
に対峙せねばならず、英語力のみならず、コミュニケーション
能力や判断能力が短時間の間に問われることも少なくありませ
ん。この授業では、実際にフォワーディング業務に長年携わっ
てきた実務経験を活かし、実際に携わった事例に加え、グロー
バルなビジネス世界において、国際商取引のしくみとその現場
において様々な媒体を想定した貿易書類、またさまざまなバッ
クグラウンドを持った人々とのビジネスにおける関わり方など
を実際のケーススタディや文書作成などの演習を通して学んで
いけるよう、実社会において必要な知識や心構えについての講
義と合わせて進めていきます。
　講義では、実際に貿易実務において使用されている書類の読
解力と作文力を身につけていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

異なる文化があることを認識し、多面的にものごとを捉えるこ
とができる。(技能)

国際的な商取引に関する知識を活用し、取引を実行するために
必要なコミュニケーション能力を身につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　各授業回の内容は、随時Moodleにおいて公開されます。次回
の授業範囲を予習し、わからない言葉や専門用語などを調べて
おくこと。(60分)
　講義の初めに異文化理解またはビジネスコミュニケーション
に関する長文（英語）を配布します。
　講義を通して全員が読めるようになるまで毎回授業の最後に
読み合わせをしていきます。事前に定められたところを予習し
て参加することが必要になります。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準としては、講義の内容を正確・充分に理解し消化して
いるかを基準とします。評価方法は、授業内容全般の理解度を
計るための定期試験の結果（60％）、コミュニケーション能力
の進捗度を測るための課題（２～３回）（30％）、授業におけ
るディスカッションへの貢献度（10％）を総合的に勘案して判
定します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

配布プリント

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　配布プリントのほかにパワーポイントによる講義を行い
ます。ノートをしっかり取るようにしてください。また、
英和/和英辞書を持参ください。（電子機器可）。
　「ビジネスコミュニケーション実務初級Ⅰ・実務IA」、
「ビジネスコミュニケーション実務初級Ⅱ・実務IB」は継
続しており両方履修して完結するように編成しておりま
す。続けて履修することが望ましいと考えます。

　※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目に
ついて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.後期授業概要説明
2.貿易に関する英語・歴史・変遷・流れ①　
3.貿易に関する英語・歴史・変遷・流れ②　
4.輸出入書類の読み方 (1)
5.輸出入書類の読み方 (2)
6.輸出入書類の読み方 (3)
7.輸出入書類の読み方 (4)
8.輸出入書類の読み方 (5)
9.輸出入書類の読み方 (6)
10.ロールプレイにより書類作成(1)
11.ロールプレイにより書類作成(2)
12.ロールプレイにより書類作成(3)
13-14.ビジネス/異文化コミュニケーション
　　　　Reading Material
15.まとめ



2019-4030000607-01ビジネスコミュニケーション実務初級Ⅱ

岡　陽子

◎貿易:B-3,C-2

1.異なる文化があることを認識し、多面的にものごとを捉えることができる。
　(B-3)

2.国際的な商取引に関する知識を活用し、取引を実行するために必要なコミュ
ニケーション能力を身につける。　(C-2)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論な
らびに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身
につけている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につ
いての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができ
る。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案すること
ができる。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動に
おいて、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリー
ダーシップを身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働でき
るコミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定
に貢献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとす
る態度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を
学ぼうとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解
し協調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ
人々と積極的に協働しようとする態度を身につけている。



2019-4030000608-01ビジネスコミュニケーション実務上級Ⅰ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・５時限　　試験時間割：2019/07/25　５時限　　

田代　安彦

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義を担当する教員は、国際エネルギー貿易を中心に海外駐
在の11年間（英国、中東、シンガポール）を含め約27年間、海外
の取引相手とさまざまなビジネスコミュニケーションを経験して
います。国際貿易における商談準備、契約から実行までのきめ細
かい英語での手続き、ノウハウなど実務を通じた経験をもとに、
ビジネスコミュニケーション実務という形で、体系的にこれらの
基礎知識と応用ノウハウを学ぶことができます。　
　授業では、輸出入契約を締結する際の実際の英語でのやりとり
を想定して、交渉やその準備をしたり、契約の重要な点を相互確
認したりします。こうしたやりとりを会話や文章、メールのやり
とり等で練習することで、スムースな契約を結ぶ基礎力が出来ま
す。また、ビジネスコミュニケーション独特の会話、表現、文章
の書き方を修得します。
　さらに、契約交渉する相手は、異文化を持つ人や会社です。こ
うした相手と対等にわたりあって、信頼関係を構築するには、ま
ず自分や自国の文化、価値観を伝えたり、相手の人や国の文化、
価値観を理解することが国際人の素養として重要です。国際人と
してのビジネスマナーへの理解を深め、相互理解を深めるための
ビジネスコミュニケーションのスキル向上を図ります。
　契約準備や契約の商談を英語で行い、内容を相互に確認できる
基礎用語や表現の修得ができ、貿易などの商談に関わる相手の会
話や文章を理解し、自らもそれら知識を活用して、簡単な契約締
結とその内容確認が会話と文章でできるようなレベルに到達する
ことが目標です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

国際商取引、契約に必要な用語や知識を英語で理解でき、それら
を使って交渉ができる。(技能)

国際商取引の契約や関連実務のメールや文書を英語で相互確認で
きる。(技能)

国際契約に関連する幅広い英語での関連知識や情報の交換、意見
交換や相互理解を深める素養を修得している。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　読む力は英文記事、聴く力はＴＥＤなどを活用し、またビジネ
ス会話や単語の修得は、VOCABULARY　LABO.などを幅広く活
用して下さい。予習は、各回の講義テーマについて、まず自分な
りに、自由な発想で考え、それを会話にできるように準備しま
す。復習では、ビジネスコミュニケーションとしての専門用語、
独特な言い回しや文章のやりとりについて、学んだことを必ず振
り返り、応用力を高めましょう。（予習復習で計４５分、特に復
習に重点を置きます。）　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の結果６０％、授業への取組姿勢（含む質疑応答、毎
回ミニッツ提出）４０％で、評価します。 講義の質疑・応答、
ミニッツでは、到達目標レベルに記載の通り、貿易に関する契約
交渉に関して、基本的な会話と文章のやりとりが、自分の言葉で
実践的に表現できるかどうかをもとに評価します。
　また、定期試験では、それらが総合的に身に付いているかどう
か、自分で取りまとめのメールやを文書を関連用語を適切に使い
ながら作成して、簡易な表現で意思伝達できるかどうかで評価し
ます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　講義用プリントを用意します。

◎－－－　参考書　－－－◎

町井靖著　『ビズネス英語』　創成社　ISBN
4794470576c2034
『貿易実務英語の基礎』　日本能率協会マネジメントセン
ター　ISBN 4820716875
『英文契約書の作成実務とモデル契約書』　ISBN
9784502066900

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　輸出入の契約内容を確認するための基礎英語力が必要で
す。「ビジネス英会話 初級」、「ビジネス英会話 中級
Ⅰ・Ⅱ」などの履修をしていることが望ましいです。
　英和、和英辞典を持参してください。

　※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目に
ついて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．ビジネス英語の学び方
２．自己紹介
３．自社紹介
４．面談約束
５．海外出張準備、お客様を迎える
６．国際ビジネスにおける会食とマナー
７．契約交渉　
　　　　　（１）契約項目、取引相手
８．　同　（２）引き合い、期間、品質、数量
９．　同　（３）受け渡し場所、引き渡し条件
10.　同　（４）価格
11.　同　（５）支払条件
12.　同　（６）機密保持、不可抗力、
　　　　　　　 ペナルティ　係争
13.　同　（７）契約書の作成と確認
14～15.  まとめ

　その他、自分や自国の文化を英語で話し、また相手の話
を英語で聞いて会話を楽しむ機会を設けます。

 



2019-4030000608-01ビジネスコミュニケーション実務上級Ⅰ

田代　安彦

◎貿易:B-4,C-3

1.国際商取引、契約に必要な用語や知識を英語で理解でき、それらを使って交
渉ができる。　(B-4)

2.国際商取引の契約や関連実務のメールや文書を英語で相互確認できる。　
(B-4)

3.国際契約に関連する幅広い英語での関連知識や情報の交換、意見交換や相互
理解を深める素養を修得している。　(C-3)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論な
らびに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身
につけている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につ
いての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができ
る。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案すること
ができる。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動に
おいて、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリー
ダーシップを身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働でき
るコミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定
に貢献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとす
る態度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を
学ぼうとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解
し協調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ
人々と積極的に協働しようとする態度を身につけている。



2019-4030000609-01ビジネスコミュニケーション実務上級Ⅱ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　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　５時限　　

田代　安彦

◎－－－　概要　－－－◎

本講義を担当する教員は、国際エネルギー貿易を中心に海外駐
在の11年間（英国、中東、シンガポール）を含め約27年間、海
外の取引相手とさまざまなビジネスコミュニケーションを経験
しています。国際貿易における商談準備、契約から実行までの
きめ細かい英語での手続き、ノウハウなど実務を通じた経験を
もとに、ビジネスコミュニケーション実務という形で、体系的
にこれらの基礎知識と応用ノウハウを学ぶことができます。　
　授業では、特に商品輸出入契約を締結した後の、船舶の用船
契約、ノミネーション、船積関連書類（船荷証券、品質証明、
数量証明）の手配、インスペクターの手配、保険の付保、請求
書の作成、支払手続きなどについて、実際のオペレーション実
務のやりとりを想定して、英語でその交渉や準備をしたり、契
約や貿易実務の重要な点を相互確認したりする練習をします。
こうしたやりとりを会話や文章、メールのやりとり等で練習す
ることで、スムースな貿易実務のオペレーションを実行できる
基礎力の構築を目指します。
　また、ビジネスコミュニケーション独特の会話、表現、文章
の書き方を修得します。
　国際貿易では、交渉をする相手は、異文化を持つ人や会社で
す。海外の相手と対等にわたりあってゆくには、まず自分や自
国の文化、価値観を伝えたり、相手の人や国の文化、価値観を
理解することが国際人の素養として重要です。こうしたことを
英語で話す機会を設け、ビジネスコミュニケーションのスキル
向上を図ります

◎－－－　到達目標　－－－◎

用船契約の主要項目の交渉が英語で出来る。(技能)

契約や支払、クレームなど実務に関係する確認メールや文書の
やりとりが英文で出来る。(技能)

