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経営学入門

授業科目名

児山俊行

担当教員名

1年

学年・コース等

開講時期

前期

単位数

2

講義

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
まず「経営学」とは何かについて基本的な理解をする。その上で、現代の企業経営の様々な活動の特徴とその裏にある仕組みについての基礎知
識を習得していく。その際、現代的事例を取り扱うが、あくまで今まで発展してきた経営学の流れに沿って行う（経営理念、経営組織、経営戦
略、マーケティング、生産、労働、日本的経営、ベンチャー・中小企業、イノベーション、サステナビリティ経営、ソーシャルビジネ
ス等）。現代における企業や社会が直面する諸課題をマネジメント的に解決していく可能性について理解を深める。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

企業経営の具体的事例を通じての様々な動
態の理解。

経営事象を考察する際に必要な基本的素
養の習得。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

組織活動で生じる様々な矛盾とその解決。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業態度

： 授業への集中度や質疑応答などの積極性で評価する。
10％

授業レポート

： 授業内容の基本的把握の度合いにより評価する。
45％

課題レポート

： 論者の内容把握と授業目的との関連付けで評価する。
15％

試験（筆記）

： 授業内容全体の理解度やそれを踏まえた考察度合いで評価する。
30％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
必要に応じて、その都度紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日以外の昼休み

場所：

担当教員の研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーションー大阪成蹊大学で経営学/マネジメン
トを学ぶ意義について

1

日独米での「経営学」の始まりについ
て調べ整理する。

4時間

2101
「大阪」「成蹊」「大学」「経営学/マネジメント」のそれぞれ
の意味を理解し、この大学で経営学/マネジメントを学ぶ意義に
ついて確認する。
第2回

経営哲学・経営理念
何のための企業経営かを考える。

第3回

経営組織
企業での組織のあり方を事例を通して学ぶ。

第4回

経営戦略
企業戦略や事業戦略について事例を通して学ぶ。

「経営」と「経済」の違いを調べ明確にでき
る。

4時間

「経営組織論」の歴史と特徴を調べ整理す
る。

4時間

ある業界の有名企業の経営戦略つい
て調べ違いに応じて整理する。

4時間

第5回

ベンチャー・ビジネス
「起業家精神」について事例を通して学ぶ。

有名企業の創業について調べ整理する。

4時間

第6回

人的資源管理
企業での人材活用について事例を通じて学ぶ。

「管理（論）」の歴史を調べ整理する。

4時間

第7回

マーケティング

「マーケティング」の定義について調べ整
理する。

4時間

「ガバナンス」の仕組みについて調べ特
徴を把握する。

4時間

「ジャストインタイム」方式について歴
史を調べ特徴を把握する。

4時間

ＩＣＴやＡＩ、ＩoＴの最新事例を調べ整理す
る。

4時間

有名企業の謳う社会貢献について調べ整理す
る。

4時間

日本企業のアジアシフトの歴史と現在につい
て調べ整理する。

4時間

ユニークな技術やデザインによるヒット製
品について調べ分野ごとに整理する。

4時間

有名な社会起業家について調べ分野ごとに整
理する。

4時間

開発商品がスムーズに売れて顧客を満足させる仕組みづくりを事
例を通じて学ぶ。
第8回

管理会計
企業の資金調達から経営計画策定、目標達成のコントロー
ルに至る仕組みを事例を通じて学ぶ。

第9回

生産管理
技術革新や生産方式、市場ニーズに応じて発展してきた生産管
理を事例を通じて学ぶ。

第10回

情報管理
情報ネットワークのあり方を、ＩＣＴやＡＩ、ＩoＴなどの近
年の発展を踏まえ事例を通じて学ぶ。

第11回

CSR・サステナビリティ経営
企業の社会的責任を確認し、企業と社会が持続的に発展していく
ための条件を事例を通じて学ぶ。

第12回

国際経営
経営のグローバル化の歴史と現在の展開について事例を通じ
て学ぶ。

第13回

イノベーション
革新的な技術・デザインによる商品開発について事例を通じ
て学ぶ。

第14回

ソーシャルビジネス
社会問題をビジネス的手法で解決する企業・事業のアプローチに
ついて事例を通じて学ぶ。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

経営学入門
古川拓也
1年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
「マネジメント」とは何か,企業経営の全体像についての理解を行い,その上で,経営学とはどのような学問かについて考えます。次いで,経営
学の基礎的な概念･知識として,企業･会社の種類や特徴･機能,企業と資本･労働の関わり,企業と製品・サービス市場の関わり,競争戦略,多角
化,国際化,組織やリーダーシップなどの重要事項について,その基本を理解します。本講義の中で,現代において企業が果たしている役割と課
題について考え,理解を深めます。講義の中では,具体的な企業の事例や最新の動向等を解説するとともに質問も行います。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

社会の様々な現象の中で、経営学に関わる現
象を観察し、企業の役割や機能を理解する

社会を観察する際に、経営学の視点から物
事を考えることができるようになる。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

マネジメントや企業経営に関する基本的な知
識・理論の理解

マネジメントや企業経営に関する基本的な事
項や問題について、その主要なポイントや論
点を理解し説明できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

マネジメントや企業経営に関わる重要な問
題を、自分なりの見方やアイディアで発
見し、その解決案等を考えることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として規定以上出席が無ければ評価しない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

振り返りレポート

： 独自のルーブリックで評価します。
50％

理解度確認

： 講義の内容を適切に理解できているか否かで評価します。
10％

最終レポート
40％

： 講義全体の内容を適切に理解し、自身の言葉で表現できているか等、独自のルーブリックで評価し
ます。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
藤田誠（2017）『経営学入門』中央経済社
片岡信之・齋藤毅憲他（2015)『はじめて学ぶ人のための経営学 ver.3』文眞堂
榊原清則（2013）『経営学入門（上）』日本経済新聞出版社
榊原清則（2013）『経営学入門（下）』日本経済新聞出版社
高橋伸夫（2007）『コア・テキスト経営学入門』新世社
その他は適宜紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日1・2限（9：00～12：00）

場所：

授業教室の予定

備考・注意事項： オフィスアワーに限らず、いつでも訪問可能です。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

経営学の全体像
経営学とは何かについて、生活の中で身近な企業の例を交えなが
ら経営学の全体像を理解します。

第2回

企業と会社
会社とは何か、その歴史、会社の種類、株式会社の特徴や重要
点などについて学びます。

第3回

企業と金融資本・労働市場との関わり
企業にとっての金融資本との関わり（借金や株式の上場な
ど）、労働市場との関わり（採用・雇用・労働条件など）、それ
らの日本的な特徴点などについて学びます。

第4回

企業と製品・サービス市場との関わり
経営戦略とは何か、事業レベルの戦略と全社レベルの戦
略の違い、経営戦略の実行とは何かについて学びます。

第5回

競争戦略のマネジメント（基本的な考え方）
競争戦略とは何か、他社との違いの意義、自社にとって有
利な違いをどうやって作るかなどの事項を学びます。

第6回

競争戦略のマネジメント（3つの基本戦略）
競争戦略の代表的な3つである、コストリーダーシップ戦略、差
別化戦略、集中戦略のそれぞれについての特徴や重要点を学びま
す。

第7回

多角化戦略のマネジメント
多角化とは何か、M&A（合併・買収）と戦略的提携の基本事
項や重要点について学びます。

第8回

国際化のマネジメント
企業活動の国際化とは何か、なぜ国際化するのか、国際経営の重
要点・課題などについて、典型的な国際企業の事例も挙げつ
つ学びます。

第9回

マクロ組織のマネジメント
組織の構造の考え方と種類、特別な種類の組織（タスクフォー
ス、戦略的ビジネスユニット（SBU）、社内ベンチャーなど）に
ついてその特徴と重要点を学びます。

第10回

ミクロ組織のマネジメント
組織のメンバーの欲求とインセンティブ（報酬）、リーダーシッ
プやリーダーのあり方などについて学びます。

第11回

キャリアデザイン
キャリアデザインとは何か、採用・就職・転職などについて重要
点を学びます。

第12回

ファミリービジネスのマネジメント
ファミリービジネスとは何か、その概況、特徴、長所や課題など
について学びます。

第13回

非営利組織のマネジメント
企業とは異なる「非営利組織」とは何か、病院などを事例として
その組織の特徴や重要点などを学びます。

第14回

本講義のまとめ（マネジメントに関する重要事項の復習）
本講義で取り上げた重要項目について、各講義を振り返りなが
ら、特に重要な点を再度解説し学びます。

4

講義の内容や講義中の解説、参考資料(映像資
料や配布資料を含む)で復習し、経営学とはど
んな学問かに関する理解を深めます。

4時間

興味関心のある企業の歴史や概要につい
て調べまとめる

4時間

具体的に企業がどの様に資金・人材を調達し
ているのか調べること

4時間

具体的に企業がどの様な戦略をもって事
業を行っているのか調べまとめること

4時間

歴史ある企業はどの様にして生き残ってきた
のか、調べてくること。

4時間

ヒット商品がなぜ生まれるのか、そのメカニ
ズムについて考察してくること。

4時間

合併・買収に関するニュースを読み、企業が
なぜ合併・買収するのかについて考えてくる
こと。

4時間

国際化・グローバル展開している企
業を調べ、その概要をまとめてくること。

4時間

自身が所属する組織、これまで所属してい
た組織の特徴を振り返っておくこと。

4時間

組織メンバーの動機づけを高めるため
に、リーダーは何をしなければならないの
か。まとめてくること。

4時間

自身のキャリアデザインについて、予めイ
メージしてくること。

4時間

ファミリービジネス、同族経営をキーワー
ドにその概要をまとめてくること。

4時間

”非営利”組織についてまとめて理解してく
ること。

4時間

これまでの講義の振返りを行っておくこと。

4時間
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経営学入門

授業科目名

児山俊行

担当教員名

1年

学年・コース等

開講時期

前期

単位数

2

講義

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
まず「経営学」とは何かについて基本的な理解をする。その上で、現代の企業経営の様々な活動の特徴とその裏にある仕組みについての基礎知
識を習得していく。その際、現代的事例を取り扱うが、あくまで今まで発展してきた経営学の流れに沿って行う（経営理念、経営組織、経営戦
略、マーケティング、生産、労働、日本的経営、ベンチャー・中小企業、イノベーション、サステナビリティ経営、ソーシャルビジネ
ス等）。現代における企業や社会が直面する諸課題をマネジメント的に解決していく可能性について理解を深める。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

企業経営の具体的事例を通じての様々な動
態の理解。

経営事象を考察する際に必要な基本的素
養の習得。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

組織活動で生じる様々な矛盾とその解決。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業態度

： 授業への集中度や質疑応答などの積極性で評価する。
10％

授業レポート

： 授業内容の基本的把握の度合いにより評価する。
45％

課題レポート

： 論者の内容把握と授業目的との関連付けで評価する。
15％

試験（筆記）

： 授業内容全体の理解度やそれを踏まえた考察度合いで評価する。
30％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
必要に応じて、その都度紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日以外の昼休み

場所：

担当教員の研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーションー大阪成蹊大学で経営学/マネジメン
トを学ぶ意義について

5

日独米での「経営学」の始まりについ
て調べ整理する。

4時間

2104
「大阪」「成蹊」「大学」「経営学/マネジメント」のそれぞれ
の意味を理解し、この大学で経営学/マネジメントを学ぶ意義に
ついて確認する。
第2回

経営哲学・経営理念
何のための企業経営かを考える。

第3回

経営組織
企業での組織のあり方を事例を通して学ぶ。

第4回

経営戦略
企業戦略や事業戦略について事例を通して学ぶ。

「経営」と「経済」の違いを調べ明確にでき
る。

4時間

「経営組織論」の歴史と特徴を調べ整理す
る。

4時間

ある業界の有名企業の経営戦略つい
て調べ違いに応じて整理する。

4時間

第5回

ベンチャー・ビジネス
「起業家精神」について事例を通して学ぶ。

有名企業の創業について調べ整理する。

4時間

第6回

人的資源管理
企業での人材活用について事例を通じて学ぶ。

「管理（論）」の歴史を調べ整理する。

4時間

第7回

マーケティング

「マーケティング」の定義について調べ整
理する。

4時間

「ガバナンス」の仕組みについて調べ特
徴を把握する。

4時間

「ジャストインタイム」方式について歴
史を調べ特徴を把握する。

4時間

ＩＣＴやＡＩ、ＩoＴの最新事例を調べ整理す
る。

4時間

有名企業の謳う社会貢献について調べ整理す
る。

4時間

日本企業のアジアシフトの歴史と現在につい
て調べ整理する。

4時間

ユニークな技術やデザインによるヒット製
品について調べ分野ごとに整理する。

4時間

有名な社会起業家について調べ分野ごとに整
理する。

4時間

開発商品がスムーズに売れて顧客を満足させる仕組みづくりを事
例を通じて学ぶ。
第8回

管理会計
企業の資金調達から経営計画策定、目標達成のコントロー
ルに至る仕組みを事例を通じて学ぶ。

第9回

生産管理
技術革新や生産方式、市場ニーズに応じて発展してきた生産管
理を事例を通じて学ぶ。

第10回

情報管理
情報ネットワークのあり方を、ＩＣＴやＡＩ、ＩoＴなどの近
年の発展を踏まえ事例を通じて学ぶ。

第11回

CSR・サステナビリティ経営
企業の社会的責任を確認し、企業と社会が持続的に発展していく
ための条件を事例を通じて学ぶ。

第12回

国際経営
経営のグローバル化の歴史と現在の展開について事例を通じ
て学ぶ。

第13回

イノベーション
革新的な技術・デザインによる商品開発について事例を通じ
て学ぶ。

第14回

ソーシャルビジネス
社会問題をビジネス的手法で解決する企業・事業のアプローチに
ついて事例を通じて学ぶ。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

経営学入門
菅文彦
1年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
企業経営の全体像についての理解を行い,その上で経営学とはどのような学問かについて考えます。次いで,経営学の基礎的な概念･知識とし
て,企業･会社の種類や特徴･機能,企業と資本･労働の関わり,企業と製品・サービス市場の関わり,競争戦略,多角化,国際化,組織やリーダーシッ
プなどの重要事項について,その基本を理解します。本講義の中で,現代において企業が果たしている役割と課題について考え,理解を深めま
す。講義の中では,具体的な企業の事例や最新の動向等を解説するとともにディスカッションも行います。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

経営学に関する基本的な知識習得

経営学に関する基本的な事項や問題につい
て、その主要なポイントや論点を理解し説
明できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

経営に関わる重要な問題を、自分なりの見
方やアイディアで発見し、その解決案
等を考えることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

ミニレポート

： 出題時の課題テーマに沿った内容であるか、文章力、論理性などをもとに評価します。
30％

期末試験

： 経営学に関する問題を出題し、理解度や記述の論理性を基準に評価します。
70％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
藤田誠（2017）『経営学入門』中央経済社
片岡信之・齋藤毅憲他（2015)『はじめて学ぶ人のための経営学 ver.3』文眞堂
榊原清則（2013）『経営学入門（上）』日本経済新聞出版社
榊原清則（2013）『経営学入門（下）』日本経済新聞出版社
高橋伸夫（2007）『コア・テキスト経営学入門』新世社

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜2限

場所：

研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
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第1回

経営学の全体像
経営学とはどのような学問なのか、その研究の対象や他の学問と
の違いや関係について学びます。

第2回

企業とは何か
企業とは何か、その発祥と歴史的展開過程、定義、社会的役
割や存在意義、法人形態などについて学びます。

第3回

企業と金融資本・労働市場との関わり
企業にとっての金融資本との関わり（資金調達など）、労働市
場との関わり（採用・雇用・労働条件など）について学びます。

第4回

企業と製品・サービス市場との関わり
経営戦略とは何か、事業レベルの戦略と全社レベルの戦
略の違い、経営戦略の実行とは何かについて学びます。

第5回

競争戦略
競争戦略に関して、構造的に収益性が高い業界と低い業界の違い
とその要因について理解を深めます。

第6回

競争戦略（3つの基本戦略）
競争戦略に関して、コストリーダーシップ戦略、差別化戦略、集
中戦略についての特徴や重要点、企業経営における実践例を学び
ます。

第7回

多角化戦略
多角化とは何か、合併・買収や戦略的提携の基本事項や重要点に
ついて学びます。

第8回

国際化戦略
企業活動の国際化とは何か、なぜ国際化するのか、国際経営の重
要点・課題などについて、典型的な国際企業の事例も挙げつ
つ学びます。

第9回

マクロ組織のマネジメント
組織の構造の考え方と種類、特別な種類の組織（タスクフォー
ス、戦略的ビジネスユニット（SBU）、社内ベンチャーなど）に
ついてその特徴と重要点を学びます。

第10回

ミクロ組織のマネジメント
組織のメンバーの欲求とインセンティブ（報酬）、リーダーシッ
プやリーダーのあり方などについて学びます。

第11回

キャリアデザイン
キャリアデザインとは何か、採用・就職・転職などについて重要
点を学びます。

第12回

ファミリービジネスのマネジメント
ファミリービジネスとは何か、その概況、特徴、長所や課題など
について学びます。

第13回

非営利組織のマネジメント
企業とは異なる「非営利組織」とは何か、NPOや学校、病院など
を事例としてその組織の特徴や重要点などを学びます。

第14回

総括：経営学に関する重要事項の復習
本講義で取り上げた重要項目につき、特に重要な点を再度解説し
て学びます。
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講義の内容や講義中の解説、参考資料(映像資
料や配布資料を含む)で復習し、経営学とはど
んな学問かに関する理解を深めること。

4時間

興味関心のある企業の歴史や概要につい
て調べまとめること。

4時間

具体的に企業がどのように資金・人材を調
達しているのか調べること。

4時間

具体的に企業がどの様な戦略をもって事
業を行っているのか調べまとめること。

4時間

歴史ある企業はどのようにして生き残ってき
たのか、調べてくること。

4時間

ヒット商品がなぜ生まれるのか、そのメカ ニ
ズムについて考察してくること。

4時間

合併・買収に関するニュースを読み、企業が
なぜ合併・買収するのかについて考え てくる
こと。

4時間

国際化・グローバル展開している企
業を調べ、その概要をまとめてくること。

4時間

自身が所属する組織、これまで所属してい
た組織の特徴を振り返っておくこと。

4時間

組織メンバーの動機づけを高めるため
に、リーダーは何をしなければならないの
か。まとめてくること。

4時間

自身のキャリアデザインについて、予めイ
メージしてくること。

4時間

ファミリービジネス、同族経営をキーワー
ドにその概要をまとめてくること。

4時間

講義の内容を復習し、非営利組織に関する理
解を深める。

4時間

講義の内容を復習し、経営学全般に関する理
解を深める。

4時間

2112

221

経営情報論/マネジメントインフォメーション

授業科目名

稲村昌南

担当教員名

2年以上

学年・コース等

開講時期

後期

単位数

2

講義

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
企業における情報化の進展は著しく、もはや情報や情報通信技術（ICT）なくしてはビジネスが成り立たない時代となっています。また、近年で
は様々なモノがインターネットとつながることで新たなサービスの可能性が広がっています。そうした背景を踏まえ、本授業では企業経
営の中にどのように情報やICTが導入されていったかという歴史的経緯を振り返るとともに、ネット・ビジネスやイノベーション、ビッグデー
タなどの今日的なキーワードを取り上げることで、経営と情報の関係性について概略的に理解することを目的とします。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

経営情報の基礎知識

経営と情報の関係を理解し、ビジネスにおけ
る情報とICTの役割について概略的に説明で
きる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

物事の因果関係をとらえ、背後にある課
題や本質を見極めることができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可となることがある。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

毎回の課題
30％
期末試験
70％

： 授業内容を踏まえた記述であれば1点とし、そこに「論理性」と「簡潔性」を備えていれば2点とす
る。授業内容に関係のない記述の場合は0点となる。
： ビジネスにおける情報やICTの利活用に関する問題を出題し、「経営情報の基礎的内容を理解して
いるか」、「出題内容に関して論理的かつ簡潔に記述できているか」の2点から評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
遠山 暁・村田 潔・岸 眞理子著『経営情報論

新版』有斐閣アルマ。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日3時間目

場所：

西館3階45研究室

備考・注意事項： classroom上での連絡も可能
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

経営情報とは？

今日の社会で求められる情報化人材、イノ
ベーション人材とはどのような人材か、いく
つかのポイントを抽出します
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4時間

2112
経営情報の学問的特徴と、経営情報を学ぶ意義について考えま
す。
第2回

情報社会とは？
社会の情報化を示すいくつかのデータや現象から「なぜいま情報
社会というのか」という疑問を解決します。

第3回

情報の特質
モノと比較することで情報の特質を浮き彫りにするとともに、そ
の特質が企業経営に与えるインパクトについて考えます。

第4回

経営情報の基礎理論①－情報と意思決定－
情報や情報システムが経営資源の1つとしてその重要性を高め
た理由について、経営学の理論の１つである意思決定論との関わ
りから考えます。

第5回

経営情報の基礎理論②－情報と企業進化－
生物学の考え方を取り入れることで、企業が情報や情報システ
ムを必要としているという根拠を探ります。

第6回

企業活動と情報
企業の活動をシンプルにモデル化するとともに、情報の役割を関
連付けることで、企業経営と情報の関係を概略的に理解します。

第7回

経営情報システムの変遷①－EDPSとMIS－
コンピュータが企業経営に導入されて半世紀が経過しようとして
います。今回は、初期の情報システムに期待された役割につい
て学びます。

第8回

経営情報システムの変遷②－DSS－
管理者（マネジャー）に適切な情報を提供し、彼らの意思決
定を支援するためのシステムとして開発された意思決定支援シス
テムについて理解します。

第9回

経営情報システムの変遷③－オフィス情報システム－
オフィスにおける情報化が進展した背景について理解するととも
に、実際に活用されているオフィスツールについて学びます。

第10回

ネット・ビジネス
今日の経済の１つの牽引役ともなっているネット・ビジネスにつ
いて、その経済的効果と課題について学びます。

第11回

ビッグ・データ
インターネット上に蓄積されている大量のデータを社会・経
済の問題解決に役立てることを目的とする「ビッグ・データ」に
ついて理解します。

第12回

ICTとイノベーション戦略

今日のインターネット環境が企業のイノベーション戦略に与え
る影響について学びます。また、IoT（Internet of
Things）と呼ばれるモノ（製品）とインターネットがつながるこ
とによる新たなサービスの可能性についても理解します。
第13回

オープンイノベーションとモジュール化
製品の構造に起きているモジュール化という変化と前回学ん
だオープン・イノベーションとの関連について理解します。

第14回

モジュール化がもたらすビジネスへの影響

コンピュータ業界で起きた実際の出来事を基にモジュー
ル化が与えるビジネスへのインパクトについて理解します。
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産業構造の変化とソフト化率の向上が社
会の情報化とどのようにかかわっているの
か整理します

4時間

無形資産や知的財産が現在の企業経営にとっ
てどのような意味を持つのか整理します

4時間

組織の意思決定とは何か、意思決定におけ
る情報の役割とは何か整理します

4時間

企業が進化するとはどういうことか、そこで
の情報の役割とは何か整理します

4時間

企業における情報の流れとそれぞれの情
報の業務上の役割について整理します

4時間

組織（企業）の管理階層における情報ニー
ズの違いと経営情報システムに期待される役
割について整理します

4時間

組織における意思決定の類型とDSSが支援すべ
き意思決定について整理します

4時間

オフィスにおける様々な支援ツールの役
割と働き方の変化について整理します

4時間

ネット・ビジネス特有のビジネスモデルのあ
り方と今後のネット・ビジネスの課題につい
て整理します

4時間

ビッグ・データの特徴とビジネス利用の可能
性について整理します

4時間

日本的な閉じた関係性の中で行われる製品開
発と欧米を中心としたオープンや関係
性の中で行われる製品開発の違いについて整
理します

4時間

企業間のオープンな関係性を構築するうえ
でキーワードとなっているモジュール化とは
どのような考え方かを整理します

4時間

家電業界を中心に進展しているモジュー
ル化の波がビジネスにどのような影響を与え
るのか、競争のあり方の変化を中心に整理し
ます

4時間

2121

221

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

ビジネス会計Ⅰ
笠岡恵理子
1年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
簿記とは、企業が行う経済活動を貨幣額で認識、測定し、帳簿に記録した上で、財務諸表を作成するための技術のことを指す。簿記の目
的は、企業の経済活動を記録することおよび企業の財政状態および経営成績を明らかにすることである。簿記システムから得られた情報は、企
業経営者が経営管理を行う場合、債権者が企業への融資を判断する場合等、様々な場面で利用され、利害関係者が意思決定を行う際に非常に重
要な役割を果たしている。従って、このように重要な情報がどのような仕組みを通して作成されているのかを本講義では学習していく。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

財務諸表の社会的役割について理解する。

貸借対照表および損益計算書を構成する勘定
科目を把握し、そこから得られる情報につい
て読み取る力を養う。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

それぞれの取引を適切に仕訳し、試算表、精
算表および財務諸表の流れまで理解する。

企業が行う経済活動を認識、測定し、帳
簿に記録した上で、財務諸表を作成すること
ができる。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

与えられた課題をやり遂げる力を身に付ける
ことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
課題は主として問題集からページを指定して与えます。授業時間内に巡回し、個人の進度を確認します。また、授業中に確認テストも行い
ます。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題の期限内提出

： 課題の期限内の提出とその内容により評価を行う。
30％

小テスト

： 授業中内に行う小テストにより、授業中に学んだことの理解に対する評価を行う。
30％

期末テスト
40％

： 企業が行う経済活動を認識、測定し、帳簿に記録した上で、財務諸表を作成することができるかど
うかを評価する。

使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社

出版年

TAC株式会社（簿記検定講座）編著・

『よくわかる簿記シリーズ 合 ・ TAC株式会社
格テキスト 日商簿記3級 商業
簿記Ver.13.0』

出版事業部

・

2022 年

TAC株式会社（簿記検定講座）編著・

『よくわかる簿記シリーズ 合
格トレーニング 日商簿
記3級 商業簿記Ver.13.0』

出版事業部

・

2022 年

・ TAC株式会社

参考文献等
滝澤ななみ『みんなが欲しかったシリーズ
部、2022年。

みんなが欲しかった簿記の教科書
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履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
場所：

月曜2限目
個人研究室（西館２F)

備考・注意事項： 質問はメールでも受け付けます。
メールアドレスは第1回目の授業時に連絡します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、簿記の基礎

会計の原理および簿記の仕組みについて理解する。
第2回

日常の手続き、商品売買I（三分法、分記法）
簿記上の取引を理解し、仕訳ができるようにする。総勘定元帳へ
の転記と試算表、貸借対照表と損益計算書の作成までの簿記の一
巡の手続きを理解する。

第3回

商品売買II（掛取引、手付金、商品券）
三分法による様々な商品売買の仕訳、現金取引と掛取引を理解す
る。

貸借対照表と損益計算書の役割、ひ
な形を覚える。勘定科目とグループを理
解し、暗記する。テキストおよびトレーニン
グのテーマ１を読み、問題を解く。

4時間

テキストおよびトレーニングにおけるテー
マ2および3を読み、問題を解く。

4時間

テキストおよびトレーニングにおけるテー
マ3を読み、問題を解く。

4時間

第4回

商品売買III（返品、諸掛り、売掛金・買掛金元帳、商品有高
帳）
返品時の処理を理解し、仕訳ができるようにする。売掛金・買掛
金元帳および商品有高帳の記帳の仕方を理解する。

テキストおよびトレーニングにおけるテー
マ4を読み、問題を解く。

4時間

第5回

現金・預金、小口現金

テキストおよびトレーニングにおけるテー
マ５および6を読み、問題を解く。

4時間

テキストおよびトレーニングにおけるテー
マ7および8を読み、問題を解く。

4時間

テキストおよびトレーニングにおけるテー
マ9および10を読み、問題を解く。

4時間

テキストおよびトレーニングにおけるテー
マ11を読み、問題を解く。

4時間

テキストおよびトレーニングにおけるテー
マ12を読み、問題を解く。

4時間

テキストおよびトレーニングにおけるテー
マ13を読み、問題を解く。

4時間

テキストおよびトレーニングにおけるテー
マ14および30を読み、問題を解く。

4時間

テキストにおけるテーマ15を読み、トレーニ
ング問題15－1を解く。

4時間

テキストにおけるテーマ15を読み、トレーニ
ング問題15－2を解く。

4時間

配布資料より各指標の算定方法とこれらの指
標により企業の財政状態や経営成績における
どのようなことを知ることができるかを再度
確認し、理解しておく。

4時間

当座取引については当座借越の処理を理解し、仕訳ができるよう
にする。預金の種類および複数銀行口座の所有の場合の処理につ
いて理解する。また、小口現金の帳簿のつけ方とタイミングを把
握する。
第6回

クレジット売掛金、手形取引
クレジット払いした場合の処理を理解する。また、受取手形・支
払手形の処理を理解する。

第7回

電子記録債権・債務、さまざまな帳簿の関係
電子記録債権・債務の処理について理解する。当座預金出納
帳、受取手形記入帳、支払手形記入帳、売掛金元帳など
の様々な帳簿の記帳方法を学習する。

第8回

その他の取引Ⅰ（貸付金・借入金、利息等）
金銭の貸付けと借入れ、利息について理解し、仕訳ができるよう
にする。

第9回

その他の取引II（有形固定資産の取得・売却・賃借）
有形固定資産の種類、有形固定資産の取得・売却・賃借、およ
び差入保証金に係る処理について理解する。

第10回

その他の取引III（仮払金・仮受金、給与）
仮払金及び仮受金の処理について理解する。従業員に対する一時
的な立替払いや預り金の処理について理解する。

第11回

訂正仕訳、証ひょうと伝票
訂正仕訳の様々なパターンを学習し、仕訳ができるようにす
る。伝票会計の理解と仕訳日計表ができるようにする。

第12回

試算表I（合計試算表・残高試算表・合計残高試算表）
基本的な期中取引を試算表に集計できるように学習する。期中取
引を総復習する。

第13回

試算表II（試算表作成問題の手順）
仕訳、総勘定元帳への転記、試算表の作成という一連の手続きに
ついて学習する。

第14回

主要な財務指標の種類と使い方

財務諸表の基本と読み方、および流動比率、当座比率、自己資本
比率等の主要な財務指標の種類と使い方について学習する。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

ビジネス会計Ⅰ
中田彩
1年

開講時期

前期

単位数

2

講義

該当する
一般企業でのマーケティング業務、税理士事務所での各種申請書・事業計画書作成業務等

実務経験の概要

授業概要
本科目では「お金の流れ」を理解し、社会の仕組みを知ることを目標とします。学習により、基本的な経理関連書類の読み取りが出来るように
なり、企業の経営状況を数字から理解できるようになります。学習範囲は日本商工会議所主催簿記検定3級（日商簿記３級）の受検を視野に入れ
た期中処理であり、日商簿記3級は業種・職種にかかわらずビジネスパーソンが身に付けておくべき「必須の基本知識」として、多くの企業か
ら評価される資格です。基本的な商業簿記を習得し、小規模な株式会社における企業活動や会計実務を踏まえ、経理関連書類の適切な処理を習
得します。ビジネス会計Ⅰでは取引の基本から試算表作成までの期中処理を学習範囲とし、ビジネス会計Ⅱ（決算処理）と合わせて履修すれ
ば日商簿記3級全範囲を学習することが可能です。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

簿記の基本用語や複式簿記の仕組みを理
解し、「お金の流れ」を理解することで社
会の仕組みを知り、業務に発揮する。

小規模企業をモデルとした会計処理を習
得し、期中処理と試算表作成までを理
解し、読み取る力を得る。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

企業の経営の是非についての判断基準とな
る財務諸表を読み取り、課題を発見すること
ができるようになる。

2 ．DP5.計画・立案力

企業においての基本的な会計処理の流れを習
得することにより健全な経営を目指すことが
できる会計能力を得る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題

： 課題提出と自ら主体的に学んだ形跡によって評価
30％

積極的な授業参加

： 発表、授業における積極的参加姿勢によって評価
30％

期末試験

： 各単元における仕訳の理解度により評価
40％

使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社

出版年

TAC簿記検定講座

・

よくわかる簿記シリーズ「合
格テキスト」日商簿
記3級Ver.13.0

・ TAC出版

・

2022 年

TAC簿記検定講座

・

よくわかる簿記シリーズ「合
格トレーニング」日商簿
記3級Ver.13.0

・ TAC出版

・

2022 年

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ

13

2122
本科目は後期ビジネス会計Ⅱと合わせて履修することで日商簿記検定3級を受検する知識を習得することができます。業種、職種を問わずに必
要とされる知識の習得のため、演習のための自宅学習が必要になります。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
場所：
備考・注意事項： 別途授業内で指示をします
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション・簿記の基礎・日常の手続きまで（テキス
トP2～31、トレーニングP3～13）
簿記の資格と学習内容についてのオリエンテーションを通して学
習の全体像を掴む。
「簿記の基礎」を学習し貸借対照表と損益計算書の位置関係と役
割を覚え、「日常の手続き」を通して簿記一巡の手続きを理解す
る。
商品売買Ⅰでは、三分法の商品売買について理解する。

貸借対照表と損益計算書の役割、ひ
な形を覚える。トレーニング2-9まで行う。

4時間

第2回

商品売買Ⅰ（１）商品売買取引（テキストP32～39、トレーニン
グP14～17）
商品仕入れ、売上げ時の掛取引について学習する。売掛金の回
収、買掛金の支払について理解する。仕訳から転記の流れをしっ
かり演習し、習得する。

テキストを読み、設例と基本例題を解く。ト
レーニング3-4まで解く。

4時間

第3回

商品売買Ⅰ（２）手付金や内金の処理、商品券、商品売
買Ⅱ（１）返品（テキストP40～48、トレーニングP18～23）
手付金や内金を受け取り、支払いした際の処理、商品券の処
理、返品時の処理を学習する。

テキストを読み、設例と基本例題を解く。ト
レーニングを4-3まで解く。

4時間

第4回

商品売買Ⅱ（２）商品の移動にかかる支払い～掛元帳（テキス
トP49～55、トレーニングP23～29）
商品の移動に費用が掛かった場合、その処理方法を負担者の違い
に気を付けて学習する。掛元帳の記帳方法と役割について学
習し、演習する。

テキストを読み、設例と基本例題を解く。ト
レーニングを4-10まで解く。

4時間

第5回

商品売買Ⅱ（３）商品有高帳（テキストP56～61、トレーニン
グP30～32）
商品有高帳の記帳方法、また、売上高と売上原価、売上総利
益の関係を学習する。

テキストを読み、設例と基本例題を解く。ト
レーニングを4-13までを解く。

4時間

第6回

現金・預金（テキストP62～71、トレーニングP33～39）

テキストを読み、設例と基本例題を解く。ト
レーニングを5-7まで解く。

4時間

簿記上の現金である通貨代用証券の処理、各種預金の処理を学
習する。
第7回

小口現金、クレジット売掛金、手形取引（テキストP72～81、ト
レーニングP40～47）
小口現金前渡制度（インプレスト・システム）、クレジット販
売、手形取引について学習する。

テキストを読み、設例と基本例題を解く。ト
レーニングを8-3まで解く。

4時間

第8回

電子記録債権・債務、さまざまな帳簿の関係、その他の取
引Ⅰ（テキストP82～105、トレーニングP48～63）
電子記録債権・債務の内容を理解して会計処理を習得する。さま
ざまな帳簿の体系図を理解し、主要簿、補助簿の流れを理解す
る。その他の取引では貸付金と借入金、またそれぞれの利
息に関して会計処理を整理して学習する。

テキストを読み、設例と基本例題を解く。ト
レーニングを11-5まで解く。

4時間

第9回

その他の取引Ⅱ固定資産の取得・売却・賃貸・修繕、そ
の他の取引Ⅲ仮払金・仮受金、給与、諸会費（テキス
トP106～121、トレーニングP64～74）
その他の取引Ⅱでは有形固定資産の取得・売却・賃貸、修繕と改
良について内容を理解して会計処理を習得する。その他の取
引Ⅲでは、仮払金と仮受金、給与について全体像を理解し各
種の労務問題基礎についても確認しながら問題演習を行う。

テキストを読み、設例と基本例題を解く。ト
レーニングを13-9まで解く。

4時間

第10回

訂正仕訳、試算表の基礎（テキストP122～131、トレーニン
グP75～81）
訂正仕訳について演習を中心に学習する。また、試算表の基
本を学習し、完成させる。

テキストを読み、設例と基本例題を解く。ト
レーニング15-2まで解く。

4時間

第11回

期中処理の仕訳（テキストP2～125）

配布される期中処理仕訳プリントを演習す
る。

4時間

小規模株式会社で想定される様々な期中処理の仕訳の処理を学
習する。
第12回

株式の発行、剰余金の配当と処分（テキストP228～239，トレー
ニングP178～185）
株式会社の株式発行と、繰越利益剰余金の処分について学習す
る。

テキストを読み、設例と基本例題を解く。ト
レーニングを27-1～28-4まで解く。

4時間

第13回

税金、証ひょう（テキストP240～248、トレーニン
グP186～189、P196～205）

テキストを読み、設例と基本例題を解く。ト
レーニング29-1～29-6、30-1～30-10ま
で解く。

4時間

テキストを読み、設例と基本例題を解く。ト
レーニングを30-11～30-22まで解く。

4時間

法人税、住民税及び事業税と消費税の処理について学習す
る。証ひょうの種類と処理方法について理解し演習する。
第14回

伝票と仕訳日計表（テキストP249～260、トレーニン
グP206～221）
伝票制度と処理方法、仕訳日計表について学習する。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

ビジネス会計応用Ｉ
笠岡恵理子
2年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
簿記とは、「企業が行う経済活動を貨幣額で認識、測定し、帳簿に記録した上で、財務諸表を作成するための技術のこと」を指す。本講義で
は、仕訳、総勘定元帳への転記、試算表および財務諸表作成という簿記の一巡の手続きについて学んだ上で、簿記システムから得られる情
報を読み解く力を養うことを目的としている。また、本講義は応用クラスであることから、「ビジネス会計Ｉ/簿記Ｉ」よりも深い理解度を必
要とする演習を行うこととする。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

会計・簿記の知識

企業が行う経済活動を認識、測定し、帳
簿に記録した上で、財務諸表を作成すること
ができる。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

与えられた課題をやり遂げる力を身に付ける
ことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

小テスト

： 授業内容の理解度を評価する。
50％

期末テスト
50％

： 企業の経済活動を認識、測定し、帳簿に記録した上で、財務諸表を作成することができているか
を評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
TAC株式会社（簿記検定講座）編著『よくわかる簿記シリーズ 合格テキスト日商簿記3級 Ver.13.0』TAC株式会社 出版事業部、2022年。
TAC株式会社（簿記検定講座）編著『よくわかる簿記シリーズ 合格トレーニング日商簿記3級 Ver.13.0』TAC株式会社 出版事業部、2022年。
TAC株式会社（簿記検定講座）編著『2021年度版増補版 日商簿記3級 まるっと完全予想問題集』TAC株式会社 出版事業部、2021年。

履修上の注意・備考・メッセージ
ビジネス会計Ｉ/簿記Ｉをともに履修するか、単位を取得していることが履修条件である。
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜2限目

場所：

個人研究室（西館２F)

備考・注意事項： 質問はメールでも受け付けます。
メールアドレスは第1回目の授業時に連絡します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
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第1回

簿記の意義としくみ
簿記の意義
貸借対照表
損益計算書
貸借対照表と損益計算書の関係

第2回

商品売買の処理I （分記法、三分法）
商品売買とは
分記法
三分法
仕入諸掛
売上諸掛

第3回

商品売買の処理II （商品有高帳）
商品有高帳
売掛金元帳
買掛金元帳

第4回

現金・預金の処理、小口現金
現金・現金過不足勘定
当座預金・当座借越勘定
小口現金勘定・小口現金出納帳

第5回

クレジット売掛金、手形取引、電子記録債権・債務
クレジット売掛金の処理
手形とは
手形による貸付けおよび借入れ
電子記録債権・債務の処理

第6回

その他の取引

貸付金・借入金
有形固定資産の取得・売却・賃借
未収入金・未払金
仮払金・仮受金
給与
第7回

試算表
試算表の作成

第8回

決算
未処理事項等
決算整理
精算表

第9回

決算整理I（現金過不足、貯蔵品、当座借越）
現金過不足の処理（期中・決算）
租税公課
貯蔵品
当座借越

第10回

決算整理II（売上原価、貸倒れ）
売上原価および売上総利益の計算
売上原価を算定するための仕訳
貸倒引当金の見積り

第11回

決算整理III（減価償却、経過勘定）
有形固定資産の減価償却
費用の前払い
収益の前受け
費用の未払い
収益の未収

第12回

決算整理後残高試算表
決算整理後残高試算表の作成

第13回

精算表
精算表の作成方法

第14回

総まとめ

第1～13回の復習

第1回～第13回までの授業内容について復習を行う。

16

テキストおよびトレーニングのテーマ１およ
び２の内容の振り返りと問題の解き直し、お
よび次回講義内容のテキスト予習

4時間

テキストおよびトレーニングのテーマ３およ
び４の内容の振り返りと問題の解き直し、お
よび次回講義内容のテキスト予習

4時間

テキストおよびトレーニングのテーマ４の内
容の振り返りと問題の解き直し、および次回
講義内容のテキスト予習

4時間

テキストおよびトレーニングのテーマ5およ
び6の内容の振り返りと問題の解き直し、およ
び次回講義内容のテキスト予習

4時間

テキストおよびトレーニングのテーマ7、8お
よび9の内容の振り返りと問題の解き直し、お
よび次回講義内容のテキスト予習

4時間

テキストおよびトレーニングのテー
マ11～13の内容の振り返りと問
題の解き直し、および次回講義内容のテキス
ト予習

4時間

テキストおよびトレーニングのテーマ15の内
容の振り返りと問題の解き直し、および次回
講義内容のテキスト予習

4時間

テキストおよびトレーニングの16の内
容の振り返りと問題の解き直し、および次回
講義内容のテキスト予習

4時間

テキストおよびトレーニングのテーマ17およ
び18の内容の振り返りと問題の解き直し、お
よび次回講義内容のテキスト予習

4時間

テキストおよびトレーニングのテーマ19およ
び20の内容の振り返りと問題の解き直し、お
よび次回講義内容のテキスト予習

4時間

テキストおよびトレーニングのテーマ21およ
び22の内容の振り返りと問題の解き直し、お
よび次回講義内容のテキスト予習

4時間

テキストおよびトレーニングのテーマ23の内
容の振り返りと問題の解き直し、および次回
講義内容のテキスト予習

4時間

テキストおよびトレーニングのテーマ24の内
容の振り返りと問題の解き直し、および次回
講義内容のテキスト予習

4時間

授業中に説明した各回の要点を復習し、問
題を解き直す。

4時間

2132
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

ビジネス会計Ⅱ
中田彩
1年生

開講時期

後期

単位数

2

講義

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

該当する
税理士事務所において顧問先企業の収支計画書を含む事業計画書の作成と各種会計処理経験。

実務経験の概要

授業概要
日商簿記検定3級レベルの簿記知識の期中処理を復習し、決算処理を習得する。中小企業の経理事務に役立つ基本的な商業簿記全般を学び、処理
方法を身に付ける。簿記は原価意識の向上や経営戦略、経営上の意思決定や財務分析にも繋がるビジネスの必須知識であり、経理・財務担当以
外でも職種に関わらず必要とされる。本講義では、これらを習得することができる上級へのステップアップを意識しながら基盤となる日商簿
記3級の合格を目指す。経理関連書類の適切な処理を含めた初歩的な実務がある程度できるレベルに到達することを目標とする。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

中小企業をモデルとした商業簿記期中処理復
習から決算処理

日商簿記検定3級相当の簿記の全処理を習
得する

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

経理関連書類について名称・目的を理
解し、適切な処理を行う初歩的実務ができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
適宜復習テストを行い、コメントをつけて返却する。授業時間内の巡回によりトレーニング（問題集）の進捗について確認する。

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
ほとんどの課題は問題集（トレーニング）からページを指定して与えます。授業時間内に巡回により個人の進度を確認します。適宜配布プ
リントによる課題を与え、コメントをつけて返却します。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

参加姿勢
40％
課題の期限内提出

： 授業内の演習や書き込み等の指示に対して的確に対応しているか、問いかけへの積極的発言がある
か、知識習得への強い意欲があるかを基準に5段階で評価します。
： 課題の期限内提出とその内容を5段階で評価します。