異文化を持つ交渉相手と関係を深め、互いを理解し、トラブル
を防ぐノウハウを身につけている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　読む力は英文記事、聴く力はＴＥＤなどを活用し、またビジ
ネス会話や単語の修得は、VOCABULARY　LABO.などを幅広
く活用して下さい。予習は、各回の講義テーマについて、まず
自分なりに、自由な発想で考え、それを会話にできるように準
備をします。復習は、講義で学んだ、専門用語やビジネスコ
ミュニケーションとしての独特な言い回し、文章のやりとりノ
ウハウなどを必ず振り返り、応用力を高めましょう。（予習・
復習で４５分　復習に重点を置きます。）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の結果６０％、授業への取組姿勢（含む質疑応答、
小テスト）４０％で、評価します。 講義の質疑・応答、小テス
トでは、到達目標レベルに記載の通り、船舶輸送を切り口に、
基本的な会話と文章のやりとりが、自分の言葉で実践的に表現
できるかどうかをもとに評価します。
　また、定期試験では、それらが総合的に身に付いているかど
うか、自分で取りまとめのメールや文書を関連用語を適切に使
いながら作成して、簡易な表現で意思伝達できるかどうかで評
価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　講義時にプリントを配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

町井靖著　『ビズネス英語』　創成社　ISBN
4794470576c2034
『貿易実務英語の基礎』　日本能率協会マネジメントセン
ター　ISBN 4820716875
『英文契約書の作成実務とモデル契約書』　中央経済社　
ISBN 9784502066900
海運各社ホームページ（英文）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　輸出入関連の支払い、船舶物流契約と業務など、オペ
レーション実務を英語で実行できるようにする課目です。
英語での基礎用語知識や基本的表現能力が必要です。『ビ
ジネス英会話 初級』、『ビジネス英会話 中級Ⅰ・Ⅱ』
『ビジネスコミュニケーション実務上級Ⅰ』などの履修を
していることが望ましいです。
　英和、和英辞典を持参してください。

　※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目に
ついて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１～２　船舶ビジネスとＰＬＡＹＥＲ
３～４．船の種類と用船契約　　　
５～７．船舶オペレーション
　 　　（１）ノミネーションと承認
　　　 （２）トーレランス
      （３）インスペクション
８～９．船積書類
　　　　（１）Ｂ／Ｌ
　　　　（２）ＩＮＶＯＩＣＥほか
10．支払　Ｌ／Ｃ
11．リスク、事故、保険
12．荷揚げ
13．クレーム、係争
14～15. まとめ

　その他、自分や自国の文化を英語で話し、また相手の話
を英語で聞いて会話を楽しむ機会を設けます。



2019-4030000609-01ビジネスコミュニケーション実務上級Ⅱ

田代　安彦

◎貿易:B-4,C-4

1.用船契約の主要項目の交渉が英語で出来る。　(B-4)

2.契約や支払、クレームなど実務に関係する確認メールや文書のやりとりが英
文で出来る。　(B-4)

3.異文化を持つ交渉相手と関係を深め、互いを理解し、トラブルを防ぐノウハ
ウを身につけている。　(C-4)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論な
らびに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身
につけている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につ
いての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができ
る。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案すること
ができる。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動に
おいて、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリー
ダーシップを身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働でき
るコミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定
に貢献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとす
る態度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を
学ぼうとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解
し協調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ
人々と積極的に協働しようとする態度を身につけている。
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 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・３時限　　試験時間割：2019/07/29　５時限　　

岡　陽子

◎－－－　概要　－－－◎

　貿易は、様々な商取引が国境を越えて行われるということで
様々な制約がかかってきます。そのような制約があるにもかか
わらず、現在身の回りの品で、貿易でなく100％国内で生産さ
れたものを探すというのは至難の技です。それほど国の経済の
根幹を担っているものの一つが貿易であると言っても過言では
ありません。
　この講義では、フォワーディング業務に長年携わってきた実
務経験を元に、私たちが普段生活していく上で利用している
様々な物品が、過去どのような経緯を経て国内に入ってくるよ
うになり、そして現在どのようにして国内に入ってきているの
かを、各国の政策や実際のケースを紹介し分析しながら講義を
進め、今後の国際ビジネスのあり方を考えていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理
論を用いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明するこ
とができる。(知識・理解)

貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理
論を用いて、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見する
ことができる。(技能)

国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理
論を学ぼうとする態度を身につけている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各授業回の内容は、随時Moodleにおいて公開されます。次回の
授業範囲を予習し、わからない言葉や専門用語などを調べてお
くこと。（60分）
貿易に関するニュースは新聞に必ず掲載されます。新聞で貿易
に関する部分は毎日読み、わからない部分は授業において質問
できるようにしておくこと。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準としては、講義の内容を正確・十分に理解し消化して
いるかを基準とします。評価方法は、授業内容全般の理解度を
測るため、定期試験を含め２回の試験（中間テスト（50％）、
定期試験（50％））により判定します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

配布プリント

◎－－－　参考書　－－－◎

『貿易実務アドバンストマニュアル』日本貿易実務検定協
会編
『クルーグマン国際経済学：上・貿易編』P.R.クルーグマ
ン他　山形浩生訳

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　主にパワーポイントによる講義を行います。ノートを
しっかり取るようにしてください。

※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につ
いて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.オリエンテーション/ 貿易の意義
2.貿易の歴史と市場、業界
3.貿易の概観①（貿易理論、要素、貿易産業・非貿易産
業）
4.貿易の概観②（企業の対応：ダンピング、多国籍企業、
アウトソーシング、オフショア化）
5.貿易の概観③（貿易協定）
6.貿易の概観④（対中国）
7.貿易の概観⑤（対米国）
8.中間テスト
9-10.貿易実務①（海上貨物輸送　仕組み・書類）
11-12.貿易実務②（航空貨物輸送　仕組み・書類）
13-14.貿易実務③（国際複合一貫輸送　仕組み・書類）
15. まとめ
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岡　陽子

◎貿易:A-2,B-1,C-2

1.貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用いて、
国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる。　(A-2)

2.貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用いて、
新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。　(B-1)

3.国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼうと
する態度を身につけている。　(C-2)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。

◎商学:A-2,B-1,C-2

1.貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用いて、
国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる。　(A-2)

2.貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用いて、
新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。　(B-1)

3.国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼうと
する態度を身につけている。　(C-2)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明すること
ができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案
することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出すること
ができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。
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岡　陽子

◎経営:A-2,B-1,C-2

1.貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用いて、
国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる。　(A-2)

2.貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用いて、
新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。　(B-1)

3.国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼうと
する態度を身につけている。　(C-2)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。

◎商学:A-2,B-1,C-2

1.貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用いて、
国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる。　(A-2)

2.貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用いて、
新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。　(B-1)

3.国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼうと
する態度を身につけている。　(C-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。
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 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・二部２時限　　試験時間割：2020/01/21　夜２限　　

田代　安彦

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義を担当する教員は、エネルギー関連（原油、石油製品、ガ
ス、石油化学製品）の貿易実務、各種プロジェクト、アドバイザー契
約、特許取得等を海外駐在の11年間（英国、中東、シンガポール）を
含めて約27年間経験しています。貿易商務に関する実務基礎知識の修
得から海外法人副社長や供給副本部長、国内法人の支店長、社長を経
験し修得したマネージメントとしての実践的経営ノウハウを貿易を切
り口に学ぶことができます。また、本教員は中東での人質体験や早期
解放を経験しており、異文化、海外の人々との相互理解のために何が
重要なのか、貿易商務の重要な意義を実践経験から講義します。
　本講義では、契約から実行までの基礎用語、きめ細かい手続き、貿
易商務の実践的ノウハウの修得だけでなく、その背景にある理論や環
境変化を見る目を養い、未来への課題を自ら考え、対応を企画、実行
していく基礎力を養成することが目的です
　輸出入の契約をする際は、取引条件をしっかり取り決める必要があ
ります。約束しても証拠となる文書が残っていないと、後々トラブル
が発生した時に、なかなか簡単には解決しません。我々が常識と思っ
ていることも世界では通じないということもあります。問題が起きる
と、その解決のための訴訟や仲裁に大変な労力と費用がかかります。
こうしたトラブルを避けるためには、国際的なルールや海外での法
律、しっかりとした契約知識やノウハウを修得していることが不可欠
です。 また、国際人としての各国政治、経済状況、異文化理解も欠
かせません。
　貿易は、国境を越えた人、モノ、お金、技術・ノウハウ、サービス
の流れを生む国際的な商取引で、国の経済を支える必要不可欠な活動
の一つです。この講義では、現在の貿易がどのような状況にあるのか
を理解し、将来どのように変化していくのかを見極める眼とそれら環
境変化に、皆さんが今後対応していくための方策を考える基礎能力を
身に付けているレベルが到達目標です。貿易商務の基礎用語、基礎知
識を修得し、貿易商務に関連する実践的な応用ができるような実務能
力の醸成を目指します。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

国際商取引契約の対象や流れ、貿易の意義や市場、市況の変化につい
て最新の環境を理解している。(知識・理解)

世界の政治、経済情勢の変化が、国際商取引にどのような影響を及ぼ
すかを分析して、ポイントを整理して説明し、新たな課題解決策を提
案できる。(技能)

世界各国の文化、習慣、歴史認識、法律の違いを認識し、常に知識を
更新し、主体的に相互理解を図る姿勢を持っている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

自国のこと（歴史、文化、政治・経済、企業活動）や海外の情勢につ
いて、講義テーマに関係することを事前に学び、考える時間を日本経
済新聞やネットの英語ニュース、各種分析記事講読等を通じて持ちま
す。（予習３０分）
また、講義で学んだ基礎知識、気づきや視点を整理し、ノウハウを活
かして、自分の興味ある分野で将来何ができるのか、重要な課題は何
かをまとめ、社会貢献する方法について、他の人と意見交換できるよ
うにポイントを整理し、説明できるように復習をします。（復習４５
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験結果６０％、授業への参加姿勢（講義小テスト、レポー
ト、討議への参加姿勢など）４０％とします。
　貿易の契約から輸送、支払までの流れを正しく理解しているか、貿
易商務に係わる基礎知識を修得し、関連用語を正しく理解している
か、現在や今後の貿易環境変化、リスクを捉え、未来の課題と対応な
どを自分なりに考え、文章で明確に表現し、人に伝えることができる
かどうかで評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは使用しません。プリントを配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

『実践貿易実務第１２版（ジェトロ）』　ISBN
978-4-8224-1156-5
その他　都度紹介します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．貿易の流れと対象
　　　ペティ＝クラークの法則と貿易商務
２．貿易の目的と意義の歴史的変遷
３．貿易と市場
　 　（１）需給変化と市況変動
　　　　　 リカードの比較優位と市場価値変動
４.　（２）日本市場の特徴
５.　（３）中東市場の特徴Ⅰ
６.　（４）中東市場の特徴Ⅱ
７.　（５）米国市場の特徴
８.　（６）中国市場の特徴
９.　（７）アジア市場の特徴
10.貿易商務の基礎知識
　 　（１）海外取引と国内取引の違い
11.　（２）国際商品売買契約
12.　（３）国際物流　船舶とインコタームス
　　　　　　滞船料
13.　（４）輸出入事務
　　　　　　Ｂ／Ｌ、ＩＮＶＯＩＣＥ，Ｌ／Ｃ
　　　　　　検査、保険、免責状（L/I、L/G）
　　　  　　通関、輸出入規制
14.　（５）クレーム、係争（裁判、仲裁
　　　　　　フォースマジュール（不可抗力）
15.貿易を取り巻く環境変化と未来
　　まとめ
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◎貿易:A-2,B-1,C-2