30％
期末試験

： 50点以上を5段階に評価します。（10点刻みに100点までを5段階評価）
30％

使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社

・

よくわかる簿記シリーズ合格テ ・ ＴＡＣ株式会社
キスト日商簿記3級商業簿記Ｖｅ
ｒ.13.0

出版事業部

・

2022 年

ＴＡＣ株式会社

・

よくわかる簿記シリーズ合格ト
レーニング日商簿記3級商業簿
記Ｖｅｒ.13.0

出版事業部

・

2022 年

参考文献等
「前期

出版年

ＴＡＣ株式会社

ビジネス会計Ⅰを履修した学生はテキスト購入不要」
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・ ＴＡＣ株式会社

2132

履修上の注意・備考・メッセージ
本クラスでは中小企業をモデルとした会社会計の期中処理を学んだ方を対象に、その決算処理を中心に学習します。日商簿記検定３級レベ
ルの、ビジネスパーソンの必須知識を習得することを目的とします。授業時間でインプットし、課題でアウトプット、毎回の聞き取りでフィー
ドバックします。専門知識習得のため、自宅学習が必須になります。一連の物語のように積み重ねて目的に向かうため、欠席は避けて課題を徹
底して下さい。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
場所：
備考・注意事項： 別途授業内で指示をします
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、期中処理の復習（１）商品売買Ⅰ～手形
取引
授業全体の流れを理解し、目標を設定する。期中処理の復
習を行い、全仕訳について完全理解する。

期中処理の復習資料の完成。

4時間

第2回

期中処理の復習（２）電子記録債権・債務～訂正仕訳、決算整
理前試算表
期中処理仕訳の総復習を行い、決算整理前試算表を作成する。

期中仕訳資料完成、決算整理前資料の完成。

4時間

第3回

決算（テキストP132から139）から決算整理Ⅰ現金過不足（テキ
ストP140から145）まで
決算の流れと意義を理解する。決算整理前試算表と決算整理後試
算表の違いと８桁精算表を理解する。現金過不足の期中処理と決
算処理の違いに気を付けて学習し、演習する。

トレーニング16-1から17-9まで解く。

4時間

第4回

決算整理Ⅱ貯蔵品・当座借越（テキストP146からテキス
トP151）までの決算処理
貯蔵品・当座借越の期中処理から決算整理について理解し、精算
表からのデータ読み取りと仕訳ができるように演習する。

トレーニング18-1から18-9までを解く。

4時間

第5回

決算整理Ⅲ売上原価（テキストP152から159）
売上原価の定義と仕入勘定を用いて売上原価を算定する方法の決
算整理仕訳を理解する。売上高、売上原価、売上総利益の関係
性を理解する。「売上原価を仕入勘定で算定する方法」「売上原
価を売上原価勘定で算定する方法」のどちらでも精算
表を読み取り、算定の仕訳ができるようにする。

トレーニング19-1から19-4までを解く。

4時間

第6回

決算整理Ⅳ貸倒れ（テキストP160から165）
貸倒れの概要と処理について学習し、様々な貸し倒れの期中処理
仕訳と決算整理仕訳ができるようにする。減価償却の定額法によ
る決算整理を学び、仕訳ができるようにする。

トレーニング20-1から20-4までを解く。

4時間

第7回

決算整理Ⅴ減価償却（テキストP166から177）
減価償却している固定資産の売却について、期首売却から期中売
却まで理解する。固定資産台帳の問題が解けるようタイムテーブ
ルを用いて各種固定資産の減価償却の流れをつかむ。

トレーニング21-1から21-11までを解く。

4時間

第8回

決算整理Ⅵ経過勘定項目（テキストP178から199）
経過勘定項目について、決算整理仕訳を行う意義と目的を理解し
ながら演習する。精算表を用い全てのパターンについて迷いな
く仕訳ができるよう理解する。

トレーニング22-1から22-18までを解く。

4時間

第9回

決算整理後試算表（テキストP200から203）
決算整理前試算表から決算整理仕訳、決算整理後試算表の流れ
を理解し問題演習を行う。意味を理解しながら精算表を解く。

トレーニング23-1から23-4までを解く。

4時間

第10回

精算表（テキストP204から209）
精算表の各種欄の意味を理解し、勘定科目の５要素を確認しなが
ら確実に解答できるようにする。

トレーニング24-1から24-6まで解く。

4時間

第11回

帳簿の締め切り、英米式決算（テキストP210から221）
勘定の締め切りと損益振替、資本への振り替えを理解し仕訳がで
きるようにする。日商簿記３級試験に頻出する勘定記入の問
題が解けるよう、内容を理解しながら問題演習を行う。

トレーニング25-1から25-7までを解く。

4時間

第12回

損益計算書と貸借対照表（テキストP222から227）
決算整理仕訳の総復習を行い、完全理解しながら基本的な財務諸
表作成を行う。

トレーニング26-1から26-6を解く。

4時間

第13回

様々な形式の決算整理後試算表、精算表の内容理解

決算整理後試算表、精算表の資料を完成す
る。

4時間

貸借対照表、損益計算書の資料を完成する。

4時間

中小規模の株式会社の決算処理を行った後の試算表、精算表につ
いて様々な形式を学習、演習する。
第14回

様々な形式の損益計算書と貸借対照表の内容理解
中小規模の株式会社の決算処理を行った後の損益計算書、貸借対
照表について様々な形式を学習、演習する。日商簿記検定3級過
去問題レベルの演習を行う。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

ビジネス会計応用Ⅱ
笠岡恵理子
2年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
簿記とは、「企業が行う経済活動を貨幣額で認識、測定し、帳簿に記録した上で、財務諸表を作成するための技術のこと」を指す。本講義で
は、仕訳、総勘定元帳への転記、試算表および財務諸表作成という簿記の一巡の手続きについて学んだ上で、簿記システムから得られる情
報を読み解く力を養うことを目的としている。本講義では、特に決算修正仕訳、および試算表、精算表および財務諸表の作成に関する応用問
題を中心として学習していく。また、本講義は応用クラスであることから、「ビジネス会計II/簿記II」よりも深い理解度を必要とする演
習を行うこととする。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

会計・簿記の知識

企業が行う経済活動を認識、測定し、帳
簿に記録した上で、財務諸表を作成すること
ができる。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

与えられた課題をやり遂げる力を身に付ける
ことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

小テスト

： 授業内容の理解度を評価する。
50％

期末テスト
50％

： 企業の経済活動を認識、測定し、帳簿に記録した上で、財務諸表を作成することができているか
を評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
TAC株式会社（簿記検定講座）編著『よくわかる簿記シリーズ 合格テキスト 日商簿記3級 商業簿記Ver.13.0』TAC株式会社 出版事業
部、2022年。
TAC株式会社（簿記検定講座）編著『よくわかる簿記シリーズ 合格トレーニング 日商簿記3級 商業簿記Ver.13.0』TAC株式会社 出版事業
部、2022年。
TAC株式会社（簿記検定講座）編著『2021年度版増補版 日商簿記3級 まるっと完全予想問題集』TAC株式会社 出版事業部、2021年。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は応用クラスであるため、ビジネス会計Ｉ／簿記Ｉの単位取得者であり、ビジネス会計ＩＩ／簿記ＩＩについても単位を取得している
か、ともに履修していることが履修条件である。
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜2限目

場所：

個人研究室（西館２F）

備考・注意事項： 質問はメールでも受け付けます。アドレスは第1回目の授業時に連絡します。
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授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ビジネス会計応用Ｉの復習
ビジネス会計応用Ｉで学んだ仕訳から財務諸表の作成までの簿
記の一連の流れについての復習。

第2回

決算（１）未処理事項等
決算とは
未処理事項等の仕訳
決算整理後残高試算表および精算表の記入方法

第3回

決算（２）現金過不足・貯蔵品・売上原価の計算
現金過不足の処理
租税公課の処理
貯蔵品の処理
繰越商品の整理と売上原価の計算

第3回

決算（３）貸倒れ・減価償却
貸倒損失・貸倒引当金の処理
有形固定資産の減価償却とその記帳方法
減価償却費の月次計上
減価償却している有形固定資産の売却（期中取引）に係る仕訳

第4回

決算（４）経過勘定項目
前払費用・前受収益、未収収益・未払費用に関する取引の仕訳

第6回

決算（５）訂正仕訳、および仕訳の応用問題

訂正仕訳
日商簿記3級レベルの仕訳の応用問題への取り組み
第7回

決算整理後残高試算表
決算整理後残高試算表に関する応用問題

第8回

精算表（１）基本
決算整理事項等の処理と精算表の作成

第9回

精算表（２）応用
精算表に関する応用問題への取り組み

第10回

帳簿の締め切り
収益・費用の勘定の締め切り
資産・負債・純資産の勘定の締め切り
繰越試算表の作成

第11回

財務諸表の作成（１）基本
貸借対照表および損益計算書の仕組み
貸借対照表および損益計算書の作成方法

第12回

財務諸表の作成（２）応用
財務諸表の応用問題への取り組み

第13回

株式の発行、剰余金の配当と処分、税金に関する処理
株式発行時（会社の設立、増資）における処理
利益剰余金の配当と処分、およびその会計処理
税金の分類
法人税等の処理
消費税の処理

第14回

総まとめ
第1回～第13回までの授業内容の復習
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配布資料の見直しおよび次回講義内容のテキ
スト予習

4時間

テキストおよび問題集のテーマ16における内
容の振り返りと問題を解き直し、および次回
講義内容の予習

4時間

テキストおよび問題集のテーマ17～19の内
容の振り返りと問題の解き直し、および次回
講義内容の予習

4時間

テキストおよび問題集のテーマ20およ
び21の内容の振り返りと問題の解き直し、お
よび次回講義内容の予習

4時間

テキストおよび問題集のテーマ22の内
容の振り返りと問題の解き直し、および次回
講義内容の予習

4時間

テキストおよびトレーニングのテーマ14、お
よび授業中に配布した仕訳の応用問題の内
容の振り返りと問題の解き直し、および次回
講義内容のテキスト予習

4時間

テキストおよび問題集のテーマ23の内
容の振り返りと問題の解き直し、および次回
講義内容の予習

4時間

テキストおよび問題集のテキストのテー
マ24の内容の振り返りと問題の解き直し

4時間

授業中に配布した問題の解き直しおよび次回
講義内容の予習

4時間

テキストおよび問題集のテーマ25の内
容の振り返りと問題の解き直し、および次回
講義内容の予習

4時間

テキストおよび問題集のテーマ26の内
容の振り返りと問題の解き直し

4時間

授業中に配布した問題の解き直し、および次
回講義内容の予習

4時間

テキストおよび問題集のテーマ28～30の内
容の振り返りと問題の解き直し、およびこれ
までの授業の振り返り

4時間

授業中に配布した問題の解き直し

4時間

2141

221

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

経営情報入門
海野大
1年

開講時期

前期・後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

大手通信事業者で新サービス開発，新規事業立ち上げ，マーケティング・リサーチ／顧客データ分析，情報シ
ステム企画・要件定義・プロジェクト管理に従事．（全14回）

授業概要
企業をはじめとする組織にとって，いかにして情報を収集し，処理し，活用するかは重要な経営課題です．現代は情報通信技術（ICT）の発展に
より，ほとんどの企業に高度な経営情報システムが導入されています．しかし，どんなに優れたシステムであっても，ただ導入しただけでは情
報を効率的・効果的に収集し活用することはできません．この授業では，経営情報システムとはなにか，企業経営にどのような効果をもたらす
のか，意思決定のあり方はどうあるべきか，さらに経営情報システムの基盤となるICTについて学んでいきます．

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

経営情報システムやITを活用したビジネス

経営情報システムやITを活用したビジネ
スの仕組み等に関する基礎的な知識を学ぶ

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

経営情報システムの概念，情報システムを活
用した意思決定，IT・AI等を活用したプラッ
トフォームビジネス

経営情報システムを活用した組織と知識マネ
ジメント，IT・AIを活用したビジネスについ
て理解する

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

授業課題レポートを通して，講義で得た知
識を用いて，経営情報の活用に係る課題を検
討できる

2 ．DP8.意思疎通

自分の意見を読み手が理解しやすい文章で作
成できる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること．規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし，成績評価は「不可」とします．
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への取組みと理解度

： 授業中に行う課題の回答内容により評価します．
70％

期末試験
30％

： 講義内容に関する基礎知識とその分野の課題に関する自らの考えを問う課題を出題し，その回答内
容により評価します．なお，期末試験は期末レポート試験に変わる場合があります．

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
遠山 曉，村田 潔，岸 眞理子，『経営情報論 新版補訂』有斐閣，2015年
宮川 公男，上田 泰，『経営情報システム 第4版』，中央経済社，2014年

履修上の注意・備考・メッセージ
教材の配布や課題の提出などにGoogle Classroom を使用します．
本科目は2単位の科目であるため，平均すると毎回4時間の授業外学修が求められます．
「授業外学修課題」に取り組むことに加え，その回の授業の内容を丁寧に復習してください．

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日３時限

場所：

研究室（西館３階）
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備考・注意事項： 事前にメールでアポイントメントをとるようにしてください．
メールアドレス：unno@g.osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

経営情報の重要性
現代は情報ネットワーク社会であり，企業を始めとした組織は情
報通信技術（ICT）を高度に駆使して自らを成長させようとして
います．企業の経営活動はとりもなおさず情報活動ということ
が出来ます．企業が置かれている社会特性と，企業がICTを活
用するための課題について学びます．

第2回

経営情報システムの基礎
企業が経営情報を活用する上で基礎となる理論が経営情報論で
す．経営情報論は経営組織論や経営戦略論，システム論やネット
ワーク理論など多くの分野と関連しています．これら経営情報
論の基礎となる理論や概念について学びます．

第3回

経営情報システム発展の歴史
経営情報を活用するためのシステムである経営情報システ
ムは，初めは業務の自動化から始まり，意思決定支援，戦略的活
用，ビジネス・プロセスの再構築，そしてICTを活用したビジネ
ス・イノベーションを担ってきました．近年では，事業構造を根
底から変化させることが期待されています．ここでは，経営情
報システムがこれまで担ってきた役割や今後期待されている役
割について学びます．

企業がどのようにICTを活用しているのか復
習し，課題に取り組む．

4時間

授業で紹介された経営情報システムの基礎に
ついて復習し，課題に取り組む．

4時間

経営情報システムの歴史や期待役割につい
て復習し，課題に取り組む．

4時間

第4回

ICTの基礎
経営情報システムを実現するための技術であるICTは，20世紀後
半に発展し，さらに2000年代になってインターネットの普及とと
もに現代社会を支える基盤となっています．ここでは，ICTと
は具体的にどのような技術か，どのように進化してきているのか
について学びます．

ICTの基礎について復習し，課題に取り組む．

4時間

第5回

経営情報システムの開発

経営情報システム開発の方法論について復
習し，課題に取り組む．

4時間

情報セキュリティ対策について復習し，課
題に取り組む．

4時間

ビジネス・プロセスとはなにか，ビジネ
ス・プロセスを革新するとはどういうことか
について復習し，課題に取り組む．

4時間

組織構造が経営情報システムのあり方に影
響を与えるだけでなく，経営情報システ
ムの発展が組織構造にも影響を与えることに
ついて復習し，課題に取り組む．

4時間

ナレッジマネジメントの重要性について復
習し，課題に取り組む．

4時間

組織の意思決定について復習し，課
題に取り組む．

4時間

デシジョンツリーについて復習し，課
題に取り組む．

4時間

インターネットを通じて世界中の通信機
器，スマホなどが繋がる仕組みについて復
習し，課題に取り組む．

4時間

多くの企業による経営情報システムの開発・導入を通じて，経営
情報システム開発の方法論も発展しています．経営情報システ
ム開発を成功に導くには確立された方法論に依らなければなりま
せんが，経営情報システムに期待される役割の変化に応じて開発
方法論も進化していく必要があります．ここでは，経営情報シス
テム開発について，特にソフトウェア開発の側面について，伝統
的な方法論と，方法論の進化について学びます．
第6回

経営情報システムの管理
いかに優れた経営情報システムを構築・導入しても，適切に運用
管理されなければ期待される機能を発揮することはできませ
ん．ここでは，システムの健全な運用を妨げる脅威やリスクへ
の対応などの情報セキュリティ対策を中心に，システム投資効
果の評価や個人情報保護について学びます．

第7回

ビジネス・プロセス革新と経営情報システム
企業を取り巻く環境は常に変化しています．変化に柔軟かつ迅
速に対応するためには，日常の業務の進め方，すなわちビジネ
ス・プロセスも絶えず見直して革新していかなればなりませ
ん．プロセス革新のためには，経営情報システムの導入や改
善が不可欠です．ここでは，プロセス革新と経営情報システ
ムの関係，さらに企業をまたがるビジネス・プロセスであるサプ
ライチェーンについて学びます．

第8回

組織変革と経営情報システム

経営環境の変化に対応するためには，組織の変革も重要です．組
織の最も重要な役割の一つは，情報の効率的な収集・伝達・処
理（これらをまとめて情報流通といいます）です．情報流
通を支えているのが経営情報システムです．ICTの進展により経
営情報システムが高度化すると，経営情報システムの利用を前
提にした組織構造も変わります．ここでは，経営情報システ
ムと組織構造の関係について学びます．
第9回

組織知と経営情報システム
組織のもう一つの重要な役割は，様々な活動を通して組織とし
て学習し，知識と経験を蓄積することで，競合他社に対して圧倒
的に優位な組織能力（コンピタンス）を確立することです．組
織としての知識を獲得し蓄積し，そして活用する上で，経営情
報システムは大きな役割を果たします．ここでは，組織として
の知識獲得と経営情報システムの関係について学びます．

第10回

組織の意思決定と経営情報
何らかの意思決定を行うためには適切な情報が必要です．組織と
して意思決定する場合，通常は複数の段階を経て決定がなさ
れ，それぞれの段階において必要な情報が適切に流通していなけ
ればなりません．ここでは組織としての意思決定とはどのような
ものか，経営情報が意思決定にどのように活用されるのかを学び
ます．

第11回

意思決定のプロセスと方法
意思決定のプロセスと代表的な意思決定手法であるデシジョンツ
リーについて学びます．

第12回

インターネットの仕組み
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インターネットの普及は経営情報システムはもちろん，企業経
営そのものを大きく変化させています．ここでは，インターネッ
トが作られた経緯と発展の歴史，インターネットがなぜ繋がるの
か，その仕組みと基礎となる技術の概要について学びます．
第13回

インターネット・ビジネスとプラットフォーマー
インターネットやICTの普及・高度化を背景に，GAFAと呼ばれ
る巨大IT企業が出現し，プラットフォームとして市場のイニシア
ティブをとっています．ここでは，インターネット・ビジネ
スの特徴や類型，成功に導く基本原理などを見た後，プラット
フォーム企業（プラットフォーマー）のビジネスモデルについ
て学びます．

第14回

人工知能（AI）の光と影
ビジネスのみならず社会の様々な場面で人工知能（AI）の活
用が進み，それらが活用される以前に比べ，遥かに大量で密
度の高い情報を効率的に収集・伝達し処理できるようになってい
ます．AIを用いた情報システムは私たちの生活になくてはならな
いものになっていますが，一方で，個人情報の適切な利用やプラ
イバシーといった倫理上の問題も引き起こします．AIの効用と課
題について学びます．
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インターネット・ビジネスについて復
習し，課題に取り組む．

4時間

AIの活用事例や社会実装における課題につい
て調べる．

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

経営管理論
稲村昌南
2年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
経営管理とは「組織がある目的を達成するために、資源を統合し、諸活動を調整する過程（プロセス）」と定義されます。つまり、組
織が持つ資源・能力を環境との間で戦略的に適合させながら、目的達成に向けて効率的に人、モノ、カネ、情報を動かす行為が経営管理で
す。ですから、経営管理はすべての企業にとって不可欠なものであり、企業経営の本質といっても過言ではありません。本授業では、経営管
理の進展過程で登場した主要な論者の理論を踏まえながら、企業における管理（マネジメント）の現実について理解することを目的とします。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

経営管理の基礎知識

経営管理の諸理論について理解し、マネジメ
ントの現場への適用について概略的に説明で
きる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

物事の因果関係をとらえ、背後にある課
題や本質を見極めることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可となることがある。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

毎回の課題
30％
期末試験
70％

： 授業内容を踏まえた記述であれば1点とし、そこに「論理性」と「簡潔性」を備えていれば2点とす
る。授業内容に関係のない記述の場合は0点となる。
： ビジネスにおける経営資源の管理とその利活用に関する問題を出題し「経営管理の基礎的内容を理
解しているか」、「出題内容に関して論理的かつ簡潔に記述できているか」の2点を基準に評価す
る。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
塩次喜代明・高橋伸夫・小林敏男著（2009）『経営管理 新版』有斐閣アルマ。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日3時間目

場所：

西館3階45研究室

備考・注意事項： classroom上での連絡も可能
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
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第1回

経営管理とは？－経営資源の管理と活用－

日々変化するビジネス環境とそれに対処するための経営管理（マ
ネジメント）のあり方について学びます。また、日本的経
営と呼ばれる日本独自の経営管理の在り方について理解します。
第2回

経済的豊かさとマネジメントの役割
今日の日本の経済的豊かさはどこからもたらされたのだろう
か？企業におけるマネジメントとの関係から考えます。

第3回

近代企業と専門経営者の登場
会社の種類について考えるとともに、現代企業における経
営の担い手である専門経営者がどのように誕生したのか、その背
景について考察します。

第4回

テーラーの科学的管理
企業経営に初めて科学的要素を取り入れ、現代マネジメントの基
礎を築いた科学的管理の考え方について学びます。

第5回

人間関係論ー人間的側面を重視する管理ー
非合理的な人間的側面を重視する管理を主張する人間関係論につ
いて、その基本的考え方について学びます。

第6回

バーナードの管理論
組織の成立と存続に焦点を当てた管理論を展開するバーナー
ドの考え方について学びます。

第7回

モチベーション論の展開
仕事の現場で人間の能力を最大限に活かそうとするマネジメン
トのあり方について学びます。

第8回

リーダーシップ
組織（仕事）の成果を高めるためのリーダーのあり方につい
て考えます。

第9回

ミドルとトップのリーダーシップ
管理職と呼ばれる人たちのリーダーとしての役割について考えま
す。

第10回

組織デザインー機能別組織と事業部制組織ー
組織の基本形としての機能別組織の基本原理とその限界につい
て考えるとともに、事業部制組織への移行の背景について学びま
す。

第11回

経営戦略（経営理念に基づく企業目標の達成）
企業が他社との競争に対処し、安定的に成長するための指針とな
る経営戦略について学びます。

第12回

グローバル戦略
日本企業の国際化プロセスを理解するとともに、グローバルに事
業展開する際に重要となる課題について学びます。

第13回

見えざる秩序としての企業文化
経営に独自性を生み出すといわれる企業文化の醸成とその役割に
ついて考えます。

第14回

組織間関係のマネジメント
企業が自社のビジネスを完結させるために他社との関係をどのよ
うにマネジメントしているのか考えます。
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グローバル化、情報化、地球環境問題など企
業を取り巻く環境の変化が企業経営にどのよ
うな影響を与えているかについて整理しま
す。

4時間

企業の生産性向上や付加価値創造がなぜ社
会の豊かさにとって必要なのか整理します。

4時間

企業の発展とともに、所有と経営が分離して
いくプロセスについて整理します。

4時間

テーラーが企業経営に持ち込んだ科学的視
点のポイントとその効果・課題について整
理します。

4時間

フォーマル組織とインフォーマル組織の違い
とインフォーマル組織の重要性について整
理します。

4時間

組織の成立と存続の要件とは何か整理しま
す。

4時間

マグレガーやハーズバーグの理論に共通して
いる動機づけに必要な要件について整理しま
す。

4時間

様々な実験を通して明らかになったリーダー
シップの一般理論について整理します。

4時間

日本において特徴的なミドルマネジメン
トの役割とその育成方法について整理しま
す。

4時間

機能別組織の有効性と限界、そして事業部制
組織の特徴について整理します。

4時間

競争戦略と成長戦略の代表的な理論とそ
の考え方について整理します。

4時間

ローカライゼーションとグローバライゼー
ションという2つの課題について整理します。

4時間

企業文化の形成プロセスおよび文化と企
業の強みとの関連について整理します。

4時間

取引コスト理論から導かれる企業間関係のあ
り方について整理する。

4時間
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経営管理論

授業科目名

澤田彩

担当教員名

2年

学年・コース等

開講時期

前期

単位数

2

講義

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
経営管理とは「組織がある目的を達成するために、資源を統合し、諸活動を調整する過程（プロセス）」と定義されます。つまり、組
織が持つ資源・能力を環境との間で戦略的に適合させながら、目的達成に向けて効率的に人、モノ、カネ、情報を動かす行為が経営管理で
す。ですから、経営管理はすべての企業にとって不可欠なものであり、企業経営の本質といっても過言ではありません。本授業では、経営管
理の進展過程で登場した主要な論者の理論を踏まえながら、企業における管理（マネジメント）の現実について理解することを目的とします。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

経営管理の基礎知識

経営管理の諸理論について理解し、マネジメ
ントの現場への適用について概略的に説明で
きる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

物事の因果関係をとらえ、背後にある課
題や本質を見極めることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

毎回の課題
30％
期末試験
70％

： 授業内容を踏まえた記述であれば1点とし、そこに「論理性」と「簡潔性」を備えていれば2点とす
る。授業内容に関係のない記述の場合は0点となる。
： ビジネスにおける経営資源の管理とその利活用に関する問題を出題し「経営管理の基礎的内容を理
解しているか」、「出題内容に関して論理的かつ簡潔に記述できているか」の2点を基準に評価す
る。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
塩次喜代明・高橋伸夫・小林敏男著（2009）『経営管理 新版』有斐閣アルマ。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

木曜日２限

場所：

研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

経済的豊かさと専門経営者の登場
今日の日本の経済的豊かさはどこからもたらされたのだろう
か？企業におけるマネジメントとの関係から考えます。
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企業の生産性向上や付加価値創造がなぜ社
会の豊かさにとって必要なのか整理します。

4時間
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第2回

近代企業と専門経営者の登場
会社の種類について考えるとともに、現代企業における経
営の担い手である専門経営者がどのように誕生したのか、その背
景について考察します。

第3回

テーラーの科学的管理
企業経営に初めて科学的要素を取り入れ、現代マネジメントの基
礎を築いた科学的管理の考え方について学びます。

第4回

人間関係論
非合理的な人間的側面を重視する管理を主張する人間関係論につ
いて、その基本的考え方について学びます。

第5回

バーナードの管理論
組織の成立と存続に焦点を当てた管理論を展開するバーナー
ドの考え方について学びます。

第6回

モチベーション論
仕事の現場で人間の能力を最大限に活かそうとするマネジメン
トのあり方について学びます。

第7回

リーダーシップ
組織（仕事）の成果を高めるためのリーダーのあり方につい
て考えます。

第8回

ミドルとトップのリーダーシップ
管理職と呼ばれる人たちのリーダーとしての役割について考えま
す。

第9回

組織デザイン
組織の基本形としての機能別組織の基本原理とその限界につい
て考えるとともに、事業部制組織への移行の背景について学びま
す。

第10回

経営戦略
企業が他社との競争に対処し、安定的に成長するための指針とな
る経営戦略について学びます。

第11回

グローバル戦略
日本企業の国際化プロセスを理解するとともに、グローバルに事
業展開する際に重要となる課題について学びます。

第12回

見えざる秩序としての企業文化
経営に独自性を生み出すといわれる企業文化の醸成とその役割に
ついて考えます。

第13回

組織間関係のマネジメント
企業が自社のビジネスを完結させるために他社との関係をどのよ
うにマネジメントしているのか考えます。

第14回

まとめ：現代企業の経営管理のあり方

現代企業が抱えるマネジメント課題について整理し、企業内
外の問題をいかに解決して持続的な成長を図っていくかを理解し
ます。
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企業の発展とともに、所有と経営が分離して
いくプロセスについて整理します。

4時間

テーラーが企業経営に持ち込んだ科学的視
点のポイントとその効果・課題について整
理します。

4時間

フォーマル組織とインフォーマル組織の違い
とインフォーマル組織の重要性について整
理します。

4時間

組織の成立と存続の要件とは何か整理しま
す。

4時間

マグレガーやハーズバーグの理論に共通して
いる動機づけに必要な要件について整理しま
す。

4時間

様々な実験を通して明らかになったリーダー
シップの一般理論について整理します。

4時間

日本において特徴的なミドルマネジメン
トの役割とその育成方法について整理しま
す。

4時間

機能別組織の有効性と限界、そして事業部制
組織の特徴について整理します。

4時間

競争戦略と成長戦略の代表的な理論とそ
の考え方について整理します。

4時間

ローカライゼーションとグローバライゼー
ションという2つの課題について整理します。

4時間

企業文化の形成プロセスおよび文化と企
業の強みとの関連について整理します。

4時間

取引コスト理論から導かれる企業間関係のあ
り方について整理する。

4時間

企業の内部環境、外部環境にはどのようなも
のがあるか、またそれらをマネジメントい
く手法・考え方にはどのようなものがあるか
を整理します。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

経営管理論
西釜義勝
2年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
企業は組織としての目的を達成するために、研究開発、生産、財務、販売など諸機能の内容と機能間の関連を分析し、見いだした特性にそっ
て独自のビジネスシステムを構築する必要がある。経営管理とは、それらの機能を全体的に統括する活動である。社会における企業のあ
り方、また企業がいかにして社会との関係を築きながら経営を行っているのかということについて組織と個人の関わり合いから考え、経営管
理の基本的な仕組みを学習する。多くの事例を示すことで、受講生が理論と実践を統合した複眼的視点を構築できることを目指す。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

経営管理に関する知識

経営管理の諸概念、その生成された背景およ
び歴史について理解できる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

経営管理に関する知識の応用

企業の経営管理の現況を説明できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

企業活動での現象を総合的に理解し考察する
ための事実の見方を修得できる。

2 ．DP8.意思疎通

集団内のメンバーの行動に影響を与えること
で集団の目標達成を促すことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、不合格とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末試験

： 講義内容の理解度を評価する。
50％

課題レポート

： 課題内容の理解と自らの考えを論理的に説明できているかという観点から評価する。
20％

小テスト

： 講義内容の理解度を評価する。
10％

授業への参加意欲

： コメントカードの内容などをもとに能動的姿勢を評価する。
20％

使用教科書
指定する
著者
上野恭裕・馬場大治編著

タイトル
・

出版社

経営管理論

・ 中央経済社

参考文献等
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出版年
・

2016 年
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味香興郎・藤井一郎・澤田兼一郎編（2017）『【改訂版】業種把握読本－時代の潮流を的確に把握し、勝ち残るための戦略を立てる』金融ブッ
クス株式会社．
安藤史江・稲水伸行・西脇暢子・山岡徹（2019）『経営組織』中央経済社．
開本浩矢（2019）『組織行動論』中央経済社．

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授
業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜日3限

場所：

研究室

備考・注意事項： ・上記以外の場合、申し出て下さい。
・講義時間の前後以外で質問がある場合は、メールで受け付ける。メールには必ず件名、氏名、所属を明記すること。
・講義終了後のコメントカードで質問等を受け付ける。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

イントロダクション
ントを学ぶ意義

講義の進め方の説明とビジネスマネジメ

本講義の目的や進め方、評価方法、スケジュール、約束事と
いった概要について説明する。さらに、講義で取り上げる「ビジ
ネスマネジメント」とはどのようなものであるのか、経済と経
営の違いを把握した上で、経営学における経営管理の位置づけ
を確認し、事例を基にイメージをつかみ、学ぶ意義を受講生と
の間で共有する。
第2回

経営管理の役割

企業の発展と経営管理

企業経営における経営管理の位置づけと諸機能について学習す
る。
第3回

経営戦略論の基礎
ス

経営戦略の概念と体系、戦略策定のプロセ

「経営組織における戦略とはどのような概念であるのか」とい
うことについて、基礎的事項を学習する。
第4回

全社戦略論（1）事業の定義と企業ドメイン
企業のビジョンを実現するための事業領域の選択について学
習する。

第5回

全社戦略論（2）多角化戦略
企業が従来からの事業領域を超えて、事業領域を拡大してい
く活動について学習する。

第6回

事業戦略論（1）戦略の立案
戦略の策定がどのように行われていくのかということについ
て考える。

第7回

事業戦略論（2）ポジショニング戦略
競合企業より高い収益を得るための戦略上の地位に、いかにし
て自社を位置づけるかというポジショニングの考え方について学
習する。

第8回

事業戦略論（3）資源ベース戦略
持続的な競争優位を獲得するために、いかにして独自の経営資
源を蓄積するかをもとに戦略を策定することを目指す資源ベー
スの考え方について学習する。

第9回

経営組織論の基礎

マクロ組織論とミクロ組織論

組織の構造やデザインに注目する組織理論と組織のメン
バーの行動に焦点を当てる組織行動論について学習する。
第10回

製品開発論

アーキテクチャ論

企業において、技術と市場をつなぐ流れを生み出す活動につい
て学習する。
第11回

イノベーション論（1）イノベーションとそのタイプ、イノベー
ションの普及
顧客に新しい価値をもたらし、新規需要を創出するイノベー
ションのマネジメントについて学習する。さらに、イノベーショ
ンが何をきっかけにして生まれ、どのような段階を経て普
及し、どうやって最終的な成果獲得に結びついていくのかとい
うプロセスについて解説する。

第12回

イノベーション論（2）オープン・イノベーション
広く世の中にある技術を活用し、企業内部と外部のアイデ
アを有機的に結合させ、新たな価値を創造するという「オープ
ン・イノベーション」の考え方についてアウトサイドイン型とイ
ンサイドアウト型の側面から学習する。
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【予習】シラバスを読んでおくこと。 【復
習】ビジネスマネジメントの講義概要を確
認すること。

4時間

【予習】教科書の第1章について読んでおくこ
と。 【復習】第2回講義の内容を見直すこ
と。

4時間

【予習】教科書の第10章について読んでおく
こと。 【復習】第3回講義の内容を見直すこ
と。

4時間

【予習】教科書の第10章について読んでおく
こと。 【復習】第4回講義の内容を見直すこ
と。

4時間

【予習】教科書の第10章について読んでおく
こと。 【復習】第5回講義の内容を見直すこ
と。

4時間

【予習】教科書の第10章について読んでおく
こと。 【復習】第6回講義の内容を見直すこ
と。

4時間

【予習】教科書の第11章について読んでおく
こと。 【復習】第7回講義の内容を見直すこ
と。

4時間

【予習】教科書の第11章について読んでおく
こと。 【復習】第8回講義の内容を見直すこ
と。

4時間

【予習】教科書の第5章、第6章、第7章につい
て読んでおくこと。 【復習】第9回講義の内
容を見直すこと。

4時間

【予習】教科書の第14章について読んでおく
ことこと。 【復習】第10回講義の内容を見
直すこと。

4時間

【予習】教科書の第12章について読んでおく
こと。 【復習】第11回講義の内容を見直す
こと。

4時間

【予習】教科書の第12章について読んでおく
こと。 【復習】第12回講義の内容を見直す
こと。

4時間

2203

第13回

国際経営論

海外進出企業の組織形態

複数の国にまたがって行われる経営について学習する。
第14回

まとめ 経営管理論の展望
これまでの講義で学習した内容を振り返り、経営管理
論を学ぶ意義と要点を確認する。また、事前に講義の中で受講
生に調べ学習として、経営管理の理論と実践を結びつけてもらえ
る内容のレポートを提出してもらう。自らの考えた内容を発表し
てもらい、全員で議論を深めてから、最後に担当教員が総括す
る。
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【予習】教科書の第13章について読んでおく
こと。 【復習】第13回講義の内容を見直す
こと。

4時間

講義内容について見直しをすること。

4時間

2211
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

会計学入門/会計学
笠岡恵理子・林兵磨
1年

開講時期

前期・後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
企業は、株主・債権者を含む利害関係者に対して、財務諸表を通し、自社の財政状態や経営成績の報告を行っている。また、利害関係者は、こ
の財務諸表を用いて、投資や融資を含む企業に関する様々な意思決定を行っている。従って、財務諸表における情報を読み取り、その内容を理
解することは、企業の状態を知る際に非常に重要とされる。本講義は、財務諸表を構成する貸借対照表、損益計算書およびキャッシュ・フ
ロー計算書の意義および仕組みを理解し、これらの分析手法について学習および理解することを目的としている。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

会計学の基本知識

財務諸表の内容を理解し、分析することがで
きる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

企業の財務諸表から財政状態や経営成
績を読み取り、問題点を発見できる。

2 ．DP8.意思疎通

与えられた課題の内容を把握した上で、グ
ループのメンバーとコミュニケーショ
ンを取りながら課題に取り組むことができ
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

小テスト

： 授業内容の理解度を評価する。
30％

課題の提出

： 学習内容を理解し、課題の発見ができているかを確認する。
30％

期末テスト

： 授業で得た会計学の基本知識である財務諸表の内容とその分析方法の理解度を確認する。
40％

使用教科書
指定する
著者

タイトル

大阪商工会議所編

・

出版社

『ビジネス会計検定試験 公
式テキスト3級（第4版）』

・ 中央経済社

参考文献等
谷武幸、桜井久勝、北川教央編著『１からの会計（第1版）』碩学舎、2021年。
桜井久勝『財務諸表分析（第8版）』中央経済社、2020年。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜2限目

31

出版年
・

2019 年

2211
場所：

個人研究室（西館２F）

備考・注意事項： 質問はメールでも受け付けます。アドレスは第1回目の授業時に連絡します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

財務諸表とは
講義の進め方に関する説明
財務諸表の意義
財務諸表の役割と種類

第2回

貸借対照表（1）貸借対照表のしくみ
貸借対照表とは
貸借対照表の様式および表示

第3回

貸借対照表（2）資産
資産の概念と分類
資産の金額
流動資産、固定資産および繰延資産

第4回

貸借対照表（3）負債
負債の概念と分類
流動負債および固定負債

第5回

貸借対照表（4）純資産
純資産の概念と分類
株主資本、評価・換算差額等および新株予約権

第6回

損益計算書（1）損益計算書のしくみ
損益計算書とは
損益計算書の5つの利益
損益計算書の様式
損益計算の3つのルール

第7回

損益計算書（2）5つの利益
売上総利益
営業利益
経常利益
税引前当期純利益
当期純利益

第8回

キャッシュ・フロー計算書（1）キャッシュ・フロー計算書とは
キャッシュ・フロー計算書とは
キャッシュ・フロー計算書と貸借対照表・損益計算書との関係

第9回

キャッシュ・フロー計算書（2）キャッシュ・フロー計算書のし
くみ
キャッシュ・フロー計算書のしくみおよび読み方

第10回

財務諸表分析（1）財務諸表分析とは
財務諸表分析の関係者と対象情報
財務諸表分析の基本体系
分析結果の判断のための基準

第11回

財務諸表分析（2）百分比財務諸表分析・成長性分析
百分比財務諸表分析
成長性および伸び率の分析

第12回

財務諸表分析（3）安全性分析
流動比率
正味運転資本
当座比率
自己資本比率

第13回

財務諸表分析（4）収益性分析
資本利益率
総資本経常利益率
自己資本利益率

第14回

財務諸表分析（5）1株当たり分析および1人当たり分析
1株当たり当期純利益
株価収益率
1株当たり純資産
株価純資産倍率
1人当たり分析
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テキスト第1章「「財務諸表」とは」の復習お
よび次回講義内容のテキスト予習

4時間

テキスト第2章「貸借対照表」第1節の復習お
よび次回講義内容のテキスト予習

4時間

テキスト第2章「貸借対照表」第2節の復習お
よび次回講義内容のテキスト予習

4時間

テキスト第2章「貸借対照表」第3節の復習お
よび次回講義内容のテキスト予習

4時間

テキスト第2章「貸借対照表」第4節の復習お
よび次回講義内容のテキスト予習

4時間

テキスト第3章「損益計算書」第1節およ
び第2節の復習および次回講義内容のテキス
ト予習

4時間

テキスト第3章「損益計算
書」第3節～第7節の復習および次回講義内
容のテキスト予習

4時間

テキスト第4章「キャッシュ・フロー計算
書」第1節および第2節の復習および次回講義
内容のテキスト予習

4時間

テキスト第4章「キャッシュ・フロー計算
書」第3節および第4節の復習および次回講義
内容のテキスト予習

4時間

テキスト第5章「財務諸表分
析」第1節～第4節の復習および次回講義内
容のテキスト予習

4時間

テキスト第5章「財務諸表分析」第5節およ
び第6節の復習および次回講義内容のテキス
ト予習

4時間

テキスト第5章「財務諸表分析」第7節の復
習および次回講義内容のテキスト予習

4時間

テキスト第5章「財務諸表分析」第9節の復
習および次回講義内容のテキスト予習

4時間

テキスト第5章「財務諸表分析」第10節およ
び第11節の復習

4時間

2221

222

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

経営戦略論
稲村昌南
2年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
今日のような激しく変化するビジネス環境において、企業が生存していくことは容易なことではありません。そこで、１つのカギとなるのが経
営戦略です。企業の戦略的行動は動植物が環境の変化に合わせて進化を繰り返しながら生存競争してきたことにたとえられます。本授業で
は、経営戦略の諸理論について学ぶとともに、さまざまな事例を通して経営戦略がビジネスの現場でどのように展開されているかを理解しま
す。そして、それらの知識を基に現実の企業の行動の裏側にある戦略的意味について認識できるようになることを目的とします。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

経営戦略の基礎知識

経営戦略の諸理論について理解し、ビジネ
スとのかかわりにおいてその適応方法を概略
的に説明できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

物事の因果関係をとらえ、背後にある課
題や本質を見極めることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可となることがある。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

毎回の課題
30％
期末試験
70％

： 授業内容を踏まえた記述であれば1点とし、そこに「論理性」と「簡潔性」を備えていれば2点とす
る。授業内容に関係のない記述の場合は0点となる。
： ビジネスにおける経営戦略の役割や重要性を問う問題を出題し「経営戦略の基礎的内容を理解して
いるか」、「出題内容に関して論理的かつ簡潔に記述できているか」の2点を基準に評価する。

使用教科書
指定する
著者

タイトル

遠藤功

・

出版社

経営戦略の教科書

・ 光文社新書

出版年
・

2011 年

参考文献等
適宜、指示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日3時間目

場所：

西館3階45研究室

備考・注意事項： classroom上での連絡も可能
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
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第1回

経営戦略とは何か
企業経営における経営戦略の意義と重要性について学びます。ま
た、競争戦略と成長戦略の違いについても理解します。

第2回

「ゲームのルール」を理解する
戦略の策定は業界の競争のあり方を理解することから始まりま
す。今回は業界における「ゲームのルール」の理解の仕方を学び
ます。

第3回

グローバル競争と経営戦略
グローバル規模でダイナミックに変化する「ゲームのルール」と
それに対処すべき企業の経営戦略のあり方について学びます。

第4回

「選択と集中」という考え方
戦略の基本は、他社と違う何かを実行することです。このため
に必要となる「選択と集中」という考え方について学びます。

第5回

戦略代替案の考え方
企業が採用できる３つの基本戦略のあり方について学びます。

第6回

リーダーの戦略
質、量ともに豊富な資源を持ち、大きなマーケットを対象にビジ
ネスを展開するリーダー企業の戦略について学びます。

第7回

チャレンジャーの戦略
業界のリーダーに果敢に勝負を挑み、新たなリーダーを目
指すチャレンジャーの戦略について学びます。

第8回

ニッチャーの戦略
リーダーが参入してこない「隙間市場（ニッ
チ）」を探し出し、その限られた「土俵」で圧倒的な存在になる
ことを目指すニッチャーの戦略について学びます。

第9回

成長と経営戦略①－アンゾフの成長マトリクス－
企業にとってどのような成長が望ましいだろうか。また、どのよ
うな成長の方向性があるだろうか。今回は企業の成長戦略につい
て学びます。

第10回

成長と経営戦略②－資源配分戦略－
企業の成長を鈍化させないための複数の事業や製品に対する合理
的な資金配分の仕方について学びます。

第11回

M＆Aと経営戦略
企業の成長戦略の1つとして、近年、世界規模で展開されてい
るM＆A（合併買収）について、その有効性と課題について学びま
す。

第12回

現場起点の経営戦略
経営戦略の芽は現場にあるといわれます。今回は、よい経営戦
略の立案には現場起点の発想が不可欠であることを学びます。

第13回

起業と経営戦略
綿密な経営戦略がなければ起業できないだろうか？今回は、起
業の際の経営戦略の役割について学びます。

第14回

破壊と創造
企業は時として「過去の成功体験を捨てる」ことが必要とな
る。今回は、企業が進化するための破壊と創造について学びま
す。
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経営戦略とは何か、その役割と重要性につい
て整理します。