1.国際商取引契約の対象や流れ、貿易の意義や市場、市況の変化について最新
の環境を理解している。　(A-2)

2.世界の政治、経済情勢の変化が、国際商取引にどのような影響を及ぼすかを
分析して、ポイントを整理して説明し、新たな課題解決策を提案できる。　
(B-1)

3.世界各国の文化、習慣、歴史認識、法律の違いを認識し、常に知識を更新
し、主体的に相互理解を図る姿勢を持っている。　(C-2)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。

◎商学:A-2,B-1,C-2

1.国際商取引契約の対象や流れ、貿易の意義や市場、市況の変化について最新
の環境を理解している。　(A-2)

2.世界の政治、経済情勢の変化が、国際商取引にどのような影響を及ぼすかを
分析して、ポイントを整理して説明し、新たな課題解決策を提案できる。　
(B-1)

3.世界各国の文化、習慣、歴史認識、法律の違いを認識し、常に知識を更新
し、主体的に相互理解を図る姿勢を持っている。　(C-2)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明すること
ができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案
することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出すること
ができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。
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◎経営:A-2,B-1,C-2

1.国際商取引契約の対象や流れ、貿易の意義や市場、市況の変化について最新
の環境を理解している。　(A-2)

2.世界の政治、経済情勢の変化が、国際商取引にどのような影響を及ぼすかを
分析して、ポイントを整理して説明し、新たな課題解決策を提案できる。　
(B-1)

3.世界各国の文化、習慣、歴史認識、法律の違いを認識し、常に知識を更新
し、主体的に相互理解を図る姿勢を持っている。　(C-2)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。

◎商学:A-2,B-1,C-2

1.国際商取引契約の対象や流れ、貿易の意義や市場、市況の変化について最新
の環境を理解している。　(A-2)

2.世界の政治、経済情勢の変化が、国際商取引にどのような影響を及ぼすかを
分析して、ポイントを整理して説明し、新たな課題解決策を提案できる。　
(B-1)

3.世界各国の文化、習慣、歴史認識、法律の違いを認識し、常に知識を更新
し、主体的に相互理解を図る姿勢を持っている。　(C-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。
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 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　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　１時限　　

田代　安彦

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義を担当する教員は、エネルギー関連（原油、石油製品、ガス、
石油化学製品）の貿易実務、各種プロジェクト、アドバイザー契約、特
許取得等を海外駐在の11年間（英国、中東、シンガポール）を含めて約
27年間経験しています。貿易商務に関する実務基礎知識の修得から海外
法人副社長や供給副本部長、国内法人の支店長、社長を経験し修得した
マネージメントとしての実践的経営ノウハウを貿易を切り口に学ぶこと
ができます。また、本教員は中東での人質体験や早期解放を経験してお
り、異文化、海外の人々との相互理解のために何が重要なのか、貿易商
務の重要な意義を実践経験から講義します。
　本講義では、契約から実行までの基礎用語、きめ細かい手続き、貿易
商務の実践的ノウハウの修得だけでなく、その背景にある理論や環境変
化を見る目を養い、未来への課題を自ら考え、対応を企画、実行してい
く基礎力を養成することが目的です
　輸出入の契約をする際は、取引条件をしっかり取り決める必要があり
ます。約束しても証拠となる文書が残っていないと、後々トラブルが発
生した時に、なかなか簡単には解決しません。我々が常識と思っている
ことも世界では通じないということもあります。問題が起きると、その
解決のための訴訟や仲裁に大変な労力と費用がかかります。こうしたト
ラブルを避けるためには、国際的なルールや海外での法律、しっかりと
した契約知識やノウハウを修得していることが不可欠です。 また、国
際人としての各国政治、経済状況、異文化理解も欠かせません。
　貿易は、国境を越えた人、モノ、お金、技術・ノウハウ、サービスの
流れを生む国際的な商取引で、国の経済を支える必要不可欠な活動の一
つです。この講義では、現在の貿易がどのような状況にあるのかを理解
し、将来どのように変化していくのかを見極める眼とそれら環境変化
に、皆さんが今後対応していくための方策を考える基礎能力を身に付け
ているレベルが到達目標です。貿易商務の基礎用語、基礎知識を修得
し、貿易商務に関連する実践的な応用ができるような実務能力の醸成を
目指します。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

国際商取引契約の対象、種類、流れと手続を理解している。(知識・理
解)

自由貿易推進理論と市場原理と需給、市況の関係を理解し、貿易を取り
巻く環境変化と意義の変遷について、説明できる。(知識・理解)

世界の政治、経済情勢の変化が、国際商取引にどのような影響を及ぼす
かを分析して、ポイントを整理して説明できる。(技能)

世界各国の文化、習慣、歴史認識、法律の違いを認識し、相互理解する
努力の姿勢を常に保つことが出来る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

自国のこと（歴史、文化、政治・経済、企業活動）や海外の情勢につい
て、講義テーマに関係することを事前に学び、考える時間を日本経済新
聞やネットの英語ニュース、各種分析記事講読等を通じて持ちます。
（予習３０分）
また、講義で学んだ基礎知識、気づきや視点を整理し、ノウハウを活か
して、自分の興味ある分野で将来何ができるのか、重要な課題は何かを
まとめ、社会貢献する方法について、他の人と意見交換できるようにポ
イントを整理し、説明できるように復習をします。（復習４５分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験結果６０％、授業への参加姿勢（講義小テスト、レポート、
討議への参加姿勢など）４０％とします。
　貿易の契約から輸送、支払までの流れを正しく理解しているか、貿易
商務に係わる基礎知識を修得し、関連用語を正しく理解しているか、現
在や今後の貿易環境変化、リスクを捉え、未来の課題と対応などを自分
なりに考え、文章で明確に表現し、人に伝えることができるかどうかで
評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは使用しません。プリントを配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

『実践貿易実務第１２版（ジェトロ）』　ISBN
978-4-8224-1156-5
その他　都度紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　「貿易商務論A」（前期）と「貿易商務論B」（後期）
は、それぞれに完結した独立の講義ですが、Aでは基礎知
識を中心とし、BではAを修得したうえでの交渉、先物
ヘッジなどを含めた実践、応用力を養います。従って、B
の受講前にAを受講することが望ましいです。講義では、
講義テーマを事前に考えるミニッツや振り返りレビューを
実施します。

※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につ
いて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．貿易の流れと対象
　　　ペティ＝クラークの法則と貿易商務
２．貿易の目的と意義の歴史的変遷
３．貿易と市場
　 　（１）需給変化と市況変動
　　　　　 リカードの比較優位と市場価値変動
４.　（２）日本市場の特徴
５.　（３）中東市場の特徴Ⅰ
６.　（４）中東市場の特徴Ⅱ
７.　（５）米国市場の特徴
８.　（６）中国市場の特徴
９.　（７）アジア市場の特徴
10.貿易商務の基礎知識
　 　（１）海外取引と国内取引の違い
11.　（２）国際商品売買契約
12.　（３）国際物流　船舶とインコタームス
　　　　　　滞船料
13.　（４）輸出入事務
　　　　　　Ｂ／Ｌ、ＩＮＶＯＩＣＥ，Ｌ／Ｃ
　　　　　　検査、保険、免責状（L/I、L/G）
　　　  　　通関、輸出入規制
14.　（５）クレーム、係争（裁判、仲裁
　　　　　　フォースマジュール（不可抗力）
15.貿易を取り巻く環境変化と未来
　　まとめ
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田代　安彦

◎貿易:A-2,B-1,C-2

1.国際商取引契約の対象、種類、流れと手続を理解している。　(A-2)

2.自由貿易推進理論と市場原理と需給、市況の関係を理解し、貿易を取り巻く
環境変化と意義の変遷について、説明できる。　(A-2)

3.世界の政治、経済情勢の変化が、国際商取引にどのような影響を及ぼすかを
分析して、ポイントを整理して説明できる。　(B-1)

4.世界各国の文化、習慣、歴史認識、法律の違いを認識し、相互理解する努力
の姿勢を常に保つことが出来る。　(C-2)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。

◎商学:A-2,B-1,C-2

1.国際商取引契約の対象、種類、流れと手続を理解している。　(A-2)

2.自由貿易推進理論と市場原理と需給、市況の関係を理解し、貿易を取り巻く
環境変化と意義の変遷について、説明できる。　(A-2)

3.世界の政治、経済情勢の変化が、国際商取引にどのような影響を及ぼすかを
分析して、ポイントを整理して説明できる。　(B-1)

4.世界各国の文化、習慣、歴史認識、法律の違いを認識し、相互理解する努力
の姿勢を常に保つことが出来る。　(C-2)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明すること
ができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案
することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出すること
ができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。
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田代　安彦

◎経営:A-2,B-1,C-2

1.国際商取引契約の対象、種類、流れと手続を理解している。　(A-2)

2.自由貿易推進理論と市場原理と需給、市況の関係を理解し、貿易を取り巻く
環境変化と意義の変遷について、説明できる。　(A-2)

3.世界の政治、経済情勢の変化が、国際商取引にどのような影響を及ぼすかを
分析して、ポイントを整理して説明できる。　(B-1)

4.世界各国の文化、習慣、歴史認識、法律の違いを認識し、相互理解する努力
の姿勢を常に保つことが出来る。　(C-2)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。
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 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・３時限　　試験時間割：2020/01/23　５時限　　

岡　陽子

◎－－－　概要　－－－◎

　貿易は、様々な商取引が国境を越えて行われるということで
様々な制約がかかってきます。そのような制約があるにもかか
わらず、現在身の回りの品で、貿易でなく100％国内で生産さ
れたものを探すというのは至難の技です。それほど国の経済の
根幹を担っているものの一つが貿易であると言っても過言では
ありません。
　この講義では、フォワーディング業務に長年携わってきた実
務経験を元に、様々なものが生産され、組み立てられ、運ばれ
てくるにあたり、どのような障害、問題があるのかということ
を各国の政策や実際のケースを紹介し分析しながら講義を進
め、今後の国際ビジネスのあり方を考えていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理
論を用いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明するこ
とができる。(知識・理解)

貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理
論を用いて、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見する
ことができる。(技能)

国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理
論を学ぼうとする態度を身につけている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各授業回の内容は、随時Moodleにおいて公開されます。次回の
授業範囲を予習し、わからない言葉や専門用語などを調べてお
くこと。（60分）
貿易に関するニュースは新聞に必ず掲載されます。新聞で貿易
に関する部分は毎日読み、わからない部分は授業において質問
できるようにしておくこと。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準としては、講義の内容を正確・十分に理解し消化して
いるかを基準とします。評価方法は、授業内容全般の理解度を
測るため、定期試験を含め２回の試験（中間テスト（50％）、
定期試験（50％））により判定します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

配布プリント

◎－－－　参考書　－－－◎

『貿易実務アドバンストマニュアル』日本貿易実務検定協
会編
『クルーグマン国際経済学：上・貿易編』P.R.クルーグマ
ン他　山形浩生訳

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　主にパワーポイントによる講義を行います。ノートを
しっかり取るようにしてください。

※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につ
いて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.後期説明
2-3.貿易政策：輸入税制、輸出補助金、輸入割当、非関税
障壁、特恵関税
4.自由貿易支持vs.国内産業保護
5.貿易実務①輸出入マーケティング戦略
6.貿易実務②クレーム種類、各対応
7-8.,貿易実務③貿易決済・輸入金融
9.貿易実務④保税とは？保税蔵置場種類・意義
10.中間テスト
11.ケーススタディ　洋服が手元に届くまで
12.ケーススタディ　iPhoneが手元に届くまで
13.グローバル化問題　『トゥルーコスト：ファスト
ファッション真の代償』
14.国際ビジネスの展望
15.まとめ
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岡　陽子

◎貿易:A-3,B-2,C-3

1.貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用いて、
国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる。　(A-3)

2.貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用いて、
新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。　(B-2)

3.国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼうと
する態度を身につけている。　(C-3)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。

◎商学:A-3,B-2,C-3

1.貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用いて、
国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる。　(A-3)

2.貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用いて、
新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。　(B-2)

3.国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼうと
する態度を身につけている。　(C-3)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明すること
ができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案
することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出すること
ができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。
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岡　陽子

◎経営:A-3,B-2,C-3

1.貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用いて、
国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる。　(A-3)

2.貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用いて、
新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。　(B-2)

3.国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼうと
する態度を身につけている。　(C-3)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。

◎商学:A-3,B-2,C-3

1.貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用いて、
国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる。　(A-3)

2.貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用いて、
新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。　(B-2)

3.国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼうと
する態度を身につけている。　(C-3)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。
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 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　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　１時限　　

田代　安彦

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義を担当する教員は、エネルギー関連（原油、石油製品、ガス、石油
化学製品）の貿易実務、各種プロジェクト、アドバイザー契約、特許取得等
を海外駐在の11年間（英国、中東、シンガポール）を含めて約27年間経験し
ています。貿易商務に関する実務基礎知識の修得から海外法人副社長や供給
副本部長、国内法人の支店長、社長を経験し修得したマネージメントとして
の実践的経営ノウハウを貿易を切り口に学ぶことができます。また、本教員
は中東での人質体験、アジア全域の貿易、トレーディング、プロジェクト統
括実務を経験しており、貿易商務の実践的応用ノウハウを実務経験をもとに
講義します。
　本講義では、貿易商務論Ａで学んだ貿易実務の基礎用語、手続き、実務の
基礎、理論や環境変化を見る目を活かし、日本やアジアが抱えている未来貿
易への課題を自ら考え、対応していく貿易における実践的応用力を養成する
ことが目的です。貿易は、国境を越えた人、モノ、お金、技術・ノウハウ、
サービスの流れを生む国際的な商取引ですが、特にペティクラークの法則に
従って，国が豊かになり、産業構造が1次から2次、2次から３次へとシフトし
ていく過程で、貿易取引の対象も単に物から物＋コト、サービスや仕組みな
ど知財取引や国境を越えたプロジェクトに発展していくことに注目し、そう
した国際取引の意義、メリット、リスクなどの理解を深めます。
　この講義では、時間とともに物の価値や価格が変わる時代となった中で、
市況の乱高下に左右されない、より高度な契約交渉・海外戦略構築ノウハ
ウ、先物ヘッジ方法、オプションの利用、付加価値ＵＰなどの具体的方法
を、時間軸の設定の中で行うＦＵ3次元、4次元、5次元交渉術をはじめ、上
流、中流、下流部門の垂直統合、ヴァリューチェーンの構築、特許、フラン
チャイズ、フラグメンテーション、ネット・ＩＯＴの利用などなど貿易商務
の未来対応を実践上のリスクを想定しながら考える力を修得するのが到達目
標です。
　貿易商務の知識修得を通じて、企業活動の利益目標達成に貢献できる力を
養うだけではなく、国際社会貢献、地域貢献のあり方、世界や日本が抱えて
いる課題（紛争解決、貧困と富の再配分、人口増加と資源獲得の新たな方
法、省資源、再生、情報活用、新技術活用、超高齢化社会への対応など）を
自身で考え、対応策を模索できる貿易商務の経営応用への素養を身に付けま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

国際貿易交渉の対象及び工夫のポイントとなる項目（７Ｐ３Ｑ＋１）につい
て理解し、説明することができる。(知識・理解)

ＢＡＴＮＡ，ＺＯＰＡ，ＶＡＬＩＤＩＴＹ，パレート最適について理解し、
内容を説明することができる。(知識・理解)

ＯＰＴＩＯＮ，先物活用理論、フローの拡大と組合せの活用など３次元、４
次元、５次元交渉・戦略企画術について理解し、市場変動への具体的対応、
活用方法を理解し、活用のための説明が出来る。(知識・理解)

情報化、国際化、自由化の進展の中で、市場変動にどう対応するか、メリッ
ト、リスクを考え、貧富の格差などのねじれの解消、ＳＤＧＳの具体策につ
いて、討議の論点を整理し、自分の考えを伝え、相手の意見の良いところを
取り入れて、考えをまとめることが出来る。(技能)

国際貿易のあり方に関し、幅広い人と意見交換して、更なる課題の発掘、対
応策のブラッシュアップや社会貢献策を模索・提案できる素養と姿勢を身に
つけている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　国際ビジネスを行う上で、どのような環境変化が起きているか、講義テー
マの５つのメガ・トレンドについて、新聞などの記事から理解し、自分なり
の課題を見つけます。（予習３０分）このような環境変化に、どのように対
応すべきか、講義で学んだ貿易実務の知識やノウハウを整理し、活用する方
法を考え、社会貢献する方法を探究します。（復習４５分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験結果６０％、授業への参加姿勢（講義小テスト、レポート、討議
への参加姿勢など）４０％とします。
　貿易の契約から輸送、支払に係わる基礎知識だけでなく、それらを高度に
応用できる契約交渉や先物ヘッジなどの専門知識を理解し、更に活用できる
ノウハウを修得できているか、また貿易を取り巻く環境変化やリスクを的確
に捉え、今後の対応策を深く自分なりに考えて、解りやすい文章などで伝え
る力（貿易戦略企画の基礎力）を修得したかどうかで評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　講義毎にプリントを配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

　JETROビデオ、船主協会ビデオ、新刊本など講義で都度
紹介します。福大商学論叢　論文『４次元交渉術と日本の
未来』（田代）
その他　『実践！交渉学』　ISBN 978-4-480-06542-1
『国際商取引契約（英国法にもとづく分析）』　ISBN
4-641-04623-9
『紛争の心理学』　ISBN 4-06-149570-4 など。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　貿易商務論Aを受講後が望ましい。

※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につ
いて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．～８．貿易商務の実践知識と応用
　　　（１）貿易商務の目的と意義
　　　（２）貿易交渉・戦略企画　基礎
　　　（３）貿易交渉・戦略企画　応用
　　　　　（５つのメガ・トレンドと
　　　　　　ＦＵ3,4,5次元交渉・戦略企画術）
　　　（４）貿易のリスクと対応　
　　　　　　①地政学的リスク、取引先リスク
　　　（５）②市場変化と市況変動リスク　　　
　　　　　　　ア）現物取引と先物取引
　　　（６）　イ）さまざまなヘッジ手法
　　　（７）③事故、トラブル対応　Ⅰ
　　　（８）　事故・トラブル対応　Ⅱ
９～１４.貿易商務と海外プロジェクト
　　　（１）海外プロジェクトの流れ　および
　　　　　　買収、統合
　　　（２）研究・技術開発、知財・特許
     （３）資源開発、原料調達
     （４）物流（輸送、配送）
　　　（５）製造・販売,トレーディング
　　　（６）アドバイザー契約,ライセンス契約
１５．未来の貿易を考える　
　　　貿易の経営展開と地域・国際社会貢献
　　（資源、ＭＯＰ，少子高齢化、ＩＯＴ他）
　　　まとめ
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田代　安彦

◎貿易:A-3,B-2,C-3

1.国際貿易交渉の対象及び工夫のポイントとなる項目（７Ｐ３Ｑ＋１）につい
て理解し、説明することができる。　(A-3)

2.ＢＡＴＮＡ，ＺＯＰＡ，ＶＡＬＩＤＩＴＹ，パレート最適について理解し、
内容を説明することができる。　(A-3)

3.ＯＰＴＩＯＮ，先物活用理論、フローの拡大と組合せの活用など３次元、４
次元、５次元交渉・戦略企画術について理解し、市場変動への具体的対応、活
用方法を理解し、活用のための説明が出来る。　(A-3)

4.情報化、国際化、自由化の進展の中で、市場変動にどう対応するか、メリッ
ト、リスクを考え、貧富の格差などのねじれの解消、ＳＤＧＳの具体策につい
て、討議の論点を整理し、自分の考えを伝え、相手の意見の良いところを取り
入れて、考えをまとめることが出来る。　(B-2)

5.国際貿易のあり方に関し、幅広い人と意見交換して、更なる課題の発掘、対
応策のブラッシュアップや社会貢献策を模索・提案できる素養と姿勢を身につ
けている。　(C-3)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。

◎商学:A-3,B-2,C-3

1.国際貿易交渉の対象及び工夫のポイントとなる項目（７Ｐ３Ｑ＋１）につい
て理解し、説明することができる。　(A-3)

2.ＢＡＴＮＡ，ＺＯＰＡ，ＶＡＬＩＤＩＴＹ，パレート最適について理解し、
内容を説明することができる。　(A-3)

3.ＯＰＴＩＯＮ，先物活用理論、フローの拡大と組合せの活用など３次元、４
次元、５次元交渉・戦略企画術について理解し、市場変動への具体的対応、活
用方法を理解し、活用のための説明が出来る。　(A-3)

4.情報化、国際化、自由化の進展の中で、市場変動にどう対応するか、メリッ
ト、リスクを考え、貧富の格差などのねじれの解消、ＳＤＧＳの具体策につい
て、討議の論点を整理し、自分の考えを伝え、相手の意見の良いところを取り
入れて、考えをまとめることが出来る。　(B-2)

5.国際貿易のあり方に関し、幅広い人と意見交換して、更なる課題の発掘、対
応策のブラッシュアップや社会貢献策を模索・提案できる素養と姿勢を身につ
けている。　(C-3)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明すること
ができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案
することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出すること
ができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。