4時間

経営戦略を立てる上で業界のゲームのルー
ルをなぜ理解しなければいけないのか整理し
ます。

4時間

鉄鋼業界のゲームのルールとそれに対する企
業の戦略的適応について整理します。

4時間

「選択と集中」がなぜ必要なのか「差別
化」と「傾斜配分」という観点から整理しま
す。

4時間

マイケルポーターの競争戦略の理論であるコ
スト、差別化、集中について整理します。

4時間

リーダー企業の典型的な戦略のあり方につい
てトヨタや花王を例に整理します。

4時間

リーダー企業を脅かすチャレンジャー企
業の戦略についてアサヒビールを例に整理し
ます。

4時間

ニッチャーといわれる企業がなぜ高付加価値
経営に基づく高収益を上げているのかその理
由を整理します。

4時間

アンゾフの製品・市場マトリクスに基づく4つ
の成長の方向性について整理します。

4時間

複数事業に対する効率的な資金配分を可能に
するPPMの考え方について整理します。

4時間

企業が成長するために用いる手法とし
てM＆Aの合理性について整理します。

4時間

経営戦略において現場主導の帰納的な発想が
なぜ必要なのか整理します。

4時間

起業の際に最も必要となるものは何か、ま
た経営戦略が重要となるのはどの段階か整
理します。

4時間

企業にとってリストラクチャリングとは何を
することをいうのか、IBMの再生物語を例に整
理します。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

経営戦略論
澤田彩
2年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
今日のような激しく変化するビジネス環境において、企業が生存していくことは容易なことではありません。そこで、１つのカギとなるのが経
営戦略です。企業の戦略的行動は動植物が環境の変化に合わせて進化を繰り返しながら生存競争してきたことにたとえられます。本授業で
は、経営戦略の諸理論について学ぶとともに、さまざまな事例を通して経営戦略がビジネスの現場でどのように展開されているかを理解しま
す。そして、それらの知識を基に現実の企業の行動の裏側にある戦略的意味について認識できるようになることを目的とします。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

経営戦略の基礎知識

経営戦略の諸理論について理解し、ビジネ
スとのかかわりにおいてその適応方法を概略
的に説明できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

物事の因果関係をとらえ、背後にある課
題や本質を見極めることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則としてオンデマンド授業を毎回受講すること。規定回数以上の受講（小レポート（リアクションペーパー）の提出状況でカウント）がな
ければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。リアクションペーパーの提出期限は原則として毎回の授業後1週間とし、それ以降の提
出は各回1点減点となります。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

毎回の課題
30％
期末試験
70％

： 授業内容を踏まえた記述であれば1点とし、そこに「論理性」と「簡潔性」を備えていれば2点とす
る。授業内容に関係のない記述の場合は0点となる。
： ビジネスにおける経営戦略の役割や重要性を問う問題を出題し「経営戦略の基礎的内容を理解して
いるか」、「出題内容に関して論理的かつ簡潔に記述できているか」の2点を基準に評価する。

使用教科書
指定する
著者

タイトル

遠藤功

・

出版社

経営戦略の教科書

・ 光文社新書

出版年
・

2011 年

参考文献等
適宜、指示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

木曜日2限

場所：

研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
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第1回

経営戦略の役割
企業経営における経営戦略の意義と重要性について学びます。ま
た、近年の日本企業が抱える戦略的課題についても理解します。

第2回

ゲームのルールを理解する
戦略の策定は業界の競争のあり方を理解することから始まりま
す。今回は業界における「ゲームのルール」の理解の仕方を学び
ます。

第3回

グローバル競争と経営戦略
グローバル規模でダイナミックに変化する「ゲームのルール」と
それに対処すべき企業の経営戦略のあり方について学びます。

第4回

「選択と集中」という考え方
戦略の基本は、他社と違う何かを実行することです。このため
に必要となる「選択と集中」という考え方について学びます。

第5回

戦略代替案の考え方
企業が採用できる３つの基本戦略のあり方について学びます。

第6回

リーダーの戦略
質、量ともに豊富な資源を持ち、大きなマーケットを対象にビジ
ネスを展開するリーダー企業の戦略について学びます。

第7回

チャレンジャーの戦略

業界のリーダーに果敢に勝負を挑み、新たなリーダーを目
指すチャレンジャーの戦略について学びます。
第8回

ニッチャーの戦略
リーダーが参入してこない「隙間市場（ニッ
チ）」を探し出し、その限られた「土俵」で圧倒的な存在になる
ことを目指すニッチャーの戦略について学びます。

第9回

成長と経営戦略①―アンゾフの成長マトリクス―
企業にとってどのような成長が望ましいだろうか。また、どのよ
うな成長の方向性があるだろうか。今回は企業の成長戦略につい
て学びます。

経営戦略とは何か、その役割と重要性につい
て整理します。

4時間

経営戦略を立てる上で業界のゲームのルー
ルをなぜ理解しなければいけないのか整理し
ます。

4時間

鉄鋼業界のゲームのルールとそれに対する企
業の戦略的適応について整理します。

4時間

「選択と集中」がなぜ必要なのか「差別
化」と「傾斜配分」という観点から整理しま
す。

4時間

マイケルポーターの競争戦略の理論であるコ
スト、差別化、集中について整理します。

4時間

リーダー企業の典型的な戦略のあり方につい
てトヨタや花王を例に整理します。

4時間

講義の内容を、教科書や、講義中の解説内
容、参考資料(映像資料や配布資
料を含む)で復習し、資源ベースの戦略につい
て理解を深める。

4時間

ニッチャーといわれる企業がなぜ高付加価値
経営に基づく高収益を上げているのかその理
由を整理します。

4時間

アンゾフの製品・市場マトリクスに基づく4つ
の成長の方向性について整理します。

4時間

第10回

成長と経営戦略②―プロダクト・ポートフォリオ・マネジメン
ト―
企業の成長を鈍化させないための複数の事業や製品に対する合理
的な資金配分の仕方について学びます。

複数事業に対する効率的な資金配分を可能に
するPPMの考え方について整理します。

4時間

第11回

M＆Aと経営戦略

企業が成長するために用いる手法とし
てM＆Aの合理性について整理します。

4時間

経営戦略において現場主導の帰納的な発想が
なぜ必要なのか整理します。

4時間

起業の際に最も必要となるものは何か、ま
た経営戦略が重要となるのはどの段階か整
理します。

4時間

企業にとってリストラクチャリングとは何を
することをいうのか、IBMの再生物語を例に整
理します。

4時間

企業の成長戦略の1つとして、近年、世界規模で展開されてい
るM＆A（合併買収）について、その有効性と課題について学びま
す。
第12回

現場起点の経営戦略
経営戦略の芽は現場にあるといわれます。今回は、よい経営戦
略の立案には現場起点の発想が不可欠であることを学びます。

第13回

起業と経営戦略
綿密な経営戦略がなければ起業できないだろうか？今回は、起
業の際の経営戦略の役割について学びます。

第14回

破壊と創造
企業は時として「過去の成功体験を捨てる」ことが必要とな
る。今回は、企業が進化するための破壊と創造について学びま
す。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

経営戦略論
西釜義勝
2年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本講義では、企業が環境との間で競争と協調を図りながら成長を追求している姿を深く検討し、「我々が『経営戦略』という時に、どのよう
な視点から何を考慮に入れるべきであるのか」ということについて理解を深めることを目的とする。
企業が効果的な戦略を実現するために必要な戦略の本質、戦略が機能する論理、戦略形成の方法論を学習する。多くの事例を示すことで、受
講生が理論と実践を統合した複眼的視点を構築できることを目指す。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

経営戦略論に関する知識

経営戦略論の諸概念、その生成された背景お
よび歴史について理解できる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

経営戦略論に関する知識の応用

企業の経営戦略の現況を説明できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

企業活動での現象を総合的に理解し考察する
ための事実の見方を修得できる。

2 ．DP8.意思疎通

集団内のメンバーの行動に影響を与えること
で集団の目標達成を促すことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、不合格とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末試験

： 講義内容の理解度を評価する。
50％

課題レポート

： 課題内容の理解と自らの考えを論理的に説明できているかという観点から評価する。
20％

小テスト

： 講義内容の理解度を評価する。
10％

授業への参加意欲

： コメントカードの内容などをもとに能動的姿勢を評価する。
20％

使用教科書
指定する
著者
井上達彦・中川功一・川瀬真紀編 ・
著

タイトル

出版社

経営戦略

・ 中央経済社

参考文献等
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出版年
・

2020 年

2223
味香興郎・藤井一郎・澤田兼一郎編（2017）『【改訂版】業種把握読本－時代の潮流を的確に把握し、勝ち残るための戦略を立てる』金融ブッ
クス株式会社．
田中洋（2015）『消費者行動論』中央経済社．

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授
業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜日3限

場所：

研究室

備考・注意事項： ・上記以外の場合、申し出て下さい。
・講義時間の前後以外で質問がある場合は、メールで受け付ける。メールには必ず件名、氏名、所属を明記すること。
・講義終了後のコメントカードで質問等を受け付ける。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

イントロダクション 講義の進め方の説明と経営戦略
論を学ぶ意義
本講義の目的や進め方、評価方法、スケジュール、約束事と
いった概要について説明する。さらに、講義で取り上げる「経営
戦略」とはどのようなものであるのか、経済と経営の違いを把
握した上で、経営学における経営戦略論の位置づけを確認し、事
例を基にイメージをつかみ、学ぶ意義を受講生との間で共有す
る。
経営戦略とは、「企業の将来像とそれを達成するための道
筋」のことを意味する。企業全体の発展方向とそれに必要な経営
資源の配分を決める「全社戦略（企業戦略）」、それぞれの事
業で他の企業とどのような形で競争するかを明らかにする「事業
戦略（競争戦略）」に大別できる。この2者について概説する。

【予習】シラバスを読んでおくこと。 【復
習】経営戦略論の講義概要を確認すること。

4時間

第2回

経営学の基礎

【予習】興味深いと思う企業を調べてくるこ
と。 【復習】第2回講義の内容を見
直し、学びや気づきをまとめること。

4時間

【予習】教科書の第2章について読んでおくこ
と。 【復習】第3回講義の内容を見
直し、学びや気づきをまとめること。

4時間

【予習】教科書の第2章について読んでおくこ
と。 【復習】第4回講義の内容を見
直し、学びや気づきをまとめること。

4時間

【予習】教科書の第15章について読んでおく
こと。 【復習】第5回講義の内容を見
直し、学びや気づきをまとめること。

4時間

【予習】教科書の第16章について読んでおく
こと。 【復習】第6回講義の内容を見
直し、学びや気づきをまとめること。

4時間

【予習】教科書の第17章について読んでおく
こと。 【復習】第7回講義の内容を見
直し、学びや気づきをまとめること。

4時間

【予習】興味深いと思うグローバルに事
業を展開している企業を調べてくること。
【復習】第8回講義の内容を見直し、学び
や気づきをまとめること。

4時間

【予習】教科書の第4章について読んでおくこ
と。 【復習】第9回講義の内容を見
直し、学びや気づきをまとめること。

4時間

経営組織の全体像

知識や技術が高度化するほど、多様な人々の協働を必要とす
る問題が多くなる。我々が生活する現代社会には様々な組織が存
在する。組織について視覚的に理解できる設計図としての組織構
造のモデルを示すことで企業に共通して認識できる活動の具体
的なイメージをつかむ。そして、「戦略」と「組織」の関係につ
いて考える。
第3回

経営戦略論の基礎（1）経営戦略の概念と体系
経営組織における戦略とは、どのような概念であるのか、組
織のレベルに対応した戦略の階層構造、戦略は計画的に策定され
ると同時に創発的に形成されるという特性から経営戦略論の視
点について身近な事例を基に解説する。

第4回

経営戦略論の基礎（2）戦略策定のプロセス
通常、戦略の策定は企業戦略から事業戦略の順に行われ、企業
理念のもとで、長期的・全社的視点から企業の発展方向を示す基
本方針が経営戦略として具体化さていく。戦略の策定がどのよう
に行われていくのかということをSWOT分析等について言及し解
説する。

第5回

全社戦略論（1）事業の定義と企業ドメイン
ドメインを定義するということは、競争相手と戦う範囲を特
定することであると同時に、企業のアイデンティティを規定する
ことでもある。企業がどのような事業領域を選択するか、組
織が活動し生存していくための展開領域をいかにして定義するか
ということについて学習する。

第6回

全社戦略論（2）多角化
企業が従来からの事業領域を超えて事業領域を拡大していく活
動である「多角化」について学習する。多角化は、本業に集中し
ている程度、本業とそれ以外の事業との関連に応じていくつか
のタイプに分類でき、事業展開の方向を加味することで経営成
果が異なる。また、多角化を行う企業の動機等についても理
解を深める。

第7回

全社戦略論（3）多角化のマネジメント
多角化した企業は、複数の事業の間でいかに資源配分する
か、どのような優先順位をつけるか、それぞれにどのような課
題・役割を与えるかといった問題を考えなければならない。ま
た、企業全体の業績向上に資するように各事業が経営されるよう
な制度を設計しなければならない。多角化した事業をいかに管
理するかが重要であり、1つの解を与える手法とし
て「PPM（Product Portfolio Management）」を用いて考える。

第8回

全社戦略論（4）国際企業戦略の類型

研究開発、生産、販売など様々な活動の場が国境を越えて海
外に展開する国際化において、複数ある各国拠点をどのようにマ
ネジメントするかという問題に対して統合と適応という視点か
ら考え、国際企業戦略のタイプを学習する。
第9回

事業戦略論（1）ポジショニング戦略

38

2223
魅力的な産業を事業分野として選択し、様々な戦略を駆使し
て、競合企業からの競争圧力やそれ以外の脅威に対処できるよう
な戦略上の地位に、いかにして自社を位置づけるかというポジ
ショニングの考え方について学習する。
第10回

事業戦略論（2）資源ベース戦略
経営資源や組織能力という視点から企業の強みを捉え、持続
的な競争優位を獲得するために、いかにして独自の経営資源を蓄
積するかという視点をもとに戦略を策定することを目指す資
源ベースの考え方について学習する。

第11回

事業戦略論（3）競争戦略の基本類型Ⅰ：コスト・リーダーシッ
プ戦略
業界内で最も低いコスト構造を実現することで、競争優位の確
立を目指す戦略について学習する。また、絞り込んだ事業領
域に企業の資源を集中することで低コストの優位性を図る「コス
ト集中戦略」についても解説する。

第12回

事業戦略論（4）競争戦略の基本類型Ⅱ：差別化戦略
自社の製品やサービスを差別化し、業界の中でも独自性や特異
性といった「違い」があるとして顧客に認識される価値を創造す
る戦略について学習する。また、絞り込んだ事業領域に企業の資
源を集中することで差別化を図る「差別化集中戦略」について
も解説する。

第13回

戦略論の歴史

戦略論の萌芽、戦略の体系化、RBVの発展

戦略という用語は1960年代に文献に登場し始め、70年代にシス
テマティックな実証分析という研究方法と、社会科学の様々な理
論をベースに体系化され、ポジショニング戦略と資源ベース戦
略の登場によって、外部環境と企業内部の分析を統合して、戦
略を構築する枠組みが整ってきたことについて歴史的視点から学
習する。
第14回

まとめ 経営戦略論の展望
これまでの講義で学習した内容を振り返り、経営戦略
論を学ぶ意義と要点を確認する。また、事前に講義の中で受講
生に調べ学習として、経営戦略の理論と実践を結びつけてもらえ
る内容のレポートを提出してもらう。自らの考えた内容を発表し
てもらい、全員で議論を深めてから、最後に担当教員が総括す
る。
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【予習】教科書の第6章について読んでおくこ
と。 【復習】第10回講義の内容を見
直し、学びや気づきをまとめること。

4時間

【予習】教科書の第5章について読んでおくこ
と。 【復習】第11回講義の内容を見
直し、学びや気づきをまとめること。

4時間

【予習】教科書の第5章について読んでおくこ
と。 【復習】第12回講義の内容を見
直し、学びや気づきをまとめること。

4時間

【予習】教科書の第2章について読んでおくこ
と。 【復習】第13回講義の内容を見
直し、学びや気づきをまとめること。

4時間

講義内容について見直しをすること。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

マーケティング入門
（

）

1年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本講義では、マーケティングの基礎概念を中心に企業の諸活動を紹介していく。製品(Product)、価格(Price)、流通(Place)、プロモーショ
ン(Promotion)の４つのPに沿って、実際にビジネス現場で活用されている最近のトピックスを用いて講義を進める。
なお、学術的理論や専門用語、概念は覚えているだけでは意味がない。使いこなしてこそ知的意義をもつ。授業外時間に設定した予習と復習課
題に取り組むことで高い学習効果が期待できる。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

マーケティング概念や知識を学習する

４Psの応用能力を身に付ける

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

身の回りの事例を通じてマーケティング思考
能力を身に付ける

マーケティング視点から論理的な思考
力が養える

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

身近な物事の変化について論理的な理解がで
きる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
期末筆記テスト、課題レポート、平常点の組み合わせによって、授業内容をきちんと理解できているか、総合的に評価を行い、設定した尺
度を超えた場合、合格とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末テスト

： 定期試験の期末筆記テスト（授業内容をきちんと理解できているかの程度を評価）
35％

期中課題レポート
15％
期末課題レポート
20％
平常点
30％

： 7回目～８回目の授業に提出する、期中レポート（自分の意見を論理的に述べているのか、簡
潔に文章をまとめているのか、独自性があるのかより評価）
： 最後の授業日に提出する、期末レポート（自分の意見を論理的に述べているのか、簡潔に文章をま
とめているのか、独自性があるのかより評価）
： 発言、質問（グーグルクラスルームによる質問や意見などの発言も含む）、リアクションペー
パー（コメントカード）の内容など、積極的な授業への参加は高く評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
【参考書】講義中に適宜紹介する 。
恩蔵直人『マーケティング』(日経文庫)、日本経済新聞出版社、2010年（13刷）。
池尾 恭一（共著）『マーケティング』有斐閣、2010年。

履修上の注意・備考・メッセージ
★本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、毎回の授
業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
★必ず、Saai-MASによる出席登録を行っているために、毎回の授業の出席状況を各自確認すること
★欠席者には、欠席日の授業内容を自習して手書き、A4サイズ、1枚以内でまとめて授業で提出すること
★授業のお知らせや課題などは、グーグルクラスルームを活用する予定である。詳細な事項は、第1回目の授業でも告知する。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜日、2時限

場所：

研究室、西館2階
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス、自己紹介：マーケティングとは何か
人が、「なぜ買うのか」また「なぜ買わないのか」、商品やサー
ビスを選んだり、買ったりするのかはマーケティングの一つ
の大きな命題

第2回

マーケティングの基礎概念
マーケティング・コンセプトの変遷をはじめ、欲求、需要、市
場、製品について学習する

第3回

マーケティング事例＃Case study：五感マーケティング
郷愁を誘うノスタルジア（nostalgia）消費について理
解を深め、身近な小売店の五感マーケティング事例を取りあげな
がら五感マーケティングの有効性について学習する

授業のまとめ、マーケティング・コンセプ
トについて調べる

4時間

授業のまとめ、五感マーケティングについ
て調べる

4時間

授業のまとめ、ストリーテリングについ
て調べる

4時間

第4回

マーケティング演習：「ストリーテリング(story telling)」
ストーリーを活用した「レオパレス21」のケースを通じ
て、人の心を動かせる有効な最新マーケティング手法である「ス
トーリーテリング」について学ぶ
具体的には、どんなストーリーを用いて消費者に伝達し、結果
的にはどんな効果をもたらすのかについて学習する

授業のまとめ、ペルソナについて調べる

4時間

第5回

マーケティング演習：ペルソナ作り

授業のまとめ、セグメンテーション、ターゲ
ティング、ポジショニングについて調べる

4時間

授業のまとめ、STPに沿った事例、好きなブラ
ンド一つを選んでその概要と特徴をまとめる

4時間

これまでの授業の中間まとめをする

4時間

授業のまとめ、消費者行動とは何かについて
まとめる

4時間

授業のまとめ、ホームセンター業界につい
て調べる

4時間

授業のまとめ、４Psのうち、製品とは何かに
ついて調べる

4時間

授業のまとめ、４Psのうち、価格とは何かに
ついて調べる

4時間

授業のまとめ、４Psのうち、立地とは何かに
ついて調べる

4時間

授業のまとめ、４Psのうち、販促とは何かに
ついて調べる

4時間

これまでの授業内容を振り返りまとめる

4時間

ペルソナ（英: persona）とは、カール・グスタフ・ユングの概
念。ペルソナという言葉は、元来、古典劇において役者が用い
た仮面のことであるが、ユングは人間の外的側面をペルソ
ナと呼んだ
第6回

マーケティング演習：マーケティング実務（STP）
セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニング
セグメンテーションの意義＆目的、同質化からの脱皮して差別
化を図るためのセグメントを対象にターゲットを設定した事
例を学習する

第7回

ブランドマーケティング：ブランドエクイティ
ブランドマーケティングの概念の理解及びブランドエクイ
ティ・ブランド連想について学習する
★特別授業開催：実践マーケティング（予定）

第8回

マーケティング事例＃Case study：マーケターの仕事
USJを3年で復活 させた日本を代表とするスゴ腕マーケター「森
岡毅」の事例を通じて、マーケティングの重要性について学習す
る
マーケターとは、マーケティング理論や調査に専門的な知
識を持つマーケティング戦略立案者

第9回

マーケティング演習：購買者行動とマーケティングリサーチ
購買する動機と背景など、社会現象からマーケティングの重要
性を学ぶ
購買意思決定プロセス（Consumer Information
Processing）：消費者が外部要因や内部要因の影響を受けて購買
意思決定に至る心理的プロセス「購買意思決定プロセ
ス（Consumer Information Processing）について学習する

第10回

マーケティング事例＃Case study： 「ホームセンター」
「百貨店や雑貨専門店に行くような３０代～４０代の女
性」に絞った「ビバホーム」のターゲットについて学習する

第11回

マーケティング・ミックス４Ps：＃Case study製品
製品ライフサイクル理論、「売れる仕組み」を作る事例とし
て「俺のフレンチ」の事例を取りあげ製品の特長について学習す
る（前半）

第12回

マーケティング・ミックス４Ps：＃Case study価格
消費者満足に関する仮設「期待・パフォーマンス仮設」をはじ
め、価格戦略について学習する

第13回

マーケティング・ミックス４Ps：＃Case study立地
プレイスの概念、流通チャネルを自ら統率する流通経路の「系列
化」について学習する

第14回

マーケティング・ミックス４Ps：＃Case study販促
４Ps最後の「ツメ」であるプロモーションについて学習する
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

マーケティング入門
田村匡
1年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

広告会社にて25年間、企業や地域等のマーケティングにかかわり、調査、企画、提案等の作業を行ってき
た。(全１４回)

授業概要
経営学の一分野であるマーケティングについて、その初歩的な内容について学習する。教科書をもとに、マーケティングの基礎知識(マーケティ
ングとは、ニーズとウォンツ、顧客志向、SWOT分析等)ならびに市場リサーチ・分析の手法(STP、マーケティング・リサーチ、ビッグデー
タ等)を授業の前半で実例をあげながら学び、後半は4P(Product, Price, Place, Promotion)についてブランド論やインターネットによる変化
等を踏まえて一つずつ詳しく学ぶ。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

マーケティングの基礎知識を具体事例をまじ
えて学ぶ

マーケティングの基礎的考え方や知識を理
解することができる

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

マーケティング・ツールの4P(Product,
Price, Place, Promotion)のそれぞれの内
容を具体的に学ぶ

4つのPについて理解し、実際のマーケティン
グ活動に応用できる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

マーケティング手法を使って企業・団体の経
営課題を発見することができる

2 ．DP5.計画・立案力

マーケティングを活用した経営戦略を立案す
ることができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ本学のガイドラインのとおりとする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

小テスト

： 授業の内容を理解しているか。また自分で考えて論理的に説明できているか。
40％

中間試験

： 授業の内容を理解しているか。また自分で考えて論理的に説明できているか。
30％

期末試験

： 授業の内容を理解しているか。また自分で考えて論理的に説明できているか。
30％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
特になし。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授
業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日2限

場所：

個人研究室
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備考・注意事項： メールにて調整してください。オフィスにこられる場合は予約ください。tamura-t@osaka-seikei.ac.jp。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

マーケティング・イントロダクション
マーケティング入門の授業全体の構成や注意事項等を説明。ま
たマーケティングの経営学全体の中での位置づけや一番重要な概
念である「顧客志向」について学ぶ。

第2回

マーケティングの基礎
マーケティングの基礎的な知識について学ぶ。マーケティン
グの定義、ニーズとウォンツ、マーケティング・コンセプトな
ど。

第3回

SWOT分析について
マーケティング分析の重要手法「SWOT」について学習する。ま
た、教員の指導に基づき、与えられた課題についてのSWOT分
析を行う。まずは課題について全員で考え、次に個人個人で自
分で深く考え分析し結果を提出する。

第4回

STPについて
マーケティングの重要な手法であるSTPについて学習する。現
実の企業やブランド等の実例を踏まえ
てSegmentationとTargetingについて学び、次に競合企業・ブラ
ンドとのPositioningについて学ぶ。さらに顧客満足度等につい
て学ぶ

第5回

マーケティング・リサーチ
市場を知るためのマーケティング・リサーチや実査の方法、アン
ケート形式等について学ぶ。また、インターネットやSNSを活
用したマーケティングについて学ぶ。

第6回

市場規模別事業戦略
市場規模別に、リーダー、チャレンジャー、ニッチャー、フォロ
ワー等の戦略を学ぶ。あわせて各規模別の事業目標の置き方、選
択と集中の重要性等を実際の企業やブランドを実例として説
明し、理解する。

第7回

マーケティングの基礎を振り返る（中間まとめ）
教科書第Ⅰ章とⅡ章、さらに追加した事項までを振り返り、マー
ケティングの基礎知識と基本的な分析、戦略等について中間時
点でまとめ、学生の理解を深める。

第8回

4Pについて
マーケティングの具体的な手法である4Pについての概要、4Cと
の対応関係等を学ぶ。これまでの基礎知識や戦略との関係につい
ても理解する。

第9回

Productについて
まずはProductについての基本的な事項(製品と商品、製品の分
類、製品ライフサイクル等)について学ぶ。また製品の分類とし
てのラインとカテゴリーについて具体例を挙げて説明し、理解す
る。

第10回

Productとブランドについて
Productの重要概念であるブランドについて学ぶ。ブランド・ア
イデンティティとブランド・エクイティの違い、ブランドの拡張
戦略等について実例をもとに理解する。

第11回

Priceについて
価格のつけ方や新製品の価格戦略、割引等の価格対応、価格決定
権者の主導権争い等についてこれまでの実例等をもとに説明、さ
らに自分たちで実例を思い出して論理的に記述し、理解する。

第12回

Placeについて
製品がメーカー等から消費者の手にはいるまでの流通チャネルに
ついての概要を学ぶ。卸売業者が存在する理由、商品別の流通戦
略、フランチャイズチェーン等について理解する。

第13回

Promotion（広告）について
Promotionの重要な手法の広告について、そのメディアとなる新
聞、雑誌、テレビ、ラジオ、OOHについて、歴史やビジネスモデ
ル等について実例を元に学習する。

第14回

Promotion（パブリシティ、人的販売など）
Promotionの広告以外のパブリシティや人的販売、その他の販売
促進活動等について学ぶ。

43

ネットや新聞・参考書等にて関係事
項をチェックする

4時間

ネットや新聞・参考書等にて関係事
項をチェックする

4時間

ネットや新聞・参考書等にて関係事
項をチェックする

4時間

ネットや新聞・参考書等にて関係事
項をチェックする

4時間

ネットや新聞・参考書等にて関係事
項をチェックする

4時間

ネットや新聞・参考書等にて関係事
項をチェックする

4時間

これまでの授業内容について教科書
等を振り返り、復習を行う

4時間

ネットや新聞・参考書等にて関係事
項をチェックする

4時間

ネットや新聞・参考書等にて関係事
項をチェックする

4時間

ネットや新聞・参考書等にて関係事
項をチェックする

4時間

ネットや新聞・参考書等にて関係事
項をチェックする

4時間

ネットや新聞・参考書等にて関係事
項をチェックする

4時間

ネットや新聞・参考書等にて関係事
項をチェックする

4時間

ネットや新聞・参考書等にて関係事
項をチェックする

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

経営組織論
山崎哲弘
2年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

地域総合経済団体にて10年間、人事労務管理全般に関するコンサルティング業務（人事制度改定、採用、育成
等）を担当（全14回）。

授業概要
現代社会の中で「組織」はさまざまな形で存在しています。経営組織論では、これら組織の中でも私たちの生活と密接に関連している企業組
織を主な研究の対象としています。そこで本講義では、組織目標を達成するため、組織構造や環境適応といった組織と環境の関わりの視点であ
るマクロ組織論と組織内部で働く個人や集団を対象にリーダーシップやモチベーションといった組織内のメンバーへの関わりの視点であるミク
ロ組織論を学びます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

経営組織

経営組織の基礎知識を習得するとともに、現
代社会における経営組織の各種課題について
の理解を深める。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

課題レポート作成を通して、講義で得られ
た知識をベースに自らの考えをまとめる。

2 ．DP8.意思疎通

読み手に理解を促すわかりやすい文書を作
成する。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不合格とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

平常点

： 授業内での発言、課題、コメントカードの内容など積極的な授業への参加を評価する。
10％

課題レポートへの取り組み状況
10％
ミニレポート
20％
小テスト

： レポートは10点満点で評価する。１．授業内容を踏まえた論述ができていれば5点とし、誤字・脱
字・文法の間違いがなければ2点を加点、さらに独自の視点や見解が示されておれば3点を加点す
る。
： 原則、毎回講義内容に即したミニレポートを実施し、全てのミニレポートの結果を20点満点で評
価する
： マクロ組織論およびミクロ組織論それぞれの小テストを実施し、10点×２回で評価する。

20％
期末試験
40％

： 経営組織に関する基礎知識およびその課題について、自らの考えを問う小論文問題を出題し、 以
下の観点から評価する。１．基礎知識を正しく理解しているか ２．自分の独自の考えを提示でき
ているか

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
高橋正泰・山口善昭・磯山優・文智彦『経営組織論の基礎』（中央経済社・1998年）など。
その他の参考文献は、適宜、授業時に紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
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本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜日１限

場所：

西館２階研究室

備考・注意事項： 月曜日１限をオフィースアワーとしているが、授業前後の質問も歓迎する。その他の連絡の取り方としてEメールで対応す
る。（yamasaki-t@osaka-seikei.ac.jp）Eメール件名としては「人事管理について（氏名、学籍番号、グループNO）」とする
こと。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス：経営組織論とは
授業のガイダンスとして、企業経営における経営組織論の意
義と重要性について解説します。

第2回

組織の定義と組織論の展開
まず組織とは何か、そして組織論の成立と展開について解説しま
す。
・マクロ組織論の視点
・ミクロ組織論の視点
・前回の振り返り、各種質問への回答

第3回

管理組織の基本構造
管理組織の基本構造のである特徴と問題点を解説します。
・ライン組織
・ファンクショナル組織
・ライン＆スタッフ組織
・前回の振り返り、各種質問への回答

第4回

管理組織の形態（１）職能別組織
企業管理組織の具体的形態の1つである「職能別組織」の特
徴と問題点を解説します。
・グループワーク
・前回の振り返り、各種質問への回答

第5回

管理組織の形態（２）事業部制組織
企業管理組織の具体的形態の1つである「事業部制組織」の特
徴と問題点を解説します。
・グループワーク
・前回の振り返り、各種質問への回答

第6回

管理組織の形態（３）マトリックス組織など
企業管理組織の具体的形態の1つである「マトリックス組織」お
よびチーム制組織などの特徴と問題点を解説します。
・グループワーク
・前回の振り返り、各種質問への回答

第7回

組織の環境適応
企業組織の環境適応の問題を組織のコンティンジェンシー理
論の考え方から考えます。
・前回の振り返り、各種質問への回答

第8回

組織文化
組織文化はどのように形成されるのか、組織「風土」「文化」は
どう違うのかを考えます。
・組織文化の形成
・組織文化の機能と逆機能
・グループワーク
・前回の振り返り、各種質問への回答

第9回

科学的管理法から人間関係論へ
テイラーの科学的管理法から人間関係論の登場に至るまでの理論
的経緯を解説します。
・前回の振り返り、各種質問への回答
・小テストの実施

第10回

モティベーション
人は何によって意欲が生まれるのか、組織の中の個人に焦
点を当てたモティベーションに関する理論を解説します。
・欲求階層説
・動機付け衛生理論
・内発的動機付け
・期待理論
・前回の振り返り、各種質問への回答

第11回

リーダーシップ
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組織論の概要に関するミニレポートを作成す
る。

4時間

配布された参考資料等の復習（小テスト対
策）と予習。身近な組織についてのミニレ
ポートを作成する。

4時間

配布された参考資料等の復習（小テスト対
策）と予習。身近な組織の組織構造について
のミニレポートを作成する。

4時間

配布された参考資料等の復習（小テスト対
策）と予習。具体的な職能別組織の企業事
例に関するミニレポートを作成する。

4時間

配布された参考資料等の復習（小テスト対
策）と予習。具体的な事業部制組織の企業事
例についてのミニレポートを作成する。

4時間

配布された参考資料等の復習（小テスト対
策）と予習。具体的なマトリックス組織の企
業事例に関するミニレポートを作成する。

4時間

配布された参考資料等の復習（小テスト対
策）と予習。組織環境適応に関するミニレ
ポートを作成する。

4時間

配布された参考資料等の復習（小テスト対
策）と予習。組織文化に関するミニレポー
トを作成する。

4時間

配布された参考資料等の復習（小テスト対
策）と予習。科学的管理法に関するミニレ
ポートを作成する。

4時間

配布された参考資料等の復習（小テスト対
策）と予習。行動科学論に関するミニレポー
トを作成する。

4時間

配布された参考資料等の復習（小テスト対
策）と予習。リーダーシップ理論に関するミ
ニレポートを作成する。課題レポート作成

4時間
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リーダーシップはどのように発揮されるのか、リーダーシッ
プの類型などに関する諸理論を解説します。
・SL理論
・PM理論
・トップとミドルのリーダーシップ
・前回の振り返り、各種質問への回答
第12回

組織における行動変容
組織における行動変容を促すために必要な行動理論的アプロー
チについて解説する。
･行動の強化
・行動の弱化
・グループワーク
・前回の振り返り、各種質問への回答

第13回

組織構造と戦略
「組織は戦略に従う」チャンドラーの戦略論をベースにした組織
論を解説する。
・戦略の定義
・戦略と組織の関係
・グループワーク
・前回の振り返り、各種質問への回答

第14回

組織学習と組織活性化
組織が発展するための「組織学習」の基本的なメカニズムおよ
び学習サイクルについて解説する。
・シングル・ループ学習
・ダブル・ループ学習
・組織学習を促す要因と阻む要因
・前回の振り返り、各種質問への回答
・小テストの実施。
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配布された参考資料等の復習（小テスト対
策）と予習。組織行動変容に関するミニレ
ポートを作成する。

4時間

配布された参考資料等の復習（小テスト対
策）と予習。経営戦略に関するミニレポー
トを作成する。

4時間

定期試験準備のための全体的な復習と学習

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

組織とコミュニケーション
山崎哲弘
2年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

地域総合経済団体にて10年間、人事労務管理全般に関するコンサルティング業務（人事制度改定、採用、育成
等）を担当（全14回）。

授業概要
組織において円滑に業務を遂行するためには、組織構成員同士における適切なコミュニケーションが不可欠である。そこで本講義の目的は、組
織におけるコミュニケーション活動に焦点をあて、組織コミュニケーション論の基本的な概念を学ぶとともに、自身が所属する組織に応用でき
る力を身に付けることである。本講義ではコミュニケーションに関わる理論的視点と実践的視点の２つから構成する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

コミュニケーション力の向上

・傾聴力：他者の発言を聴き、その意図や主
張を正確に把握することができる。
・伝える力：自分の意図や主張を、上手く正
確に伝えることができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

行動力

・社会や組織の問題を、自らの問題とし
て受け止め、自ら関わろうとする態度。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

課題レポート作成を通して、講義で得られ
た知識をベースに自らの考えをまとめる。

2 ．DP8.意思疎通

読み手に理解を促すわかりやすい文書を作る

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ、不合格とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

平常点

： 授業内での発言、課題、コメントカードの内容およびグループ演習における積極性を評価する。
10％

課題レポートへの取り組み状況
10％
小テスト

： 課題レポートは10点満点で評価する。 ・授業内容を踏まえた論述ができていれば5点とし、誤
字・脱字・文法の間違いがなければ2点を加点、さらに独自の視点や見解が示されておれば3点を加
点する。
： 小テストを２回行う。１回10点満点とし合計20点で評価する。

20％
ミニレポート

： 原則、毎授業、ミニレポートを実施する。全てのミニレポートの結果を20点満点で評価する
20％

期末テスト
40％

： 講義内容に関する基礎知識問題とその分野の課題に関する自らの考えを問う小論文問題を出
題し、以下の観点から評価する。 １．基礎知識を正しく理解しているか ２．自分の独自の考え
を提示できているか

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
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授業時にレジュメを配布します。
・狩俣正雄『組織のコミュニケーション論』（中央経済社・1992年）
・奥林康司『入門人的資源管理（第2版）』（中央経済社・2010年）

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
原則として、毎回の授業で小テストを実施する。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜日２限

場所：

西館２階研究室

備考・注意事項： 金曜日２限をオフィースアワーとしているが、授業前後の質問も歓迎する。その他の連絡の取り方としてEメールで対応す
る。（yamasaki-t@osaka-seikei.ac.jp）Eメール件名としては「組織とコミュニケーションについて（氏名、学籍番号、グ
ループNO）」とすること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス
コミュニケーションの重要性ならびに、コミュニケーション能
力とコミュニケーションスキルの違いを解説します。

第2回

組織の定義とコミュニケーションの定義

組織とは何か、コミュケーションとは何か、組織におけるコミュ
ニケーションとは何かについて解説します。
第3回

組織コミュニケーションの理論（科学的管理法）
テイラーの科学的管理法とはどのような仕組みだったのか、何の
ためにテイラーは科学的管理法を考えたのかを解説します。

第4回

組織コミュニケーションの理論（人間関係理論）
人間関係論はどのように誕生したのか、科学的管理法とどのよう
な点が異なるのかを解説します。

配布された参考資料等の復習と予習コミュニ
ケーションについて自分にとっての課題を整
理してお く。ミニレポートを作成する。

4時間

配布された参考資料等の復習（小テスト対
策）と予習身近な組織において、どのよう
なコミュニケーションがとられているかを整
理する。ミニレポートを作成する。

4時間

配布された参考資料等の復習（小テスト対
策）と予習。ミニレポートを作成する。

4時間

配布された参考資料等の復習（小テスト対
策）と予習。ミニレポートを作成する。

4時間

第5回

組織コミュニケーションの理論（行動科学研究①：マズ
ロー・マグレガー）
行動科学論はどのように誕生したのか、人間関係論とどのよう
な点が異なるのか、代表的な論者から解説します。
（マズローおよびマグレガー）

配布された参考資料等の復習（小テスト対
策）と予習。ミニレポートを作成する。

4時間

第6回

組織コミュニケーションの理論（行動科学研究②アージリ
ス・ハーズバーグ）
行動科学論はどのように誕生したのか、人間関係論とどのよう
な点が異なるのか、代表的な論者から解説します。
（アージリスおよびハーズバーグ）

配布された参考資料等の復習（小テスト対
策）と予習。ミニレポートを作成する。

4時間

第7回

組織コミュニケーションの理論（組織文化）

配布された参考資料等の復習（小テスト対
策）と予習。レポート課題を作成する。

4時間

配布された参考資料等の復習（小テスト対
策）と予習。自身がこれまで行ってきたリー
ダーシップ体験について整理する。ミニレ
ポートを作成する。

4時間

配布された参考資料等の復習（小テスト対
策）と予習。自身のこれまでの自己表現方
法と学びを通じて得た自己表現方法の差
異を整理する。ミニレポートを作成する。

4時間

配布された参考資料等の復習（小テスト対
策）と予習。ミニレポートを作成する。

4時間

配布された参考資料等の復習（小テス
ト）と予習。ミニレポートを作成する。

4時間

配布された参考資料等の復習（小テスト対
策）と予習。ミニレポートを作成する。

4時間

配布された参考資料等の復習（小テスト対
策）と予習。ミニレポートを作成する。

4時間

組織が異なると意思決定のあり方などが大きく異なります。組織
文化が組織コミュニケーションに与える影響について解説しま
す。
・小テストの実施
第8回

リーダーシップとフォロワーシップの理解

リーダーシップに加え、フォロワーシップの重要性を解説しま
す。またグループワークを通じてリーダーシップとフォロワー
シップの重要性を理解します。
第9回

ファシリテーション（Facilitation)やアサーショ
ン（Assertion)の基礎理論
組織を円滑に運用するために必要なファシリテーションとアサー
ションについて解説します。またグループワークを通じて適
切な自己表現法を理解します。

第10回

適切な訊き方と聴き方（傾聴法の理解）
他人とコミュニケーションをとる上で、重要な訊く（質問す
る）ことと聴く（傾聴する）ことの重要性について解説しま
す。またグループワークで適切な訊き方や聴き方による効果も体
験します。

第11回

組織コミュニケーションと感情のコントロール
組織を構成する人たちには、それぞれ感情があります。組織内に
おいて物事を進めていく際に、時には自身の感情をうまくコント
ロールし、合意形成を構築していく必要があります。そこで感
情のコントロールの重要性とコントロール法について解説しま
す。

第12回

組織コミュニケーションと行動変容
これまで講義まで学んだコミュニケーションの技法を踏まえ、組
織（チーム）がより適切に行動するための技法（心理学）を解
説します。

第13回

組織におけるメンタルヘルス
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組織･企業におけるメンタルヘルス対応の実態および自身の心
身の健康の保持増進（セルフケア）の重要性について解説しま
す。
第14回

組織におけるハラスメント
現在、企業に対するパワハラ対策の義務化が検討されていま
す。ハラスメントとは何なのかなど、組織人として知っておくべ
き基礎知識を解説します。
・小テストの実施
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定期試験準備のための全体的な復習と学習

4時間

2269

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

消費者行動論
中井郷之
3年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
企業が円滑にマーケティング活動を進めるためには、消費者のニーズや行動について十分な理解や的確な分析が必要です。この授業では、マー
ケティング分野でも重要な消費者行動を取り上げ、理論の体系的な理解を深め、消費者行動の基礎的知識を身につけるとともに活用方法の実
践を体験します。消費者はなぜ特定の製品やサービスを購入するのか、どのような買い方や使い方を行うのかなどを理解・分析します。具体
的な事例から消費者行動についての基礎的概念・モデル・理論を学習することで、消費者の視点から企業のマーケティング戦略を立案できるよ
うになります。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

消費者行動の理論や分析方法を学び、マーケ
ティング戦略との関係を知る

企業のマーケティング活動と消費者行動
論の関係を理解する

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

消費者行動の情報処理モデルを理解し、企
業がどのように活用しているかを学習する

消費者行動のメカニズムを理解し、企
業のマーケティング戦略を立案する

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

現象から課題は何かを見つけ出します

2 ．DP5.計画・立案力

企業のマーケティング戦略を計画、立案でき
る

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
授業中での課題提出を毎回行う。課題提出はgoogle classroomのgoogle formを活用し、授業内で提出してもらった回答の中から模範解答や興
味深いものを紹介して情報の全体共有を行う。プレゼンテーションは授業の後半行い、前半で学んだ内容を応用し、グループごとに調査内
容を報告する。小テストは13回の授業内容を通じて学んだ内容に関連して、記述式問題として出題する。期末レポートは発表内容をA４二枚に
して提出する。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

平常点
30％
プレゼンテーション
20％
小テスト
30％
期末レポート
20％

： 毎回の授業にて２～３の課題を課し、google classroomを通じてアンケート形式で回答する。評価
基準は独自のルーブリックによる。
： 消費者行動論の授業内容に関して、グループで発表を行う。評価基準は独自のルーブリックによ
る。
： 毎回の授業で出している課題からと流通に関する課題を小論文形式で出題する。評価基準は独
自のルーブリックによる。
： 評価基準は調査背景・具体的な調査内容と分析・結論部分の説得力など独自のルーブリックによ
る。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
田中洋（2008）『消費者行動論体系』中央経済社
田中洋（2015）『消費者行動論』中央経済社
博報堂行動デザイン研究所・國田圭作（2016）『人を動かすマーケティングの新戦略「行動デザイン」の教科書』すばる舎
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履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
授業での課題はGoogle Classroomにて共有しているため、事前に提出準備が必要となる。
授業中は必ずノート（レジュメの穴埋め式）をとり、記述した内容を見直しながら、プレゼンテーションや小テストなどを通じて理解を深めて
もらいたい。その他、GoogleClassroomにて課題提出や補足の情報提供を行う。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜４限

場所：

研究室（西館５階）

備考・注意事項： 上記以外もできるだけ対応しますので、立ち寄ってください
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第１回

消費者ニーズ
人間は何らかの欲求を持っている存在である。だが、なぜ人
間は財を求めるか、考えてみると誰も知らない。第一回目は、欲
求によって人々の購買意欲が何で喚起されるかを整理し、そこ
に存在する「動機付け」を解説する。

第２回

買い物行動
消費者の購買行動の全体（個人的動機と社会的動機）を概観する
と同時に、それぞれの活動のステージ（価格、品ぞろえ、買いや
すさ）でどのような関係があるかを学ぶ。

第３回

購買意思決定
個人の意思決定のプロセス（ニーズ探知から廃棄まで）、消費者
意思決定のタイプ（３つのレベルでの問題解決方法）、情報探
索（購買前探索と継続的探索）、購入代替案評価（評価基準や属
性）など消費者行動に大きくかかわる諸問題を体系的に捉える。

第４回

態度と説得
「態度」とは人の購買行動を予測すると考えられている。その理
由は、個人の自由な選好を反映しているからである。そしてそ
の態度に影響を与えているのが「説得」である。この説得の中に
は、「信頼性」があり、消費者の購買に大きくかかわってい
る。消費者行動の中で態度と説得という両面から、どのように消
費者の購買意欲に結びついているかを解説する。

第５回

知覚
「知覚」とは、消費者にとって外部からの情報を受け取り、それ
をカテゴリー化し、さらにその意味を解釈するという消費行
動の重要な起点をなしている。そしてマーケターと消費者と
の間には、広告、広報、セールスなど「コミュニケーショ
ン」が存在する。このコミュニケーションが与える消費者の購買
意欲をいかに刺激するかを考える。また、競争力の源泉のひとつ
である「ブランド」は消費者が商品・サービス・企業などを認
識・知覚するうえで重要な要素であることから、プランドの働き
について解説する。

第６回

記憶
「ブランド」は、ある売り手の財やサービスを他の売り手のそれ
と異なるものとして識別するための名称や言葉、デザイン、シン
ボルまたはその他の特徴をいう。また「記憶」は、過去を記銘し
その情報を貯蔵し、想起するプロセスのこと（再認を含む）をい
う。消費者がものを買うときに大事な知覚と欲求を喚起する「ブ
ランド」と「記憶」を理論的に解説する。

第７回

知識
消費者は日常、さまざまなマーケティング刺激（商品、ブラン
ド、サービスなど）に触れて、その経験を記
憶に取り込み、次の消費活動に活かしている。こうした行動か
ら記憶に至る過程で、消費者は自分が触れる商品やサービス、コ
ミュニケーション活動に意味を与え、知識という形で記憶中にそ
れをとどめる。こうした心理活動全体を「認知」と呼び、消費
者が商品について知っていることを「知識」と呼ぶ。消費者が外
部情報をどのように解釈し、それをどのような構造の知識にし
て記憶するかを解説する。

第８回

感情と気分
「感情」とは、喜びや悲しみの精神状態と簡単に定義することが
できる。マーケティング刺激によってもたらされた楽しみや悲し
みといった意識は消費者行動と関連している。さらに、この消費
者に感知されたある期間持続する感情的状態のことを「気分」と
いう。気分と感情との違いは、感情がはっきりとした対象を持っ
ているのに対し、気分では必ずしもその感情状態がどこからもた
らされたものかはっきりしない。この両側面から消費者行動を解
説する。
※9回目から13回目に行うプレゼンテーションの説明を行う。

第９回

人を動かす「行動デザイン」という発想
前評判はよかったのに、事前予想ほど人が来ない・売り上げ
が上がらないということがある。そこには消費者の意識と行
動の間に「ギャップ」が存在する。行動を抑制してい
る心の中の「リスクとコスト」について解説する。
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物を見つけて買うまでの消費意思決定プロセ
スを最近買ったものから当てはめて考える。

4時間

身近な欲しいものを考え、それをどのよう
に購入（店頭販売・通信販売など）すること
が一番良いか考える。

4時間

高いものと安いものを買うとき、どれくら
い意思決定の時間は違うか考え、なぜそのよ
うな差異が生まれるかを考える。

4時間

身近な商品を買うとき、信頼性の高いもの
を買うか、低いものを買うか、その基準と
は何かを考える。

4時間

ブランド力が与える消費者選好について身
近な商品を通じて考える。

4時間

記憶に残る商品とはどのようなものであった
かを考察する。

4時間

普段どのようなマーケティング刺激を受けて
いるかを考え、効果的な認知方法を自分なり
に考える。

4時間

感情や気分が消費者の購買意欲にど
う結び付くかを考える。

4時間

人を動かす際に関係する「コスト感」につい
て、自分の消費行動を考察する。

4時間

2269
第10回

リスク感とコスト意識
人間には「促進的な側面」（リスクを冒しても求める心
理）と「抑制的な側面」（安全な状態でも慎重になる心理）の二
面性が存在する。しかし、全体で捉えれば「様子見」は８割でほ
ぼ積極的に動く人は少ない。いかにすれば、「抑制的な側
面」の消費者を動かせるか、「行動デザイン」の視点から具体
的に説明する。

第11回

行動を喚起する「行動チャンス」
人に物を買ってもらうには意識を高くすることより、実際に行
動しやすい、または行動したくなる環境を整備して行動を誘発さ
せる必要がある。そのために、人が動く突破口である「行動チャ
ンス」（潜在ニーズ）を発見するためのアプローチを解説する。

第12回

行動を誘発する仕掛け

行動は物理的なエネルギーを要する。それを促すことは困難であ
り、「手がかり」、「足がかり」となる仕掛けを用意する必要が
ある。行動誘発装置としての試用体験を中心に解説する。
第13回

行動の継続
継続こそが事業収益の生命線となる。この行動習慣化の支柱とし
て「快・近・効」があり、楽しくなければ続かない、物理的・距
離的な近さ、自分にとっていいものかどうかということが大事に
なる。消費者を飽きさせない、継続的な購入に導く方法や注意
点について解説する。

第14回

総復習と小テスト
これまで学んだ消費者行動の諸理論と「行動デザイン」という実
際の重要ポイント再度まとめる。また、ここまでの学修の習熟
度を測るため、小テストを行う。
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今までに欲しかったが買えなかった（買わな
かった）商品を思い出し、そこに存在する抑
制的な側面は何だったかを考察する。

4時間

生活場面を深堀して、その中に今まで気づか
なかった「行動チャンス」を探す。

4時間

イベント参加やプレゼント景品を貰うため
に購入した身近な商品を考察し、どのよう
なプロモーションが行われていたかを考え
る。

4時間

身近な商品で「買い続けているもの」を探
索し、なぜ習慣化しているかを考える。

4時間

当授業で学んだ内容を復習する。

4時間

2270

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

消費者行動論
国枝よしみ
3年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

航空会社を経て、ホテル、自治体で企画立案、広報、マーケティング戦略等の経験をもつ教員が担当する。
（14回）

授業概要
企業が円滑にマーケティング活動を進めるためには、消費者のニーズや行動について十分な理解や的確な分析が必要です。この授業で
は、マーケティング分野でも重要な消費者行動を取り上げ、理論の体系的な理解を深め、消費者行動の基礎的知識を身につけるとともに活用方
法の実践を体験します。消費者はなぜ特定の製品やサービスを購入するのか、どのような買い方や使い方を行うのかなどを理解・分析しま
す。具体的な事例から消費者行動についての基礎的概念・モデル・理論を学習することで、消費者の視点から企業のマーケティング戦略を立
案できるようになります。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

消費者行動の理論や分析方法を学び、マーケ
ティング戦略との関係を知る

企業のマーケティング活動と消費者行動
論の関係を理解する

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

消費者行動の情報処理モデルを理解し、企
業がどのように活用しているかを学習する

消費者行動のメカニズムを理解し、企
業のマーケティング戦略を立案する

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

現象から課題は何かを見つけ出すことができ
る

2 ．DP5.計画・立案力

企業のマーケティング戦略を計画、立案でき
る

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・その他(以下に概要を記述)
企業活動に興味をもつことで日常生活からさまざまな課題を発見します

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
提出物については、特徴ある記述等を取り上げてコメントします。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不合格となることがあります。
授業への参加・発言、プレゼンテーション内容、発表のスキル、レポート、試験（持込可）で評価する。
レポートは、独自のルーブリックに基づいて５段階で評価する。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への参加および発言

： 授業中の積極的な参加、また、発言を独自のルーブリックに基づいて５段階で評価する
10％

小テスト

： 独自のルーブリックに基づき５段階で評価する
20％

レポート

： 学習した内容に関しての理解度を独自のルーブリックに基づいて5段階で評価する
20％

定期試験（持込可）

： これまでの学修の理解度を100点満点で評価する
50％

使用教科書
指定する
著者
松井剛・西川英彦

タイトル
・

出版社

１からの消費者行動

・ 碩学舎

参考文献等
青木幸弘「消費者行動の知識」日経文庫
青木幸広・新倉貴士・佐々木壮太郎・松下光司「消費者行動論」有斐閣アルマ
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出版年
・

2021 年
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履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は、2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学習が求められます。マーケティングの授業を受講していることが望まし
い。授業中は、マナーを守り他の学生の迷惑にならないように留意してください。授業への積極的な参加を期待します。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜3限

場所：

研究室（西館3階）

備考・注意事項： 上記以外もできるだけ対応しますので、立ち寄ってください
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第１回

消費者行動とマーケティング
企業は、効果的かつ効率的にマーケティング活動を行うために消
費者行動への理解と分析を行います。そこで第１回は消費者行
動とは何か、また消費者行動を学ぶ重要性を明らかにするととも
にマーケティングとの関係性について解説します。次に授
業の進め方について説明します。

事前に2章・3章を読み、予習しておくこと

4時間

第２回

知覚と学習
スーパーやコンビニの店内で、ある場所では、どんな商品か陳
列されているかをよく覚えていても、別のコーナーではほとん
ど覚えていないことがあります。人によってモノやサービ
スに対する評価は、大きく違っているのはなぜなのかを考えま
す。また、「学習」では、「パブロフの犬」を聞いたことがある
かもしれませんが、私たちは知らず知らずのうちに経験から学ん
でいることがあるのです。これを「学習」といい、さまざま
な例から考察します。

事前に4章を読んで予習しておくこと

4時間

第３回

記憶
テストで覚えられず、もどかしい思いをされたこともあるでしょ
う。記憶は、消費者行動において、とても大事なテーマです。こ
の授業では、短期記憶が長期記憶になるメカニズムやノスタル
ジーについて学びます。

事前に5章を読んで予習しておくこと

4時間

第４回

態度
人の態度は、気になるものですが、ここでいう「態度」と
は、人の見た目の様子を意味する「態度」では、ありません。消
費者行動における「態度」とは、ある製品やサービスに対す
る「好き・嫌い」、「良い・悪い」などの評価を意味します。
この授業では、あるストーリーを通して、態度に与える「関
与」という概念を理解して、態度や態度モデルについて学習しま
す

事前に6章を読んで予習しておくこと

4時間

第５回

意思決定
消費者の購買行動は、購入する段階だけでなくその前後における
さまざまな活動を含む一連のプロセスとして捉えられていま
す。これを「購買意思決定プロセス」と呼んでいます。この授
業では、消費者がどのように意思決定をしているかを考えます。

事前に７章を読んで予習しておくこと

4時間

第６回

セグメンテーション
企業が、製品やサービスを企画、開発する際、潜在顧客を想定す
るために何らかの基準で市場を分ける必要があります。これをセ
グメンテーションと言います。ターゲットとなる潜在顧客を想
定し、その人たちのニーズを捉え、魅力ある製品やサービスを市
場に投入するのです。今回は、このセグメンテーションについ
て考えます。

事前に8章を読んで予習しておくこと

4時間

第７回

コミュニケーション
企業は、消費者を説得するために広告や宣伝によって、さまざま
な工夫をし、消費者に製品うやサービスを購入してもらうよ
う努めています。この回の授業では、説得的コミュニケーショ
ンを考えます。

これまでの復習をしておくこと

4時間

第８回

店頭マーケティング
ショッピングセンターは、単に買物をする場だけではありませ
ん。人気グループが登場したり、ステージでイベントが行われた
りします。このように、普段の買い物のシーンで、私たちはどの
ように買い物をしているかを取り上げます。 この授業の最後に
これまで学んだ内容の小テストを行います。

事前に10章を読んで予習しておくこと

4時間

第９回

アイデンティティ
最近買ったものを振り返ってみてください。自分の好みや価値観
等、自分がどんな人間かということが、多かれ少なかれ反映され
ていると思われます。この授業では、アイデンティと消費の関
係、自己を作り上げるさまざまな側面を学び、消費という行
為が「私とは何か」と、どのように関係しているのかを考えま
す。

事前に11章を読んで予習しておくこと

4時間

第10回

家族
皆さんの家庭では、家族で何かを共有したり、使ったりしていま
すか。 また、何か大きな買い物をする際は、代表して誰かが意
思決定していますか。この授業では、家族の購買意思決定につい
て、考えます。

事前に12章を読んで予習しておくこと

4時間

第11回

集団
友人同士、服装が似ていることがあります。また、友人同
士で好きなモノが似てしまうこともあります。この回では、友
人など周囲の人々が消費者の好みに及ぼす影響を取り上げます。

事前に13章を読んで予習しておくこと

4時間

第12回

ステイタス
人はその持ち物によって収入や職業、ライフスタイルについて想
像できることがあります。これは、消費がその人の自己表
現の一つだからです。この回では、集団の中での個性の発揮や競
争意識等の面から消費者行動を考えます。

事前に14章を読んで予習しておくこと

4時間

第13回

サブカルチャー

事前に15章を読んで予習しておくこと

4時間
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2270
オタク文化やアイドルといった現象は、よく知られています
が、これらはサブカルチャーのごく一部にすぎません。サブカル
チャー（下位文化）は、世代、民族、人種、宗教、趣味など、さ
まざまな集団における消費に影響を与えることから、この授
業で取り上げます。
第14回

文化
アフリカのコンゴでサプールと呼ばれる人たちが、鮮やかなスー
ツをオシャレに着こなし、世界から注目されています。貧し
い村からこのような行動をする人達には、どのような背景がある
のでしょうか。消費者行動の文化面での影響を考えます。
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これまでの学習を振り返っておくこと

4時間

2271

222

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

企業倫理
千代原亮一
3年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本講義では、具体的事例の分析を通じて、社会の要請・期待に応えるために、企業が取り組むことが求められるテー
マ（SDGs、CSR、ESG）や、海外の法律や規制など、コンプライアンス全般の課題について考察します。「会社」、「職場」、「仕事」、「情
報」、「社会」という切り口から、法令遵守だけでなく、企業として、これまで、そして、これから取り組むことが求められるコンプライアン
スの諸課題、実際の判例や事件が社会に与えた影響について解説します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

現代企業の基本的性格を理解するととも
に、ビジネス倫理の構築、実践が企業存
続に必須であることを認識する。

経営倫理・企業統治に関する基礎概念およ
びコンプライアンスの意義について説明でき
る。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

将来の実社会において、企業の一員として参
加する場合に、自らの企業のあり方を主体
的に問う能力を醸成する。

2 ．DP8.意思疎通

素朴な生活実感からでも指摘可能な倫理的問
題の発生原因を、社会科学的な構造要因から
も摘出できるようになる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
＜評価基準（定期試験・授業中課題）＞
S評価：到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている。
A評価：到達目標を十分に達成している。
B評価：到達目標を平均的なレベルを超えて達成している。
C評価：到達目標を達成している。
D評価：到達目標を達成していない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

定期試験
60％
課題レポート（3回分）
30％
授業貢献
10％

： 定期試験の答案により問題発見力と実践力を評価する。講義内容を踏まえた上で、一定程度のレベ
ルを超えた試験答案の内容を合格とする。単にテキストや講義資料の内容を丸写しした内容で
は、合格とはしない。
： レポート課題の内容により理解力を評価する。講義内容を踏まえた上で、一定程度のレベルを超え
た課題答案の内容を合格とする。単にテキストや講義資料の内容を丸写しした内容では、合格とは
しない。
： 討議などでの発言内容により授業貢献度を評価する。教員との質疑応答、他の受講生とのグルー
プ討議及びディベートへの参加態度について、積極的に発言し、主体的に議論に参加する態
度を示した場合に合格とする。

使用教科書
指定する
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2271
著者

タイトル

中島茂

・

出版社

コンプライアンスのすべて

・ 第一法規

出版年
・

2021 年

参考文献等
※出版社の都合により、テキストが皆さんの手元に届くのが4月中旬以降の予定です。それまでに、自分で書店やAmazonなどで入手していただい
ても結構ですが、大学のテキスト販売で購入する場合は、必ず購入予約をしておいてください。
①木目田裕・佐伯仁志編『実務に効く 企業犯罪とコンプライアンス判例精選』（有斐閣・2016年）、②蒲俊郎『間違いだらけのコンプライア
ンス経営』（イースト・プレス・2018年）、③中村直人『コンプライアンス・内部統制ハンドブックⅡ』（商事法務・2019年）、④長瀨佑
志・斉藤雄祐『コンプライアンス実務ハンドブック』（日本能率協会マネジメントセンター・2020年）、⑤阿部・井窪・片山法律事務所編『法
務リスク・コンプライアンスリスク管理実務マニュアル〔第2版〕』（民事法研究会・2021年）、⑥中山達樹『インテグリティ―ーコンプライア
ンスを超える組織論』（中央経済社・2022年）。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
・やむを得ず授業を欠席する場合は、文書にて速やかに届け出ること。
・授業中は、ディスカッションや質疑にも積極的に参加すること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜5時限目

場所：

西館3階個人研究室

備考・注意事項：

メールアドレスは、chiyohara@osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

コンプライアンスは法令遵守を超える
(1)法令遵守が通用しなかった事例
(2)法令を遵守しているのに、なぜ非難されるのか
(3)コンプライアンスの本当の意味

第2回

5つのコンプライアンス
(1)消費者コンプライアンス
(2)従業員コンプライアンス
(3)取引先コンプライアンス
(4)社会コンプライアンス
(5)株主コンプライアンス
(6)コンプライアンス体制の整備

第3回

コンプライアンスに反する命令にも従うべきか
(1)会社の「縦の線」は「内部統制システム」
(2)会社の「横の線」は「ガバナンス」
(3)従業員が守るべきコンプライアンスの基本原則と主要ルール

第4回

安全・安心に働く：会社の安全配慮義務と勤務をめぐるルール
(1)会社の安全配慮義務
(2)安全配慮義務を具体化した労働安全衛生法
(3)労働時間の基本ルール
(4)36協定と上限設定
(5)時間外労働とコンプライアンス

第5回

お互いの人格を尊重し合う職場づくり：ハラスメントの防止
(1)ハラスメントを防止すべき理由
(2)パワー・ハラスメント
(3)セクシュアル・ハラスメント
(4)その他のハラスメント

第6回

取引の開始と終了は慎重に
(1)取引先選択にあたっての留意点
(2)取引終了時のコンプライアンス
(3)反社会的勢力との関係遮断
(4)なぜ反社会的勢力と関わりを持ってはならないのか

第7回

取引を適正に継続する
(1)契約を誠実に履行する
(2)取引先をだますと刑事罰も
(3)取引先との付き合いはコンプライアンスに従って行う
(4)取引先いじめは取引先コンプライアンス違反

第8回

競争はフェアな条件で：公正で自由な企業競争
(1)不公正取引①（ダンピング）
(2)不公正取引②（再販売価格の拘束）
(3)カルテル・談合
(4)私的独占

第9回

機密情報を守る：情報漏洩をしない・させない
(1)従業員の守秘義務
(2)個人情報の適正な取得と保護
(3)営業秘密として法的権利を得られる3要件
(4)営業秘密はどのように奪われているのか
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テキストの該当箇所を通読し、コンプライア
ンスの意味について、法令遵守との異同の観
点から考え、理解する。

4時間

テキストの該当箇所を通読し、5つの観点から
のコンプライアンスの意味について理解す
る。

4時間

テキストの該当箇所を通読し、企業内のコン
プライアンスに関するルールと仕組みについ
て理解する。

4時間

テキストの該当箇所を通読し、会社の安全配
慮義務と、労働時間に関するルールについ
て理解する。

4時間

テキストの該当箇所を通読し、ハラスメン
トを防止するための企業の取り組みについ
て理解する。

4時間

テキストの該当箇所を通読し、取引先との関
係、反社会的勢力との関わり方について理
解する。

4時間

テキストの該当箇所を通読し、取引の誠
実な履行の意味、取引先いじめの問題につい
て理解する。

4時間

テキストの該当箇所を通読し、不公正取
引の意味とその規制の仕組みについて理解す
る。

4時間

テキストの該当箇所を通読し、企業活動にお
ける機密情報の保護の重要性について理解す
る。

4時間

2271
第10回

知的財産権を守る：知的財産権を侵害しない・させない
(1)「知的財産」とは何か
(2)産業財産権と著作権
(3)不正競争防止法によるデッドコピーの禁止
(4)商品・サービスを企画開発するときに注意すべきこと

第11回

消費者を守る「設計」「製造」「指示・警告表示」
(1)安全な商品設計をする
(2)製造工程での安全性確保を徹底する
(3)指示・警告表示を実効的に行う
(4)安全性に問題が生じたら適正にリコールを行う

テキストの該当箇所を通読し、企業活動にお
ける知的財産権の保護の重要性について理
解する。

4時間

テキストの該当箇所を通読し、製造工程にお
ける安全性確保の重要性について理解する。

4時間

第12回

適正な表示と公正な営業活動：消費者を惑わせない・困らせな
い
(1)「誤認表示」の禁止
(2)景品表示法による表示の規制
(3)食品表示法による規制
(4)営業活動の公正さとは
(5)特定商取引法によって規制される営業方法

テキストの該当箇所を通読し、適正な表示規
制の意味について理解する。

4時間

第13回

社会貢献と企業価値の向上：社会の信頼と支持を得る

テキストの該当箇所を通読し、SDGsと企業経
営の関係について理解する。

4時間

テキストの該当箇所を通読し、環境問
題に関する企業の取り組み方について理解す
る。

4時間

(1)インサイダー取引の規制
(2)貿易コンプライアンス
(3)CSRとESG投資・ESG経営
(4)SDGsと企業経営
第14回

皆の力で地球を守る：環境を傷つけるとレッドカード
(1)環境を守る基本法である環境基本法
(2)大気汚染・土壌汚染に適正に対応する
(3)廃棄物の管理・資源の有効利用を徹底する
(4)地球環境保全に協力する
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現代産業論1

授業科目名

澤田

担当教員名

彩

1年

学年・コース等

開講時期

前期

単位数

2

講義

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
企業は生産力を実現する経営主体として、営利追求のために経済財及びサービス生産、配給、販売を遂行する。
本講義では、日本における産業別の特徴と現況、現代企業の仕組みを理解することを目標とする。特に、経営の入門的な授業として、現代産
業・企業をめぐる諸問題を中心に経営に関わる基礎知識を学んでいく。なお、学術的理論や専門用語、概念は覚えているだけでは意味がな
い。使いこなしてこそ知的意義をもつ。授業外時間に設定した予習と復習課題に取り組むことで高い学習効果が期待できる。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

日本産業の成り立ちと現状

日本の産業の成り立ちと現状について理解で
きる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

物事の因果関係をとらえ、背後にある課
題や本質を見極めることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
毎回の課題、期末レポートで評価します。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

毎回の課題
30％
期末レポート
70％

： 授業内容を踏まえた記述であれば1点とし、そこに「論理性」と「簡潔性」を備えていれば2点とす
る。授業内容に関係のない記述の場合は0点となる。
： 講義内容に関する理解度を問う問題を出題し、その理解度と、的確な記述や説明ができているか
を基準にして評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
【参考書】
吉田三千雄・藤田実編著（2005）『日本産業の構造転換と企業』新日本出版社
木村敏男(1984)『日本産業論』法律文化社

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、毎回の授
業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

木曜日2時限

場所：

研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

イントロダクション：現代産業論を学ぶ意義
産業論を学ぶ上で重要な基本的な概念規定を確認したのち、現
代の日本産業の概観や課題を示し、現代産業論を学ぶ意義を理
解する。
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配布資料や参考文献等を用いて「産
業」や「産業構造」などの基本的なキーワー
ドについて学ぶ。

4時間

2301

第2回

産業構造
産業構造の分類方法やその変化について学ぶ。

第3回

戦後日本産業の構造と転換①―重化学工業の構築と発展
重化学工業の構築と発展について学習する。

第4回

戦後日本産業の構造と転換②―繊維産業の化学化と寡占体制化
繊維産業の化学化と寡占体制化について学習する。

第5回

戦後日本産業の構造と転換③―ME技術革新と「経済大国化」
ME技術革新について学習し、日本が経済大国化していった経緯に
ついて理解を深める。

第6回

情報通信革命の展開と特質
日本の産業構造に大きな影響を与える情報通信革命の展開と特
質について学習する。

第7回

産業空洞化
日本において長期不況下で進んだ産業空洞化について学習する。

第8回

鉄鋼産業①日本鉄鋼産業の発展と展開
日本鉄鋼産業の発展と展開について学習する。

第9回

鉄鋼産業②ビジネス環境の変化と今後の課題
日本鉄鋼産業について、ビジネス環境の変化について学習し、今
後の課題について検討する。

第10回

自動車産業①日本自動車産業の発展
日本自動車産業の発展について学習する。

第11回

自動車産業②次世代自動車産業の現状と展望
次世代自動車産業について学習する。

第12回

太陽光発電産業①太陽光発電産業の創出と発展
太陽光発電産業の創出と発展について学習する。

第13回

太陽光発電産業②日本太陽電池産業の課題
日本太陽電池産業について、ドイツ、米国、中国の同産業との比
較を通じ、競争力が低迷した経緯について学習し、その課題を検
討する。

第14回

まとめ：現代日本産業の課題と展望
現代日本産業の現状についてこれまでの授業内容をもと
に振り返り、その課題と今後の展望について理解を深める。
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配布資料や参考文献等を用いて産業構造の分
類方法やその変化について学ぶ。

4時間

配布資料や参考文献等を用いて重化学工
業の構築と発展について学ぶ。

4時間

配布資料や参考文献等を用いて繊維産業の化
学化と寡占体制化について学ぶ。

4時間

配布資料や参考文献等を用いてME技術革
新や日本が経済大国化することができた要
因について学ぶ。

4時間

配布資料や参考文献等を用いて情報通信革
命について学ぶ。

4時間

配布資料や参考文献等を用いて産業空洞化に
ついて学ぶ。

4時間

配布資料や参考文献等を用いてについ
て学ぶ。

4時間

配布資料や参考文献等を用いて日本鉄鋼産
業のビジネス環境の変化について学ぶ。

4時間

配布資料や参考文献等を用いて日本自動車産
業の発展について学ぶ。

4時間

配布資料や参考文献等を用いて次世代自動車
産業のあり方について学ぶ。

4時間

配布資料や参考文献等を用いて太陽光発電産
業の創出と発展について学ぶ。

4時間

配布資料や参考文献等を用いて日本太陽電池
産業の競争力低下について学ぶ。

4時間

これまでの授業内容を振り返って整理し、理
解を深める。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

地理学概論Ⅰ
小島大輔
1年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業のテーマは、地理学の学問体系、基礎的知識および地図の取扱い方法を修得し、様々な課題発見にあたり必要な情報の収集・分析・活
用に適用することができる地理学の分析・考察方法を身に付けることである。
まず、地理学の学問体系とその特徴を概観する。次に、地理学の歴史、資料、表現方法として最も重要な地図についての基礎的事
項を学ぶ。続いて、系統地理学の自然地理学と人文地理学、および地理学の基礎的知識を修得し、分析・考察方法からみた地理学の特徴を確
認する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

地理学の学問体系（地理学、系統地理学、地
誌学などの関係）

地理学の学問体系を説明できる。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

地理学の用いる基礎的な概念（地図、人文地
理学、自然地理学、地誌学の専門用語）

地理学に関する基礎的な用語の使用法を区
別できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

地図の読図に関する基礎的な作業ができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業時に取り組む課題

： 読図作業については、作業への取り組み度合、記述適切さ・具体性・独自性などから評価する。
40％

定期試験
60％

： 地理学の学問体系については、地理学、系統地理学、地誌学などの関係を論理的に説明できるか
を評価する。
地理学に関する基礎的な用語については、その使用法を区別できるかを評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
地理学概論（上野和彦・椿真智子・中村康子編、朝倉書店(2015)）
そのほか、適宜各テーマにあわせて参考書を提示したり、参考資料を配布する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日４限

場所：

西館４階研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
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第1回

イントロダクション：地理学の学問体系について
地理学、系統地理学、地誌学の関係性について学びます。

第2回

地理学と地図（１）世界観、世界地図、地球儀など世界を大
観する方法の違いについて
メンタルマップ・地図・地球儀など地域構成を大観する方
法の違いを学びます。

第3回

地理学と地図（２）地図が創り上げた世界観とその歴史につい
て
地図が創り上げた世界観とその歴史を概観し、地域構成を大観す
る際の注意点について考えます。

第4回

地理学と地図（３）一般図と主題図の違いとその基礎的事項に
ついて
様々な地図を用いて、一般図と主題図の違いとその基礎的事
項を確認します。

第5回

地理学と地図（４）地形図の基礎的事項とその読図について

地形図に関する基礎的事項の学び、地形図の読図作業を通じ
て、地形図から地域的特色を見出す視点を学びます。
第6回

地理学と地図（５）様々な主題図の表現方法とその作成時の留
意点について
主題図作成の作業を通して、主題図の表現方法とその作成時の留
意点を確認します。

第7回

自然地理学の基礎（１）地球環境システムと環境問題について

地球環境システム、生態系、環境論など、人間と自然環境と
の関わりを考える上で重要な基礎的概念について学びます。
第8回

自然地理学の基礎（２）気圏：大気大循環、メソ気象、微気
象のしくみについて
地球規模で循環する大気大循環、人間生活に密接に関連したメ
ソ気象、およびさらに微細な微気象について学びます。

第9回

自然地理学の基礎（３）水圏：海洋や水蒸気の水循環システ
ムについて
地球の表層付近に最も豊富に存在する物質であり、地球上のあら
ゆる生命に欠かすことのできない物質である水の循環（システ
ム・プロセス）について学びます。

第10回

自然地理学の基礎（４）地圏：地形変化のプロセス（風化・侵
食・運搬・堆積）について

地形の変化、土壌生成作用、土壌因子と土壌型、および地力につ
いて概観し、主要な成帯土壌・間帯土壌について学びます。
第11回

人文地理学の基礎（１）環境論：文化地理学からみた人間活
動と環境の関係について

文化地理学の環境論の視点から人間と環境の関わりについて考え
ます。
第12回

人文地理学の基礎（２）余暇活動・観光行動の空間的特徴につ
いて
余暇活動・観光行動の空間的特性から、ツーリスト空間、集客
圏について学びます。

第13回

地誌学の基礎（１）静態地誌学と動態地誌学など代表的な方法
論について

静態地誌学と動態地誌学などを中心に、地誌学の代表的な方法
論を学びます。
第14回

地誌学の基礎（２）様々な「地域」の概念とその使用法につい
て・授業のまとめ

地理学で使用される様々な「地域」の概念について学びます。
授業全体のまとめを行い、地理学の見方・考え方を用いる意義に
ついて考えます。
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予習：シラバスを通読しておいてくださ
い。復習：イントロダクションの配布資料か
らキーワードを抽出して記入してください。

4時間

予習：大陸、海洋、主要な国・都市などの地
表の構成を確認しておいてください。 復
習：地理学と地図（１）の配布資料からキー
ワードを抽出して記入してください。

4時間

予習：あなたが最も適切だと考える世界地
図を用意し、その理由を考えてください。 復
習：地理学と地図（２）の配布資料からキー
ワードを抽出して記入してください。

4時間

予習：最近活用した地図を取得し、その活用
方法を記録しておいてください。 復習：地理
学と地図（３）の配布資料からキーワー
ドを抽出して記入してください。

4時間

予習：国土地理院のHPで地形図を閲覧し、自
身の居住地を確認しておいてください。 復
習：地理学と地図（４）の配布資料からキー
ワードを抽出して記入してください。

4時間

予習：（web）新聞記事に掲載されている地
図を探しておいてください。 復習：地理
学と地図（５）の配布資料からキーワー
ドを抽出して記入してください。

4時間

予習：「環境問題」と聞き最初に思いついた
ものについて調べておいてください。 復
習：自然地理学の基礎（１）の配布資料か
らキーワードを抽出して記入してください。

4時間

予習：日本の四季の特徴とその原因を調べて
おいてください。 復習：自然地理学の基
礎（２）の配布資料からキーワードを抽出し
て記入してください。

4時間

予習：地表の水の分布について調べておいて
ください。 復習：自然地理学の基
礎（３）の配布資料からキーワードを抽出し
て記入してください。

4時間

予習：地形図を活用して自身の居住地がどの
ような地形上に立地しているか調べておいて
ください。 復習：自然地理学の基
礎（４）の配布資料からキーワードを抽出し
て記入してください。

4時間

予習：世界にはなぜ「豊かな地域」と「貧し
い地域」が存在するのか自身の考えをまとめ
ておいてください。 復習：人文地理学の基
礎（１）の配布資料からキーワードを抽出し
て記入してください。

4時間

予習：ここ数年で余暇活動・観光で訪れた場
所をリストアップしておいてください。 復
習：人文地理学の基礎（２）の配布資料か
らキーワードを抽出して記入してください。

4時間

予習：自身の中学校社会科地理的分野・高校
地理の授業を振り返り、その授業方法をまと
めてください。 復習：地誌学の基
礎（１）の配布資料からキーワードを抽出し
て記入してください。

4時間

予習：シラバスと配布資料を通読し、これま
での授業資料からキーワードを抜き出し、整
理しておいてください。 復習：地誌学の基
礎（２）の配布資料からキーワードを抽出し
て記入してください。これまでの講義資
料の整理、キーワードリストの作成など試
験の準備学修をしてください。

4時間

2302
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231

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

地理学概論Ⅱ
小島大輔
1年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業のテーマは、地理学の視点を活かした環境・地域・地球の見方・考え方を修得し、人間活動と環境に関する課題、地域・地球的課
題の解決に向けた方策を考えることである。
まず、地理学概論Ⅰで学んだ基礎的知識を振り返りながら、地理学の見方・考え方を整理する。次に、地理的技能の中でも重要な地図の活用
方法を学ぶ。続いて、自然地理学と人文地理学両者の知識を用いた系統地理的考察方法で環境に関する課題を考える。さらに、地誌的考察方
法を用いて様々なスケールの地域的課題を検討する。まとめとして、地理学の活かし方を考える。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

系統地理的・地誌的考察方法に関する基礎
的な用語

系統地理的考察方法および地誌的考察方
法に関する基礎的な用語を類別できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

系統地理的考察方法を用いて、人間活動と環
境について考えを述べることができる。

2 ．DP4.課題発見

地誌的考察方法を用いて、様々な地域・地球
的課題について考えを述べることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業時に取り組む課題

： 系統地理的・地誌的考察方法の使用の有無および記述の具体性・独自性などから評価する。
40％

定期試験
60％

： 系統地理的・地誌的考察方法の基礎的な用語については、その使用法をを類別できるかを評価す
る。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
地理学概論（上野和彦・椿真智子・中村康子編、朝倉書店(2015)）
そのほか、適宜各テーマにあわせて参考書を提示したり、参考資料を配布する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日４限

場所：

西館４階研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
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第1回

イントロダクション：地理学の視点を活かした環境・地域・地
球の見方・考え方
地理的技能、系統地理的考察、地誌的考察を用いた課題の考察方
法について概説します。

第2回

地理的技能（１）場所のイメージ、空間認知、メンタルマッ
プの成長について
頭の中の地図、環境認知の理論から、人間による空間・地
域の捉え方の特徴について学びます。

第3回

地理的技能（２）様々な地図投影法とその活用方法について

様々な地図投影法とその特徴を学び、活用上の注意点につい
て学びます。
第4回

系統地理的考察（１）里山としてのマングローブ林の公共
性と産業利用について
マングローブ林を例として、里山の産業利用、人間の環境利用に
ついて考えます。

第5回

系統地理的考察（２）環境保全型農業の成立システム・存立基
盤について
環境保全型稲作などの事例から、環境保全型農業成立のしくみに
ついて考えます。

第6回

系統地理的考察（３）ジオパークが目指す保護・保全、教
育、地域振興について
ジオパークの事例を通して、人間と環境、地域資源について考え
ます。

第7回

系統地理的考察（４）ディズニー化を通した場所のパフォーマ
ンスについて

ディズニー化という視点から、近年の観光の特徴を考えます。
第8回

地誌的考察（１）地域区分の意義とその留意点・問題点につい
て
地域区分の方法について学び、その問題点について考えます。

第9回

地誌的考察（２）「地域構造」の概念・表現方法およびその変
容について
地域構造という視点から、地域の構造と変容の捉え方を学びま
す。

第10回

地誌的考察（３）中心市街地の構造変容と歴史的背景について

歴史的建造物保存および朝市の存立基盤などを事例に、中心市街
地の構造変容について考えます。
第11回

地誌的考察（４）地域文化の創出とまちづくりへの展開につい
て
地域文化はいかにして生まれるかまたそれを活用したまちづくり
にはどのようなものがあるか学びます。

第12回

地誌的考察（５）地域イメージの創造と観光地域の形成につい
て

国際観光における地域イメージの役割について学びます。
第13回

地誌的考察（６）食文化の地域資源化とまちづくりについて

近年の食文化の地域資源化の効果について考えます。
第14回

地誌的考察（７）エコロジーの葛藤からみる地域固有の資源に
ついて・授業のまとめ

エコロジーの葛藤の事例から、「地域固有の資源」について考え
ます。
授業全体のまとめを行い、地理的技能の活用、系統地理的考
察、地誌的考察を行う意義を振り返ります。
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予習：シラバスを通読しておいてくださ
い。復習：イントロダクションの配布資料か
らキーワードを抽出して記入してください。

4時間

予習：自身の居住地から大学までを含む範
囲の地図を描いておいてください。 復習：地
理的技能（１）の配布資料からキーワー
ドを抽出して記入してください。

4時間

予習：これまで学修した地図の投影法を調べ
ておいてください。 復習：地理的技
能（２）の配布資料からキーワードを抽出し
て記入してください。

4時間

予習：里山とは何か調べておいてください。
復習：系統地理的考察（１）の配布資料か
らキーワードを抽出して記入してください。

4時間

予習：環境保全を目指した農業の例を調べて
おいてください。 復習：系統地理的考
察（２）の配布資料からキーワードを抽出し
て記入してください。

4時間

予習：日本にはどのようなジオパークがある
か調べておいてください。 復習：系統地理的
考察（３）の配布資料からキーワードを抽
出して記入してください。

4時間

予習：ディズニー・テーマパークが顧
客を引き付ける理由を考えでおいてくださ
い。 復習：系統地理的考察（４）の配布資
料からキーワードを抽出して記入してくださ
い。

4時間

予習：「地理学概論Ⅰ」で学修した「地
域」の使用法をリストアップしておいてくだ
さい。 復習：地誌的考察（１）の配布資料か
らキーワードを抽出して記入してください。

4時間

予習：「地理学概論Ⅰ」で学んだ環境論につ
いて復習しておいてください。 復習：地誌的
考察（２）の配布資料からキーワードを抽
出して記入してください。

4時間

予習：「重要伝統的建造物群保存地区」と
は何か、どのような例があるか調べておいて
ください。 復習：地誌的考察（３）の配布資
料からキーワードを抽出して記入してくださ
い。

4時間

予習：自身の居住地のまちづくりについ
て調べておいてください。 復習：地誌的考
察（４）の配布資料からキーワードを抽出し
て記入してください。

4時間

予習：これまでに旅行したことのない国・地
域をあげ、それらにどのようなイメー
ジを持っているかを整理しておいてくださ
い。 復習：地誌的考察（５）の配布資料か
らキーワードを抽出して記入してください。

4時間

予習：「資源」と聞いて思いつくものをなる
べく多くリストアップしておいてください。
復習：地誌的考察（６）の配布資料からキー
ワードを抽出して記入してください。

4時間

予習：シラバスと配布資料を通読し、これま
での授業資料からキーワードを抜き出し、整
理しておいてください。 復習：地誌的考
察（７）の配布資料からキーワードを抽出し
て記入してください。これまでの講義資
料の整理、キーワードリストの作成など試
験の準備学修をしてください。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

ビジネス文化論
児山俊行・稲村昌南・中井秀樹・山崎哲弘・千代原亮一・海野大
2年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
ビジネスで重要になってきている企業側の経営理念や文化・風土、またユーザー側の生活上での文化の開発がどのように企業の業績やイノベー
ションと関わるかを理解する。担当教員の専門性に富む講義や受講生各自のワーク等を通じて、製品開発やサービスマネジメントの各分野の多
様な事例を通じて、ビジネス上の現代的課題とその解決方法について学び、最終的にそれらを支える経営理念や文化・風土、ユーザー側の文
化のあり方を見据えたイノベーションへの視野と理解を深めていく。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

各分野の基礎的素養を習得する。

企業事例に対して、感覚的ではなく論理
的に分析しようとする。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

各分野の最先端の基本を理解する。

企業事例の発展・停滞の要因を抽出する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

プロジェクトの問題点を発見する力を養う。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
期末筆記テスト、課題レポート、平常点、の組み合わせによって、授業内容をきちんと理解できているか、総合的に評価を行い、設定した尺
度を超えた場合、合格以上とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業態度

： 授業への集中度や質疑応答などの積極性で評価する。
10％

授業中の演習・レポート

： 授業内容の基本的把握の度合いにより評価する。
55％

試験（筆記）

： 授業内容全体の理解度やそれを踏まえた考察度合いで評価する。
35％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
各担当教員の授業での参考文献は、その都度指示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
★授業のお知らせや課題などは、グーグルクラスルームを活用する予定である。詳細な事項は、第1回目の授業でも告知する。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

児山：火２限

場所：

研究室（児山：西館３F）

備考・注意事項： オフィスアワーを設けていますので、質問のある受講生はその時間帯に研究室を訪ねてください。
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授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション：経営と文化の関連性について①（李担
当）
オリエンテーションでは、ビジネス文化論の狙いと特徴、食と文
化、授業の進め方についての説明をします。

当講義の意義と各教員が担当する分野につい
て確認。

4時間

第2回

観光資源としてフードビジネスを考える②（李担当）

ガストロノミーの意味、食文化についてまと
めをする

4時間

関西地域を拠点とする優秀な外食チェー
ンを調べる

4時間

美食都市を目指す関西、フードツーリズム事例を通じてビジネ
スとの関連性について理解を深めていく。食と文化：美食都
市（Gastronomic City）
第3回

日本の外食産業とチェーン企業＃Case Study③（李担当）
フードビジネスの位置づけと変遷について外食産業について理
解を深めていく。なお、チェーンの経営理念と企業文化につい
て考察する。
外食チェーンのマーケティング事例を取りあげる。＃参考映像

第4回

外食業界分析：FF、HMR、カフェ＃Case Study④（李担当）
業界分析：FF業界、HMR、カフェ業界
Case Studyモスバーガーその１：経営概念

食を巡る諸問題を調べる

4時間

第5回

フードテックビジネス事例＃Case Study⑤(李担当）
食に関わる課題を解決できるソリューション事例と、フードビジ
ネスにおけるマーケティング事例を取りあげる。＃参考映像

フードサービスの変遷を調べる

4時間

第6回

グローバル化と日本製造業の競争力（児山担当）
「メイド・イン・ジャパン」と賞賛された日本製造業の競争
力が、グローバル競争がいっそう激しくなる21世紀に入ってか
ら、どのように変化してきたのかを見ながらその要因につい
て考える。

産業統計資料の確認

4時間

第7回

日本型の製品開発の発展と限界（児山担当）

日本家電企業の苦戦と海外ライバル企
業に関する資料の確認

4時間

かつてのホンダや近年の韓国企業やアップル社、深センの成長企
業を通じて、これからあるべき日本製造業での製品開発や企業の
あり方を考える。
第8回

製品開発は「文化開発」か？（児山担当）
最新技術なくとも、ユーザー側に新たな文化を開発することで革
新的な製品を開発できる事例を通じて、現代では技術開発より
も文化開発が鍵になるケースがあることについて考察する。