2019-4030000017-01貿易商務論Ｂ

田代　安彦

◎経営:A-3,B-2,C-3

1.国際貿易交渉の対象及び工夫のポイントとなる項目（７Ｐ３Ｑ＋１）につい
て理解し、説明することができる。　(A-3)

2.ＢＡＴＮＡ，ＺＯＰＡ，ＶＡＬＩＤＩＴＹ，パレート最適について理解し、
内容を説明することができる。　(A-3)

3.ＯＰＴＩＯＮ，先物活用理論、フローの拡大と組合せの活用など３次元、４
次元、５次元交渉・戦略企画術について理解し、市場変動への具体的対応、活
用方法を理解し、活用のための説明が出来る。　(A-3)

4.情報化、国際化、自由化の進展の中で、市場変動にどう対応するか、メリッ
ト、リスクを考え、貧富の格差などのねじれの解消、ＳＤＧＳの具体策につい
て、討議の論点を整理し、自分の考えを伝え、相手の意見の良いところを取り
入れて、考えをまとめることが出来る。　(B-2)

5.国際貿易のあり方に関し、幅広い人と意見交換して、更なる課題の発掘、対
応策のブラッシュアップや社会貢献策を模索・提案できる素養と姿勢を身につ
けている。　(C-3)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。

◎商学:A-3,B-2,C-3

1.国際貿易交渉の対象及び工夫のポイントとなる項目（７Ｐ３Ｑ＋１）につい
て理解し、説明することができる。　(A-3)

2.ＢＡＴＮＡ，ＺＯＰＡ，ＶＡＬＩＤＩＴＹ，パレート最適について理解し、
内容を説明することができる。　(A-3)

3.ＯＰＴＩＯＮ，先物活用理論、フローの拡大と組合せの活用など３次元、４
次元、５次元交渉・戦略企画術について理解し、市場変動への具体的対応、活
用方法を理解し、活用のための説明が出来る。　(A-3)

4.情報化、国際化、自由化の進展の中で、市場変動にどう対応するか、メリッ
ト、リスクを考え、貧富の格差などのねじれの解消、ＳＤＧＳの具体策につい
て、討議の論点を整理し、自分の考えを伝え、相手の意見の良いところを取り
入れて、考えをまとめることが出来る。　(B-2)

5.国際貿易のあり方に関し、幅広い人と意見交換して、更なる課題の発掘、対
応策のブラッシュアップや社会貢献策を模索・提案できる素養と姿勢を身につ
けている。　(C-3)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4030000406-01貿易特別講義Ｂ（商社のアントレプレナーシップと日本貿易）

 期別：集中後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：集中後期　　試験時間割：2019/09/06　４時限　　

保田　明子

◎－－－　概要　－－－◎

　日本特有の企業といわれる「商社」について、日本貿易と併
せて学ぶ講義です。

　講義では、商社の業界団体において研究に従事してきた実務
経験を活かし、商社の成立と発展の歴史とともに創業者のアン
トレプレナーシップ（起業家精神）を取り上げます。また、現
代の商社機能ならびに各社の戦略についても、具体的な事例と
ともにわかり易く紹介します。

　商社は大学生の就職希望ランキングで常に上位を占めていま
すが、受講生の皆さんには、各商社の企業風土・組織文化とそ
れらが形成された背景を理解し、業界研究に役立てていただき
たいと思います。さらに、商社が世界経済・日本経済におい
て、どのような役割を果たしているのか、私たちの生活とどの
ように関わっているのか、商社の本質についても理解していた
だきたいと思います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　商社の歴史・基本的特徴・現代のビジネス展開について、日
本貿易の発展プロセスと併せて理解することにより、世界経
済・日本経済に対する新たな視点を養うことができる。(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習として、日頃から新聞・雑誌の経済欄を読んでくださ
い。
　復習として、配付資料をよく読んで講義概要を振り返り内容
を十分に理解できているか確認してください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　商社と日本貿易の概要について理解できているかを評価の基
準とし、定期試験５０％、講義に対する積極性などの平常点５
０％を目安に総合的に判断します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　資料はすべて配付します。

◎－－－　参考書　－－－◎

　参考となる書籍等は講義の中で紹介します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

０１．はじめに～商社とは何か
０２．商社の成立と発展①明治
０３．商社の成立と発展②昭和
０４．商社の成立と発展③平成
０５．商社をつくった人々①
           　　　（益田孝・岩崎弥太郎ほか）
０６．商社をつくった人々②
           　　　（伊藤忠兵衛・兼松房治郎ほか）
０７．商社をつくった人々③
           　　　（大倉喜八郎・森村市左衛門ほか）
０８．商社の７機能
０９．商社の活動事例①旧財閥系
１０．商社の活動事例②非財閥系
１１．商社の活動事例③九州
１２．商社のエネルギー戦略
１３．商社のコンビニ戦略
１４．商社のダイバーシティ戦略
１５．まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

一般社団法人日本貿易会
(http://www.jftc.or.jp/)



2019-4030000406-01貿易特別講義Ｂ（商社のアントレプレナーシップと日本貿易）

保田　明子

◎貿易:A-1

1.　商社の歴史・基本的特徴・現代のビジネス展開について、日本貿易の発展
プロセスと併せて理解することにより、世界経済・日本経済に対する新たな視
点を養うことができる。　(A-1)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。

◎商学:A-1

1.　商社の歴史・基本的特徴・現代のビジネス展開について、日本貿易の発展
プロセスと併せて理解することにより、世界経済・日本経済に対する新たな視
点を養うことができる。　(A-1)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明すること
ができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案
することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出すること
ができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。



2019-4030000406-01貿易特別講義Ｂ（商社のアントレプレナーシップと日本貿易）

保田　明子

◎経営:A-1

1.　商社の歴史・基本的特徴・現代のビジネス展開について、日本貿易の発展
プロセスと併せて理解することにより、世界経済・日本経済に対する新たな視
点を養うことができる。　(A-1)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4030000037-02貿易特別講義Ｃ「（隔週講義）」（九州経済と商社）

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

保田　明子、長谷川　公一、山岸　豊生、本間　隆行、河辺　博之、伊地知　俊一、能見　尚子

◎－－－　概要　－－－◎

　現役の商社パーソンがグローバルな実務経験をもとに、商社
とは何か、商社の情報収集活動、内外情勢の見方、九州におけ
る取組み、求める人材像などについてオムニバス形式で講義し
ます。

　商社は大学生の就職希望ランキングで常に上位を占めていま
すが、あまり身近に感じられる存在ではありません。受講生の
皆さんには、商社そのものに対する理解を深めていただくだけ
でなく、商社パーソンがどのような問題意識を持ち、どのよう
な活動をしているのかについても併せて理解していただきたい
と思います。

　※本講義は、東京からの出張講義が中心となるため、１回２
講義、基本的に隔週の開講となります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　商社の基本的特徴と現代のビジネス展開について、多角的な
問題意識を理解することにより、世界経済・日本経済・九州経
済に対する新たな視点を養うことができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習として、日頃から新聞・雑誌の経済欄を読んでくださ
い。
　復習として、配付資料をよく読んで講義概要を振り返り内容
を十分に理解できているか確認してください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　商社の概要について理解できているかを評価の基準とし、定
期試験５０％、講義に対する積極性などの平常点５０％を目安
に総合的に判断します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　資料はすべて配付します。

◎－－－　参考書　－－－◎

　参考となる書籍等は講義の中で紹介します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

０１・０２　９月１８日　
    　総論（イントロダクション）
　　　担当　保田　明子（日本貿易会）
０３・０４　１０月０２日　
　    各論（商社の情報収集活動）
　　　担当　長谷川公一（三井物産戦略研究所）
０５・０６　１０月１６日　
    　各論（総合商社の新興国における取組み）
　　　担当　山岸　豊生（豊田通商）
０７・０８　１０月３０日　
      各論（商社と国際商品市況）
　　　担当　本間　隆行（住友商事グローバルリサーチ）
０９・１０　１１月２０日　
      総論（商社の成立と発展）
　　　担当　保田　明子（前掲）
１１・１２　１１月２７日　
　　　各論（専門商社の取組みと求める人材像）
　　　担当　河辺　博之（森村商事）
１３・１４　１２月１１日　
　　　各論（九州法人の取組みと求める人材像）
　　　担当　伊地知俊一・能見　尚子（双日九州）
１５　１２月１８日
　　　総論（まとめ）
　　　担当　保田　明子（前掲）

※日程・講師・登壇順は変更となる場合がありますので注
意してください。

◎－－－　URL　－－－◎

一般社団法人日本貿易会
(http://www.jftc.or.jp/)



2019-4030000037-02貿易特別講義Ｃ「（隔週講義）」（九州経済と商社）

保田　明子、長谷川　公一、山岸　豊生、本間　隆行、河辺　博之、伊地知　俊一、能見　尚子

◎貿易:A-1

1.　商社の基本的特徴と現代のビジネス展開について、多角的な問題意識を理
解することにより、世界経済・日本経済・九州経済に対する新たな視点を養う
ことができる。　(A-1)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。

◎商学:A-1

1.　商社の基本的特徴と現代のビジネス展開について、多角的な問題意識を理
解することにより、世界経済・日本経済・九州経済に対する新たな視点を養う
ことができる。　(A-1)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明すること
ができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案
することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出すること
ができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。



2019-4030000037-02貿易特別講義Ｃ「（隔週講義）」（九州経済と商社）

保田　明子、長谷川　公一、山岸　豊生、本間　隆行、河辺　博之、伊地知　俊一、能見　尚子

◎経営:A-1

1.　商社の基本的特徴と現代のビジネス展開について、多角的な問題意識を理
解することにより、世界経済・日本経済・九州経済に対する新たな視点を養う
ことができる。　(A-1)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4030000037-01貿易特別講義Ｃ「（International Communication ProgramⅠ）」

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

ヤング，シャーリー

◎－－－　概要　－－－◎

This course is the first of a two-part International Communication
Exchange Program. The program is a collaboration between Fukuoka
University and Ubon Ratchathani University in Thailand. The purpose is
to give students an opportunity to improve their English speaking skills
by talking one-to-one with a peer of a similar level via Skype.
Additionally, it is a chance for students to build a friendship and network
with someone in the Asian region outside Japan.

In spring students will learn techniques for how to effectively
communicate with another non-native English speaker. Activities will
include intercultural awareness and a better understanding of Japanese
culture as well as Thai. Students will also explore the trade relationship
between Japan and Thailand to prepare them for conversation topics in
the autumn semester. Lastly, working in small groups, they will produce
some short video materials to be shared with their Thai partners.

Due to the different timing of the Thai and Japanese academic calendars,
talking with Thai partners will be limited to 3 ̃ 4 classes this semester.