文化開発の製品開発事例の確認

4時間

第9回

新たなメイド・イン・ジャパン（児山担当）
日本の若き起業家による「一人メーカー」や途上国でのソーシャ
ルビジネスの展開から新たなモノづくり文化を学ぶ。

若手起業家たちの関係資料の確認

4時間

第10回

日本の富7割を集めた江戸時代の大坂「天下の台所」はどうつく
られたのか ①（特別授業）
日本の富7割を集めた天下の台所はどうつくられたのか
大阪ビジネスの本質となにか
天下の台所（てんかのだいどころ）とは、江戸時代に物流、商
業の中心地であった大坂を指した表現として使われる用語。

授業のまとめ、天下の台所について整理する

4時間

第11回

なぜ大阪は全国有数の観光都市となったのか ②（特別授業）

コロナ禍前の関西インバウンドのまとめとコ
ロナ禍後の関西インバウンドのあり方を考え
る

4時間

全国から集まる観光都市、食い倒れと言われた食文化都市大阪。
江戸時代の創造的な商工業・観光・衣・食・住・遊・学の大阪文
化を考える
第12回

明治維新の前と後 ③（特別授業）
明治維新で転落した大阪ビジネスはどのようにして復活できたの
か
明治維新とは、明治時代初期の日本が行った大々的な一連の維
新をいい、そのなかの大阪のイノベーション文化を考える。

明治維新について調べてまとめる

4時間

第13回

日本一となった大大阪に、現代の私たちはなにを学ぶべき
か④（特別授業）
大正後期から昭和初期にかけて、大阪市が日本一の人口都市と
なった大大阪（だいおおさかじだい）と呼ばれた時代に、どのよ
うになったのかを考える。
大阪はなぜ世界で住みたい都市3位となったのか
混じりあう都市・ビジネス文化「まとめ」

大阪はなぜ世界で住みたい都市3位となったの
かについてまとめる

4時間

第14回

期末テストに関する内容説明と成績評価（李担当）

総括として授業を通じて学んだことをまとめ
る

4時間

まとめとして、期末テストに関する内容説明と成績評価、課題レ
ポートの評価などについて説明をします。
授業外学修課題：総括として授業を通じて学んだことをまとめる
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

社会学総論
鍛治致
1-4年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
社会学は「偶然である」と思われているところに法則を発見したり「自然である」と思われているところに恣意を発見したりする、そうい
う「へそまがり」な学問である。本講義では、毎回身近で具体的な題材を取り上げつつも、それなりに一般化された抽象的な議論もおこな
い、社会学的思考作法の会得を目指す。と同時に、一般的かつ包括的な内容を満たす社会学の専門科目という本科目の位置づけを踏まえ、本講
義では社会学が得意としてきた分析手法や社会学がその射程に収めてきた社会事象をできるだけ幅広く紹介していく。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

社会学に関する知識

学んだ知識を用いながら社会学的な視点か
ら身近な問題を改めてとらえなおすことがで
きる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

論理的な思考に基づきながら質問紙調
査を進めていくことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

グループワークの取り組み状況
40％
小テスト
50％
試験（期末レポート）
10％

： グループワーク形式で行う質問紙調査活動の取り組み状況を、仮説と設問の整合性（8点）、集
計の正確性（8点）、解釈の正確性（8点）、説明の合理性（8点）、主張の独創性（8点）の観点か
ら40点満点で評価する。
： ワークシートを兼ねた小テストを用いながら各回授業への積極的参加、受講態度、理解度を独
自のルーブリックを基に総合的に評価する。
： 14回の授業で学んだことを独自の視点から整理・要約した上で、そのうち最も興味を持ったテー
マを一つ設定して調べ、整理・要約し、考察し、結論を導き出す（1600字）。独創性5点＋形
式5点＝合計10点で評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
『社会統計学』／片瀬一男／放送大学教育振興会（放送大学教材）／2007 『新・日本の階級社会』／橋本健二／講談社（講談社現代新書）
／2018年 『歴史人口学で見た日本』／速水融／文藝春秋（文春新書）／2001年

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
授業中に誤答の訂正をしてもらうことがあるので、必ず赤ペンを持参すること（蛍光ペン等のマーカーは不可）。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
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時間：

火曜3限

場所：

鍛治研究室（西館2階）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

社会調査の方法（仮説の構築）

みなさんはアンケート調査に協力したことがありますか。アン
ケート調査で決定的に重要なのは目の付け所（問題設定と仮
説）の面白さです。今回は社会調査の方法（調査票作成の実
際）について学習することを通じて社会学的思考作法の会得を目
指します。
第2回

社会調査の方法（調査票作成の実際）
せっかく面白いテーマや仮説を思いついても、質問したいこと
が相手に正しく伝わらなかったのでは意味がありません。今
回は社会調査の方法（調査票作成の実際）について学習すること
を通じて社会学的思考作法の会得を目指します。

第3回

社会調査の方法（調査票配布・回収の実際）

せっかく苦労して作成したアンケートも、いいかげんに回答され
たり、提出してもらえなかったのでは意味がありません。今
回は社会調査の方法（調査票配布・回収の実際）について学習す
ることを通じて社会学的思考作法の会得を目指します。
第4回

社会調査の方法（調査票集計の実際）
回収した調査票を、より速く、より正確に、みんなで集計するに
は、どのような工夫が必要だと思いますか。今回は社会調査の方
法（調査票集計の実際）について学習することを通じて社会学的
思考作法の会得を目指します。

第5回

社会調査の方法（調査票分析の実際）

男は賛成が34％、女は賛成が38％――このような結果をどう評
価しますか。男女間に差がある――そう言い切ってもいいです
か。今回は社会調査の方法（調査票分析の実際）について学習す
ることを通じて社会学的思考作法の会得を目指します。
第6回

階級の社会学（マルクスの階級闘争史観）

社会集団間の争いが社会全体を新しい時代に向かって変動させて
いくという葛藤モデルは社会学がマルクスから受け継いだ遺産で
す。今回は階級の社会学（マルクスの階級闘争史観）について学
習することを通じて社会学的思考作法の会得を目指します。
第7回

階級の社会学（職業をどう分類するのか）

みなさんは将来どのような職業に就きたいですか。世の中に職
業はいったいどれだけあるのでしょう。今回は階級の社会学（職
業をどう分類するのか）について学習することを通じて社会学的
思考作法の会得を目指します。
第8回

階級の社会学（階級の再生産）
みなさんの親はどのような職業に就いていますか。みなさん
は親と同じ職業に就きたいですか。経営者の子は経営者になりや
すいというのは本当でしょうか。今回は階級の社会学（階級の再
生産）について学習することを通じて社会学的思考作法の会
得を目指します。

第9回

歴史と人口の社会学（江戸時代の家族：近代家族について考え
る）
みなさんは江戸時代の家族に対してどのようなイメージを持って
いますか。結婚年齢は？ 家族構成は？ 平均寿命は？ ――今
回は人口の社会学（江戸時代の家族）について学習すること
を通じて社会学的思考作法の会得を目指します。

第10回

歴史と人口の社会学（人口の都鄙間移動と階層間移動：近代家
族について考える）
江戸時代の人口は増えも減りもしなかったといわれています
が、人口はどのように調整されていたのでしょう。今回は人
口の社会学（人口の都鄙間移動と階層間移動）について学習する
ことを通じて社会学的思考作法の会得を目指します。

第11回

歴史と人口の社会学（多産多死から少産少死へ：少子高齢化に
ついて考える）
人口の年齢構造と経済成長率の間には深い関係があり、人口構
造を見れば次にどの国が経済発展するかが分かるといわれま
す。今回は人口の社会学（多産多死から少産少死へ）について学
習することを通じて社会学的思考作法の会得を目指します。
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今回新しく学んだ概念（質的調査、量的調
査、独立変数、従属変数など）をリストアッ
プし、その意味をネット等で調べ、整理して
おきましょう。

4時間

今回新しく学んだ概念（ワーディングな
ど）をリストアップし、その意味をネッ
ト等で調べ、整理しておきましょう。

4時間

今回新しく学んだ概念（サンプリング、回収
率、有効回答率など）をリストアップし、そ
の意味をネット等で調べ、整理しておきま
しょう。

4時間

今回新しく学んだ概念（コーディングな
ど）をリストアップし、その意味をネッ
ト等で調べ、整理しておきましょう。

4時間

今回新しく学んだ概念（クロス表、カイ二乗
検定、有意確率、有意差、オッズ比な
ど）をリストアップし、その意味をネッ
ト等で調べ、整理しておきましょう。

4時間

今回新しく学んだ概念（ブルジョアジー、プ
ロレタリアート、階級闘争など）をリスト
アップし、その意味をネット等で調べ、整
理しておきましょう。

4時間

今回新しく学んだ概念（産業、職業、階
級、階層など）をリストアップし、その意
味をネット等で調べ、整理しておきましょ
う。

4時間

今回新しく学んだ概念（階級移動など）をリ
ストアップし、その意味をネッ
ト等で調べ、整理しておきましょう。

4時間

今回新しく学んだ概念（近代、前近代、歴史
人口学など）をリストアップし、その意
味をネット等で調べ、整理しておきましょ
う。

4時間

今回新しく学んだ概念（構造機能主義、都市
蟻地獄説など）をリストアップし、その意
味をネット等で調べ、整理しておきましょ
う。

4時間

今回新しく学んだ概念（人口転換、生産年齢
人口、少子高齢化など）をリストアッ
プし、その意味をネット等で調べ、整理して
おきましょう。

4時間
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第12回

ジェンダーの比較社会学（性別と学歴と年齢と仕事の「国
際」比較）
性別や学歴や年齢によって就業率や給料はどのように変化するで
しょうか。今回は日本・韓国・台湾・中国（本土）という4つ
の国や地域を相互に比較することを通じて社会学的思考作法の会
得を目指します。

第13回

エスニシティの社会学（アフリカ系アメリカ人の歴史と文化）

アメリカにはなぜ黒人が多いのでしょうか。アメリカの黒人文
化はどのようにして白人に受容されていったのでしょうか。今
回はアフリカ系アメリカ人の歴史や文化について学習すること
を通じて社会学的思考作法の会得を目指します。
第14回

社会学とは何か

社会学を一番困らせる質問は「社会学って何ですか」という質
問ですが、ここまで学んできたみなさんは既に社会学がどのよう
な学問なのかなんとなく分かっていることでしょう。今回は社会
学とは何かについて学習することを通じて社会学的思考作法の会
得を目指します。
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今回新しく学んだ概念（比較社会学、ジェン
ダー、核家族など）をリストアップし、そ
の意味をネット等で調べ、整理しておきま
しょう。

4時間

今回新しく学んだ概念（エスニシティ、人種
差別、公民権運動、BLM運動など）をリスト
アップし、その意味をネット等で調べ、整
理しておきましょう。

4時間

今回新しく学んだ概念（社会集団、家族、階
級、エスニシティ、ジェンダー）をリスト
アップし、その意味をネット等で調べ、整
理しておきましょう。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

経営統計入門
海野大
1年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

大手通信事業者で新サービス開発，新規事業立ち上げ，マーケティング・リサーチ／顧客データ分析，情報シ
ステム企画・要件定義・プロジェクト管理に従事．（全14回）

授業概要
今日では，企業の活動や意思決定はデータに基づいて行われることが当たり前になっています．合理的な企業経営や意思決定を行うために
は，データを適切に選択・加工し，必要な情報を抽出し，分析と解釈をしなければなりません．統計学はこの一連のプロセスを体系化した学
問です．この授業では，統計的なものの考え方やデータの読み方，データの分布，分布を１つの数字で代表する方法，統計的な推測の方法，仮
説検定の考え方について学んでいきます．

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

統計的なものの見方

データから情報や知見を得るため
の考え方や手法を修得する．

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

記述統計（クロス集計，ヒストグラム，平
均・分散，相関関係），確率論，推測統
計（区間推定，仮説検定）

データの可視化，代表値や相関係数の概
念と計算方法の理解，区間推定や仮説検
定の概念，目的，計算方法について理解する

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

データから統計的な手法を用いて課題を発
見し，分析することができる．

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業の理解度

： 授業中に実施する課題により評価します．
50％

期末試験

： 講義内容に関する基礎知識問題と計算問題を出題し，全体的な理解度によって評価します．
50％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
福田(2016)『経営のための統計学入門』ミネルヴァ書房，
栗木，綿森，田中(2016)『統計学基礎』共立出版

履修上の注意・備考・メッセージ
教材の配布や課題の提出などにGoogle Classroom を使用します．
本科目は2単位の科目であるため，平均すると毎回4時間の授業外学修が求められます．
「授業外学修課題」に取り組むことに加え，その回の授業の内容を丁寧に復習してください．
演習の計算で必要となるので，ルート計算機能付きの電卓を必ず持参してください．

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日３時限

場所：

研究室（西館３階）

備考・注意事項： 事前にメールでアポイントメントをとるようにしてください．
メールアドレス：unno@g.osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
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第1回

イントロダクション～統計学への招待
統計学とはどのような学問で，社会においてどのように活かせる
のか学びます．
統計データにはどのようなものがあり，それらがどのように収
集され作成されるのかについて学びます．

配布された資料の復習．総務省統計局のホー
ムページで，公表されている統計データにど
のようなものがあるか調べる．

4時間

第2回

統計的なものの見方・考え方
与えられたデータを理解し，解釈するための統計的な見
方や考え方を学びます．

統計的なものの見方・考え方の復習

4時間

第3回

記述統計学（１）データの収集と読み方
データがどのように収集されるのか，データをどのよう
に読み解けばよいかについて学びます．

データの収集と読み方の復習

4時間

第4回

記述統計学（２）データを可視化する
データを表やグラフによって可視化する方法を学びます．

データの可視化の復習

4時間

第5回

記述統計学（３）データの分布を見る
データの分布という考え方や分布をグラフで表現する方法につい
て学びます．

データを分布として捉える考え方の復習

4時間

第6回

記述統計学（４）データの分布をまとめる
データの分布を一つの数字で代表する方法について学びます．

平均や分散の考え方と計算方法の復習

4時間

第7回

記述統計学（５）データの関係を知る（相関関係）
２つ以上の変量の間の関連のしかたを捉える方法を学びます．

データの相関関係と因果関係の復習

4時間

第8回

推測統計（１）確率と確率変数
推測統計を学ぶために必要な確率の考え方について学びます．

確率，確率変数の考え方の復習

4時間

第9回

推測統計（２）データの確率分布を推測する
統計学の基礎をなす大数の法則と中心極限定理の考え方や，代表
的な確率分布である正規分布を学びます．

正規分布の復習

4時間

第10回

推測統計（３）母平均を推測する
標本データから母集団の平均を推測するための区間推
定の考え方と方法について学びます．

1標本の区間推定の復習

4時間

第11回

推測統計（４）母平均の差を推測する
2つの標本から母集団の平均を区間推定する方法について学びま
す．

2標本の区間推定の復習

4時間

第12回

推測統計（５）統計的仮説検定とは
ある出来事についての仮説の確からしさを判定する方法である仮
説検定について学びます．

1標本の仮説検定の復習

4時間

第13回

推測統計（６）２標本の仮説検定
2つの標本について仮説検定する方法を学びます．

2標本の仮説検定の復習

4時間

第14回

推測統計のまとめと復習
推測統計に関する講義全体を振り返るとともに，補足説明を行い
ます．

推測統計全体の復習

4時間

72

2308

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

経営統計入門
田村匡
1年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

広告会社のマーケティング部門において、マーケティングリサーチやその結果の分析等の作業を行っ
た。(全14回)

授業概要
数学が苦手な学生でも統計の基礎的知識を身につけることができるよう教科書や授業を工夫し、経営に必要な統計学の基礎を学ぶ。現代社
会で重要となってきている「エビデンスに基づく経営判断」の根底には統計的知識が不可欠である。統計の基礎知識、数字全体をいくつかの代
表数字でまとめる方法、確率、部分から全体を推計する方法、仮説の検定等について、初歩的数学だけを利用して理解できるようになる。な
お授業受講には電卓が必須である。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

統計的なものの見方

データから情報や知見を得るため
の考え方や手法を習得する。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

統計の知識の習得

統計データと主要指標にてデータ全体の様
子を理解できるようになる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

「統計的に正しい」という意味を理解し、問
題点や課題を発見できる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ本学のガイドラインのとおりとする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題実習

： 課題の実習ができているか。
40％

中間まとめ

： 授業の内容を理解しているか。統計的処理ができているか。
30％

期末試験

： 授業の内容を理解しているか。統計的処理ができているか。
30％

使用教科書
指定する
著者
石井俊全

タイトル
・

出版社

算数だけで統計学!

・ ベレ出版

参考文献等
「やさしくわかる統計学のための数学」ノマド・ワークス

履修上の注意・備考・メッセージ
試験も含め、実習にはルート計算ができる電卓が必要です。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
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時間：

水曜日2限

場所：

個人研究室

備考・注意事項： メールにて質問してください。オフィスにこられる場合予約ください。tamura-t@osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

経営統計入門のイントロダクション
統計学の基礎を学ぶ意味や、経営においてどのように応用されて
いるかについて理解する。また授業の進め方等について説明す
る。

第2回

データの整理、標準偏差の数式
記述統計と推測統計を分けて理解する。また標準偏差で使用す
る数式について理解する。

第3回

平均値、代表値
統計の基本的でかつ奥が深い「平均値」について学ぶ。また3種
類の代表値について理解する。

第4回

散らばり、分散、標準偏差
平均とともに統計において非常に重要な概念である分散、さらに
そこから算出される標準偏差について理解する。

第5回

例題実施による理解
平均値、中央値、偏差、分散、標準偏差等について教科書の例
題を元に自分で解いてみて、復習していく。レベルに応じて個
別にわからない部分を説明する。

第6回

正規分布、偏差値
統計において基本的な分布として正規分布を理解する。これを利
用した偏差値についても算出方法や概念を理解する。

教科書等を用いて統計学を学ぶ意味等を復
習する。

4時間

教科書等を用いてデータの整理等を復習す
る。

4時間

教科書等を用いて平均値や代表値を復習す
る。

4時間

教科書等を用いて分散、標準偏差を復習す
る。

4時間

教科書等を用いて例題を解くなどの復習をす
る。

4時間

教科書等を用いて正規分布や偏差値等を復
習する。

4時間

第7回

中間まとめ
これまでの統計手法について一旦中間でまとめ、自分で課
題を解き提出する。提出された課題については後日採点し、間
違ったポイント等を指摘し返却する。

教科書等を用いて復習する。

4時間

第8回

正規分布と標準正規分布表の使い方

教科書等を用いて標準正規分布の使い方
等を復習する。

4時間

教科書等を用いて統計的推測の方法等を復
習する。

4時間

正規分布についての応用として、標準正規分布表を使用した割
合の出し方等について学ぶ。
第9回

正規分布モデルからの統計的推測
正規分布モデルについて、平均値や標準偏差をもとに標準正規分
布表を活用して、どれくらいの割合のものがどの範囲に入ってい
るか、などを推測する。

第10回

確率と大数の法則
確率についての基本と、非常に多くの回数の実験をしたときにあ
る事象が起こる割合からその事象の起こる確率を想定する大
数の法則等について学ぶ。

教科書等を用いて大数の法則を復習する。

4時間

第11回

統計的検定の考え方と帰無仮説、対立仮説

教科書等を用いて統計的検定の考え方等につ
いて復習する。

4時間

教科書等を用いて統計的検定の初歩等につい
て復習する。

4時間

教科書等を用いて標本が大きい場合の検定
等について復習する。

4時間

教科書等を用いてこれまでの学習全体を復
習する。

4時間

統計的検定の考え方の初歩を学び、帰無仮説や対立仮説、棄却域
等の概念を理解する。
第12回

統計的検定の初歩
統計的検定について、その初歩の問題を教科書等を使用しなが
ら実際に行い、身につける。帰無仮説や対立仮説、棄却域の設
定と判定、その解釈などを例題を解きながら理解する。

第13回

標本が大きい場合の検定
標本が大きい場合には、その平均値を用いて検定することによ
り、標準偏差を小さくしてより正確に検定することができる。そ
の考え方（中心極限定理）や方法を学ぶ。

第14回

全体まとめ
これまで学んできた統計の用語や検定等についておさらいし、統
計的な考え方を身につける。理解のレベルに応じて、個別に理
解できていない部分を解説する。

74

2322

231

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

グローバルビジネス入門
藤森梓
1年～4年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
近年のグローバル化の流れの中で、企業活動は国を問わず、世界規模で展開されています。このような流れの中で、今後のビジネスを担う世
代には、国際的なセンスを身に付けることが求められています。本講義では、初学者を対象にして、こうしたグローバルビジネスに関する基礎
的な知識を身に付けることを目指します。講義では、「日本から海外へ」、すなわち企業の海外展開、および「海外から日本へ」すなわち外国
人旅行者をめぐるビジネス事情＝インバウンドビジネスのケーススタディを通して、グローバルビジネスについて理解を深めます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

身近な例を通してグローバル化について理
解を深めるとともに、それに対応してビジネ
ス環境がどのように変容しているのかを考え
る。

グローバル化に関する様々な諸相をきちん
と理解する。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

企業の海外展開や外国人に対してどのよう
な戦略が有効なのかを考える。

グローバル・ビジネスの世界で活躍す
る際に必要不可欠な知識・教養を身につけ
る。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

グローバル経済における企業の試行錯誤や課
題をきちんと把握することができる。

2 ．DP5.計画・立案力

グローバル経済で企業が直面する問題につい
ての解決策を考えることができる。

3 ．DP6.行動・実践

実際にグローバルビジネスに携わる上での必
要なテクニックや専門知識を身に付ける。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ評価を「不可」とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末課題
70％
小レポート
20％
授業内でのディスカッション
10％

： グローバルビジネスに関する実地調査を含めたレポートの提出およびその内容の授業内発表を求め
ます。講義内容を踏まえてグローバルビジネスについての知識が課題の中できちんとまとめられて
いるかを評価します。
： 原則、毎回の講義で提出を求めます。また、授業内容に関連したクイズを出題します。きちんと講
義内容を踏まえた内容かどうかを評価します。
： 特定のテーマについて、受講生同志でのディスカッションを求めることがあります。積極的に自ら
の意見を表明しているか、議論に貢献しているのか評価します。

使用教科書
特に指定しない
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参考文献等
初回の授業でリーディングリストを配布します。また、講義内でも適宜紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求めらます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をして下さい。
本講義の内容を深く理解する上で、特に国際社会の動きに注意を払うことが必要不可欠です。スポーツ・映画・音楽・グルメ・ファッショ
ン等、何でもいいので、取っ掛かりを見つけて海外に興味を持ってください。
授業の資料等はGoogle Classroomで配布します。登録については初回の授業でガイダンスを行います。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日3限

場所：

個人研究室（西館２階）

備考・注意事項： 授業に関する質問は、授業の前後、または研究室でのオフィスアワー（水曜日3限）にて受け付けます。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス～本科目の学びについて～
講義に関するガイダンス、大学でグローバルビジネスを学ぶ意
味について考えます。

第2回

グローバルビジネスの概要
グローバル化という現象の本質をとらえ、企業活動の変化につい
て学びます。

第3回

日本企業の海外進出について
企業活動の海外展開についてその歴史や背景について学びます。

第4回

日本企業の海外進出のケーススタディ～食品・外食産業の事
例～
食品産業の海外展開の事例を通して、企業のグローバル化戦略に
ついて学びます。

第5回

日本企業の海外進出のケーススタディ～製造業の事例～
製造業の海外展開の事例を通して、企業のグローバル化戦略につ
いて学びます。

第6回

日本企業の海外進出のケーススタディ～コンテンツ産業の事
例～
コンテンツ産業の海外展開の事例を通して、企業のグローバル化
戦略について学びます。

第7回

日本企業の海外進出のケーススタディ～スポーツ産業の事例～
スポーツ産業の海外展開の事例を通して、企業のグローバル化戦
略について学びます。

第8回

インバウンド・ビジネスと日本
世界の中の日本という観点から、日本という国の魅力や特殊性に
ついて、事例研究を通して学びます。

第9回

インバウンドビジネスと日本の魅力について
「外国人から見た日本」について、映画鑑賞を通して理
解を深め、「日本の魅力」がどのようなビジネスにつながるのか
を考えます。

第10回

外国人旅行者の消費パターンと日本のインバウンド戦略
外国人旅行者が日本でどのような行動をするのか、またどのよう
なビジネスに需要があるのかを学びます。それを踏まえて、政
府が推進してきた「ビジットジャパン 」等のインバウンド戦
略について考えます。

第11回

インバウンドビジネスとCOVID19
COVID19によるインバウンド・ビジネスへの影響について考えま
す。

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（グローバルビジネスを学ぶ意義につい
て考える）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（グローバル化という現象の本質について理
解を深める）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（企業はなぜ海外に進出するのか、その要
因について考える）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（日本の大手食品・外食産業のグローバル戦
略について調べる）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（日本の大手製造業メーカーのグローバル戦
略について調べる）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（日本のコンテンツ産業のグローバル戦略に
ついて調べる）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（日本のスポーツ産業のグローバル戦略につ
いて調べる）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（日本におけるインバウンドビジネスの変
遷について理解を深める）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（日本人と外国人の「日本のイメージ」の相
違点について考える）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（日本において外国人が何を求めているのか
を考える）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（2010年代のインバウンドブームの背景につ
いて、産業政策の視点から考える）

4時間

第12回

期末課題への取り組み（テーマの決定）
ワーキンググループを作り、期末課題の具体的なテーマを決定し
ます。また、具体的な調査計画を作成します。

ワーキンググループで調査を行う

4時間

第13回

期末課題への取り組み（調査・プレゼン資料の作成）
ワーキンググループ内で調査を行い、その結果をプレゼン資料に
まとめます。

ワーキングうグループで調査結果をまとめる

4時間

第14回

期末課題の発表
期末課題についてのプレゼンテーションを行います。またそれ
を基にしたディスカッションを通して、授業の振り返りをしま
す。

期末課題の振り返りを行う

4時間
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販売マネジメント論

授業科目名

横山昌司

担当教員名

1年

学年・コース等

開講時期

後期

単位数

2

講義

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

該当する
小売の現場で社会人経験を積んだ後、経営コンサルタントとして小売業の活性化に取り組んでいます。

実務経験の概要

授業概要
この講義は、 日本商工会議所主催の「リテールマーケティング（販売士検定）」の３級に合格するレベル（２級合格の土台づくり）を目標とし
ます。販売士検定のテキストをベースに、幅広く小売業の知識について学びます。リテールマーケティング（販売士）は流通業界唯一の公的資
格であり流通業での評価は非常に高い資格です。この講座を受講することで、販売・接客技術はもちろん、販売促進に向けた企画立案や在庫管
理、マーケティングにいたるまで、幅広く実践的な専門知識を身に着けることができます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

小売業に関する知識

小売業に従事するときに必要な知識をも
ち、流通業界に就職することができる。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

資格取得を目指すことで、一つの目標に対し
て行動することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末試験

： 授業中に提示した課題を中心に期末テストを実施します。
70％

各授業における課題の提出状況

： 授業中に提出された課題についての提出状況により授業の理解について評価を実施します。
30％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
日本商工会議所・全国商工会連合会編 販売士ハンドブック（基礎編） ～リテールマーケティング（販売士）検定試験３級対応～2019年
版をベースに授業を進めます。参考文献としておきますが、販売士検定の受験を予定している受講生やより理解を深めたい受講生は、個別にカ
リアックか地域の商工会議所で購入してください。具体的な購入方法は初回の授業時に説明します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習してください。
販売士のカテゴリーである、販売マネジメント論・販売マネジメント基礎では、小売業の類型・マーチャンダイジング・マーケティング・スト
アオペレーションの中から、小売業に従事する際に知っておいてほしい基本的なテーマを選び説明します。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

木曜日

場所：

授業を実施した教室

１時間目後

備考・注意事項： 木曜日の授業の後に質問を受けます。
メールの場合はtab02324@gmail.comに送付ください。その際は、科目名・氏名・学籍番号は必ず入れてください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

授業の進め方・試験ガイダンス、小売業の現状についての説明
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小売業の現状について復習します。

4時間

2323
検定制度・学習意義・学習方法・全体の概要・参考テキスト入手
方法について解説します。
業態を中心に小売業の現状について説明します。
第2回

小売業の類型 1．流通における小売業の基本的役割
公式テキスト・キーワード解説・まとめ復習
流通業としての「小売業の役割」について説明します。
理解度の確認のために課題を提出します。

小売業の役割について復習します。

4時間

第3回

小売業の類型 2．形態別小売業の基本的役割
公式テキスト・キーワード解説・まとめ復習
小売業の「業種・業態」についての説明を行います。
理解度の確認のために課題を提出します。

業種・業態について復習します。

4時間

第4回

小売業の類型 3．店舗形態別小売業の基本的役割
公式テキスト・キーワード解説・まとめ復習
スーパー・コンビニエンスストア等の「店舗形態別小売業の役
割」について説明します。
理解度の確認のために課題を提出します。

形態別小売業について復習します。

4時間

第5回

小売業の類型 4．商業集積の基本的役割としくみ
公式テキスト・キーワード解説・まとめ復習
商店街・ショッピングモール等の「商業集積」について説明しま
す。
理解度の確認のために課題を提出します。

商業集積の役割について復習します。

4時間

第6回

マーチャンダイジング 1．商品の基本知識
公式テキスト・キーワード解説・まとめ復習
マーチャンダイジングにおける「商品の基本知識」について説
明します。
理解度の確認のために課題を提出します。

商品の基本知識について復習します。

4時間

第7回

マーチャンダイジング 2．マーチャンダイジングの基
本、3．商品計画の基本
公式テキスト・キーワード解説・まとめ復習
マーチャンダイジングサイクルとその一部である「商品計画」に
ついて説明します。
理解度の確認のために課題を提出します。

マーチャンダイジングと商品計画について復
習します。

4時間

第8回

マーチャンダイジング 4．販売計画および仕入計画の基本
的 5．在庫管理の基本的役割、6．販売管理の基本的役割
公式テキスト・キーワード解説・まとめ復習
マーチャンダイジングサイクルにおける「販売計画および仕入計
画」・「在庫計画」・「販売管理の基本的役割」について説明し
ます。
理解度の確認のために課題を提出します。

販売計画および仕入計画・在庫計画・販売管
理の基本的役割について復習します。

4時間

第9回

マーチャンダイジング 7．価格設定の基本的考え方 8．利益
追求の基本知識
公式テキスト・キーワード解説・まとめ復習
マーチャンダイジングの「価格設定の基本的考え方」と「利益追
求の基本知識」について説明します。
理解度の確認のために課題を提出します。

価格設定の基本的考え方と利益追求の基本知
識について復習します。

4時間

第10回

ストアオペレーション 1.ストアオペレーションの基本的役
割 ２.ディスプレイの基本的役割
公式テキスト・キーワード解説・まとめ復習
店舗運営の基本的な役割と「ディスプレイ」について説明しま
す。
理解度の確認のために課題を提出します。

ストアオペレーションとディスプレイの基本
知識について復習します。

4時間

第11回

マーケティング 1.小売業のマーケティングの基本的
考え方 2.顧客管理の基本的役割

小売業のマーケティングの基本
的な考え方と、顧客管理の基本的役割につい
て復習します。

4時間

公式テキスト・キーワード解説・まとめ復習
小売業のマーケティングの基本的な考え方と、顧客管理の基本的
役割について説明します。
理解度の確認のために課題を提出します。
第12回

マーケティング 3.販売促進の基本的役割
公式テキスト・キーワード解説・まとめ復習
マーケティングにおけるプロモーションの基本的役割について説
明します。
理解度の確認のために課題を提出します。

販売促進について復習します。

4時間

第13回

マーケティング

商圏の設定を出店の基本的な考え方につい
て復習します。

4時間

今までに学んだ小売業に対する知識をまとめ
てください。

4時間

4.商圏の設定と出店の基本的な考え方

公式テキスト・キーワード解説・まとめ復習
マーケティングにおける「商圏の設定と出店の基本
的な考え方」について説明します。
理解度の確認のために課題を提出します。
第14回

まとめ
今まで学んだ小売業の類型・マーチャンダイジング・ストアオペ
レーション・マーケティングについて、全般的な復習と小売
業に必要な数値について解説を行います。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

地域経営入門
大島博文
1年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

政令市で都市計画・防災・交通・総合計画・統計等の新規施策立案・計画策定・経営業務を経験。公益財団法
人であるシンクタンクで地域に関するまちづくり・福祉・環境・防災・災害復興等の政策立案・コンサルティ
ング業務、研修等の人材育成業務を担当。（全14回）

授業概要
「地域経営」とは、地域の課題（人口減少・高齢化、災害・犯罪・事故のリスクの増大など）を解決するために、行政、企業、各種団体、住民
等が、連携・調整・統合しながら解決していく取り組みを指す。本講義では、まず、行政、企業、各種団体のしくみと役割について学ぶととも
に、地域が抱える課題について自治体職員や企業CSR担当者からも話を聞いて、理解を深める。また、各主体が連携する手法を実例も交えなが
ら学ぶとともに、グループワーク等で地域課題に解決方法について学ぶ。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

地域における行政や企業等の役割、連携方
法、地域課題に関する基本的な理解

地域における行政や企業等の役割、連携方
法に関する基本的な事項や課題について、そ
の主要な内容を理解し説明できる。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

地域における行政や企業等の役割、連携方法
等に関する実践的な理解

地域における行政や企業等の役割、連携方法
等に関する実践に必要な知識・技能等の主
要な内容を理解し説明できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

地域における重要な課題を、自分なりの視
点で発見することができる。

2 ．DP5.計画・立案力

地域における重要な課題を解決するための方
策を、自分なりの視点で計画・立案すること
ができる。

学外連携学修
有り

(連携先：自治体、企業)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末試験
40％
授業内レポート（３回）
30％
授業への貢献

： 地域における行政や企業等の役割、地域課題、課題解決に関する基本的な事項を問う問題を出
題し、その理解度と的確に記述や説明ができているかを基準にして評価する。
： ①行政、企業などのしくみや役割、②地域課題、③課題解決に関する授業内レポートを実施し、
「内容理解」「論理性」「独創性」を基準に評価する。
： 授業での発表内容やグループワークでの役割など授業への貢献度を評価する。

30％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
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海野進「地域を経営する」同友館／2009年
曽我謙悟「行政学」有斐閣／2013年
山田浩之他「地域経済学入門（第３版）」有斐閣／2018年
藤田誠「経営学入門」中央経済社／2015年
増田寛也編著「地方消滅」中央公論新社／2014年

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加えその回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日５時間目

場所：

西館3階37研究室

備考・注意事項： 連絡を取りたい場合はメールでも可（oshima@osaka-seikei.ac.jp)
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス、地域経営の意義を考える
授業の進め方
地域経営とは何かを学ぶ。

第2回

自治体のしくみと役割
地域の主要な担い手である自治体（都道府県・市区町村）のしく
みと役割について学ぶ。

第3回

警察・消防のしくみと役割
地域の安全・安心を担う警察・消防の基本的なしくみと役
割を学ぶ。

第4回

企業・各種団体のしくみと役割

地域の生活を支える企業・各種団体の基本的なしくみと役
割を学ぶ。
第5回

地域主体の役割に関するまとめ
これまで学んできた自治体、警察・消防、企業・各種団体のしく
みと役割について、それぞれの違いを考慮しながらまとめのレ
ポートを作成し、発表する。

第6回

地域の課題（１）～活力低下につながる人口減少・高齢化の現
状と課題
地域が抱える課題として、人口減少・高齢化の現状と地域に及ぼ
す影響や課題等を学ぶ。

第7回

地域の課題（２）～安全・安心を脅かす災害・犯罪・事故発
生の現状と課題
地域が抱える課題として、災害・犯罪・事故発生の現状と課題
等を学ぶ。

第8回

地域の課題（３）～福祉・環境・まちづくり
地域が抱える課題として、福祉・環境・まちづくりの現状と課題
等を学ぶ。

第9回

地域課題の解決に向けての実践（特別講義）

【特別講義】として自治体関係者を招き、地域の現状と課題
及び課題解決に向けた取り組みについて説明を受ける。
第10回

地域課題に関するまとめ

これまで学んできた地域の現状と課題について、解決に向けた方
向性を考慮しながらまとめのレポートを作成し、発表する。
第11回

まちづくりの実践（特別講義）
【特別講義】としてまちづくりのプランナーを招き、都市計画事
業等を通じた地域課題の解決に向けた取り組みについて説
明を受ける。

第12回

地域課題の解決策の検討
各自でまとめた地域課題解決に関するレポートを元にグループ
ワークを行い、グループとして課題解決に向けた提案の作
成を行う。

第13回

地域課題解決に向けたグループ発表
グループごとにまとめた提案を発表し、その効果や残された課題
等について自治体関係者にコメントをもらうとともにディスカッ
ションする。

第14回

まとめと振り返り
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地域とは何か、経営とは何か、参考図書やイ
ンターネット等で調べておく。

4時間

参考図書やインターネット、講義中の参考資
料等で復習し、自治体のしくみと役割に関す
る理解を深める。

4時間

参考図書やインターネット、講義中の参考資
料等で復習し、警察・消防のしくみと役
割に関する理解を深める。

4時間

参考図書やインターネット、講義中の参考資
料等で復習し、企業・各種団体のしくみと役
割に関する理解を深め、まとめのレポー
トを作成できるよう準備をしておく。

4時間

地域が抱える課題にはどのようなものがある
か、参考図書やインターネット等で調べてお
く。

4時間

参考図書やインターネット、講義中の参考資
料等で復習し、人口減少・高齢化の現状と地
域に及ぼす影響等に関する理解を深める。

4時間

参考図書やインターネット、講義中の参考資
料等で復習し、災害・犯罪・事故の現状と課
題等に関する理解を深める。

4時間

参考図書やインターネット、講義中の参考資
料等で復習し、福祉・環境・まちづくりの現
状と課題等に関する理解を深める。

4時間

参考図書やインターネット、講義中の参考資
料等で復習し、地域の現状と課題等に関す
る理解を深め、まとめのレポートを作成でき
るよう準備しておく。

4時間

これまでの授業で特に関心を持った地域の課
題について参考図書やインターネッ
トで調べ、企業の地域貢献に向けた取り組み
や効果の例等について調べておく。

4時間

地域の課題解決に向けた解決策をまとめたレ
ポートを作成しておく。

4時間

グループでまとめた提案を効果的に発表でき
るよう準備する。

4時間

グループ発表に対する意見等を踏まえて、改
善すべき点等を検討する。

4時間

これまで学んだ内容を総復習し、今後の学び
や進路選択に役立てる。

4時間

2328
これまでの学習内容を整理し理解を深めるとともに、今後学習す
べき点や公共マインドの育成、自らの進路選択の検討等にどのよ
うに結び付けていくべきか学ぶ。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

公共経営論Ⅰ
大島博文
1年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

政令市で都市計画・防災・交通・総合計画・統計等の新規施策立案・計画策定・経営業務を経験。公益財団法
人であるシンクタンクで地域に関するまちづくり・福祉・環境・防災・災害復興等の政策立案・コンサルティ
ング業務、研修等の人材育成業務を担当。（全14回）

授業概要
「公共経営」とは、①公共を担う主体（行政、公益団体など）のマネジメント、②行政・企業・市民等による公民連携、③都市や地域のエリ
アとしてのマネジメントを考える概念である。本講義では、行政や公益団体を経営的側面から現状や課題を分析し、行政改革やＮＰＭなど経営
改善のための取り組みの経緯を学ぶ。また、行政、企業、市民等が対等な関係で連携を行う公民連携の手法について学ぶ。また、持続可能なま
ちづくりを行うエリアマネジメントについて、実例を踏まえながら現状や課題を理解し、解決に向けた手法を学ぶ。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

行政等のマネジメント、公民連携、エリアマ
ネジメントに関する基本的な知識の理解

行政等のマネジメント、公民連携、エリアマ
ネジメントについて、その主要な内容を理
解し説明できる。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

行政等のマネジメント、公民連携、エリアマ
ネジメントに関する専門的な知識の理解

行政等のマネジメント、公民連携、エリアマ
ネジメントの専門的な知識・技能等につい
て、その主要な内容を理解し説明できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

行政等の経営課題、公民連携、持続可能なま
ちづくりにおける重要な課題を、自分なり
の視点で発見することができる。

学外連携学修
有り

(連携先：自治体、地域団体など)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末試験
40％
授業内レポート（３回）
30％
授業への貢献

： 行政等の経営課題、解決方法、公民連携、エリアマネジメントに関する基本的な事項を問う問
題を出題し、その理解度と的確に記述や説明ができているかを基準にして評価する。
： ①行政経営課題及び課題解決手法、②行政や企業、市民等の公民連携、③エリアマネジメントのあ
り方に関する授業内レポートを作成し、「内容理解」「論理性」「独創性」を基準に評価する。
： 授業での発表内容、グループワークでの役割など授業への貢献度を評価する。

30％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
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田尾雅夫「公共経営論」木鐸社／2010年
外山公美他「日本の公共経営」北樹出版／2014年
出井信夫編著「新しい公共経営の実践」公職研／2006年
上山信一「行政経営の時代」ＮＴＴ出版／1999年
山納洋著「歩いて読みとく地域デザイン」学芸出版社／2019年

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加えその回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日５時間目

場所：

西館3階37研究室

備考・注意事項： 連絡を取りたい場合はメールでも可（oshima@osaka-seikei.ac.jp)
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス、公共経営の意義を考える
授業の進め方
公共経営とは何かを学ぶ。

第２回

行政、公益団体のマネジメントの現状と課題
行政のマネジメントについて、主として組織、財政、人事の視
点から現状と課題を学ぶ。また、公共性の高い事業を行ってい
る財団法人、社団法人、第三セクター法人、ＮＰＯ等のマネジメ
ントについて現状と課題を学ぶ。

第３回

行政改革のこれまでの経緯と課題
厳しい状況にある財政の現状を踏まえて、これまで行われてき
た行政改革について振り返り、取り組みの内容と効果、残され
た課題等を学ぶ。

第４回

ＮＰＭ（ニュー・パブリック・マネジメント）の意義と課題

ヨーロッパやオセアニアを中心に新たな行政経営を目指し
て取り組まれてきたＮＰＭ（ニュー・パブリック・マネジメン
ト）について、取り組みの内容と効果、残された課題等を学ぶ。
第５回

行政、公益団体のマネジメントと改革に関するまとめ、レポー
ト作成、発表
これまで学んできた行政、公益団体のマネジメントと改革につい
て、現状と課題、今後の改革のあり方等を考慮しながらまとめ
のレポートを作成し、発表する。

第6回

公民連携（ＰＰＰ）の現状と課題
公民連携（ＰＰＰ：パブリック・プライベート・パートナーシッ
プ）について、目的や内容、実施状況など現状について
を学ぶ。また実例も踏まえながら実施にあたっての課題について
も学ぶ。

第7回

行政・市民・事業者のパートナーシップ

行政と市民・事業者のパートナーシップとして、市民自身が行
政に代わって公共サービスを提供する「パートナーシップ協
定」など行政と市民のパートナーシップに基づく取り組みの目
的、内容、実施状況など現状について学ぶ。また、民間企業やＮ
ＰＯ等も参画して実施されている「委託」「指定管理者制度」
「ＰＦＩ」「市場化テスト」の目的、内容、実施状況など現状に
ついて学ぶ。さらに、実例も踏まえながら実施にあたっての課
題についても学ぶ。
第8回

公民連携に関するまとめ、レポート作成、発表

これまで学んできた公民連携について、各手法の概要と実施する
にあたっての課題等についてまとめのレポートを作成し、発表す
る。
第9回

エリアマネジメントの現状と課題
官民協働でまちづくりやまちの運営を行う「エリアマネジメン
ト」の目的や内容、実施状況など現状について学ぶ。

第10回

エリアマネジメントの実践（特別講義）

【特別講義】として、自治体職員から、地域再生を目指して、官
民協働で新たなまちづくりを計画している地域についてまちの現
状や課題、新たなまちづくりの方向性や進め方などについて説
明を受け学ぶ。
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公共経営とは何かを参考図書やインターネッ
ト等で調べておく。

4時間

参考図書やインターネット、講義中の参考資
料等で復習し、行政、公益団体のマネジメン
トに関する理解を深める。

4時間

参考図書やインターネット、講義中の参考資
料等で復習し、行政改革のこれまでの経
緯と課題に関する理解を深める。

4時間

参考図書やインターネット、講義中の参考資
料等で復習し、ＮＰＭの意義と課題に関す
る理解を深める。また、これまでの学習内
容をまとめるレポートを作成するため、総復
習しておく。