Lastly, dr awing on my 10 year’s experience in the Australian Customs
Service, I will give practical instruction on the government’s role in
administering and enforcing the laws regulating trade between countries,
and how those laws affect business.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Prepare students for communicating in English in an authentic setting,
and develop effective listening skills and communication strategies.(知
識・理解)

Build confidence through improved vocabulary, develop a clear speaking
voice, and use English to communicate with other non-native speakers.
(知識・理解)

Challenge students to think more consciously about their own cultural
norms and behaviour as a means to better intercultural
communication.(知識・理解)

Research information about the trade relationship between Japan and
Thailand.(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students are expected to actively participate in the classroom as well as
do weekly homework tasks. At this level, students are expected to show
initiative both in the classroom and project activities.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

This is a skills-based course and assessment is continuous throughout the
semester. There will be no final exam for this course.

(Homework 20%: written assignments, Project 20%: report on research,
demonstrate listening and speaking skills, Skype Diary 15%: written
reports on talks with Thai partner, Speaking 15%: in-class conversations,
Vocabulary 20%: 100+ business related words, Class contribution 10%:
questions/answers/discussion between teacher and classmates)

◎－－－　テキスト　－－－◎

Gordenker, A., & Rucynski, J. (2015). Working in Japan- Video interviews
with 14 professionals. Tokyo: Cengage Learning K.K.
ISBN 978-4-86312-248-2
Additional materials will be provided by the teacher or guidance given for
student’s own research.

◎－－－　参考書　－－－◎

978-4-　ISBN 86312-248-2

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Business English Conversation Elementary is a pre-requisite for this course.
Commerce Faculty students who have NOT successfully completed the pre-
requisite within the last 12 months, contact the course teacher directly
BEFORE REGISTERING for this course. This is to check your English
language level and ensure enrollment in the most suitable class.
本講義を履修する前に「ビジネス英会話　初級」を履修しておくこ
とが望ましいです。履修希望者で過去1年以内に「ビジネス英会話　
初級」を履修していない場合は、登録前に直接講義担当者に連絡し
て面接を受けてください。この面接は、履修希望者の英語レベルを
確認し、最も適したクラスでの履修を確実にするためのものです。
　担当者のemail: young@fukuoka-u.ac.jp
 

Language skills require daily practice if there is to be genuine progress
made.  Students are expected to actively participate in classroom
discussions and activities as well as encouraged to use their English
wherever possible outside of the classroom. Links to online resources for
this purpose will be provided.

The most effective learning technique for the majority of people is
persistence and regularity. Students should also monitor their own progress
throughout the semester with the help of tools provided by the teacher, and
ask for help at anytime they need it.  Personal responsibility is key for the
success of each individual student.

* This class is limited to a maximum of 25 students.
　このクラスは２５人が上限です。

※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目について」を
参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Course introduction & project topics
2. Vocabulary #1, making questions
3. Giving opinions, language of comparison
4. Effective listening #1
5. What do you know about Thailand?
   Brainstorming, identifying research sources
6. Different cultural behaviour: examples
7. What is it to be Japanese?
   Vocabulary #2
8. Effective Listening #2
9. Language of description & introduction
10. Effective communication techniques
11. Using Skype/other software
12. Introduction to Thai partners
13. Skype exchange
14. Skype exchange
15. Project & course evaluation

◎－－－　URL　－－－◎

2019貿易特別講義C:YOUNG
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp)



2019-4030000037-01貿易特別講義Ｃ「（International Communication ProgramⅠ）」

ヤング，シャーリー

◎貿易:A-1

1.Prepare students for communicating in English in an authentic setting, and develop
effective listening skills and communication strategies.　(A-1)

2.Build confidence through improved vocabulary, develop a clear speaking voice, and
use English to communicate with other non-native speakers. 　(A-1)

3.Challenge students to think more consciously about their own cultural norms and
behaviour as a means to better intercultural communication.　(A-1)

4.Research information about the trade relationship between Japan and Thailand.　
(A-1)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。

◎商学:A-1

1.Prepare students for communicating in English in an authentic setting, and develop
effective listening skills and communication strategies.　(A-1)

2.Build confidence through improved vocabulary, develop a clear speaking voice, and
use English to communicate with other non-native speakers. 　(A-1)

3.Challenge students to think more consciously about their own cultural norms and
behaviour as a means to better intercultural communication.　(A-1)

4.Research information about the trade relationship between Japan and Thailand.　
(A-1)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明すること
ができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案
することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出すること
ができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。



2019-4030000037-01貿易特別講義Ｃ「（International Communication ProgramⅠ）」

ヤング，シャーリー

◎経営:A-1

1.Prepare students for communicating in English in an authentic setting, and develop
effective listening skills and communication strategies.　(A-1)

2.Build confidence through improved vocabulary, develop a clear speaking voice, and
use English to communicate with other non-native speakers. 　(A-1)

3.Challenge students to think more consciously about their own cultural norms and
behaviour as a means to better intercultural communication.　(A-1)

4.Research information about the trade relationship between Japan and Thailand.　
(A-1)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4030000038-01貿易特別講義Ｄ「（International Communication ProgramⅡ）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ヤング，シャーリー

◎－－－　概要　－－－◎

This course is the second of a two-part International Communication
Exchange Program collaboration between Fukuoka University and Ubon
Ratchathani University in Thailand.  The aim of the program is to give
students an opportunity to improve their English-speaking skills by talking
one-to-one with a peer of a similar level. It is also a chance for them to build
a friendship and network with someone in the Asian region outside Japan.

Students from the International Trade Department will be paired with those
from the International Management Program at Ubon Ratchathani University
and will use Skype technology to discuss a range of topics. Beginning with
general content, students will progress to business related topics as both
groups adapt to the other’s style of English, and become more confident in
understanding each other.

Emphasis will be on practising intercultural communication in an authentic
context to improve listening, speaking, pronunciation and vocabulary.
Students will apply the skills and techniques learned in 貿易特別講義C to
further develop effective communication with their Thai partners and
collaborate on a project to be presented at the end of the semester.

Due to the different timing of the Thai and Japanese academic calendars,
talking with Thai partners will be limited to 7 ̃ 8 classes this semester.

Lastly, dr awing on my 10 year’s experience in the Australian Customs
Service, I will give practical instruction on the government’s role in
administering and enforcing the laws regulating trade between countries, and
how those laws affect business.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Further develop student confidence to use their English in an authentic
setting.(知識・理解)

Motivate students to use their own English by talking with a peer on topics
of their choice.(知識・理解)

Through practical application, have students identify effective
communication skills that suit their own learning style. (知識・理解)

In English, make a presentation on a trade exchange between Japan and
Thailand.(知識・理解)

To have students experience an international friendship.(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students are expected to actively participate in the classroom as well as do
weekly assessable homework tasks. At this level, students are expected to
show initiative both in the classroom and project activities.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

This is a skills-based course and assessment is continuous throughout the
semester. There will be no final exam for this course.

( Projects 40%: report on research, demonstrate listening and speaking skills,
Skype Diary 20%: written reports on talks with Thai partner, Speaking 10%:
in-class conversations, Vocabulary 20%: 100+ business related words, Class
contribution 10%: questions/answers/discussion between teacher and
classmates)

◎－－－　テキスト　－－－◎

Gordenker, A., & Rucynski, J. (2015). Working in Japan- Video interviews with
14 professionals. Tokyo: Cengage Learning K.K.
ISBN 978-4-86312-248-2
Additional materials will be provided by the teacher or guidance given for
student’s own research.

◎－－－　参考書　－－－◎

978-4-　ISBN 86312-248-2

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

貿易特別講義C is a pre-requisite for this course. Commerce Faculty students
who have NOT successfully completed the pre-requisite within the last 12
months, contact the course teacher directly BEFORE REGISTERING for this
course. This is to check your English language level and ensure enrollment in
the most suitable class.
本講義を履修する前に「貿易特別講義Ｃ（International Communication
ProgramⅡ）」を履修しておくことが望ましいです。履修希望者で過去1
年以内に「貿易特別講義Ｃ（International Communication ProgramⅡ）」
を履修していない場合は、登録前に直接講義担当者に連絡して面接を受
けてください。この面接は、履修希望者の英語レベルを確認し、最も適
したクラスでの履修を確実にするためのものです。
　担当者のemail: young@fukuoka-u.ac.jp
 

Language skills require daily practice if there is to be genuine progress made.
Students are encouraged to build a relationship with their Thai partner and talk
with them on Skype outside of class hours. Additionally, links to online
resources will be provided to aid in listening practice.

The most effective learning technique for the majority is persistence and
regularity. Students should also monitor their own progress throughout the
semester, with the help of tools provided by the teacher, and ask for help at any
time they need it.  Personal responsibility is key for the success of each
individual student.

＊This class is limited to a maximum of 25 students. このクラスは２５人が上
限です。

※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目について」を参照
してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Course introduction & Skype information
2. Effective communication techniques review
3. Introduction to Thai partners & project topics
4. Exchange via skype
5. Exchange via skype: Vocabulary #1
6. Trade between Thailand and Japan
7. Barriers to beneficial trade
8. Exchange via skype
9. Exchange via skype
10. Exchange via skype, Vocabulary #2
11. Exchange via skype
12. Presentation: review structure
13. Presentations: delivery & aids
14. Presentations
15. Presentations & course evaluation

* The order of "exchange" classes may change  depending on each university's
schedule.