4時間

行政や公益団体のマネジメントや改革につい
て、参考図書やインターネット等で調べてお
く。

4時間

参考図書やインターネット、講義中の参考資
料等で復習し、公民連携の現状と課題に関す
る理解を深める。

4時間

参考図書やインターネット、講義中の参考資
料等で復習し、市民による地域活動や委
託、指定管理者制度、ＰＦＩの現状と課
題に関する理解を深める。

4時間

これまで学んできた公民連携について、講義
中の参考資料等で復習するとともに、参考文
献やインターネット等でも適宜調べて理
解を深め、レポート作成のための準備をして
おく。

4時間

エリアマネジメントについて、講義中の参考
資料等で復習するとともに、参考文献やイン
ターネット等でも適宜調べて理解を深める。

4時間

特別講義の対象となる自治体につい
て、予め配布する参考資料等で予習するとと
もに、官民協働のまちづくりについて参考文
献やインターネット等でも適宜調べて理
解を深めておく。

4時間

2329
第11回

地域課題の発見（グループワーク）
エリアマネジメントを実施している地域をケーススタディとし
て、グループワークにより地域課題の発見方法等を学ぶ。

参考図書やインターネット、講義中の参考資
料等で復習し、課題発見方法等の理解を深め
る。

4時間

第12回

地域課題解決に向けたエリアマネジメントのあり方検討（グ
ループワーク）
各自でまとめたレポートを元にグループワークを行い、グルー
プとして新たなまちづくりに向けた提案の作成を行う。

グループでまとめた提案を効果的に発表でき
るよう準備を行う。

4時間

第13回

グループ発表、エリアマネジメントに関するまとめ

グループ発表した内容について、ディスカッ
ションで得られた知見を活かして修正、改
善を行う。

4時間

今後の学修に結びつけられるよう、学んだこ
と全体についてしっかり復習する。

4時間

グループごとにまとめた提案を発表し、その効果や残された課題
等について、自治体関係者等も同席し、コメントをもらいなが
らディスカッションする。
第14回

まとめとふり返り
これまでの学習内容を整理し理解を深めるとともに、今後学修す
べき点等について考える。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

公法Ⅰ
三重野雄太郎
1年

開講時期

後期

単位数

2

講義・演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業では日本国憲法に関する基本的教養を身に付けることを目的とする。まず、憲法がわれわれの社会生活を守る基本法であることを憲
法の歴史から理解する。次に、憲法の存在意義と統治機構の基本原理を日本国憲法の成立過程を概観して確認する。こうして、日本国憲法の基
本構造を把握し、憲法や人権の考え方を理解する。以上を踏まえて、人権保障に関する基本的知識を学ぶ。すなわち、身近な出来事や日常生
活で生じている疑問を中心に「憲法の人権」における論点を学ぶ。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

憲法の存在意義と統治機構の基本原理を歴
史を概観しながら確認する。こうして、日本
国憲法の基本構造を把握し憲法や人
権の考え方を理解する。

日本国憲法に関する基本的教養を身に付ける
ことを目指す。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

憲法と個人的問題及び社会的問題を結び付け
ることができるようになる。

2 ．DP5.計画・立案力

レポート課題について締め切りまでの作業項
目を洗い出し、スケジュールを立てることが
できる。

3 ．DP6.行動・実践

グループワークにおける自分の役割を実施す
ることができる。

4 ．DP8.意思疎通

グループワークのなかで他者と円滑に交流す
ることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
講義が行われる「教室」も「現代社会」の１つであるので、講義自体も実践の１つであると講義担当者はとらえている。このため、講義形
式ながら一定程度の双方向性のある授業を目指すので、受講生には「大学生らしい」授業態度を求める。それに反すると判断をした場合に
は、授業出席の回数にかかわらず、成績評価を「不可」とすることがある。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

学期末の試験
80％
提出課題

： 社会人として必要な日本国憲法についての基本的な知識を身に付けているか、および憲法と個人的
問題及び社会的問題を結び付けることができるかを論述式を中心とした学期末試験において評価す
る。
： 授業のポイントや疑問点、理解度が適切に記述されているかどうかで評価を行う。

20％

使用教科書
指定する
著者
駒村圭吾

タイトル
・

出版社

プレステップ憲法第３版

参考文献等

86

・ 弘文堂

出版年
・

2021 年

2330
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。授業中の私語や途中入
室・途中退室、携帯電話・スマートフォンの操作など、担当者や他の受講者への迷惑行為には厳しく対処する。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
場所：
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンスと授業全体の概要

全体の流れ、授業方針、成績評価についての説明。
第2回

表現の自由①

わいせつ表現、名誉棄損表現を素材に、表現の自由の限界につい
て学ぶ。
第3回

表現の自由②

検閲について学ぶ。
第4回

表現の自由③

集会の自由について学ぶ。
第5回

表現の自由④

報道の自由について学ぶ。
第6回

信教の自由①

宗教的行為の自由について学ぶ。
第7回

信教の自由②

政教分離について学ぶ。
第8回

思想・良心の自由

思想・良心の自由について学ぶ。
第9回

学問の自由

学問の自由について学ぶ。
第10回

経済的自由権①

職業選択の自由、営業の自由について学ぶ。
第11回

経済的自由権②

財産権の保障について学ぶ。
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事前：講義開始までにシラバスを読み、「憲
法」について今まで学習してきたことをまと
めておくこと。事後：授業の内
容を振り返り、確認をする。授業の全体
像と試験・評価の方法についても確認をす
る。

4時間

事前：「大日本帝国憲法」「日本国憲法」事
前：教科書の該当箇所を読んでおく。事
後：授業の内容を振り返り、確認をする。授
業の内容を振り返り、確認する。現在の憲法
改正の議論について、自分なりの意見が言え
るようになることが望ましい。

4時間

事前：教科書の該当箇所を読んでおく。事
後：授業の内容を振り返り、確認する。新
聞やニュースなどを通じて「立憲民主主義」
「福祉国家」にかかわる現象を見つ
け出し、理解した概念をもとに分析できるよ
うになっておくことが望ましい。

4時間

事前：教科書の該当箇所を読んでおく。事
後：新聞やニュースなどを通じて、「人
権」にかかわる現象を見つけ出し、理解し
た概念をもとに分析ができるようになってお
くことが望ましい。

4時間

事前：教科書の該当箇所を読んでおく。事
後：授業の内容を振り返り、新聞やニュー
スなどを通じて、「人権が衝突している事
例」を見つけ出し、理解した概念をもとに分
析ができるようになっておくことが望まし
い。

4時間

事前：教科書の該当箇所を読んでおく。事
後：授業の内容を振り返り、確認する。新
聞やニュースなどを通じて、「新しい人
権」にかかわる現象を見つけ出し、理解し
た概念をもとに分析ができるようになってお
くことが望ましい。

4時間

事前：教科書の該当箇所を読んでおく。事
後：授業の内容を振り返り、確認する。新
聞やニュースなどを通じて、「平等」にかか
わる現象を見つけ出し、理解した概念をもと
に分析ができるようになっておくことが望ま
しい。

4時間

事前：教科書の該当箇所を読んでおく。事
後：授業の内容を振り返り、確認する。新
聞やニュースなどを通じて、「平等」にかか
わる現象を見つけ出し、理解した概念をもと
に分析ができるようになっておくことが望ま
しい。

4時間

事前：教科書の該当箇所を読んでおく。事
後：授業の内容を振り返り、確認する。新
聞やニュースなどを通じて、「平等」にかか
わる現象を見つけ出し、理解した概念をもと
に分析ができるようになっておくことが望ま
しい。

4時間

事前：教科書の該当箇所を読んでおく。事
後：授業の内容を振り返り、確認する。新
聞やニュースなどを通じて、「平等」にかか
わる現象を見つけ出し、理解した概念をもと
に分析ができるようになっておくことが望ま
しい。

4時間

事前：教科書の該当箇所を読んでおく。事
後：授業の内容を振り返り、確認する。新
聞やニュースなどを通じて、「平等」にかか
わる現象を見つけ出し、理解した概念をもと
に分析ができるようになっておくことが望ま
しい。

4時間

2330

第12回

法の下の平等

法の下の平等の理念と諸判例について学ぶ。
第13回

社会権（1）生存権

生活に困ったときどうしたらいいの？
生存権について学ぶ。
第14回

社会権（2）教育・労働

職場がブラック企業だったらどうしたらいいの？
教育を受ける権利と労働基本権について学ぶ。
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事前：教科書の該当箇所を読んでおく。事
後：授業の内容を振り返り、確認する。新
聞やニュースなどを通じて、「平等」にかか
わる現象を見つけ出し、理解した概念をもと
に分析ができるようになっておくことが望ま
しい。

4時間

事前：教科書の該当箇所を読んでおく。事
後：授業の内容を振り返り、確認する。新
聞やニュースなどを通じて、「平等」にかか
わる現象を見つけ出し、理解した概念をもと
に分析ができるようになっておくことが望ま
しい。

4時間

事前：教科書の該当箇所を読んでおく。事
後：授業の内容を振り返り、確認する。新
聞やニュースなどを通じて、「平等」にかか
わる現象を見つけ出し、理解した概念をもと
に分析ができるようになっておくことが望ま
しい。

4時間

2331

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

地域協働論
池田千恵子
1年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
社会、地域の課題解決や、暮らしやすいまちづくりの推進に向け、行政だけでなく、地域住民、企業等の事業者、商業者、NPOなど、様々な主
体が連携協力して取り組む協働について、協働が必要とされる背景、協働事業を進めるための制度などの基礎的な知識を獲得する。さらに、事
例を研究し、地域協働のもつ意義、現在の課題、あるべき姿について調査、考察を行い、これからの社会システムの担い手のあり方や期待され
る役割について学ぶ。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

地域社会を支える社会システムに関する知識

さまざま組織、人が、多くの分野で協力し
て社会を支えていることを理解することがで
きる。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

協働を推進するための制度や公共からの支
援に関する知識

協働を進めるために設けられた制度の背
景、内容を学ぶことで、社会制度と組
織、人との関係を理解することができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

事例研究を行うことで、協働を進めるにあ
たって解決しなければならない課題を理解す
ることができる。

2 ．DP9.役割理解・連携行動

グループワークを通して、自ら考えを表明す
ること、他の意見を促し尊重すること、まと
める能力をつけることができる。

学外連携学修
有り

(連携先：茨木市ほか)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

毎回の課題

： 授業時の課題により、授業の理解、課題認識について評価します
20％

中間レポート
20％
グループワークとプレゼンテーション
20％
最終レポート
40％

： 協働で進められている取り組みについて、自ら情報収集し、まとめたレポートに基づき、事例の妥
当性、事例に対する意見、評価などを評価します。
： グループ活動での主体性、協力姿勢、リーダーシップ及びグループでのまとめの内容、プレゼン
テーション能力を評価します。
： 協働のもつ意味、果たすべき機能、求められている役割、今後の展望と課題についてまとめたレ
ポートについて、理解度、問題・課題の認識の妥当性を評価します。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
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佐々木利廣編著、大阪NPOセンター編『地域協働のマネジメント』中央経済社、2018年
清水美次ほか著『公民連携の教科書』日経BP社、2019年
佐藤滋、早田宰編著『地域協働の科学』成文堂、2009年

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の授業であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題に」に取り組むことに加え、地方公共団
体のホームページで照会されている協働の取り組みや方針、新聞、テレビ等で報道、紹介される協働の取り組みについて注意し、情報の収
集、知識の獲得に努めること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日3限

場所：

追って連絡します

備考・注意事項： 上記時間外であっても、研究室に在室中は対応可能です。あらかじめ予定を確認してください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

「協働」とは何か（定義）
地域協働で考える「協働」の必要性、目的などについて理解す
る。

第2回

協働推進政策の過程（地方自治法等の変遷）
公共施設の建設、管理など、事業を推進するための協働の仕組み
を使った制度を理解する

熱海市の地域協働の事例から印象に残ったこ
ととその理由を示す

4時間

六原まちづくり委員会の事例から、地域の課
題と取組みに対する評価をまとめる

4時間

第3回

協働を進めるための諸制度 （PFI、指定管理などの仕組みにつ
いて）
公共施設の建設、管理など、事業を推進するための協働の仕組み
を使った制度を理解する。

ポートランド市の事例を聞いて印象に残った
こと なぜ印象に残ったのかまとめる

4時間

第4回

協働を高めるための組織（NPO組織について）

気になる社会的課題とその課題を解決してい
るNPO 法人の活動事例を探し、その内
容を記述してください。 また、今日の授
業で紹介した西会津国際芸術村の 類似
点と相違点について合わせてまとめる。

4時間

グループで検討した結果をレポートとしてま
とめる。

4時間

金沢の事例から大切だと思う観点をまとめ
て提出する

4時間

ゲストスピーカの話から得た知見と大切だ
と思うことについてまとめる

4時間

ゲストスピーカの話から得た知見と大切だ
と思うことについてまとめる

4時間

協働を推進する主体としてクローズアップされているＮＰＯや住
民主体の活動について理解を深める。
第5回

住民と協働の形式 （公共政策作成への参加）
住民が公共政策に参加する方法として実施されてい
る様々な取り組み（委員公募、WSの実施など）を理解する。大学
生活における課題をグループ単位で検討する。

第6回

企業との協働の形式 （エリアマネジメントについて）
日本初のBID方式を採用した「うめきた」のエリアマネジメン
トを学ぶ
金沢市の景観条例を確認し、景観まちづくりにおける協働を理
解する

第7回

事例研究１

公共団体の視点 ゲストスピーカー：行政

吹田市における協働の取り組みについて理解する
第8回

事例研究２

住民団体等の視点：NPO

協働の取り組みをしている住民団体（NPO含む）から、取り組み
に至った背景、事業の内容、課題など住民団体の視点を理解する
第9回

事例研究3 社会福祉の視点 ゲストスピーカー：社会福祉協議
会
シニアの生活支援を行っている社会福祉協議会の取り組みを理
解する

ゲストスピーカの話から得た知見と大切だ
と思うことについてまとめる

4時間

第10回

グループワーク１
講義内容、ゲストスピーカー（第7回）の話をもとに「地域協
働」が生じた背景、「地域協働」において大切な観点とその理
由について検討を行う。

グループで検討した結果についてまとめる

4時間

第11回

グループワーク2

発表した内容ならびに気付きについてまとめ
る

4時間

各グループの発表を聞いて、同意でき
る点、気づかなかった点などを整理し、協
働の意義等について、自分の考えを整理して
おくこと。

4時間

中心市街地の再生について自分の考えをまと
める

4時間

最終レポート課題を仕上げる

4時間

講義内容、ゲストスピーカー（第7回）の話をもとに「地域協
働」が生じた背景、「地域協働」において大切な観点とその理
由について発表資料としてまとめる。
第12回

グループ活動の成果発表

講義内容、事例などの内容を踏まえ、グループで話し合いまとめ
た「協働」の意義、目的、関係者の状況、課題などについて発
表し、共有する。
第13回

協働のまちづくり
協働によるまちづくりの事例から、行政、NPO、地域住民の関わ
りや課題について理解する
新潟市における中心市街地の活性化における協働について検証す
る

第14回

総括（第1回～13回の復習）
地域協働について講義ならびにゲストスピーカーからのお話や事
例を振り返り理解する。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

現代社会と公共哲学
成瀬尚志
1年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
この授業では公共哲学における問題を考える上で基礎となる立場について概説します。さまざまな公共哲学の立場を学ぶことで、公共哲学の基
礎的知識を習得するとともに、現代の公共哲学における問題について自分自身の意見を持つことができるようになることを目標とします。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

・公共哲学に関する基礎的知識
・現代社会における問題の公共哲学的分析

・公共哲学に関する基礎的知識を自分自
身の言葉で説明できる
・現代社会における問題を公共哲学的観点か
ら分析し、自分自身の意見を持つことができ
る

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

現代社会における諸問題に関して公共哲学
的な観点から課題を発見し説明することがで
きる

2 ．DP8.意思疎通

相手の意見を傾聴するとともに、自身の意
見を的確に伝えることができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

毎回のコメントシート（3点×14回）
： 授業の理解度に関して独自のルーブリックに基づいて4段階で評価します。
42％
中間レポート

： 授業内容を理解しているか、また、自身の意見を吟味できているかどうかに関して評価します。
25％

最終レポート

： 授業内容を理解しているか、また、自身の意見を吟味できているかどうかに関して評価します。
33％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
山岡龍一、齋藤純一『公共哲学』(放送大学大学院教材)、放送大学教育振興会、2017

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜日

3限
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場所：

研究室（西館4F）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

公共性とは何か？
公共性とは何のことでしょうか。公共とは国家や政府が担うもの
だという印象が強いかもしれませんが、近年ではNPOなど、新た
な公共性の担い手が誕生してきました。そこで改めて公共性と
は何かについて考えます。

第2回

公共哲学としての功利主義

もっとも影響力のある道徳哲学の立場と言われる功利主義につい
てその批判とともに確認し、公共哲学としての功利主義につい
て考えます。
第3回

公共哲学としてのリベラリズム

リベラリズムの公共哲学としてジョン・ロールズの正義論につい
て検討し、公正としての正義を公共性の解釈の一つとして提示し
ます。
第4回

リベラリズム批判としてのリバタリアニズム

リベラリズムを批判するリバタリアニズムの議論を検討し、ノー
ジックの理論と対比する形でロールズの理論を再検討し、公共哲
学のあり方について検討します。
第5回

コミュニタリアニズムと徳倫理

ローカルな共同体への実際の参加に基づく公共哲学というコミュ
ニタリアン的な立場から、リベラリズムの公共哲学を批判的に検
討します。
第6回

サンデルのコミュニタリアニズム

アメリカにおいてロールズとともに影響力のあるマイケル・サン
デルの議論を通して、コミュニタリアニズムという公共哲学の可
能性について検討します。
第7回

善と正義（1）善と正義の違い

善と正義の違いを検討することを通して、公共哲学がどのよう
な学問かについて改めて検討します。
第8回

中間レポートのピアレビュー

中間レポートを受講生同士でチェックをし、改善点を見いだしま
す。
第9回

善と正義（2）善と正義の優先関係

個人が善き生を送るための「善の構想」は、社会的なよさであ
る「正義」とどのような関係があるのでしょうか。これまで見て
きた立場を善と正義という観点から整理し直します。
第10回

アレントの公共哲学

公共性について決定的な影響力を与えたハンナ・アレントの『人
間の条件』をとりあげ、アレントがどのような公共性の理
解を示したかについて考察します。
第11回

ハーバーマスの公共哲学

公共性について決定的な影響力を与えたユルゲン・ハーバーマ
スの『公共性の構造転換』をとりあげ、ハーバーマスがどのよう
な公共性の理解を示したかについて考察します。
第12回

危機と公共哲学

震災などの巨大災害に対して、政府や自治体はどのような対
応を実施すべきかについて公共性の観点から検討します。
第13回

科学技術の公共的問題１（専門家と非専門家）
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公共性について自身が持っているイメージを
まとめるとともに、次回のキーワード（功利
主義）について調べてください。

4時間

前回の授業についてコメントシートを確
認し、要点を再確認するとともに、次回の授
業のキーワード（ロールズの正義論）を調べ
てください。

4時間

前回の授業についてコメントシートを確
認し、要点を再確認するとともに、次回の授
業のキーワード（リバタリアニズム）を調べ
てください。

4時間

前回の授業についてコメントシートを確
認し、要点を再確認するとともに、次回の授
業のキーワード（ロールズ、無知のベー
ル）を調べてください。

4時間

前回の授業についてコメントシートを確
認し、要点を再確認するとともに、次回の授
業のキーワード（地球温暖化、倫理のグロー
バル化）を調べてください。

4時間

前回の授業についてコメントシートを確
認し、要点を再確認するとともに、次回の授
業のキーワード（地球温暖化、世代間倫
理）を調べてください。

4時間

前回の授業についてコメントシートを確
認し、要点を再確認するとともに、次回の授
業のキーワード（人工生殖・代理出産・中
絶の倫理的問題）を調べてください。

4時間

前回の授業についてコメントシートを確
認し、要点を再確認するとともに、次回の授
業のキーワード（臓器売買・安楽死の倫理的
問題、インフォームドコンセント）を調べて
ください。

4時間

前回の授業についてコメントシートを確
認し、要点を再確認するとともに、次回の授
業のキーワード（遺伝子組み換え作物の倫理
的問題）を調べてください。

4時間

前回の授業についてコメントシートを確
認し、要点を再確認するとともに、次回の授
業のキーワード（予防原則）を調べてくださ
い。

4時間

前回の授業についてコメントシートを確
認し、要点を再確認するとともに、次回の授
業のキーワード（危機と公共哲学）を調べて
ください。

4時間

前回の授業についてコメントシートを確
認し、要点を再確認するとともに、次回の授
業のキーワード（専門家と非専門家）を調べ
てください。

4時間

前回の授業についてコメントシートを確
認し、要点を再確認するとともに、次回の授
業のキーワード（責任主体、道徳的配慮の対
象）を調べてください。

4時間

2332
科学技術に内在する公共的問題について、専門家と非専門家と
のコミュニケーションについて検討します
第14回

科学技術の公共的問題２（リスク評価）
科学技術が行き渡った現代社会においては、リスク評価は非
常に重要な問題です。科学技術とリスク評価について、検討すべ
きフレームについて考察します。
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前回の授業についてコメントシートを確
認し、要点を再確認するとともに、最終レ
ポートを作成する。

4時間

2333

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

公共経営論Ⅱ
大島博文
2年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

政令市で都市計画・防災・交通・総合計画・統計等の新規施策立案・計画策定・経営業務を経験。公益財団法
人であるシンクタンクで地域に関するまちづくり・福祉・環境・防災・災害復興等の政策立案・コンサルティ
ング業務、研修等の人材育成業務を担当。（全14回）

授業概要
公共経営論Ⅰで学んだ知識を基本として、個別自治体や地域の現状や課題をケーススタディの対象として、課題解決のための具体的な手
法を学ぶ。具体的には、個別自治体の組織や財政等の現状や課題を理解し、課題解決に向けた手法等を学ぶ。また、行政・企業・市民が対
等な関係で連携を行う公民連携について具体的な実践例を理解し、課題解決に向けて効果的なパートナーシップの手法について学ぶ。また、個
別の地域で実際に行われている持続可能なまちづくりを行うエリアマネジメントについて、現状や課題を理解し、解決に向けた手法を学ぶ。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

行政等のマネジメント、公民連携、エリアマ
ネジメントに関する専門的な知識の理解

行政等のマネジメント、公民連携、エリアマ
ネジメントについて、専門的な知識を理
解し説明できる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

行政等の環境適応性を理解し、地域におい
て適切に組織化することで地域課題を解決す
るスキルの理解

行政等の環境適応性を理解し、地域におい
て適切に組織化することで地域課題を解決す
るスキルを実践で発揮できる力を修得

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

行政等のマネジメント、公民連携、持続可
能なまちづくりにおける重要な課題を、自
分なりの視点で発見することができる。

2 ．DP5.計画・立案力

行政等のマネジメント、公民連携、持続可
能なまちづくりにおける重要な課題を、自
分なりの視点で発見し、その解決案等を計
画・立案するとができる。

3 ．DP6.行動・実践

行政等のマネジメント、公民連携、持続可
能なまちづくりにおける重要な課題を、自
分なりの視点で発見し、その解決案等を計
画・立案し、実践することができる。

学外連携学修
有り

(連携先：自治体、地域団体など)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末試験
40％
授業内レポート（３回）
30％
授業への貢献

： 自治体の経営課題及び課題解決手法、公民連携、エリアマネジメントに関する具体的な実践手法
等の知識を問う問題を出題し、その理解度と的確に記述や説明ができているかを基準にして評価す
る。
： 自治体の経営課題及び課題解決手法、公民連携、エリアマネジメントに関する具体的な実践手法
等ついて授業内レポートを作成し、「内容理解」「論理性」「独創性」を基準に評価する。
： 授業での発表内容、グループワークでの役割など授業への貢献度を評価する。

30％
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使用教科書
特に指定しない

参考文献等
田尾雅夫「公共経営論」木鐸社／2010年
外山公美他「日本の公共経営」北樹出版／2014年
出井信夫編著「新しい公共経営の実践」公職研／2006年
上山信一「行政経営の時代」ＮＴＴ出版／1999年
山納洋著「歩いて読みとく地域デザイン」学芸出版社／2019年

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加えその回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日５時間目

場所：

西館3階37研究室

備考・注意事項： 連絡を取りたい場合はメールでも可（oshima@osaka-seikei.ac.jp)
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス、公共経営の実践を考える
公共経営で学ぶ知識を実際にどのように活用するかを学ぶ。

公共経営論Ⅰで学んだ知識を復習しておく。

4時間

第2回

自治体のマネジメント

ケーススタディとして扱う自治体につい
て、参考図書やインターネット、講義中の参
考資料等で復習し、マネジメントに関する理
解を深める。

4時間

ケーススタディとして扱う自治体につい
て、参考図書やインターネット、講義中の参
考資料等で復習し、自治体改革に関する理
解を深める。

4時間

参考図書やインターネット、講義中の参考資
料等で復習し、対象自治体の公共経営に関す
る理解を深める。また、これまでの学習内
容をまとめるレポートを作成するため、総復
習しておく。

4時間

個別自治体のマネジメントをケーススタディの対象として、主と
して組織、財政、人事、政策の視点から現状と課題を学び、効果
的な自治体マネジメント手法を理解する。
第3回

自治体改革の現状と課題

個別自治体をケーススタディの対象として、これまで行われてき
た自治体改革についてレビューし、取り組みの内容と効果、残さ
れた課題等を具体的に学ぶ。
第4回

自治体マネジメントの実践（特別講義）

【特別講義】として、自治体職員から、組織、財政、人事、政策
等に関するマネジメントや地域課題の解決など公共経営の実践事
例を学ぶ。
第5回

自治体マネジメントの実践に関するまとめ、レポート作成、発
表
これまで学んできた自治体マネジメントや自治体改革につい
て、現状や課題等を考慮しながら解決に向けた提案に関するレ
ポートを作成し、発表する。

発表に対して受けた意見等を参考にして、提
案内容の修正、改善を行う。

4時間

第6回

自治体における公民連携（ＰＰＰ）の実践と課題

参考図書やインターネット、講義中の参考資
料等で復習し、公民連携の具体的な手法等に
ついて理解を深める。

4時間

参考図書やインターネット、講義中の参考資
料等で復習し、対象自治体の公民連携に関す
る理解を深める。また、これまでの学修内
容をまとめるレポートを作成するため、総復
習しておく。

4時間

これまで学んできた公民連携について、講義
中の参考資料等で復習するとともに、参考文
献やインターネット等でも適宜調べて理
解を深め、レポート作成のための準備をして
おく。

4時間

エリアマネジメントの実践について、講義
中の参考資料等で復習するとともに、参考文
献やインターネット等でも適宜調べて理
解を深める。

4時間

対象とする地域について、予め配布する参考
資料等で予習するとともに、官民協働のまち
づくりなどエリアマネジメントの実践事例に
ついて参考文献やインターネット等でも適宜
調べて理解を深める。

4時間

参考図書やインターネット、講義中の参考資
料等で復習し、エリアマネジメントの実践事
例に関する理解を深める。

4時間

個別自治体における公民連携（ＰＰＰ：パブリック・プライベー
ト・パートナーシップ）をケーススタディの対象として、目
的や内容、実施状況など実践事例を学ぶ。
第7回

公民連携の実践（特別講義）

【特別講義】として、自治体職員から、行政、企業、市民等が連
携して課題解決を行っている実践事例を学ぶ。
第8回

公民連携の実践に関するまとめ、レポート作成、発表

これまで学んできた公民連携の実践について、各手法の概要と実
施するにあたっての課題等についてまとめのレポートを作
成し、発表する。
第9回

エリアマネジメントの実践事例と課題

個別地域における官民協働でまちづくりやまちの運営を行うエリ
アマネジメントの目的や内容など実践事例を学ぶ。
第10回

エリアマネジメントの実践（特別講義）

【特別講義】として、自治体職員から課題解決や新たなまちづく
りなどエリアマネジメントの実践事例を学ぶ。
第11回

エリアマネジメントの実践に関するまとめ、レポート作成、発
表
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これまで学んできたエリアマネジメントの実践について、各手
法の概要と実施するにあたっての課題等についてまとめのレポー
トを作成し、発表する。
第12回

政策提案の作成（グループワーク）
これまで学んできた自治体マネジメント、公共経営、エリアマネ
ジメントの実践事例や手法を活用して、自治体に対して地域課
題を解決するための政策提案をグループワークにより作成する。

第13回

政策提案の発表、ディスカッション（グループ発表）
グループごとにまとめた政策提案を発表し、その効果や残され
た課題等について、自治体関係者も同席し、コメントをもらいな
がらディスカッションする。

第14回

まとめと振り返り
これまでの学習内容を整理し理解を深めるとともに、今後学修す
べき点等について考える。
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グループでまとめた提案を効果的に発表でき
るよう準備を行う。

4時間

グループ発表した内容について、ディスカッ
ションで得られた知見を活かして修正、改
善を行う。

4時間

今後の学修に結びつけられるよう、学んだこ
と全体についてしっかり復習する。

4時間

2334
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

公共経済学
山岡淳
2年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
公共部門の経済活動とその根拠について理解することは、今日の経済が抱えるさまざま問題とその理由や方策について検討し評価するうえ
で、多くの重要なヒントを与えてくれる。本講義では、ミクロ経済学に基づく公共経済学の入門レベルの内容を平易に説明し、公共部門の経済
活動について学ぶ。公共経済の主たる担い手である国や地方自治体（政府）が経済活動を行う根拠を理解し、公共部門と民間部門の役割分担に
ついて考え、効率的な資源配分と公平な所得分配を達成するための経済システムについて考える。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

公共部門の経済活動に関する知識

公共部門の経済活動の仕組みや実態につい
て正しい知識と理解を得ること、そして、そ
の活動が様々な経済問題や経済システムとど
のように関係するのかについて、自分なり
の言葉で説明ができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

基本的なミクロ経済学や公共経済学のアイデ
アを応用して、さまざまな現代社会の問
題や政策における課題を検討することができ
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
時間の許す限り、講義中に解答の解説を行いたいと考えているが、時間の制約上、授業計画が著しく崩れることのないように、別途解
答の配布や講義資料の補足などで対応する場合もある。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

定期試験（実技）
50％
講義課題

： 授業内容に関する正しい知識と政策問題に関する応用的理解の到達度について、試験の素点に基づ
き評価する。
： 回答内容（学習内容に関する基礎的理解の程度、論理的構成など）や提出状況について評価する。

50％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
講義ノートに従って進めるので教科書は指定しないが，参考文献のうち，1冊は手元に用意おくと講義内容の理解に役立つ（詳細は講義初回時に
も説明する）。ミクロ経済学の基礎も含む文献や、公共経済学で扱う内容を数学を用いずに丁寧に解説している文献を中心に挙げている（制
度や数値については内容が古い場合もあるので注意）。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
N.グレゴリー・マンキュー(足立英之ら訳)『マンキュー経済学Ⅰミクロ編(第4版)』

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜9:00-12:00
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場所：

西館４階94室

備考・注意事項： オフィスアワーを利用する場合は講義の際にアポイントを取ること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

経済学ってなに？
講義全体のアウトラインを紹介したうえで、経済学の学問として
の目的や公共分野での活用方法の概要について解説をする。

授業の振り返りおよび小問題への取り組み

4時間

第2回

人はどのように行動するか？
個人の選択とその原理、その際に参照する機会費用や最適な選
択を促すインセンティブについて学ぶ。

授業の振り返りおよび小問題への取り組み

4時間

第3回

消費者の便益と生産者の利潤
市場における消費者と生産者の行動と余剰(便益・利潤)につい
て学ぶ。

授業の振り返りおよび小問題への取り組み

4時間

第4回

市場の均衡を目指して
競争市場における均衡と均衡を達成するための条件、また競争市
場の均衡を達成するための政策的対応方法について学ぶ。

授業の振り返りおよび小問題への取り組み

4時間

第5回

独占と寡占
市場における独占と寡占の発生要因と、それらによって発生す
る経済的な損失や政策的な対応について学ぶ。

授業の振り返りおよび小問題への取り組み

4時間

第6回

競争の帰結と結果の格差
競争市場において発生する経済格差について取り扱い、個人の生
活に政府が介入する正当性について学ぶ。

授業の振り返りおよび小問題への取り組み

4時間

第7回

政府による社会保障の必要性
社会保障政策を政府が実施する意義について解説し、日本におけ
る社会保障制度の制度的な枠組みについて学ぶ。

授業の振り返りおよび小問題への取り組み

4時間

第8回

税について考える
政府による課税の正当性や、消費者と生産者への課税の経済的影
響の違いについて学ぶ。

授業の振り返りおよび小問題への取り組み

4時間

第9回

公共財は最適に供給できるか
正の外部性をもたらす公共財について取り扱い、その最適な配分
基準について学ぶ。

授業の振り返りおよび小問題への取り組み

4時間

第10回

負の外部性への政策的対応
負の外部性を持つ財の社会的費用を踏まえた規制方法(税・総量
規制・排出権取引)について学ぶ。

授業の振り返りおよび小問題への取り組み

4時間

第11回

社会全体の幸せを考える
社会全体の幸せを考えるための社会的厚生関数につい
て取り扱い、その種類や実社会への適応方法について学ぶ。

授業の振り返りおよび小問題への取り組み

4時間

第12回

経済成長ってなに？
GDP(国内総生産)と経済成長を主題に、経済成長を目指す理由や
その要因について学ぶ。

授業の振り返りおよび小問題への取り組み

4時間

第13回

民主主義は社会を良い方向に導くか
政治的な社会的意思決定の方法としての民主主義につい
て取り扱い、民主主義の可能性と限界について学ぶ。

授業の振り返りおよび小問題への取り組み

4時間

第14回

社会の課題をいかに解決するか
第13回までの議論を参考にしながら、社会的な課題を解決す
る際に経済学が貢献できる可能性について学ぶ。

授業の振り返りおよび小問題への取り組み

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

公会計論
山岡淳
2年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本科目では公会計に関する総合的な知識の習得を目指します。
公会計は企業会計と異なり独自の体系を持つ。第1回で会計に関する基本的なコンセプトを理解したうえで、第2回から第5回までは公会計の基
本となる1年の流れ、種類、議会を通した決定の方法、報告の方法、機能と役割と限界について取り扱い、第6回から第9回までは新地方公会計制
度について、その制度の詳細について解説していきます。新地方公会計制度に関しては、貸借対照表・行政コスト計算表・純資産変動計算
書・資金収支計算書といった現場におけるテクニカルな手法についても取り扱います。また、第10回以降は、日本の公会計の歳入歳出に多く
を占める項目について取り上げ、公会計と行政活動や自身の生活との近接を行います。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

公会計に関わる考え方やその制度的な構造に
ついて講義内で解説する。

公会計の目的や意義、その機能や役割につい
て包括的に理解する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

現行制度を学びその課題を発見する。

2 ．DP8.意思疎通

日常生活の中で馴染みのない公会計制度につ
いて、他者に説明できるようにする。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

講義課題

： 講義の内外で課題を実施し、その内容に応じて評価を行う。
50％

期末試験

： 講義内容の理解度に応じて評価を行う。
50％

使用教科書
指定する
著者

タイトル

有限責任監査法人トーマツ

・

出版社

一番やさしい公会計の本

・ 学陽書房

参考文献等
講義内で指示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜9:00-12:00

場所：

西館４階94室

備考・注意事項： オフィスアワーを利用する場合には、講義の前後にアポイントを取ること。
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出版年
・

2015 年

2335
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

会計とは
なぜ会計が必要とされているか、その目的について学ぶ。

講義の振り返りと小問題

4時間

第2回

公会計の流れ
予算に始まり決算で終わる公会計の1年の流れを学ぶ。

講義の振り返りと小問題

4時間

第3回

会計と首長と議会
公会計における首長と議会の関係について学ぶ。

講義の振り返りと小問題

4時間

第4回

会計監査の役割
公会計における会計監査の方法とその役割について学ぶ。

講義の振り返りと小問題

4時間

第5回

会計の活用方法
会計が行政内でどのように利活用されているのか学ぶ。

講義の振り返りと小問題

4時間

第6回

公会計の課題と新制度
地方公会計制度の抱える課題を解決すべく成立した新制度につい
て学ぶ。

講義の振り返りと小問題

4時間

第7回

新地方公会計制度の意義
新地方公会計制度において新たにどのような課題への対応が可
能になるのか学ぶ。

講義の振り返りと小問題

4時間

第8回

財務書類を見てみよう
新地方公会計制度において公表されている財務書
類を取り扱い、実際の自治体の会計情報を確認する。

講義の振り返りと小問題

4時間

第9回

新地方公会計制度の現状と課題
新地方公会計制度の普及状況と、その抱える課題について学ぶ。

講義の振り返りと小問題

4時間

第10回

特別会計と社会保険の会計
日本の公会計において大きな役割を持つ特別会計を取り上げ、具
体的な事例としての社会保険制度について学ぶ。

講義の振り返りと小問題

4時間

第11回

世代会計と年金制度
公会計の視野としての世代会計に着目し、年金制度を通して世代
会計の意義を学ぶ。

講義の振り返りと小問題

4時間

第12回

国債とプライマリーバランス
国債について取り扱い、プライマリーバランス均衡の意義とそれ
に向けた政策について学ぶ。

講義の振り返りと小問題

4時間

第13回

地方財政と地方交付税交付金
自治体による会計収支の不均衡とそれを是正する地方交付税交付
金の仕組みについて学ぶ。

講義の振り返りと小問題

4時間

第14回

総括・日本の公会計制度
これまでの会計制度に関わるトピックを総括し、行政だけでな
く個人における公会計の意義について学ぶ。

講義の振り返りと小問題

4時間
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232

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

財政学
三浦晴彦
2年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
昨今の日本を取り巻く諸問題として、巨額の財政赤字と行財政改革、高齢社会に伴う年金問題や世代間格差、将来の増税不安、などあげればき
りがない。これらは全て財政学の範疇である。現在の日本において、財政赤字が大きな問題になるとともに、公共部門全体のあり方自体が問わ
れ、様々な制度において抜本的な改革が求められている。
本講義では、政府の活動について歳出面と歳入面から学んでいく。財政の役割とは何かというテーマを中心にしながら、政府支出の効率化や税
金の役割について取り上げていく。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

財政の役割について学び、公共部門の活
動を理解する。

公共サービスを実現できる人材として必
要な知識を修得し、職業理解へと繋げる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

公共サービスに関わる問題点について理
解し、実際に問題点を自ら発見できるように
なる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

定期試験

： 講義内容についての理解度と論述解答文における論理的整合性
80％

日常点

： 授業において出された課題についての理解度
20％

使用教科書
指定する
著者

タイトル

林宜嗣･林亮輔･林勇貴

・

出版社

基礎コース財政学・第4版

・ 新世社

出版年
・

2019 年

参考文献等
特になし。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

講義終了後に質問を受け付ける。

場所：

講義教室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

財政の範囲と規模

予習：教科書のpp.2～pp.7を事前に読んでく
ること復習：授業内容についてノートや配
布レジュメを参考にまとめること
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4時間

2336
財政の範囲と規模について以下の内容を取り上げる。それら
を学ぶことで経済活動の中での財政の位置づけが理解できるよう
にする。。
・経済循環における財政の位置づけ
・SNA統計から見る財政の規模
・公的部門の範囲と民間部門との関係
第2回

資源配分機能
財政の3機能のうちで資源配分機能を取り上げる。公共財・サー
ビスの特性を学ぶことで、民間財との違いを明確にする。
・資源配分機能とは
・公共財・サービスの2つの特性
・公共財･サービスと外部性

第3回

所得再分配機能
財政の3機能のうちで所得再分配機能を取り上げる。
･所得再分配機能とは
・所得再分配機能に資する歳出項目と歳入項目
・所得再分配と社会的合意

第4回

社会保障
所得再分配機能に関連して、社会保障について詳しく取り上げ
る。
・社会保障関係費の伸び
・年金・医療・介護と高齢化社会

第5回

経済安定化機能
財政の3機能のうちで経済安定化機能を取り上げる。
・経済安定化機能とは
・ビルト・イン・スタビライザー（自動安定化装置）
・フィスカルポリシー（裁量的な安定政策）

第6回

財政政策
経済安定化機能に関連して、財政政策を詳しく取り上げる。
・乗数効果
・減税と政府支出増加の比較

第7回

政府支出の効率化
政府支出の効率化について、必要なファクターを考える。
・生産の効率性
・配分の効率性

第8回

租税の基礎
租税とは何故必要なのか、その根拠を考えていく。
・義務説と利益説
・応能原則と応益原則

第9回

租税原則①公平性
現代の租税3原則のうちで、公平性の原則を取り上げる。
・垂直的公平と水平的公平
・累進税の効果
・公平性を満たす税金

第10回

租税原則②中立性・簡素
現代の租税3原則のうちで、中立性の原則と簡素の原則（最小徴
税費）を取り上げる。
・中立性とは
・中立性を満たす税金
・徴税費と納税協力費

第11回

所得課税
所得課税として所得税の制度を詳しく説明し、問題点を明らかに
する。
・所得控除制度
・超過累進税率構造
・課税最低限

第12回

消費課税
消費課税として消費税の制度を詳しく説明し、問題点を明らかに
する。
・付加価値税の仕組み
・帳簿方式とインボイス方式
・逆進性の問題

第13回

公債
公債について、その役割や問題点について考えていく。
・均衡予算主義
・建設公債と特例公債
・社会資本整備と償還ルール
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予習：教科書のpp.9～pp.10を事前に読んでく
ること復習：授業内容についてノートや配
布レジュメを参考にまとめること

4時間

予習：教科書のpp.11～pp.12を事前に読んで
くること復習：授業内容についてノートや配
布レジュメを参考にまとめること

4時間

予習：教科書のpp.148～pp.157を事前に読ん
でくること復習：授業内容についてノー
トや配布レジュメを参考にまとめること

4時間

予習：教科書のpp.12～pp.14を事前に読んで
くること復習：授業内容についてノートや配
布レジュメを参考にまとめること

4時間

予習：教科書のpp.202～pp.210を事前に読ん
でくること復習：授業内容についてノー
トや配布レジュメを参考にまとめること

4時間

予習：教科書のpp.60～pp.62を事前に読んで
くること復習：授業内容についてノートや配
布レジュメを参考にまとめること

4時間

予習：教科書のpp.82～pp.84を事前に読んで
くること復習：授業内容についてノートや配
布レジュメを参考にまとめること

4時間

予習：教科書のpp.87～pp.89を事前に読んで
くること復習：授業内容についてノートや配
布レジュメを参考にまとめること

4時間

予習：教科書のpp.84～pp.85を事前に読んで
くること復習：授業内容についてノートや配
布レジュメを参考にまとめること

4時間

予習：教科書のpp.114～pp.124を事前に読ん
でくること復習：授業内容についてノー
トや配布レジュメを参考にまとめること

4時間

予習：教科書のpp.124～pp.134を事前に読ん
でくること復習：授業内容についてノー
トや配布レジュメを参考にまとめること

4時間

予習：教科書のpp.40～pp.51を事前に読んで
くること復習：授業内容についてノートや配
布レジュメを参考にまとめること

4時間

2336
第14回

財政赤字の問題点
財政赤字の問題点として、4つの問題点を取り上げていく。
・財政硬直化
・経済活力の低下
・世代間の不公平
・財政の膨張
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予習：教科書のpp.51～pp.56を事前に読んで
くること復習：授業内容についてノートや配
布レジュメを参考にまとめること

4時間

2337

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

公共データ分析
山岡淳
2年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本科目は公共データの分析手法を身につける事を目的とする実習形式の授業を実施する。
授業の内容として地域経済分析システムRESASを用いた簡易的な地域分析(第2-4回)の手法に加え、個別の特定領域または小地域のデータ分
析を独自に行うためにエクセルによるデータの整理方法(第5-8回)とGISソフトMANDARAを用いた地域分析の手法(第9-10回)の習得を目指す。ま
た統計データだけでは把握できないアンケートやインタビュー調査についても概説する(第11回)。これらの取得した技能を用いて、グループご
とに独自の地域分析とその発表を行う(第12-14回)。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

RESAS・エクセル・MANDARAというデータ分
析ツールを用いて地域分析を行う。

RESAS・エクセル・MANDARAの利用方法を習
得する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

地域分析を通じて地域の課題を発見する能
力を身につける。

2 ．DP5.計画・立案力

地域分析を通じて地域の課題を解決するため
の仮説を設定する能力を身につける。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業課題の評価

： 授業で出す課題の内容に応じて評価を行う。
50％

試験

： 出された課題に対し、時間内に対応できるか試験を行う。
50％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
講義内で指示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

104

2337

場所：
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス：データで語る重要性
データを用いた政策の応用について解説する。

講義の振り返りとデータ応用方法に関する小
問題

4時間

第2回

RESASを用いた地域分析入門1～システムと分析方法
RESASの紹介とそれを用いた地域分析の方法を解説する。

講義の振り返りとRESASを用いる小問題

4時間

第3回

RESASを用いた地域分析入門2～仮説を立て検証しよう
RESASを用いて地域の人口動態に仮説を立て検証する。

講義の振り返りとRESASを用いる小問題

4時間

第4回

エクセルを用いた地域分析入門1～地域データ分析の基礎
エクセルを用いて四則演算による地域データの分析を行う。

講義の振り返りとエクセルを用いる小問題

4時間

第5回

エクセルを用いた地域分析入門2～地域データの図表作成
エクセルを用いて地域データを図表で表現する。

講義の振り返りとエクセルを用いる小問題

4時間

第6回

エクセルを用いた地域分析入門3～応用的な関数によるデータ加
工
エクセルの応用的な関数(if/sumif/countif/xlookup)で地域デー
タを加工する。

講義の振り返りとエクセルを用いる小問題

4時間

第7回

データの取得1～国勢調査市区町村のデータを取得
国勢調査の市区町村データを取得し、地域間、時系列で加
工を行う。

講義の振り返りとエクセルを用いる小問題

4時間

第8回

データの取得2～国勢調査小地域統計のデータを取得
国勢調査の小地域統計を取得し、加工を行う。

講義の振り返りとエクセルを用いる小問題

4時間

第9回

データの取得3～目的のデータの取得
国勢調査から目的のデータを取得し、加工を行う。

講義の振り返りとMANDARAを用いる小問題

4時間

第10回

MANDARAを用いた地域分析入門1～地図を描こう
MANDARAを使い、データを地図に落とし込み可視化する。

講義の振り返りとMANDARAを用いる小問題

4時間

第11回

MANDARAを用いた地域分析入門2～独自にデータを用意して地
図を作成しよう
国勢調査から市区町村データを取得し、MANDARAで地図に落と
し込む。

講義の振り返りとMANDARAを用いる小問題

4時間

第12回

MANDARAを用いた地域分析入門3～小地域統計で地図を作成しよ
う
国勢調査から小地域データを取得し、MANDARAで地図に落と
し込む。

講義の振り返りとMANDARAを用いる小問題

6時間

第13回

データを用いた地域分析1～テーマと仮説の設定とデータの取得

講義の振り返りとデータの収集に関する小問
題

6時間

講義の振り返りと講義全般に関する小問題

4時間

ここまでの学習内容から仮説に応じたデータを取得する。
第14回

データを用いた地域分析2～仮説の検証と報告資料の作成
ここまでの内容から仮説を検証し、その内容をまとめる。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

公共政策論Ⅰ
大塚康央
2年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

茨木市において、企画、都市計画、まちづくり計画、住民参加などを経験したのち、副市長として政策立
案、実施、評価全般を担当。（全14回）

授業概要
個人で解決することが難しく、社会で解決すべき問題（政策問題）の解決策が「公共政策」である。本科目では、この公共政策について、問
題の発見、課題の設定、解決策の検討・立案、政策決定、公共政策の実施、政策（施策・事業）評価というプロセスに沿って、具体的な事
例を題材に学ぶ。この学びを通じて、公共政策の内容や、問題に関係する様々な主体（アクター）の役割などを理解し、解決に向けた公共政
策の基本的な事項を理解する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

社会で起きている問題の理解と、政策とし
て解決策を立案し実施していくことの基本
的な理解

公共政策とは何か、関係するアクターの役
割について、主要な内容を理解し説明でき
る。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

問題発見、立案、決定、実施、評価という過
程と手続きに関する基本的な理解

多くの人に関係する問題であることから、公
平、公正な手続きや合意形成、効果測定など
の公共政策が備えておく事項について理解す
る。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

社会における問題の把握と、問題解決のため
に対応しなければならない課題について設
定し、解決策を考えることができる。

2 ．DP5.計画・立案力

公共的問題を解決する公共政策について。合
理的、論理的な検討を加え、効率性を考慮し
た計画案を提案できる。

学外連携学修
有り

(連携先：地方自治体)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への貢献
25％
最終レポート
50％
授業を通じての成長と理解度
25％

： 授業の中で行うグループによる公共政策研究を行い、まとめの内容、グループワークでの役割な
ど授業への貢献度を評価する。
： 公共政策過程について総括的に振りかえりながら、公共政策により解決が必要な公共的問題につい
てレポートを作成する。問題の把握、分析、多様な主体の関与等の公共政策の特徴の理解などの観
点から評価する。
： 授業で学んだ公共政策の意味や課題と、社会、住民との関係などを踏まえ、自分の活動と公共と
の関係をどのように把握、理解したかについて振り返りシートにより評価する。

使用教科書
指定する
著者
秋吉貴雄

タイトル
・

入門

出版社

公共政策学

・ 中公新書
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出版年
・

2017 年
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参考文献等
秋吉貴雄、伊藤修一郎、北山俊哉著「公共政策学の基礎（第3版）」有斐閣ブックス、2020
西尾隆著「現代の行政と公共政策」NHK出版、2016
新川達郎編「政策学入門－私たちの政策を考える」法律文化社、2013
真山達志編著「政策実施の理論と実像」ミネルヴァ書房、2016
新藤宗幸著「概説日本の公共政策（第2版）」東京大学出版会、2020

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むとともに、授業内容の復習、次回授業に向け予習すること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜日2限

場所：

西館4階研究室

備考・注意事項： 上記以外でも、研究室に在席中は対応可能です。この場合、あらかじめ連絡すること。（otsuka-y@osaka-seikei.ac.jp)
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

公共政策論の学びがめざすものについて
本講義の目的、内容である公共政策とは、何を解決するのか、ま
た、公共政策が立案され実施されていくプロセス、政策形成の主
体等について概括的な事項を理解する。
この授業で得たい知識、成長させたい事項を予め設定し、学び
の促進を図る

第2回

公共政策とは
公共的問題の解決を図る公共政策の定義を確認し、政策、施
策、事務事業という政策の体系や、政策を進める者等によって表
明される場（政策の表出の場、機会、資料）について学ぶ。
また、政策が多様なアクターに関係することと、それによる難し
さについて考察する。

第3回

問題とは何か
公共的問題の認識と、それが認識される要因について学ぶ。ま
た、公共政策の階層化について、人口減少を例に、国が進めてい
る政策を分析し考察する。
また、政策の窓モデルを用い、当該問題に対する政策が生まれ
る際の要因について考察する。

第4回

行政計画
公共政策実施のために策定、公表される行政計画について、市町
村担当者から説明を受け、実際の計画内容や計画策定過程、計
画において重点をおいたことや解決が難しい課題を知り、行政計
画の目的や役割を学ぶ。

第5回

政策過程１（解決策の設計）

中心市街地活性化基本計画を題材に、中心市街地活性化という目
標達成に向けた政策について、政策・施策・事業の検討や目標指
標の設定、計画と実際の事業との関係を学ぶ。また、国と地方自
治体との政策推進における関係について」考察する。
第6回

政策の立案、施策・事業の実施事例紹介
実務経験を有する教員として、実際の政策、施策、事業の立
案、実施に関する事例（経験）を紹介し、現場での問題解決の実
際について知り、学ぶ。

第7回

政策過程2（決定）

公共施設の老朽化を題材に、議会での質疑、専門家等による委員
会、自治体内での検討などを通じて、政策がまとまっていく過
程を学ぶ。
第8回

政策過程3（実施その1－予算）
予算の役割、予算編成過程、予算が示しているもの（政策～事
業）など、予算化による施策・事業の決定と政策方針との関
係を学ぶ。

第9回

政策過程4（実施その2－事業の実施）
政策実施の手段（直接供給・規制、誘引など）につい
て知り、特に規制政策を中心に政策推進の仕組みと課題を考察す
る。

第10回

政策過程5（評価）
政策評価、施策評価、事務事業評価について、中心市街地活性化
基本計画フォローアップ報告を題材に、評価主体と結果などの実
態、評価の課題について考察する。

第11回

政策過程6（政策の改善、変更、廃止）
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教科書や参考資料、インターネット等で公共
政策とは何かを調べておく。

4時間

政策が表明される施政方針を読み込み、当該
自治体の政策、施策・事業の特徴を理解す
る。

4時間

関心がある問題について、解決が必要な事
項（課題）と、解決のために行われているこ
とを調査する。

4時間

立地適正化計画を題材に、計画作成の必
要と実効性、課題を調べる。

4時間

中心市街地活性化に関する政策の変
化（法の改正など）を確認し、国と地方自治
体との関係について調べる。また、実施す
る事業が網羅されている中心市街地活性化基
本計画を調べ、解決策の内容を学ぶ。

4時間

身近な市町村での重点政策について調べてお
く。

4時間

議会会議録を調査し、質疑を通じてどのよう
なことが審議・議論されているのかを把握す
る。また、市町村におかれている審議会
等の議事録についても調査する。

4時間

予算編成方針などにより、自治体の政策や事
業がどのようにすすっめられているのかにつ
いて調べる。

4時間

土地利用などの社会的規制や、営業許可など
の経済的規制の内容や根拠、課題につい
て調べる

4時間

各自治体で公表されている行政評価につい
て、どのような方法で行われているか、評価
内容や結果を調べる

4時間

政策の変更、廃止の事例を調べて、政策の変
更・廃止の状況を把握する。

4時間

2338
事例を題材に、政策が変更、廃止される際の社会的な環境、背
景を考えることで、廃止等の大きな変更の難しさ等につい
て学ぶ。政策形成との共通点、異なるところについても考察す
る。
第12回

国民・住民と政策
国民、住民が直接政策に関与する「レファレンダム」と「イニシ
アティブ」について、制度の状況と課題について学ぶ。レファレ
ンダムについては、住民投票条例を、イニシアティブについて
は都市計画提案制度を基本に、現状、参加や実施における課題に
ついて学び、国民・住民とによる政策形成への参加について考え
る。

第13回

グループワーク（公共的課題別）
各自が関心をもつ公共的課題について進めている調査研究の内
容を報告し、同様の取り組みを進めているメンバーでグループ
ワークを行い、問題の分析、解決が必要な事項と方策、今後の課
題などについてまとめる。
グループワークの内容について報告する。

第14回

公共政策を支える人材・授業全体の振り返り
公共政策を主として支える行政職員に求められるものや住民の役
割について考える。
授業全体を通じて、気づいたこと、得たもの、これからの学修に
つなげていきたいことなどをまとめる。
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住民投票条例の事例を調べ、制度の内容、課
題について考察すること。

4時間

グループワークで明らかになった事項につい
て調査研究を進め、個人の成果としてまとめ
る。

4時間

今後の公共政策学修につなげていくた
め、学んだこと全体をしっかりと復習する。

4時間

2339
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

公共政策フィールドワークⅠ
池田千恵子・山岡

淳

2年

開講時期

後期

単位数

2

実習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本科目では、吹田駅前商店街における課題を明らかにした上で、その解決策を検討し、提案する授業である。自治体の政策担当者、商店街組
合、NPO法人からの講義、定量データによる地域分析、フィールドワークを通して地域の課題を肌で感じ、その後、各自の感じた課題に対して政
策担当者や地域住民へのインタビューを行う事で課題を明確にし、実現可能な施策の提言を行う。その上で、一連の政策課題解決のための手法
取得を目的としている。
グループで情報を共有し、解決策を検討する中でグループワークにおけるファシリテーションスキルを形成できるようにする。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

講義内で政策担当者や商店街の関係者と
の「まちあるき」や「インタビュー調査」な
どのフィールドワークとを実施する。

フィールドワークとインタビュー調査の手
法を習得する。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

フィールドワークとインタビュー調査をまと
めて政策担当者や商店街の関係者に提言す
る。

フィールドワークとインタビュー調査の手
法を通して、政策課題解決のための提
言を行う。

汎用的な力
1 ．DP9.役割理解・連携行動

グループワークを通した協調性を身につけ
る。

2 ．DP4.課題発見

フィールドワークで現場の課題を見つける。

3 ．DP5.計画・立案力

インタビュー調査を計画する。

4 ．DP6.行動・実践

インタビュー調査を実践する。

5 ．DP7.完遂

フィールドワークとインタビュー調査を報告
書にまとめる。

学外連携学修
有り

(連携先：吹田市、吹田市旭通商店街協同組合、NPO法人

JR吹田駅周辺まちづくり協議会)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業課題の評価

： 授業で出す課題の内容に応じて評価を行う。
20％

フィールドワークの評価

： フィールドワーク、インタビュー結果のまとめに対する評価
20％

企画提案の評価

： 商店街に対する課題提示ならびに解決策に対する評価
20％

最終まとめ

： 商店街の現状、課題、企画提案ならびに他の商店街との比較検討によるレポートの評価
40％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
講義内で指示する。
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履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
場所：
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス：フィールドワークの目的と事例共有
大学生がフィールドワークを通して地域を知る事の意義、また結
果を発信する事が地域にとって有用であることを理解する。ま
た、商店街における課題を事例を通じて理解する。

商店街の活性化の事例を調べる

4時間

第2回

対象地域の事前調査
国勢調査の小地域統計（人口構成）や自治体の報告書（人口構
成、職業）を用いて、地域のデータを取得、整理する技術を習
得する。

定量データの分析結果をまとめる

4時間

第3回

商店街における課題の把握1

NPO法人の話をもとに「商店街の現状と課
題」についてレポートを作成する

4時間

商店街組合の話をもとに「商店街の現状と課
題」についてレポートを作成する

4時間

フィールドワークを通して気になる部分とし
て撮影した写真に説明文を加えてまとめる

4時間

グループで実施する質問項目についてまとめ
る

6時間

NPO法人JR吹田駅周辺まちづくり協議会の方から商店
街の取り組みについて話を聞き、現状と課題を理解する。
第4回

商店街における課題の把握2
吹田市旭通商店街協働組合の方から商店街の取り組みについ
て話を聞き、現状と課題を理解する。

第5回

フィールドワーク調査1
対象地域を訪問し、商店街で気になる部分を写真で撮影し、課
題や施策につながりそうな素材を見つける。

第6回

フィールドワークの結果の共有
個々人でまとめた内容をグループでシェアし、グループでまとめ
る。
まとめる過程で、NPO法人、商店街協働組合への質問事項を検
討する。

第7回

地域における政策課題の把握
政策担当者による地域の現状の解説を通して、具体的な政策課
題を理解する。

政策担当者の話をレポートにまとめる

4時間

第8回

調査内容をまとめる（プレゼン資料の作成1）

グループでまとめた調査内容をレポートにま
とめる

4時間

フィールドワーク対象者に向けて依頼文を作
成する

4時間

グループで検討した内容をレポートにまとめ
る

4時間

NPO法人・商店街振興組合。政策担当者からの話、フィールド
ワークをもとに調査内容をまとめる。
第9回

取材、インタビュー、現地調査計画を立てる
第11回のフィールド調査に向けて、商店街の店主への取
材、NPO法人や商店街協働組合での取材、現地調査のいずれか
を（複数可）を選択の上、企画提案に必要な情報収集について検
討を行う。

第10回

提案内容をまとめる（プレゼン資料の作成2）
提案内容をグループで検討し、まとめる。
第1回の課題で調べた商店街の事例、その他事例を検証しなが
ら提案内容を検討する。

第11回

フィールドワーク調査2
商店街の店主への取材、NPO法人や商店街協働組合での取材、現
地調査を行う。

フィールド調査の内容をまとめる

6時間

第12回

最終プレゼン資料をまとめる

プレゼン資料の内容についてレポートでまと
める

4時間

他のグループの報告へのコメントをする(個
人)。

4時間

報告書を完成させる

4時間

現状の課題、改善点、商店街活性化に向けたプレゼン資料を作
成する、
第13回

調査報告会
1グループ15分程度の発表を行う(報告10分・質疑応答5分)。

第14回

調査報告書の作成
調査協力者へのお礼状ならびに報告書を作成する。
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公法Ⅱ

授業科目名

三重野雄太郎

担当教員名

2年

学年・コース等

開講時期

後期

単位数

2

講義

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業では、学生が日本国憲法や行政法に関する基本的教養を身に付けることを目的とする。まず、日本国憲法の三大原理を日本国憲法の成立
過程から復習する。その際、国民主権に特に焦点をあて主権者としての自覚を備える。次に、権力分立の原理とその具体的政治制度を学習す
る。これらの前提知識を踏まえて、統治機構の基本知識を学ぶ。すなわち、統治機構に関する各論を具体的事例に即して学習する。国会・内
閣・裁判所という立法・行政・司法の各機関のしくみについて学ぶ。そして、行政法の基礎部分についても学習する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

憲法・行政法についての理解

憲法・行政法に関する基礎知識を習得する。

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

自身の考えを的確かつ論理的に他者に伝えら
れるようになる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

定期試験

： 授業での学習事項について基本的な知識が身についているか
80％

ミニレポート

： 自身の考えなどを的確かつ論理的に記述できているか
20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
①大学生として、大人としての自覚をもって振る舞うこと。
②当然ながら、他の受講生や担当教員の迷惑となる行動は厳に慎むこと
③欠席すること自体は、やむを得ないが、欠席した分のフォローは自分で行うこと。友達にノートをコピーさせてもらうなど方法はいろいろあ
る。課題の告知なども休んでいたので知りませんでしたなどという言い訳はスルーする。また、一度配布した資料等は、再配布はしない。欠
席してもらっていない、紛失してしまったなどといった場合は、友達にコピーさせてもらうなど自身で対応すること。
④自身に関わる事柄として、当事者意識を持って学ぶこと。
⑤授業中にミニレポートを課す予定である。成績評価にも関わるので真剣に取り組まれたい。
⑥本シラバスの記載事項については、受講人数その他の事情により変更することがありうる。
⑦授業運営全般において、本シラバスの内容を読んでいること、初回の授業での注意事項を理解していることが前提となる。初回の欠席する場
合は、自分でフォローしておくこと。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
場所：
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーションと授業全体の概要
本授業の概要、運営上のルール、成績評価について理解する。
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事前：本シラバスを熟読しておく。事後：配
布資料を確認して話された内容を思い出す。

4時間

2340
第2回

三権分立、国会①
権力分立の意義、日本の政治機構、国会の役割について理解す
る。

第3回

国会②
国会のしくみについて理解する。

第4回

内閣
内閣の組織・役割について理解する。

第5回

裁判所①
裁判所の役割について理解する。

第6回

裁判所②
裁判所の運営について理解する。

第7回

地方自治、立憲主義
地方自治や立憲主義について学ぶ。

第8回

行政法の意義、法律による行政の原理
行政法の存在理由や法律による行政の原理について理解する。

第9回

行政処分①
行政処分の実体的違法について学ぶ。

第10回

行政処分②
行政処分の手続的違法について学ぶ。

第11回

行政立法
行政立法について学ぶ。

第12回

行政指導
行政指導について学ぶ。

第13回

行政契約
行政契約について学ぶ。

第14回

行政計画
行政計画について学ぶ。
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事前：教科書の該当箇所を読んでおく。事
後：配布資料と教科書を確認して復習する。

4時間

事前：教科書の該当箇所を読んでおく。事
後：配布資料と教科書を確認して復習する。

4時間

前：教科書の該当箇所を読んでおく。事
後：配布資料と教科書を確認して復習する。

4時間

前：教科書の該当箇所を読んでおく。事
後：配布資料と教科書を確認して復習する。

4時間

前：教科書の該当箇所を読んでおく。事
後：配布資料と教科書を確認して復習する。

4時間

前：教科書の該当箇所を読んでおく。事
後：配布資料と教科書を確認して復習する。

4時間

前：教科書の該当箇所を読んでおく。事
後：配布資料と教科書を確認して復習する。

4時間

前：教科書の該当箇所を読んでおく。事
後：配布資料と教科書を確認して復習する。

4時間

前：教科書の該当箇所を読んでおく。事
後：配布資料と教科書を確認して復習する。

4時間

前：教科書の該当箇所を読んでおく。事
後：配布資料と教科書を確認して復習する。

4時間

前：教科書の該当箇所を読んでおく。事
後：配布資料と教科書を確認して復習する。

4時間

前：教科書の該当箇所を読んでおく。事
後：配布資料と教科書を確認して復習する。

4時間

前：教科書の該当箇所を読んでおく。事
後：配布資料と教科書を確認して復習する。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

公共社会学
菅文彦
2年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
この授業は、社会学の主要な領域の概念と理論について現実の事象に照らし合わせながら探究していきます。
特に後半では「公共」と関わりの深い領域(環境、都市と地域、公共圏)を重点的に学びます。
社会学の出発点は「世の中に対する違和感」ともいえます。その違和感から学問的な問いが立てられ、数々の理論が生まれてきました。
あなた自身は何者なのか(アイデンティティ)、そしてあなた自身を取り巻くもの(家族、仲間、コミュニティ、都市、自然環境など)の本質と
は何であり、
これからどこへ向かおうとしているのか、そこであなたはなにができるのか、その解のひとかけらをこの授業で見つけることを期待します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

社会学に関する基本的な知識と理解

社会学の基本的な理念や構造、基礎的な理
論を理解する

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

現代的テーマに即した社会学の理論と知見

ジェンダーや家族、地域社会、メディ
ア、NPOといった現代的テーマに即した社会
学の最新の知見に触れる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

各テーマでの社会学の知見に触れること
を通して、我々を取り巻く社会にはどのよう
な課題があり、そして私たちはその課題にど
のように関わっているのかに気づく

2 ．DP8.意思疎通

受講生どうしの対話を通して、互いの経験
知や理解、分析視座を交換・共有し、新た
な知を創造するコミュニケーション力を身に
つける

3 ．DP10.忠恕の心

授業の学びを通して社会に生きる多様な当事
者の声に触れ、そうした当事者の課題を「自
分ごと」として共感する力を身につける

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業時の課題

： 毎回授業の事前課題や「問い」に対する自主学習の質を独自ルーブリックにより評価します
60％

期末レポート
40％

： 関心のある社会課題を取り上げ、それを社会学の視点や理論を通して分析し、その解決方法やそれ
に向けた自分の人生におけるアクションについてレポートを作成します。その内容を独自ルービ
リックにより評価します。

使用教科書
特に指定しない
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参考文献等
・「よくわかる社会学[第3版] (やわらかアカデミズム・〈わかる〉シリーズ) 宇都宮京子／西澤晃彦（ミネルヴァ書房／2020年)
・「よくわかる社会学史(やわらかアカデミズム・〈わかる〉シリーズ) 早川洋行(ミネルヴァ書房／2011年)
・「大学4年間の社会学が10時間でざっと学べる」 出口 剛司（KADOKAWA／2019年）
・「社会学入門－人間と社会の未来」 見田 宗介（岩波書店／2006年）
・「古市くん、社会学を学び直しなさい!!」 古市 憲寿（光文社／2016年）
・「社会学入門－社会とのかかわり方」 筒井 淳也／前田 泰樹（有斐閣／2017年）
・「大学生のための社会学入門」 篠原 清夫／栗田 真樹（晃洋書房／2016年）

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜2限

場所：

研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション／社会学とは何か・基本的視座
1 授業の説明
2 社会学とは何か
3 社会学の基本的視座
行為論・相互作用論・構造論

第2回

アイデンティティ: 〈私〉をめぐる社会学①
1
2
3
4

第3回

社会的性格・準拠集団・イデオロギー:
学②
1
2
3
4

第4回

自己について
自我と他者とのコミュニケーション
第二の近代における自己
記憶と忘却
〈私〉をめぐる社会

文化とパーソナリティ
準拠集団論
イデオロギーとは
知識と社会

家族をめぐる社会学／若者と子どもをめぐる社会学
1 家族の絆とは何か
2 結婚の個人化
3 夫婦の関係
4 親子の関係
5 「家」制度から夫婦家族制度,核家族化へ:家族変動を捉える枠
組み
6 閉じた家族,開く家族:脱近代家族
1
2
3
4
5

第5回

ジェンダーとセクシュアリティをめぐる社会学

グローバル社会とエスニシティをめぐる社会学
1
2
3
4
5

第7回

第8回

「エスニシティ」とは何か
国民国家とその課題
難民・移民をめぐる諸問題
多文化社会とその課題
日本の現状

メディアと情報化をめぐる社会学
1
2
3
4
5
6

4時間

授業テキスト(classroom 事前配布)を精読す
る・わからない用語があれば調べてお
く・気になることは自ら探求学習しておく

4時間

授業テキスト(classroom 事前配布)を精読す
る・わからない用語があれば調べてお
く・気になることは自ら探求学習しておく

4時間

授業テキスト(classroom 事前配布)を精読す
る・わからない用語があれば調べてお
く・気になることは自ら探求学習しておく

4時間

授業テキスト(classroom 事前配布)を精読す
る・わからない用語があれば調べてお
く・気になることは自ら探求学習しておく

4時間

授業テキスト(classroom 事前配布)を精読す
る・わからない用語があれば調べてお
く・気になることは自ら探求学習しておく

4時間

授業テキスト(classroom 事前配布)を精読す
る・わからない用語があれば調べてお
く・気になることは自ら探求学習しておく

4時間

授業テキスト(classroom 事前配布)を精読す
る・わからない用語があれば調べてお
く・気になることは自ら探求学習しておく

4時間

若者たちの「やさしい関係」
児童・生徒におけるいじめ
インセンティブ・ディバイド
子どもの貧困
青年期の長期化と友人関係

1〈女らしさ〉〈男らしさ〉を問い直す
2 ジェンダーの社会化
3 ワーク・ライフ・バランス
4 政治参画と公共圏
5 セクシュアリティとは何か
6 セクシュアリティとアイデンティティ
7 セクシュアリティと結婚・家族・国家
第6回

・授業シラバスを事前に確認しておく・テキ
ストを事前購入し、全体に目を通しておく

メディアとは何か
活字メディアと近代社会
情報化社会とその実現
スマートフォン時代のインターネット
情報化社会を捉える理論と方法
情報化社会の公共性

労働・職場をめぐる社会学／階層・階級をめぐる社会学
1
2
3
4

就業形態の多様化
フォーディズムと労使関係
ポストフォーディズム
感情労働

1
2
3
4

階級と階層
日本の階級・階層構造とその変動
階級再生産とメリトクラシー
社会的排除と貧困
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第9回

社会的逸脱をめぐる社会学
1 デュルケームの理論
2 シカゴ学派の理論
3 緊張理論、逸脱の文化論、ラベリング論

第10回

社会運動をめぐる社会学
1
2
3
4
5

第11回

デモと民主主義:社会運動は社会を変える
社会運動:新しい社会運動とユニオン運動
NPO/NGOと市民社会
後期近代におけるボランティア活動
東日本大震災とNPO・ボランティア

環境をめぐる社会学
1 環境社会学の始まり
2 主要な問題領域
3 環境問題、環境共存の社会学的研究

第12回

都市と地域をめぐる社会学
1
2
3
4

第13回

序編

都市社会学の誕生
戦後日本の都市社会学の展開
脱工業化時代の都市社会学
地域再生にむけて

都市と地域をめぐる社会学

本編

1 人間にとって都市とは何か:アーバニズム論の系譜
2 シカゴ学派:都市社会学の「発生」
3 コミュニティはどこにあるのか
4 都市の死: ディズニーランド化・ジェントリフィケーショ
ン・郊外
第14回

公共圏・新しい公共
1
2
3
4

ハーバーマス: 公共性の構造転換
公共圏
新しい公共
新たな問いの設定: 我々は何を見出していくべきか
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授業テキスト(classroom 事前配布)を精読す
る・わからない用語があれば調べてお
く・気になることは自ら探求学習しておく

4時間

授業テキスト(classroom 事前配布)を精読す
る・わからない用語があれば調べてお
く・気になることは自ら探求学習しておく

4時間

授業テキスト(classroom 事前配布)を精読す
る・わからない用語があれば調べてお
く・気になることは自ら探求学習しておく

4時間

授業テキスト(classroom 事前配布)を精読す
る・わからない用語があれば調べてお
く・気になることは自ら探求学習しておく

4時間

授業テキスト(classroom 事前配布)を精読す
る・わからない用語があれば調べてお
く・気になることは自ら探求学習しておく

4時間

・この授業全体を通して何を学んだかを考え
ておく

4時間

2351
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

スポーツマネジメント基礎Ⅰ
古川拓也・青野桃子
1年・2年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
スポーツをマネジメントするうえで、教養としてのスポーツ科学の知識が必要となる。スポーツ科学とは、スポーツに関連する様々な現象や動
向を科学的に検証し、考察する学問分野である。本講義では、スポーツ科学が扱う分野を知り、各分野でどのようなことを学ぶのか、その概
要について学ぶ。主な分野としてスポーツ史・スポーツ教育・スポーツ文化・健康スポーツ・スポーツコーチング・アスレティックトレーニン
グなどを取り扱っていく。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

アカデミックスキルの向上

スポーツに関する教養知識を学び、自身の言
葉で説明することができる

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

専門的な力の修得

スポーツマネジメントへのスポーツ教養の応
用について説明することができる。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

プレゼンテーションやディスカッションをお
こなうことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
①振返りレポート、②グループワークへの関わり、③期末レポートで評価する。それぞれの点数配分と基準は以下のとおり、
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

①振り返りレポート

： 独自のルーブリックを用いて評価します。
50％

②講義内グループ活動への関わり

： グループへの貢献度について主観的・客観的な指標を用いて評価します。
10％

③期末レポート
40％

： 講義全体の内容を踏まえて、正確な理解と思考力を問うレポートを出題し、独自のルーブリッ
クを用いて評価します。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
・「図説スポーツの歴史 世界スポーツ史へのアプローチ」 大修館書店
・寒川恒夫編著「よくわかるスポーツ人類学」ミネルヴァ書房
・井上俊・菊幸一編著「よくわかるスポーツ文化論」ミネルヴァ書房

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業前30分
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場所：

研究室・教室

備考・注意事項： 何か、質問があればいつでも研究室に来てください
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション～スポーツとは何か？～
講義の実施方法について説明します。また、本科目を始めるにあ
たり、スポーツの本質的な意義やスポーツ観（スポーツ目的
論・手段論）について学びます。

第2回

人類の歴史とスポーツ（１）～古代から近世～
古代ギリシャ・ローマ時代から中世までの歴史とスポーツの関わ
りを学びます。

第3回

人類の歴史とスポーツ（２）～近代から現代～
近代から現代までの歴史とスポーツの関わりを学びます。

第4回

スポーツと文化
文化を「社会の成員が有する行動様式や生活様式全
般」と捉え、スポーツの文化的な側面に着目した学びを深めま
す。

第5回

地域社会とスポーツ
地域の住民の営みにおいてスポーツが果たしている意義や役
割に触れます。地域における「スポーツライフ」の実現に寄与し
ている様々な組織（総合型地域スポーツクラブ、民間スポーツク
ラブ、スポーツ少年団など）に関する学びも行います。

第6回

スポーツ政策
日本のスポーツ政策を概観します。国や地方自治体をはじめとし
て、公益に資する活動を行う非営利セクターを観察し、日本のス
ポーツ政策の現状と課題点を考察します。

第7回

スポーツと健康
キーワードは生涯スポーツ、健康寿命です。生涯、健康に過ごす
ためにスポーツをどの様に捉え、関わってくことが必要なの
か、考えていきます。

第8回

スポーツと心理
スポーツを行う個人やチーム・組織が高いパフォーマン
スを生み出す上で「心理」の影響は無視できません。スポーツ心
理学の初歩的な学びを行います。

第9回

スポーツと教育
歴史を辿ると、スポーツと教育は大いに関係してきました。ス
ポーツが教育に用いられるようになった経緯や、スポーツによっ
て期待される教育的効果について議論し、考えを深めます。

第10回

子どものスポーツ
子どもにとって望ましいスポーツの在り方について考察していき
ます。スポーツ少年団や部活動などの組織や制度のみならず、保
護者の関わり方についても議論します。

第11回

スポーツコーチング
減少傾向にあるものの根強く残っている、日本のスポーツ指導現
場の体罰問題。本講義では科学的根拠に基づいたコーチングやそ
の在り方について学び、考察していきます。

第12回

アスレティックトレーニング
競技力向上や健康づくりに欠かせないトレーニングの知識につい
て概観します。さらに、トレーニングに関連したスポーツビジネ
スについても触れていきます。

第13回

スポーツと科学技術
科学技術の進歩・発展に伴い、スポーツのあり方や様相も変
化を遂げています。科学技術とスポーツの関わりについて学びま
す。

第14回

スポーツの教養とスポーツマネジメント
スポーツに関する教養を学んだうえで、スポーツマネジメントへ
どの様に応用していくことが可能か、全体を振り返りながら振
返り、スポーツマネジメントの基本的な考え方を学びます。
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本講義を受講する目的意識を確認しておきま
しょう。

4時間

高校の世界史・日本史の教科書・参考書を通
読する。

4時間

高校の世界史・日本史の教科書・参考書を通
読する。

4時間

自身の趣味（例：旅行、アニメ、食な
ど）とスポーツの関わりについてまとめる。

4時間

自分が住む地域の住民が日頃行っているス
ポーツについて調べる。

4時間

第二期スポーツ基本計画を読込み、自
身が気になる政策領域について、疑問
点や気になる点を挙げておくこと。

4時間

健康寿命の考え方を調べ、まとめておきま
しょう。

4時間

アスリートやチームなどで心理面が競技成
績に影響を及ぼしたと思う事例を調べる。

4時間

スポーツの教育的効果として期待されている
ことを考え、まとめておきましょう。。

4時間

第9回を振返り、子どものスポーツと教育の関
係性について自身の考えをまとめておきま
しょう。

4時間

自身の体験から、良いスポーツコーチングと
はどのような指導か、自分なりに考えておき
ましょう。

4時間

フィットネス産業において、どの様なトレー
ニングが現在流行しているか、概観しておき
ましょう。

4時間

最新の情報通信技術やAIを活用したスポー
ツの事例を調べる。

4時間

本講義を振返り、疑問点や確認しておきた
い点をまとめておきましょう。

4時間

2352
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

スポーツマネジメント基礎Ⅱ
植田真司・坂中勇亮
1年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

植田：体育教員やアスリート等へのスポーツマンシップについての指導経験（全７回）
坂中：体育協会の業務に従事（全７回）

授業概要
「スポーツマネジメント基礎Ⅰ」に引続き、スポーツマネジメントに関連する基礎的な専門知識を修得するとともに、人間力や考える力を養う
ことを目的とする。前半は、人間力を養うために、徳育、スポーツマンシップ、人を思いやる心など、自己のマネジメントまたはチームのマネ
ジメントについて学ぶ。後半は、スポーツファイナンスやスポーツ行政、障害者スポーツ、ボランティア、スポーツ団体などのマネジメントに
ついて基礎を学ぶ。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

人間力とアカデミックスキルの向上

自分の考えを論理的に整理し、文章にまとめ
ることができる。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

専門的な力の修得

スポーツマネジメントと共に思いやりの心を
はぐくむ。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

社会の課題に気づく。

2 ．DP10.忠恕の心

人の気持ちが分かり、共感できる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
①毎回のレポート、
②毎回の授業への関わりと協調性
③中間レポート(7回終了時)
④最終レポート(14回終了時)
の4つで評価する。それぞれの点数と基準は以下のとおり。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

①毎回のレポート
42％
②毎回の授業の関わりの様子

： 14回×3点（内容点）
自身の考えを論理的に記述できているかで評価する。
： 授業での積極的な態度、グループワーク等での協調性等を評価する。

28％
③中間課題レポート
15％
④期末課題レポート
15％

： 7回目以降提出、講義の内容を理解し、自分の考えを論理的に整理し、文章にまとめることができ
ているかで評価。
： 14回目以降提出、講義の内容を理解し、日常の課題に気づき、学んだことをどのように活かすのか
を計画できているかで評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
毎回、講義の中で紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
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本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
【履修条件】
必修であるので条件はないが、一定の基準をクリアしないと単位は取得できない。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜5限

場所：

研究室

備考・注意事項： 何か、質問があればいつでも研究室に来てください
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション～スポーツの役割～
スポーツの役割について、スポーツマネジメントとしての役割と
して基礎知識を学ぶ

スポーツの役割について調べる

4時間

第2回

スポーツマンシップを考える
スポーツ事例を元に、アスリートの行動について議論し、スポー
ツマンシップがなぜ大切なのかを学ぶ

スポーツマンシップを行動に移す

4時間

第3回

スポーツ映画で学ぶ人間力（１）学生スポーツにおける文武両
道
映画より、アメリカにおける学生スポーツにおけ文武両道の必要
性について学ぶ

他の映画を観て学ぶ

4時間

第4回

スポーツ映画で学ぶ人間力（２）スポーツにおけるコミュニ
ケーション
映画より、徳の大切さ、人と人の信頼関係の大切さを学ぶ

他の映画を観て学ぶ

4時間

第5回

セルフマネジメント
トップアスリートやビジネスの成功者の考え方や習慣など共通
点と自己管理について学ぶ

悪い習慣を改め、良い習慣を増やす

4時間

第6回

チームマネジメント
組織における、リーダーとフォロワーの役割、リーダーシッ
プの重要性について学ぶ

フォロワーシップを実践する

4時間

第7回

スポーツとキャリア
仕事とは何か？ どのような仕事があるのか？ なぜ仕事をする
のか？ スポーツ産業市場の動向は？ 組織で求められる人材と
は？ そのために、スポーツを通じて何を学び、どのようなキャ
リアを身につけるのか。体育系人材の強みと弱みなど、共に考え
ます。

前半講義のレポートを作成する。

4時間

第8回

スポーツ行政（１）スポーツ行政の仕組み

文献を読みスポーツ行政について理解を深め
る

4時間

スポーツ行政の仕組みを理解する
国及び地方自治体のスポーツ行政の実態を紹介
第9回

スポーツ行政（２）スポーツ事業の実例
行政が実施するスポーツ事業について理解する
地方自治体における実際の業務内容等を紹介

行政が主催するスポーツ大会について調べる

4時間

第10回

スポーツ組織のマネジメント

日本スポーツ協会のHPから同協会の事業概
要を調べる

4時間

文献を読み障害者スポーツが抱える課題につ
いて考える

4時間

自身が興味・関心のあるスポーツボランティ
アの内容を調べて概要をまとめる

4時間

子どものスポーツ格差についての理解を深め
る

4時間

授業内容を踏まえ大学スポーツが抱える課
題について調べる

4時間

日本の代表的なスポーツ組織について理解する
日本スポーツ協会を事例に事業内容を中心に説明する
第11回

障がい者スポーツのマネジメント
障がい者スポーツについて理解する
パラリンピック大会を事例として紹介

第12回

スポーツボランティアのマネジメント
スポーツボランティアについて理解する
シティマラソン大会における活動を事例として紹介

第13回

子どもスポーツのマネジメント
小中学生のスポーツについて理解する
近年のジュニアスポーツにおける課題や、その解決に向けた新た
な取り組みを紹介する。

第14回

大学スポーツのマネジメント
日本における大学スポーツ界の動向を理解する
箱根駅伝を事例に大学スポーツとメディア・スポンサーとの関
係を紹介
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231

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

スポーツビジネス入門
岡田功
1年

開講時期

前期

2

単位数

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

岡田：新聞記者として長年、国内外のスポーツビジネスの現場を取材。折に触れて日本のプロスポーツクラ
ブに経営のアドバイスを行ってきた（全14回）
外部講師A：Bリーグクラブ社長（元プロ野球「パシフィックリーグマーケティング」幹部）（第9回目）

授業概要
スポーツには、「する」「みる」「ささえる」など様々な関わり方がある。また、スポーツビジネスといっても、スポーツ用品の販売からプロ
スポーツリーグ・クラブの運営、スポーツイベントの開催、スポンサーシップ、eスポーツまで、裾野の広い商品やサービスを扱う。本講義で
はスポーツへの多様な関わり方について理解をしつつ、スポーツビジネスに関する事例や理論を紹介しながら、スポーツビジネスについての基
本的な考え方を修得することを目的とする。
本科目は基本的に講義形式で行うが、Google Classroomや毎回の授業へのコメントシートを活用し、受講生の考えや疑問を共有・検討するアク
ティブラーニングを取り入れる。また、外部講師を招きスポーツ現場での話を聞く機会を設けるため、一部の授業はオンライン形式で行う場
合もある。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

スポーツビジネスに関する基礎的な知識

「する」「みる」「ささえる」スポーツのビ
ジネスと基礎理論を理解するとともに、課
題を把握することができる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

収集した資料から、スポーツビジネス業
界の課題を検討できる

2 ．DP9.役割理解・連携行動

グループワークとプレゼンテーションを通じ
て、役割分担とグループ内連携ができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への参加度

： 授業での積極的な発言、プレゼンテーションの内容を独自の評価指標に基づいて評価します。
25％

レポートの提出
25％
期末テスト

： 授業で出す課題についてのグループまたは個人のレポート、授業外学修の課題レポートについて独
自の評価指標に基づいて評価します。
： 年間を通じてスポーツビジネスの講義内容を理解できていること。

50％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
必要に応じて、授業の中で指示します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授
業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

各教員によって異なる

場所：

研究室

備考・注意事項： 各教員に都度確認を取ること
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第１回

ガイダンス、スポーツビジネスのステークホルダー
初めに講義概要について説明する。その後、スポーツのビジネ
スの世界にあって、誰がステークホルダーにあたるのかについ
て考える。

第２回

スポーツと企業
日本では、プロとアマチュアをつなぐ「社会人」「実業団」が存
在し、企業がある面、スポーツを発展させてきた歴史があ
る。1990年代、バブル崩壊で支援を打ち切る企業が続出した
が、近年になって再び企業スポーツや企業によるスリーと支
援が脚光を浴びている。企業側の狙いとメリット、デメリッ
トは何か、プロとの違いは何かについて考察する。

第３回

プロスポーツクラブの経営
プロスポーツクラブはどのように稼ぎ、どのようにお金を使って
いるのか。また、プロスポーツクラブがお金を稼がなければなら
ない理由はなにか。クラブの基本的な収入・支出構造につい
て学ぶ。

第４回

スタジアム＆アリーナ

「稼ぐ」スタジアムへ進化を遂げてきたスタジアムとアリー
ナの建設・運営について基本的な知識を習得する。また、スタジ
アム運営を自治体が外部団体に委託する指定管理者制度について
も触れる。
第５回

スポンサーシップ
企業マネーはプロスポーツクラブの経営にとどまらず、スポーツ
イベントの開催、スタジアム建設・運営などあらゆるシー
ンで欠かせない存在になっている。なぜ企業は巨額のお金を投じ
てまでスポンサーになろうとするのか。メリットはあるのか。ス
ポンサーシップについての基本知識を学ぶ。

スポーツビジネスのステークホルダーについ
て、あらかじめ自分の考えをまとめておく

4時間

日本のスポーツ界を支えてきた企業スポー
ツ（社会人スポーツ）について自身で資
料を調べる

4時間

プロスポーツチームがどのような収入を得て
いるか、本やネット等で事前に調べる

4時間

好きなスタジアムの所有者、オペレー
ター、核テナントなるスポーツクラブ、建設
費などの基礎データを調べ、授業初めにレ
ポートして提出する

4時間

スポンサーシップの具体例について、事
前に調べ、レポートとして提出する

4時間

第６回

メガスポーツイベント
オリンピックが商業化されたのは1984年ロサンゼルス五輪以
降で、その歴史はまだ浅い。オリンピックが商業化を迫られた理
由、その功罪について考える。

自身でオリンピックの商業化について調べる

4時間

第７回

リーグとは
スポーツリーグは、成績次第で降格もあり得る「欧州型」リー
グと、チームが固定された「アメリカ型」リーグに大別され
る。それぞれのリーグの特徴や強みなどの理解を深める。

スポーツリーグについて、下調べをしておく

4時間

第８回

科学の発展とスポーツの関わり

科学技術の発展とスポーツの関りについて自
分で調べる

4時間

Bリーグクラブとプロ野球のパ・リーグが設
立したマーケティング会社について自身で事
前に調べる

4時間

学習課題 武道憲章を読み、「武道と
は何か」について理解を深める

4時間

スポーツ用品の流通について、自分で事
前に調べる

4時間

オリンピックやプロスポーツリーグが得てい
る放映権料について調べる

4時間

プロ選手の移籍に絡む問題を、あらかじめ自
身で調べる

4時間

スポーツ記録の向上、プレースタイルへの影響、より魅力的な観
戦（ＶＲ映像など）など、科学技術の進歩が果たした役割につい
て学ぶ。また、eスポーツなど将来のスポーツについても展望す
る。
第９回

外部講師による特別講義A（Bリーグとプロ野球ビジネスの現
場）
現在はバスケットBリーグクラス社長で、以前はプロ野
球パ・リーグが設立したマーケティング会社で働いた経験のあ
る人を特別講師に招き、Bリーグのビジネスとプロ野球ビジネ
スについて講義をしてもらう。