◎－－－　URL　－－－◎

2019貿易特別講義D:YOUNG
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp)



2019-4030000038-01貿易特別講義Ｄ「（International Communication ProgramⅡ）」

ヤング，シャーリー

◎貿易:A-1

1.Further develop student confidence to use their English in an authentic setting.　
(A-1)

2.Motivate students to use their own English by talking with a peer on topics of their
choice.　(A-1)

3.Through practical application, have students identify effective communication skills
that suit their own learning style. 　(A-1)

4.In English, make a presentation on a trade exchange between Japan and Thailand.　
(A-1)

5.To have students experience an international friendship.　(A-1)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。

◎商学:A-1

1.Further develop student confidence to use their English in an authentic setting.　
(A-1)

2.Motivate students to use their own English by talking with a peer on topics of their
choice.　(A-1)

3.Through practical application, have students identify effective communication skills
that suit their own learning style. 　(A-1)

4.In English, make a presentation on a trade exchange between Japan and Thailand.　
(A-1)

5.To have students experience an international friendship.　(A-1)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明すること
ができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案
することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出すること
ができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。



2019-4030000038-01貿易特別講義Ｄ「（International Communication ProgramⅡ）」

ヤング，シャーリー

◎経営:A-1

1.Further develop student confidence to use their English in an authentic setting.　
(A-1)

2.Motivate students to use their own English by talking with a peer on topics of their
choice.　(A-1)

3.Through practical application, have students identify effective communication skills
that suit their own learning style. 　(A-1)

4.In English, make a presentation on a trade exchange between Japan and Thailand.　
(A-1)

5.To have students experience an international friendship.　(A-1)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。
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2019-5010000366-02外書講読Ａ「（二部） 13台以前」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：火・二部２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

チョウ　ガイケイ

◎－－－　概要　－－－◎

本講義では、企業において人事関連の業務に従事してきた実務
経験を活かし、実際に携わった事例等を参考に、学生の皆さん
が直面する就職あるいは職場にかかわる問題の解決に必要な知
識や心構えについて講義します。
　本講義では、履修者が事前に配布された、人的資源管理に関
する英語の論文、記事、最新ニュースなどを抜粋した教材プリ
ントを音読し、翻訳する形で進めます。単なる英文の翻訳に留
まらず、各トピックの解説や討論を通して、これからの働き
方・生き方を主体的に考える力を養うことを目的としていま
す。
　日常生活ではあまり使わないような難しい単語と専門用語が
使われている英語文献を読むことは簡単なことではないかもし
れませんが、外国文章を読み続けるというせっかくの機会です
ので、始めることが大切です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

人的資源管理に関する英単語や概念を説明できる。(知識・理
解)

人的資源管理に関する論文・記事を翻訳し、その内容をわかり
やすく伝えられる。(知識・理解)

就業した際に職場で直面する問題の解決策を自ら考え提案する
ことができる。(技能)

「自らの働き方・生き方」を主体的に考える力を養う。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　外書講読は、専門科目であると同時に語学学習の側面ももっ
ています。履修者は、
①事前に配布されたプリントを和訳して予習しておくこと。
（90分）
②各トピックについてさらに理解を深めるため、各自が問題意
識を持って、関連資料を参考に復習しておくこと。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　評価基準としては、事前学習の程度や英文翻訳能力（英文和
訳の完成度）、授業への取り組みや、発言（各トピックについ
て自分の見解を明確に述べること）について、また授業内容に
ついてどの程度理解しているかを期末テストによって、総合的
に評価します。
　評価方法としては、事前学習の程度や英文翻訳能力
（60％）、授業への取り組みや発言（20％）、期末テスト
（20％）によって評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリントを配布します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・出席、予習、復習に努めてください。
・毎回英和辞典（電子辞書）を持参してください。

※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につ
いて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
第1回：ガイダンス
第2－3回：人的資源管理の諸機能
第4－5回：戦略的人的資源管理
第6－７回：持続的競争優位の源泉としての人的　　　　
　 資源管理
第8回：小テスト（期末テストの練習）
第9－10回：タレント・マネジメント
第11－12回：パフォーマンス・マネジメント
第13－14回：国際人的資源管理
第15回：期末テスト

（後期）
第1回：ガイダンス
第2－3回：教育訓練・能力開発
第4－5回：従業員満足と従業員エンゲージメント
第6－７回：コミットメント
第8回：小テスト（期末テストの練習）
第9－10回：モチベーション
第11－12回：リーダーシップ　
第13－14回：ワーク・ライフ・バランス
第15回：期末テスト



2019-5010000366-02外書講読Ａ「（二部） 13台以前」

チョウ　ガイケイ

◎商学

1.人的資源管理に関する英単語や概念を説明できる。　(A-1)

2.人的資源管理に関する論文・記事を翻訳し、その内容をわかりやすく伝えら
れる。　(A-2)

3.就業した際に職場で直面する問題の解決策を自ら考え提案することができ
る。　(B-2)

4.「自らの働き方・生き方」を主体的に考える力を養う。　(C-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-5010000362-02外書講読ＡⅠ「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・二部２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

チョウ　ガイケイ

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では、企業において人事関連の業務に従事してきた実
務経験を活かし、実際に携わった事例等を参考に、学生の皆さ
んが直面する就職あるいは職場にかかわる問題の解決に必要な
知識や心構えについて講義します。
　本講義では、履修者が事前に配布された、人的資源管理に関
する英語の論文、記事、最新ニュースなどを抜粋した教材プリ
ントを音読し、翻訳する形で進めます。単なる英文の翻訳に留
まらず、各トピックの解説や討論を通して、これからの働き
方・生き方を主体的に考える力を養うことを目的としていま
す。
　日常生活ではあまり使わないような難しい単語と専門用語が
使われている英語文献を読むことは簡単なことではないかもし
れませんが、外国文章を読み続けるというせっかくの機会です
ので、始めることが大切です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

人的資源管理に関する英単語や概念を説明できる。(知識・理
解)

人的資源管理に関する論文・記事を翻訳し、その内容をわかり
やすく伝えられる。(知識・理解)

就業した際に職場で直面する問題の解決策を自ら考え提案する
ことができる。(知識・理解)

「自らの働き方・生き方」を主体的に考える力を養う。(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

外書講読は、専門科目であると同時に語学学習の側面ももって
います。履修者は、
①事前に配布されたプリントを和訳して予習しておくこと。
（90分）
②各トピックについてさらに理解を深めるため、各自が問題意
識を持って、関連資料を参考に復習しておくこと。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　評価基準としては、事前学習の程度や英文翻訳能力（英文和
訳の完成度）、授業への取り組みや、発言（各トピックについ
て自分の見解を明確に述べること）について、また授業内容に
ついてどの程度理解しているかを期末テストによって、総合的
に評価します。
　評価方法としては、事前学習の程度や英文翻訳能力
（60％）、授業への取り組みや発言（20％）、期末テスト
（20％）によって評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリントを配布します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・出席、予習、復習に努めてください。
・毎回英和辞典（電子辞書）を持参してください。

※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につ
いて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
第1回：ガイダンス
第2－3回：人的資源管理の諸機能
第4－5回：戦略的人的資源管理
第6－７回：持続的競争優位の源泉としての人的　　　　
　 資源管理
第8回：小テスト（期末テストの練習）
第9－10回：タレント・マネジメント
第11－12回：パフォーマンス・マネジメント
第13－14回：国際人的資源管理
第15回：期末テスト



2019-5010000362-02外書講読ＡⅠ「（二部）」

チョウ　ガイケイ

◎商学:A-1

1.人的資源管理に関する英単語や概念を説明できる。　(A-1)

2.人的資源管理に関する論文・記事を翻訳し、その内容をわかりやすく伝えら
れる。　(A-1)

3.就業した際に職場で直面する問題の解決策を自ら考え提案することができ
る。　(A-1)

4.「自らの働き方・生き方」を主体的に考える力を養う。　(A-1)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-5010000363-02外書講読ＡⅡ「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・二部２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

チョウ　ガイケイ

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では、企業において人事関連の業務に従事してきた実
務経験を活かし、実際に携わった事例等を参考に、学生の皆さ
んが直面する就職あるいは職場にかかわる問題の解決に必要な
知識や心構えについて講義します。
　本講義では、履修者が事前に配布された、人的資源管理に関
する英語の論文、記事、最新ニュースなどを抜粋した教材プリ
ントを音読し、翻訳する形で進めます。単なる英文の翻訳に留
まらず、各トピックの解説や討論を通して、これからの働き
方・生き方を主体的に考える力を養うことを目的としていま
す。
　日常生活ではあまり使わないような難しい単語と専門用語が
使われている英語文献を読むことは簡単なことではないかもし
れませんが、外国文章を読み続けるというせっかくの機会です
ので、始めることが大切です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

人的資源管理に関する英単語や概念を説明できる。(知識・理
解)

人的資源管理に関する論文・記事を翻訳し、その内容をわかり
やすく伝えられる。(知識・理解)

就業した際に職場で直面する問題の解決策を自ら考え提案する
ことができる。(知識・理解)

「自らの働き方・生き方」を主体的に考える力を養う。(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　外書講読は、専門科目であると同時に語学学習の側面ももっ
ています。履修者は、
①事前に配布されたプリントを和訳して予習しておくこと。
（90分）
②各トピックについてさらに理解を深めるため、各自が問題意
識を持って、関連資料を参考に復習しておくこと。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　評価基準としては、事前学習の程度や英文翻訳能力（英文和
訳の完成度）、授業への取り組みや、発言（各トピックについ
て自分の見解を明確に述べること）について、また授業内容に
ついてどの程度理解しているかを期末テストによって、総合的
に評価します。
　評価方法としては、事前学習の程度や英文翻訳能力
（60％）、授業への取り組みや発言（20％）、期末テスト
（20％）によって評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリントを配布します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・出席、予習、復習に努めてください。
・毎回英和辞典（電子辞書）を持参してください。

※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につ
いて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（後期）
第1回：ガイダンス
第2－3回：教育訓練・能力開発
第4－5回：従業員満足と従業員エンゲージメント
第6－７回：コミットメント
第8回：小テスト（期末テストの練習）
第9－10回：モチベーション
第11－12回：リーダーシップ　
第13－14回：ワーク・ライフ・バランス
第15回：期末テスト



2019-5010000363-02外書講読ＡⅡ「（二部）」

チョウ　ガイケイ

◎商学:A-1

1.人的資源管理に関する英単語や概念を説明できる。　(A-1)

2.人的資源管理に関する論文・記事を翻訳し、その内容をわかりやすく伝えら
れる。　(A-1)

3.就業した際に職場で直面する問題の解決策を自ら考え提案することができ
る。　(A-1)

4.「自らの働き方・生き方」を主体的に考える力を養う。　(A-1)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-5010000373-01特別講義Ｂ「（二部）」（二部）

 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：木・二部１時限　　試験時間割：2019/07/25　夜１限　　

藤田　健二、古賀禎文

◎－－－　概要　－－－◎

広告会社の現場に携わっている講師が、
９０分完結で15回の講義や演習を行う。
内容は広告の現場ＡからＺまで。
マーケティングプランからコンセプトメイキング、
ＣＭ制作など実際の広告制作の過程や、
さらには海外の広告時流、メディア事情など
内容は毎回完結で多岐にわたる。
パワーポイントによる説明を多用し、
実際のテレビＣＭ等を見ながら、学ぶ形式。
・藤田はテレビCM制作などの現場に40年以上関わってきた。
・その経験を生かしたテレビCMなどの制作の発想法を講義す
ることで
　受講者は、広告成果の事例を学ぶことができる。　
・古賀は現在も広告会社のマーケティング部門の統括責任者。
・その経験を生かした企画書作成やマーケティング調査の実際
を講義することで
　受講者は、市場における広告戦略の事例を学ぶことができ
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

広告の基礎知識を身につけている。(知識・理解)

広告を通じて、社会の変化に関心を持ち、
その内容を説明できる状態にある。(知識・理解)

広告の課題解決手法を学ぶことで
解決すべき課題発見し、説明できる。(知識・理解)(知識・理
解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

 事前の学習は特に必要ないが、講義の中での重要な用語や概念
について、事後学習をしておくこと。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

広告コミュニケーションの現状を理解し、
広告の未来についても、自分なりの意見を述べることが
できるかを評価の基準とする。

評価の方法は定期試験（50％）
平常点及び演習のための提出物（50％）
を総合して、採点する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

 必要に応じて、講義のレジメを配布

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

 講義の順番に変更がある場合があります。その場合はあ
らかじめお知らせいたします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１回目　広告のいま（藤田）
２回目　広告の仕事と企画（古賀）
３回目　テレビＣＭのタグライン（藤田）
４回目　広告新潮流（藤田）
５回目　ＳＷＯＴ分析の事例（古賀）
６回目　 海外のテレビCM（藤田）
７回目　広告のプレゼンスキル（藤田）
８回目　企画と発想について（古賀）
９回目　コピーライティング演習（藤田）　　　
１０回目　ひとが動く次世代広告（藤田）
１１回目　生活者洞察という視点（古賀）
１２回目　コピーライティング演習（藤田）
１３回目　データから見るブランド論（藤田）
１４回目　プランニング企画書の作法（古賀）
１５回目　広告を越える広告（藤田）



2019-5010000373-01特別講義Ｂ「（二部）」（二部）

藤田　健二、古賀禎文

◎商学:A-1

1.広告の基礎知識を身につけている。(知識・理解)

広告を通じて、社会の変化に関心を持ち、
その内容を説明できる状態にある。(知識・理解)

広告の課題解決手法を学ぶことで
解決すべき課題発見し、説明できる。(知識・理解)　(A-1)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-5010000494-01ビジネスコミュニケーション「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・二部１時限　　試験時間割：2019/07/26　夜１限　　

岡　陽子

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では演習を中心に、異文化間でのビジネスを例にと
りながら、実際に貿易に携わるための基礎的なビジネス英語を
学びながらコミュニケーション能力を高めることが目的です。
　国際商取引では、さまざまなステークホルダーと時には同時
に対峙せねばならず、英語力のみならず、コミュニケーション
能力や判断能力が短時間の間に問われることも少なくありませ
ん。この授業では、実際にフォワーディング業務に長年携わっ
てきた実務経験を活かし、実際に携わった事例に加え、グロー
バルなビジネス世界において、国際商取引のしくみとその現場
において様々な媒体を想定した貿易書類、またさまざまなバッ
クグラウンドを持った人々とのビジネスにおける関わり方など
を実際のケーススタディや文書作成などの演習を通して学んで
いけるよう、実社会において必要な知識や心構えについての講
義と合わせて進めていきます。
　講義では、異文化コミュニケーション理論をベースに演習も
交え行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

異なる文化があることを意識し、物事を多面的に捉えることが
できる。(技能)

国際的な商取引に関する知識を活用し、取引を実行するために
必要なコミュニケーション能力を身につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　各授業回の内容は、随時Moodleにおいて公開されます。次回
の授業範囲を予習し、わからない言葉や専門用語などを調べて
おくこと。(60分)
　講義の初めに異文化理解またはビジネスコミュニケーション
に関する長文（英語）を配布します。
　講義を通して全員が読めるようになるまで毎回授業の最後に
読み合わせをしていきます。事前に定められたところを予習し
て参加することが必要になります。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準としては、講義の内容を正確・充分に理解し消化して
いるかを基準とします。評価方法は、授業内容全般の理解度を
計るための定期試験の結果（60％）、コミュニケーション能力
の進捗度を測るための課題（２～３回）（30％）、授業におけ
るディスカッションへの貢献度（10％）を総合的に勘案して判
定します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

配布プリント

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　配布プリントのほかにパワーポイントによる講義を行い
ます。ノートをしっかり取るようにしてください。また、
英和/和英辞書を持参ください。（電子機器可）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.授業概要説明　
2.ビジネスコミュニケーション概論
3.異文化コミュニケーション概論　①
4.異文化コミュニケーション概論　②
5.ビジネス文書（1)　Positive Emphasis
6.ビジネス文書（2)　Positive Emphasis
7.ビジネス文書（1)　Choosing the Right Word
8.ビジネス文書（2)　Choosing the Right Word
9-11.異文化コミュニケーションReading Material①
12-14.異文化コミュニケーションReading Material②
15.まとめ



2019-5010000494-01ビジネスコミュニケーション「（二部）」

岡　陽子

◎商学:B-3,C-2

1.異なる文化があることを意識し、物事を多面的に捉えることができる。　
(B-3)

2.国際的な商取引に関する知識を活用し、取引を実行するために必要なコミュ
ニケーション能力を身につける。　(C-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-5010003411-01ビジネスコミュニケーション実務ⅠＡ「（二部） 16台以前」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・二部１時限　　試験時間割：2019/07/26　夜１限　　

岡　陽子

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では演習を中心に、異文化間でのビジネスを例にと
りながら、実際に貿易に携わるための基礎的なビジネス英語を
学びながらコミュニケーション能力を高めることが目的です。
　国際商取引では、さまざまなステークホルダーと時には同時
に対峙せねばならず、英語力のみならず、コミュニケーション
能力や判断能力が短時間の間に問われることも少なくありませ
ん。この授業では、実際にフォワーディング業務に長年携わっ
てきた実務経験を活かし、実際に携わった事例に加え、グロー
バルなビジネス世界において、国際商取引のしくみとその現場
において様々な媒体を想定した貿易書類、またさまざまなバッ
クグラウンドを持った人々とのビジネスにおける関わり方など
を実際のケーススタディや文書作成などの演習を通して学んで
いけるよう、実社会において必要な知識や心構えについての講
義と合わせて進めていきます。
　講義では、異文化コミュニケーション理論をベースに演習も
交え行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

異なる文化があることを意識し、物事を多面的に捉えることが
できる。(技能)

国際的な商取引に関する知識を活用し、取引を実行するために
必要なコミュニケーション能力を身につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　各授業回の内容は、随時Moodleにおいて公開されます。次回
の授業範囲を予習し、わからない言葉や専門用語などを調べて
おくこと。(60分)
　講義の初めに異文化理解またはビジネスコミュニケーション
に関する長文（英語）を配布します。
　講義を通して全員が読めるようになるまで毎回授業の最後に
読み合わせをしていきます。事前に定められたところを予習し
て参加することが必要になります。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準としては、講義の内容を正確・充分に理解し消化して
いるかを基準とします。評価方法は、授業内容全般の理解度を
計るための定期試験の結果（60％）、コミュニケーション能力
の進捗度を測るための課題（２～３回）（30％）、授業におけ
るディスカッションへの貢献度（10％）を総合的に勘案して判
定します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

配布プリント

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　配布プリントのほかにパワーポイントによる講義を行い
ます。ノートをしっかり取るようにしてください。また、
英和/和英辞書を持参ください。（電子機器可）。
　「ビジネスコミュニケーション実務IA」、「ビジネスコ
ミュニケーション実務IB」は継続しており両方履修して完
結するように編成しております。続けて履修することが望
ましいと考えます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.授業概要説明　
2.ビジネスコミュニケーション概論
3.異文化コミュニケーション概論　①
4.異文化コミュニケーション概論　②
5.ビジネス文書（1)　Positive Emphasis
6.ビジネス文書（2)　Positive Emphasis
7.ビジネス文書（1)　Choosing the Right Word
8.ビジネス文書（2)　Choosing the Right Word
9-11.異文化コミュニケーションReading Material①
12-14.異文化コミュニケーションReading Material②
15.まとめ



2019-5010003411-01ビジネスコミュニケーション実務ⅠＡ「（二部） 16台以前」

岡　陽子

◎商学

1.異なる文化があることを意識し、物事を多面的に捉えることができる。　
(B-3)

2.国際的な商取引に関する知識を活用し、取引を実行するために必要なコミュ
ニケーション能力を身につける。　(C-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-5010003412-01ビジネスコミュニケーション実務ⅠＢ「（二部） 16台以前」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・二部１時限　　試験時間割：2020/01/24　夜１限　　

岡　陽子

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では演習を中心に、異文化間でのビジネスを例にと
りながら、実際に貿易に携わるための基礎的なビジネス英語を
学びながらコミュニケーション能力を高めることが目的です。
　国際商取引では、さまざまなステークホルダーと時には同時
に対峙せねばならず、英語力のみならず、コミュニケーション
能力や判断能力が短時間の間に問われることも少なくありませ
ん。この授業では、実際にフォワーディング業務に長年携わっ
てきた実務経験を活かし、実際に携わった事例に加え、グロー
バルなビジネス世界において、国際商取引のしくみとその現場
において様々な媒体を想定した貿易書類、またさまざまなバッ
クグラウンドを持った人々とのビジネスにおける関わり方など
を実際のケーススタディや文書作成などの演習を通して学んで
いけるよう、実社会において必要な知識や心構えについての講
義と合わせて進めていきます。
　講義では、実際に貿易実務において使用されている書類の読
解力と作文力を身につけていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

異なる文化があることを認識し、多面的にものごとを捉えるこ
とができる。(技能)

国際的な商取引に関する知識を活用し、取引を実行するために
必要なコミュニケーション能力を身につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　各授業回の内容は、随時Moodleにおいて公開されます。次回
の授業範囲を予習し、わからない言葉や専門用語などを調べて
おくこと。(60分)
　講義の初めに異文化理解またはビジネスコミュニケーション
に関する長文（英語）を配布します。
　講義を通して全員が読めるようになるまで毎回授業の最後に
読み合わせをしていきます。事前に定められたところを予習し
て参加することが必要になります。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準としては、講義の内容を正確・充分に理解し消化して
いるかを基準とします。評価方法は、授業内容全般の理解度を
計るための定期試験の結果（60％）、コミュニケーション能力
の進捗度を測るための課題（２～３回）（30％）、授業におけ
るディスカッションへの貢献度（10％）を総合的に勘案して判
定します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

配布プリント

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　配布プリントのほかにパワーポイントによる講義を行い
ます。ノートをしっかり取るようにしてください。また、
英和/和英辞書を持参ください。（電子機器可）。
　「ビジネスコミュニケーション実務IA」、「ビジネスコ
ミュニケーション実務IB」は継続しており両方履修して完
結するように編成しております。続けて履修することが望
ましいと考えます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.後期授業概要説明
2.貿易に関する英語・歴史・変遷・流れ①　
3.貿易に関する英語・歴史・変遷・流れ②　
4.輸出入書類の読み方 (1)
5.輸出入書類の読み方 (2)
6.輸出入書類の読み方 (3)
7.輸出入書類の読み方 (4)
8.輸出入書類の読み方 (5)
9.輸出入書類の読み方 (6)
10.ロールプレイにより書類作成(1)
11.ロールプレイにより書類作成(2)
12.ロールプレイにより書類作成(3)
13-14.ビジネス/異文化コミュニケーション
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岡　陽子

◎商学

1.異なる文化があることを認識し、多面的にものごとを捉えることができる。
　(B-3)

2.国際的な商取引に関する知識を活用し、取引を実行するために必要なコミュ
ニケーション能力を身につける。　(C-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。