第10回

スポーツツーリズム
世界で成長し続けているスポーツツーリズム産業。スポー
ツ庁は日本へのインバウンドをさらに掘り起こすために、「武
道」に焦点を当てた「武道ツーリズム」を押し出そうとしてい
る。海外でも愛好者が多く、発祥地である日本への関心・訪日意
欲を喚起できるためだ。スポーツツーリズムの中でもここで
は「武道ツーリズム」に焦点を当て、考察する。

第11回

スポーツ流通
スポーツ用品メーカー、スポーツショップ店、フィットネスクラ
ブ……。裾野の広いスポーツ産業について、その流通、ブラン
ド戦略等について学ぶ。

第12回

スポーツとメディア
オリンピックなどのメガスポーツイベントでも、プロスポー
ツ界でも、今やテレビの放映権料はチケット収入よりも比
重が高い。放映権ビジネスが巨大化した理由などについて考え
る。

第13回

外部講師による特別講義B（プレイヤーとエージェント）
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サッカーや野球など人気のあるスポーツでは、スター選手の年
俸が高騰している。代理人（エージェント）が絡み、選手の移
籍はビジネス化する一方で、年俸を上げたい選手
側の取り組み（ストライキなど）と年俸を抑制したい経営
側の動き（サラリーキャップ制導入など）が激しくぶつかる。外
部講師の講義を聴きながら、選手に焦点を当てたビジネスについ
て考える。
第14回

ｅスポーツ
近年、大きく市場が伸びているｅスポーツ。１億円以上を稼ぐプ
ロゲーマーもおり、国体の種目にもなり、オリンピックの競技種
目への採用も検討されている。しかし、ｅスポーツは通常のス
ポーツと大きく異なる構造もある。ｅスポーツの基本構造につい
て学ぶ。
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ｅスポーツに関する新聞、書籍を探し、読ん
でおく

4時間

2364

ウェルネスサービスビジネス論

授業科目名

植田真司・村田正夫・青野桃子

担当教員名

3年

学年・コース等

開講時期

後期

単位数

2

講義

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

健康経営、生産性向上業務にかかわる
健康指導にかかわる

植田（6回）、
村田（6回）

授業概要
ウエルネスとは何か、健康だけに留まらず、幸福感、生きがい、人間の成長など基礎的な知識や、スポーツとウエルネスとビジネスの関係を総
合的に学びます。また、スポーツがどのようにウエルネスと関係しているのか。生産性の向上など健康であることが如何にビジネスにに影響す
るのか。ウエルネスビジネス市場の動向や、具体的に心身をより良い状態にするために何をすればよいのかなどについて学び、ウエルネス関
連ビジネスで活躍できる人材育成を目標とします。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

スポーツを通じて経営を理解する

人・モノ・金などの資源を活用する力を養う

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

さまざまな角度から物事を見る力を養う

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内小レポート

： 授業内容を理解しているか

理解している5点

していない0点

70％
課題レポート

： レポートの課題に対する回答を総合的に評価
10％

定期試験

： 講義の理解度
20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
【参考文献】必要に応じて紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

植田：月曜５限、青野：水曜２限、村田：火曜２限

場所：

植田：西館３F、青野：西館４F、村田：西館２Ｆ

備考・注意事項： いつでも、研究室に来てください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション／ウエルネスとは

植田

配布したプリントで講義の内容を復習する。
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ウエルネスとは何か、ヘルスケアとの違い、ウエルネス産業の市
場規模、各分野の概要について説明。さらに、健康、幸福、生き
がい、人間の成長について学ぶ。
第2回

スポーツとウエルネス・健康の関係 植田
スポーツの意味や役割について説明。
特に、スポーツと健康や幸福感の関係について学ぶ。

配布したプリントで講義の内容を復習する。

4時間

第3回

幸福な国や地域の価値観・考え方を学ぶ。 植田
北欧の国（デンマーク、スウェーデン）、沖縄、宮崎などの価値
観や、オールドリッチとニューリッチなどの価値観の違いについ
て学ぶ。

配布したプリントで講義の内容を復習する。

4時間

第4回

健康経営について 植田
健康経営＝ヘルシーカンパニーについて説明
健康経営のメリット
運動・睡眠、栄養、行動変容について学ぶ。

配布したプリントで講義の内容を復習する。

4時間

第5回

ウエルネス市場・フィットネス市場についての動向
フィットクラブなどの変遷
ライザップのビジネスモデル
これからのニーズ

配布したプリントで講義の内容を復習する。

4時間

第6回

フィットネス・ダイエットについて学ぶ

身近なダイエットの情報、商品について情報
収集する

4時間

講義の内容をまとめ、今後議論すべき点を整
理する

4時間

植田

青野

ダイエットとSNSの関係
ダイエット市場
摂食障害について学ぶ
第7回

ウエルネスビジネスについてグループワーク

青野

これまでに学んだ「ウェルネスサービス」の知識を整理し、各
人が、何が大切かを理解し、行動するための考えを議論する。
第8回

日本国民のスポーツライフ 青野
世論調査から見る日本のスポーツ「する」「みる」「ささえ
る」の実態について講義、資料の読み取りをおこなう。

講義の内容をまとめる

4時間

第9回

運動実施率向上のためのグループワーク 青野
日本のスポーツの「する」の実態をもとに、日本のスポーツ実施
率向上のためのアイデアを出し、グループで議論する。

運動実施率の向上策を調査する

4時間

第10回

働き方改革とは

身近な社会人に働き方改革についてヒアリン
グしてまとめてみる。

4時間

コロナでこれから働き方改革はどうかわるの
か考えてみる。

4時間

私たちが暮らす社会のコミュニティの現状に
ついて考えてみる。

4時間

世界一の健康寿命を成し遂げようとするビ
ジョンについて自分なりに考え てみる。

4時間

日本国民のスポーツ実施率と働き方改革の関
係性、高齢化社会における健 康促進の施策に
ついてまとめる。

4時間

村田

一億総活躍社会の実現に向けた概要と取り組みについて触れてい
く。
第11回

働き方改革が抱える課題について考える

村田

重要課題である長時間労働の解消、非正規と正社員の格差是
正、労働人口不足を取り上げ、
その課題解決に向け触れていく。
第12回

コミュニティの充実したまちづくり（フレイル予防）

村田

高齢者の人々が生き生きと過ごせる社会に向け、コミュニ
ティの充実した「まちづくり」の
実現を視野に、その生活支援について述べる。
第13回

日本の潜在的価値「健康」

村田

100歳寿命の高齢化社会国家を掲げた日本の戦略について述べ
る。
第14回

振り返り

村田

第9回～13回までについて振り返りを行う。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

スポーツファイナンス入門
菅文彦
2-4年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
スポーツファイナンスでは、①金融論における資金調達・資金運用の観点から、スポーツ産業での事業活動伴うファイナンスの基礎を習
得し②スポーツ固有のファイナンスの領域についても現実問題から学びを深める。③スポーツビジネスでの財務問題やグローバルでのブラン
ド・ライセンス展開などの問題についても学ぶ。
社会で日々起こっているニュースも交えながら、産業特有のファイナンス視点での問題発見をして、課題を把握して、将来社会活動で活用でき
る能力を育成することを目指す。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

スポーツビジネス遂行に伴う資金調達管
理の実態と必要性の理解。

スポーツ固有のファイナンス領域の知識習
得から課題把握が出来る。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

多様なスポーツビジネスでのファイナン
スの実践への応用。

オリンピック等イベント、スポーツブラン
ド展開、グローバルでの生産消費、スポー
ツ施設などをファイナンスの側面から実践で
きる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

スポーツビジネスのファイナンス領域に問題
意識を持ち、課題を発見することが出来る。

2 ．DP6.行動・実践

現実社会で日々発生しているスポーツファイ
ナンス課題を理解し、自身の意見を述べるこ
とができる。

3 ．DP8.意思疎通

課題提出により、文書の記述でのコミュニ
ケーションスキルが向上する。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
授業中および時間外課題の提出を全体で60%とし、期末試験を40%の配分で成績を計算する。課題提出は期限までに提出したもののみを評価対
象とし、提出が遅れた場合は評価対象から外す。
10回程度、最近のスポーツファイナンスに関係するトピックを見つけて、課題提出をしてもらう。
期末試験はA4用紙1枚のみ持ち込み可。試験時に回収する。
授業内の小テスト・小レポートを内容に応じて不定期で実施予定。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業での課題提出
60％
期末試験

： 講義内容に関係した具体的問題から、ポイントを把握してその解決が導けること。講義の内
容をベースとして、個人の考えを適切に記述できていること。
： 期末試験で、スポーツファイナンスの講義科目を理解して、設問に回答できること。

40％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
「スポーツファイナンス」原田宗彦・武藤泰明, 大修館書店

履修上の注意・備考・メッセージ
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2365
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
履修にあたっては簿記・会計などが履修済み、あるいは同時履修であれば内容理解の助けとなり好ましい。しかし、必須ではない。
授業での資料はクラスルームにて公開するものもある。
授業中は必ずノートをとり、記述した内容を見直しながら公開した資料を参照して復習し、一層の理解を深めてもらいたい。
履修者は全員Googleクラスルームに登録してもらい、課題提出や情報提供をクラスルームを通じて行う。
3年次からの「スポーツファイナンス応用」を履修希望の場合は、まずこちらの単位を取得しておくこと。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜2限

場所：

研究室（西館３階）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス＋スポーツファイナンスの領域について
スポーツファイナンスの領域と学修の意義をガイダンスで紹介す
る。
最近のTVやニュースで話題となった事象を取り上げ、スポーツ
ファイナンスの領域と「ファイナンス」の重要性を理解する。

第2回

金利について
ファイナンスにおける数字による定量分析の意義を理解する。
その中でも重要な金利の概念と計算を学ぶ。実際に計算をしても
らうことで理解する。

第3回

スポーツ庁とスポーツ行政
日本におけるスポーツ行政が今後どうなっていくかを、スポー
ツ庁の誕生から存在意義を理解することで学んでいく。
スポーツ行政で目標としていることは何かを理解する。
スポーツイベントなどの経済波及効果についてどのような計算を
しているのかも理解する。

第4回

スポーツの組織と企業価値
スポーツ組織の形態について学び、組織とファイナンスについ
て理解する。
また、企業価値の概念と株式会社形態についても理解する。

第5回

スポーツ組織運営
スポーツ組織運営の財務内容を理解し、改善方法について理解す
る。
具体例としてJリーグチームの公表されている業績の数字か
ら、収入と支出の内容を理解し、リーグの業績の改善方法につい
て考える。

第6回

ブランド、ブランド価値
ブランドはファイナンスでは「価値」として無形資産となる。
社会的に醸成される無形の存在が価値となり、グローバルブラン
ドのランキングとして評価がされている実態を理解し、ブラン
ドが企業価値の形成要因であることを理解する。

第7回

スポーツブランドのグローバル展開とライセンス
スポーツブランドのグローバル展開の手法としての「ライセンス
ビジネス」についての専門的理解を行う。ブランド使用の対価と
してのロイヤルティの仕組みについて理解し、その計算のや
り方を理解する。

第8回

投資家から見たスポーツビジネス
資金運用のための投資家から見るスポーツビジネスはどうなって
いるのか、投資戦略としてスポーツ産業は魅力的なのかを、投資
家資料（財務資料）を使用し「財務内容」を理解する。
またグローバルスポーツブランドの財務情報から、世界地域のど
こでビジネスが伸びているかも理解する。
投資家向け資料の具体例から、スポーツビジネスでの事業戦
略を財務分析を学ぶ。

第9回

スポーツ施設のファイナンス
スポーツ施設投資にはファイナンスが必要である。特に必要とさ
れている「コストセンターからプロフィットセンターに変化す
るスポーツ施設投資」を理解する。
今までにない手法により、近年建設されてきている施設のファイ
ナンスの実態についても学ぶ。

第10回

外国為替の基本
グローバルファイナンスへと目を向ける、現実問題から国際金
融を見ることで、外国為替と国際決済の仕組みを理解する。
外国為替の変動が企業業績や商品価格に大きな影響を及ぼすこと
を理解し、実際に為替変動の場合の計算が出来るようになる。

第11回

リスクマネジメント
ファイナンスにはリスクがつきものである。
特に資金回収などが行われないことが、企業倒産などにも繋がっ
てくる。
ビジネスリスクの内容についての理解から、リスクをマネジメン
トする手法に関して学ぶ。

第12回

フィンテックとデリバティブについて
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最近の話題からスポーツファイナンスの領
域を考えてもらう。

4時間

計算方法の内容を反復し、自分で計算できる
ようにしておく。

4時間

日本におけるスポーツ行政について周
囲で起こっている身近な事例から問題御意
識を持つ

4時間

スポーツクラブ、スポーツメーカ－などの組
織についても同様の視点で理解する

4時間

講義で取り上げなかったチーム・事例も各自
調査しておく

4時間

講義内容を参考に、ブランドの価値について
それぞれ考える

4時間

講義内容を参考に、現実社会でのグローバル
ブランド展開にも目を向ける

4時間

財務資料と中長期方針から、各社の将来につ
いて自分なりに投資をするイメージをもっ
て考察してみる。

4時間

現代のスポーツ施設の利益を生む仕組みか
ら、過去の施設と比較検討してみる

4時間

外国通貨の変動による影響について、観光な
どでの通貨交換について再度考えておく

4時間

ビジネスリスクについて、今の日本社会・世
界経済状況から再考する

4時間

新たな領域でのファイナンスの拡大に関し
て、ニュースなどの情報から学んでおく。

4時間

2365
ファイナンスにおいて先端技術にて進歩を続ける最前線のフィン
テックと金融派生商品に関して学ぶ。
資金調達の多様性や支払い決裁などが進歩する中で、スポーツ産
業での活用についても紹介する。
第13回

オリンピックとファイナンス
オリンピックの歴史的経緯を学び、オリンピックの商業化まで
の変遷を学ぶ。
歴史的転換と言われるロサンゼルス五輪で、ピーター・ユベロ
スの五輪のビジネス化の内容とスポーツファイナンス上での意
義について学び、2021年東京大会について受講者全員で考えてみ
る。

第14回

スポーツファイナンス授業のまとめ
1年間学んだスポーツファイナンスの中から、主要テーマ復習を
して重要項目を振り返る。
年間の振り返りとまとめから、講義内容を復習し、最終の期末試
験の注意事項を伝える。
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オリンピックの歴史とビジネス化の経緯が現
在にどうつながっているかを再検討する

4時間

14回目での内容の振り返りでスポーツファイ
ナンスの理解を深める。

4時間

2366

スポーツ経済論

授業科目名

植田真司・藤森梓

担当教員名

2年～4年

学年・コース等

開講時期

前期

単位数

2

講義

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
経済学とは、世の中の資源を最適な配分方法にモデル化し、より良い社会の実現を目的とした学問領域です。この講義では、経済
学の考え方を応用し、スポーツを通して豊かな社会を実現する施作について考ます。具体的には、大阪・関西経済に焦点を合わせて、スポー
ツ産業やスポーツビジネスがどのような形で経済や社会の発展に貢献しているのかを学びます。講義の前半（藤森担当）は、経済学の基本
的な概念とスポーツ分野への応用について考えます。後半（植田担当）は、スポーツが大阪の経済にどのように影響をもたらしたのかを学びま
す。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

経済学の知識を活用した、スポーツ産業の分
析。

経済学的視点から、スポーツ産業の現状と課
題について考察できるようになる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

経済学という学問領域の理解、およびその知
識の応用。

経済学を応用して、スポーツに関する議
論を展開できるようになる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

スポーツに関する諸問題を経済学的視点か
ら考察する力を身につける。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

中間試験（藤森担当分）

： スポーツ経済学の基本的な概念を理解できているかどうかを評価します。
40％

期末レポート（植田担当分）
40％
平常点

： 大阪におけるスポーツの歴史とスポーツがどのように経済や社会に貢献できるかを理解できている
かを評価する。
： 毎回の授業のポイントを理解できているかどうかを評価します。

20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
「特になし」

随時紹介します

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をして下さい。
本科目を履修する場合、大学共通科目の「現代社会と経済」を事前に履修済であることが望ましいです。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日3限（藤森）

場所：

個人研究室（藤森）
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2366
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

導入：スポーツと経済学
授業計画について話をするとともに、経済学を応用したスポー
ツ関連の研究の可能性についてお話しします。

第2回

経済学の概念
経済学という学問領域についての基本的な考え方について紹介し
ます。

第3回

GDP、経済成長とスポーツ産業

GDPの定義と経済成長についての説明をします。また、そ
の中でスポーツ産業がどのような形で関わっているのかを講義し
ます。
第4回

メガスポーツイベントと経済学：景気循環とスポーツ
景気循環の概念についてお話をしたうえで、オリンピック等のメ
ガスポーツイベントが景気にどのような影響を与えているのかに
ついて、具体例を挙げながら説明します。

第5回

マクロ経済学とスポーツ：Sport for Tommorowとスポーツ産業
日本のスポーツ政策「Sport fo Tommorow」についてお話したう
えで、日本のスポーツの発展が日本経済に与えるインパクトにつ
いて説明します。

第6回

地域経済とスポーツ振興：関西経済の問題点とスポーツ産業

大阪・関西の経済事情について説明したうえで、地域のスポー
ツ産業の概要について説明します。

経済学の研究領域についての理解と各自の研
究テーマとの関連性について考える。

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（経済学という学問の特性とその目的につい
て理解を深める）。

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（GDPの概念について理解を深めるととも
に、マクロ経済の中でのスポーツ産業の位置
付けについて考える）。

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（マクロ経済におけるめがスポーツイベン
トのインパクトについて考える）。

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（日本経済と政府のスポーツ政策の方向性に
つ考える）。

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（関西経済の歴史と現状、課題について理
解し、スポーツを通した問題解決の可能性に
ついて考える）。

4時間

第7回

中間試験とその解説
前半部分のまとめとして中間試験を実施する。また、その内容に
ついての解説を行う。

前半部分のまとめを行い、試験対策を行う

4時間

第8回

スポーツの領域と役割
後半のオリエンテーション
する・みる・ささえるスポーツとスポーツの役割と仕事について
スポーツの市場規模について

スポーツの仕事と役割について予習復習

4時間

第9回

スポーツが拓く日本の経済
スポーツの可能性について
スポーツの経済効果について
スポーツ別選手の年俸、阪神タイガースの経済効果

スポーツが拓く日本の経済について予習復習

4時間

第10回

大阪のスポーツ産業の歴史
大阪・関西でスポーツが盛んになった歴史的背景
スポーツと大阪の経済
大阪の取り組み、スポーツハブＫＡＮＳＡＩの事例

大阪の産業と経済について予習復習

4時間

第11回

スポーツと地域経済
スポーツによる地域活性
大阪市、堺市、沖縄県、佐賀県吉野ケ里町、宮崎県の事例
徳島上勝町落ち葉ビジネス、滋賀県 ビワイチ
世界のスポーツ都市戦略とスポーツ産業クラスターの事例

地域経済について予習復習

4時間

第12回

スポーツと環境の経済
環境問題など社会問題について学ぶ
地球規模でのスポーツの役割
スポーツにおける環境への取り組み事例

環境問題についてスポつの役割を考える

4時間

第13回

スポーツと健康の経済
医療費問題や健康問題など社会問題について学ぶ
社会の問題をスポーツで解決する対策を考える
健康経営について
運動の効果について
行動経済学について

健康問題についてスポーツの役割を考える

4時間

第14回

まとめとディスカッション
スポーツで社会問題を解決する方法についで

課題にたいするレポートを作成する。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

スポーツ政策論
鳥羽賢二
2年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

本講義担当者は、2021年までスポーツ競技を統轄する中央競技団体に在籍し、国内のスポーツ振興や競技普
及、国際競技力向上などを担った。また、それ以前には民間企業においてもスポーツによる社会貢献事業を実
践し、2つの組織でのスポーツ政策の実務経験を有する。（全１４回）

授業概要
本科目ではスポーツ政策の専門性を身に付けることを目指し、基礎知識や各種分野の政策・制度について学習する。
2011年に公布・施行された「スポーツ基本法」には、「スポーツが世界共通の人類の文化であること、スポーツを通じて幸福で豊かな生
活を営むことは、全ての人々が有する権利である」ことが基本理念として明記された。
国家戦略としてスポーツ立国を実現するために、国や地方公共団体にはスポーツに関わる総合的な施策策定と実施が責務として課せられてい
る。
本講義では、日本のスポーツ政策の在り方を深く考察していく。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

わが国のスポーツ政策に関する基礎知識や各
種分野の政策・制度について学習する。

わが国のスポーツ政策およびスポーツ法
規に関するな知識を獲得する。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

各種課題や講義内ワークを通じて、専門
性や思考フレームワークを実践する。

わが国のスポーツに関わる政策課題をあぶ
り出し、課題解決のための具体的な施策を提
案することが出来るようになる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

現政策を分析し評価することで、批判的思考
力や合理的思考力をつけることができる。ま
た、客観的判断のための情報を獲得、適
格な情報を整理するために、情報検索力が発
揮できるようになる。

2 ．DP5.計画・立案力

課題解決のための論理的思考を備え、グルー
プワーク協同作業内での意見具申
及び折り合いを見出し、その要点を公表でき
るようになる。
そのような過程で創造的思考力を発揮するよ
うになる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
レポート提出については、提示した期限内提出を厳守ください。
提出期限を過ぎたものは原則的に受理しません。
成績評価の方法・評価の割合
各講義アクティブラーニングシー
トの提出

評価の基準
： 独自のルーブリックで内容の妥当性や論理の一貫性について評価する。
40％

政策発表レポート

： 独自のルーブリックで内容の妥当性や論理の一貫性について評価する。
20％

期末レポート

： 独自のルーブリックで内容の妥当性や論理の一貫性について評価する。
40％

使用教科書
特に指定しない
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参考文献等
参考図書として、下記②冊をリストアップしておきます。
図書館等でご参考ください。
①真山達志、横山勝彦他編集・「スポーツ政策論」・成文堂・2011年
②横山勝彦、鳥羽賢二他・「スポーツの経済と政策」・晃洋書房・2011年

履修上の注意・備考・メッセージ
・講義時には、講義内容のノートを取ることを推奨します。
・学園ルールを順守し、講義中は私語、居眠り、携帯電話での通話等は厳禁です。
・規定回数以上の出席がなければ本講義取得放棄とみなし、成績評価は「不可」となります。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜4限

場所：

研究室（西館3階・36室）

備考・注意事項： 講義内容のご質問、あるいはスポーツ関連（実践含む）事項でのご相談等がありましたら、遠慮なく研究室までおいでくださ
い。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

スポーツと公共政策
最初に、本講義の概要と目的についての説明を実施し、授業計
画および授業評価について告知する。

スポーツが社会に貢献する諸価値について整
理する。

4時間

スポーツプロモーション（振興）の本質やそ
の意義について振返りを行うこと。

4時間

現代社会の問題がスポーツによって解決でき
そうなテーマを挙げ、その解決方法につい
て検討しておく。

4時間

法治国家としてのわが国におけるスポーツ基
本法が、スポーツをどのように国民に位置づ
けることにしたのかについて、その8つの理
念を読み解き整理すること。

4時間

スポーツ法規の整備とわが国に招致したメガ
イベント（サッカー・ラグビーワールドカッ
プ、東京オリンピック・パラリンピックな
ど）との時系列をおさえ、スポーツ政策のな
がれを整理すること。

4時間

スポーツ庁の設置意義を理解し、今後スポー
ツ振興の実施すべき国の課題について検
討し、その解決策を整理すること

4時間

政策（policy management）とは、何かについて理解する。
また、スポーツそれ自体が内包する諸価値を整理し、スポーツ政
策における目的、目標の源泉を確認する。
その上で、スポーツが社会や経済に貢献する多岐にわたる社会的
価値を総じて、公共政策におけるスポーツの位置づけを明らかに
しておく。
第2回

わが国のスポーツ政策動向
スポーツとは何かを再定義し、その諸価値を再確認する。
そもそもスポーツの語源は「あそび/de portare（carry
away）」に由来している。
しかしながら多様な価値を有する。
その諸価値は、どうしたら社会解決を解決する原動力となりうる
のかを検討する。
その上で、「スポーツ振興法（1961年）、スポーツ基本
法（2011年）」の法規をもとになされてきたわが国のスポーツ政
策について、その展開を紐解いていく。

第3回

現代社会におけるスポーツの役割
前講義では、スポーツが内包している諸価値について理解した。
スポーツの諸価値が、現代社会においてどのように寄与できうる
のか、その社会的意義について学習する。
創造経済の敷衍が高めるスポーツの重要性やスポーツマーケッ
ト、スポーツの社会的文化的価値（social capital＝社会関係資
本）について理解を深めていく。
さらにスポーツの新たな動向について検討する。

第4回

スポーツの関連法規

①スポーツ基本法

第2回講義で触れたスポーツの関連法規についてその内容を学
習する。
「政策」の根幹をなす「法律」について理解しておく必要がある
ため、スポーツ関連法規の要点をおさえる。
スポーツ政策は、スポーツに関連する法律を基礎として進められ
てきた。
その経緯を改めて理解する。
それら法規の中の2011年に公布された「スポーツ基本法」に記
載された内容について学ぶ。
第5回

スポーツの関連法規

②スポーツ基本法とスポーツ基本計画

第4回講義では、スポーツ基本法についてその内容を学習した。
今講義では、前回に引き続き「スポーツ基本法」とその理念を実
現するための「スポーツ基本計画」の内容について理解してい
く。
スポーツ基本法（権利と義務）に記載されていることを実現する
ための第１期～第3期の「スポーツ基本計画」について概
観し、その裏付けとしての財源確保はどのように賄うことにして
いるのかについても触れながら関連法規の理解を深める。
第6回

スポーツ政策とその構造（日本のスポーツ振興組織）
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国レベルのスポーツ政策を立案し、わが国のスポーツ政策をリー
ドする「スポーツ庁」について学習する。
スポーツ庁設立の経緯とその役割や今後期待される機能までを議
論する。
日本のスポーツ政策はもともと文部科学省により「学校スポー
ツ」、「生涯スポーツ」、「競技スポーツ」を中心に実施されて
いた。
その文部科学省の外局として2015年10月に新設されたスポー
ツ庁は、「教育の中での体育」といったその範囲内にとどまら
ず、スポーツを通じた観光による地域活性化や、途上国への体
育プログラムの輸出といった国際貢献、国民の健康増進、あるい
は国際競技力の向上というように、さまざまな形でスポーツが幅
広く活用されていくための行政組織として誕生している。
あわせてわが国のスポーツ政策がどのような組織によって事
業を推進しているかを把握する。
組織の設置意義を理解し、今後のスポーツ振興のための課題も検
討する。
第7回

本講義の中間振返りと現代社会が抱える課題（after コロ
ナ/withコロナ）へのスポーツでのアプローチ検討
本回は、第1回から第6回受講をふまえ、講義内容の振り返りを実
施する。
受講生のグループ分けを実施し、第8回以降の現代社会が抱え
る課題へのスポーツで課題解決をはかるテーマを提供する。
第8回から第12回講義において、それぞれのテーマの課題解決
策を各グループからスポーツ政策の観点から講義内で発
表し、ディスカッションを実施するための段取りを組む。

第8回

わが国のスポーツ政策の実際
「スポーツ基本法」に掲げられた「スポーツを通じて幸福で豊か
な生活を営むことはすべての人々の権利」の実現や、スポーツ立
国を実現していく方策として「スポーツ基本計画」が策定されて
いる。
その中には計画的に取り組むべき施策があり、国、地方自治
体、スポーツ関連団体などの関係組織によって、スポーツ振
興に取り組まれている。
それらのわが国のスポーツ政策指針を、詳細にわたり理解を深め
る。

提供された課題をグループメンバー間で共
有し、具体的な課題解決策を練る準備を整え
る。 以降の発表内容を準備していく。

4時間

国・スポーツ庁が取り組んでいる項目のス
ポーツ振興施策について具体的内容を事
前に調べておくこと。

4時間

自身の居住する地域における総合型スポーツ
クラブと、教育現場のクラブ活動の関連
性を調査しておくこと。また、その問題
点を挙げておく。

4時間

企業がスポーツチームを所有する意義を具体
的に整理しておくこと。

4時間

教育現場での保健体育授業やクラブ活動、体
育祭（運動会）での今日的問題を挙げ、そ
の具体的解決策を検討しておく。

4時間

東京オリンピック・パラリンピック競技大
会が実施されたことを踏まえ、その開催の是
非について自身の考えを整理し、オリンピッ
クレガシー（ソフト・ハード遺産）創出につ
いて検討しておく。

4時間

第1回：グループからの課題テーマの発表を実施し、議論する。
第9回

地方自治体のスポーツ政策の実際（滋賀県を例に）

地方自治体（滋賀県を例に）のスポーツ政策について学習する。
滋賀県では、文化とスポーツを軸に「自分」の豊かさ、
「今」の豊かさ、「もの」の豊かさに加え、みんなが将来も持続
的に実感できる「心」の豊かさを求めて、一人ひとりが考え、行
動することで、人と人のつながりや全体の調和がとれた新し
い豊かさを実感できる実現をめざしている。
地域における資源をどのようにスポーツと関連させて地域を活
性しているのか、その取り組みの状況を概観し、課題テーマにつ
いて議論する。
第2回：グループからの課題テーマの発表を実施し、議論する。
第10回

企業におけるスポーツチーム運営（CSR・社会貢献活動）
民間企業が保持している企業スポーツチームについて学習する。
企業スポーツの特徴について整理する。福利厚生の一環として繁
栄してきた企業スポーツチームの多くが、バブル経済崩壊後に休
廃部している。その経緯をたどる。
また現状保持されている企業スポーツチームは、どのような活
動を通じてその存在意義を保持しているのかの概要を見る。
第3回：グループからの課題テーマの発表を実施し、議論する。

第11回

教育現場のスポーツ
まず、保健体育科教育の政策史（戦前/戦後）を振り返る。
わが国の学校教育制度において「体育」が導入され「スポー
ツ」が教材として用いられたのは1872年の「学制」公布後からに
なる。欧米諸国に体格・体力面で劣っていた日本は、小学
校に「体術」、「養生法」を位置づけた。終戦（1945年）によ
り、教育政策はGHQ指導のもと大きな変革期を迎え「新日本の建
設の教育方針」を発表するなど軍国主義教育に利用された「武
道」や「軍事教練」は学校教育から除外することとなった。
近年では、アメリカの「経験主義教育」や「体力づくりを重視し
た目標」、さらには「ゆとり教育」、「個性派教育」に対応し
た「楽しさを重視した目標」など保健体育科教育にも反映されて
いる。
以上のようなスポーツ政策史を概観する。
一方、特別活動の教科外活動に学校行事（体育祭・運動会）やク
ラブ活動がある。クラブ活動ではその指導者の問題が社会化さ
れ、問題解決が急務となっている現状がある。その課題解決
策を検討する。
第4回：グループからの課題テーマの発表を実施し、議論する。

第12回

スポーツイベント開催について考える
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2019年ラグビーワールドカップ、2020東京オリンピック・パラリ
ンピックが実施され、また関西ではワールドマスターズゲーム
ズが今後開催される予定となっている。
これらのメガイベントの社会的意義について議論する。メガイベ
ント招致は国のリーダーシップにより実現されたものである
が、その社会的意義やレガシーについて検討していく。
また、プロ野球、Jリーグ、国内最高峰の各競技リーグ戦などに
まつわるメディアとの関わりなども考察する。
第5回：グループからの課題テーマの発表を実施し、議論する。
第13回

スポーツの国際競技力向上策

スポーツ基本計画にある国際競技力向上は、言うなれば国の方
針としてオリンピックなどの国際競技大会でメデルを多く獲得す
ることにある。
その国際競技力向上は、どのような組織によって推進され、そ
の実現可能性を高めていっているのか、実際の競技団
体（NF）の強化策を例に議論する。
第14回

スポーツ政策論総論

本講義のまとめを行う。
「スポーツは世界共通の人類の文化」と位置付け、「スポー
ツを通じて幸福で豊かな生活を営むことが人々の 権利」として
いるわが国のスポーツ政策について、講義の振返りと内容の復
習を行う。
本講義のまとめとしてレポート提出についてのテーマ課
題を課す。
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わが国のスポーツを統轄する組織には、どの
ような組織があるのか調べ、またその組織に
はどのような目的や取り組みがなされている
のかを調査しておくこと。

4時間

課題レポート作成を通じて、本講義内容の理
解を深め、自身が考えるスポーツ政策によっ
てスポーツが社会課題解決となるよう要点を
まとめ上げること。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

スポーツ国際協力
藤森梓
2年～4年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
この講義は、発展途上国の経済開発や社会開発の場面における、スポーツを通した国際協力の可能性について考えていきます。近年の国際協
力の場面では、SDGsの中で提唱されているように、「持続可能性」という言葉がキーワードになります。そうした中で、従来の資金援助中
心の国際協力から、幅広い形の国際協力の形が模索されています。本講義では、このような現状を鑑みて、発展途上国における諸問題を紹介し
ながら、スポーツを通してどのような形の国際協力ができるのかの考察し、さらにプロジェクトの企画立案を行いたいと思います

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

海外、特に発展途上国の現状を認識し、異文
化理解を深める。

発展途上国が抱える諸問題を理解し、実
際に国際協力に携われる知識・能力を身につ
ける。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

発展途上国が抱える問題について適切に認
識することができるようになる。

2 ．DP5.計画・立案力

発展途上国が抱える問題に対して、スポー
ツを通した国際協力プログラムを企画・立
案できるようになる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ評価を「不可」とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末レポート
40％
期末発表
40％
平常点

： スポーツ国際協力に関する問題発見能力、問題解決能力を身につけており、それを論理的に文章
化できているかどうかを評価します。
： スポーツ国際協力に関する問題発見能力、問題解決能力を身につけており、それを適切かつ明
快にプレゼンテーションできているかどうかを評価します。
： 毎回の授業の重要ポイントをきちんと理解できているかを評価します。

20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
参考文献については、初回の授業でリストを配布します。その他、授業内で適宜紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
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本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求めらます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をして下さい。
この講義の大部分はアクティブラーニング型の授業となります。従って、履修する学生には、学びに対する強い意欲と積極的な授業への参
加を求めます。
授業の資料等はGoogle Classroomで配布します。登録については初回の授業でガイダンスを行います。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日4限

場所：

個人研究室（藤森）

備考・注意事項： 注意事項：授業に関する質問は、授業の前後、または研究室でのオフィスアワー（水曜日4限）にて受け付けます。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス～スポーツ国際協力の可能性について～
講義の計画や目的を説明するとともに、国際協力に携わること
の意義や効果についてお話しします。

講義の目的について理解を深める。

4時間

第2回

貧困と開発（１）～貧困のメカニズム～

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（貧困の罠のメカニズムを理解する）。

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（現代の貧困対策の限界と打開策につい
て考える）。

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（MDGsからSDGsへの流れと貧困対策の関連
性を理解する）。

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（日本の国際協力のしくみについて、大まか
な形を理解する）。

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（教育を通した国際協力の事例をさがして研
究する）。

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（健康を通した国際協力の事例をさがして研
究する）。

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（企業活動を通した国際協力の事例をさがし
て研究する）。

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（ピースボールアクションの現状と課題につ
いて理解する）。

4時間

なぜ、貧困は発生するのか。その本源的な理由について理
解を深めます。
第3回

貧困と開発（２）～貧困対策の可能性～
貧困に対して、我々ができることは何なのか。貧困削減政策の現
状と課題についてお話しします。

第4回

SDGsの概念について
近年、世界共通の経済開発目標として掲げられているSDGsの概
要とその理念、目的についてお話をします。

第5回

国際協力のフレームワーク
具体的に国際協力はどのような形で行われているのか。そのしく
みについて詳しく解説します。

第6回

スポーツを通した国際協力（１）～教育とスポーツ国際協力～
スポーツを通した国際協力の可能性として、教育、人材育成部
門への活動とその効果についてお話しします。

第7回

スポーツを通した国際協力（２）～健康とスポーツ国際協力～
スポーツを通した国際協力の可能性として、健康部門への活動と
その効果についてお話しします。

第8回

スポーツを通した国際協力（３）～企業活動と国際協力～
スポーツを通した国際協力の可能性として、企業活動を通した活
動の可能性についてお話しします。

第9回

スポーツ国際協力のケーススタディ（１）～ピースボールアク
ションを例に～
スポーツを通した国際協力の事例として、本学にも関わりのあ
る「ピースボールアクション」の活動についてお話しするととも
に、その効果や課題について考えます。

第10回

スポーツ国際協力のケーススタディ（２）～ゲストスピー
カーによる講演～（予定）
実際に、スポーツ国際協力の分野で活躍されている方をお招きし
て、現場ならではの話を伺います。

ゲストスピーカーの講義内容について、課
題レポートに取り組む。

4時間

第11回

スポーツ国際協力プログラムの企画・立案（１）～問題提起～

ワーキンググループを作り、計画書を作成す
る。

4時間

スポーツ国際協力のプログラム立案について、その概要、目
的、企画・立案の進め方について説明します。
第12回

スポーツ国際協力プログラムの企画・立案（２）～対象国・地
域の絞り込み～
具体的なプロジェクト対象国・地域を絞り込み、どのよう
な形のスポーツ国際協力が可能なのかを考えます。

プロジェクト対象国・地域の事情につい
て、参考文献や資料を用いて調べる。

4時間

第13回

スポーツ国際協力プログラムの企画・立案（３）～議
論の組み立て～
グループ内の議論を通して、具体的なスポーツ国際協
力の形を作り上げていきます。

具体的なプログラム案を組み立て、プレゼン
テーションを作成する。

4時間

第14回

プレゼンテーションおよびディスカッション

プレゼンテーションの準備、リハーサ
ルを行う。

4時間

各グループが作成したスポーツ国際協力プログラムについてのプ
レゼンテーションを行います。またディスカッションを通し
て、授業の振り返りをします。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

スポーツ施設マネジメント論
菅文彦
3～4年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
スポーツ施設には屋内(体育館・アリーナ・道場・ジムなど)、屋外(球場・スタジアム・コートなど)、野外(アウトドアスポーツ)、新規(eス
ポーツ・スケボーパーク・パルクールなど)はじめ多くのものがあります。本講義は①講義: スポーツ施設のマネジメントの基本的な理
解、②フィールド調査・発表討議、③事業計画書の作成の3部構成です。①～③を通じて、スポーツ施設に関わる専門的知識の獲得、課題発見
力、計画立案力を養成します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

スポーツ施設の建設と資金調達手法、事業モ
デル、人材マネジメント、マーケティング。

上記の事柄の基本的理解。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

スポーツ施設のマネジメント上の課題を講
義とフィールド調査を通じて把握・理解す
る。

2 ．DP5.計画・立案力

スポーツ施設の事業計画作成を通じて、計画
立案力を養成する。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業時の課題・ワーク

： 授業内で提示するミニレポートの記述内容(形式、論理性、正確性等)で評価する。
30％

フィールド調査分析・発表
30％
期末課題
40％

： スポーツ施設を訪問するフィールド調査を行い、調査内容の妥当性、論理性討議のコミュニケー
ション能力、新たな問いの設定力で評価する。
： スポーツ施設の事業計画を完成させて提出する。主に事業性、妥当性、実現可能性の観点で
から評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
「スポーツファシリティマネジメント」原田宗彦・間野義之, 大修館書店
「スマートベニュー・ハンドブック」日本政策投資銀行編, ダイヤモンド社

履修上の注意・備考・メッセージ
この講義はフィールド調査(スポーツ施設の訪問・利用・管理者への聞き取り等)の参加が必要である。
フィールド調査は所定の講義時間(金曜4限)以外に土日など各自で時間を設けて行う。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜2限

場所：

研究室
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授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

スポーツ施設(以下、施設)の基本概要
スポーツ施設の時代区分ごとの役割の変遷や、施設の特徴に応じ
た類型、種類別の施設数、国内外の先進事例)

スポーツ庁の調査報告書の内容把握

4時間

第2回

施設の建設手法と資金調達

幾つかのスタジアムやアリーナの公式サイ
ト等で所有者、建設事業者、総工費、運営
者がどうなっているか予習する。

4時間

近隣の施設をひとつ選び、所有者・運営者お
よび主たる収入・支出項目を調べる。

4時間

近隣の施設をひとつ選び、スタッフ人員数お
よび利用者層とその獲得方法について調べ
る。

4時間

スタジアム・アリーナをひとつ選び、観戦経
験価値向上のための新たな取り組みについ
て調べる。

4時間

地図情報など用いて関西圏にある施設を網羅
的に把握する。

4時間

対象施設の営業時間や利用料金、調査上の注
意点をまとめておく。

4時間

授業時間外も用いて集計分析と発表資料作
成を進める。

4時間

討議時に指摘された事柄について追加の情報
収集や分析を行う。

4時間

討議時に指摘された事柄について追加の情報
収集や分析を行う。

4時間

討議時に指摘された事柄について追加の情報
収集や分析を行う。

4時間

PFIをはじめ施設の建設と資金調達には幾つかのバリエーショ
ンが存在する。
国内外の事例も交えてその仕組みを理解する。
第3回

施設の事業モデル(所有者・管理運営者／収支構造)
施設には公設公営、公設民営、民設民営など、所有者と運営
者が同一の場合と異なる場合がある。
その仕組みの意味と特徴を理解する。また、施設運営上の収支構
造を理解する。

第4回

施設の人材マネジメント・マーケティング
施設の運営に必要な人的資源(人材)の特徴と求められるマネジメ
ント方式を理解する。
また、利用者獲得のためのマーケティング手法について理解す
る。

第5回

施設の進化
観戦経験価値を高めるために施設が取り組んでいる最
新の取り組み(ホスピタリティ・IoT・リモート/メタバース等)に
ついて理解する。

第6回

フィールド調査

①対象地と調査項目の選定

少人数グループごとに調査対象とする施設をひとつ選定する(屋
内・屋外・野外施設等)。
また、調査方法と調査項目の確認と整理を行う。
第7回

フィールド調査

②調査の実施

対象とする施設を訪問して実際に利用するとともに、施設の概
要の把握、写真撮影、聞き取り調査等を行う。
第8回

フィールド調査

③結果分析

調査結果の集計・分析を行う。
第9回

発表・討論

①屋内施設(体育館・アリーナ・道場・ジム等)

屋内施設を対象としたグループの発表と討議・ディスカッショ
ンを行う。
第10回

発表・討論

②屋外施設(球場・スタジアム・コート等)

屋外施設を対象としたグループの発表と討議・ディスカッショ
ンを行う。
第11回

発表・討論

③野外施設(アウトドアスポーツ)

野外施設を対象としたグループの発表と討議・ディスカッショ
ンを行う。
第12回

発表・討論 ④新規施設(eスポーツ・スケボーパーク・パル
クール等)
新規施設を対象としたグループの発表と討議・ディスカッショ
ンを行う。

討議時に指摘された事柄について追加の情報
収集や分析を行う。

4時間

第13回

新規事業計画の作成

本講義前半の建設と資金調達の回を復習す
る。

4時間

本講義前半の事業モデルの回を復習する。

4時間

①建設手法と資金調達

各受講生出身自治体に新たな施設を作るとの想定で、その施
設の事業計画を作成する。
まずは建設手法と資金調達法を定める。
第14回

新規事業計画の作成 ②事業モデル
事業計画作成を進める。収支を含む事業モデルを構想し、人材配
置やマーケティング手法、リスクと対処法等も記載する。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

食ビジネス入門
髙畑能久
1年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

大手総合食品メーカーの中央研究所で研究・商品開発および新規事業を経験。その後、グループ経営本部 経
営企画部にて事業戦略の立案および投融資などを担当。（全14回）
食ビジネスコース指定

授業概要
この授業では、食ビジネスを取巻く経営環境を理解し、食品企業の株主総会での決算報告を疑似体験しながら経営戦略や企業が果たすCSR活動
等について学びます。また、企業とのPBL学修により次世代の大阪農業のあり方についても考えます。
川上（食品製造業）から川下（食品流通業）に至る食の幅広いフィールド、即ちフードチェーンについて理解を深め、将来のキャリアをイメー
ジしつつ、食ビジネスによって人々の喜びと豊かさを実現するため食のマネジメント力を養う第一歩を踏み出します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

食品企業の経営戦略、CSR活動や大阪農
業の現状と課題について学びます。

体験学修を通して、食ビジネスの幅
広いフィールドについて理解を深めます。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

自ら主体的に課題に取り組み、試行錯誤しな
がら実践します。

2 ．DP8.意思疎通

グループワークでは自己の主張を上
手に伝え、相手の意見を引き出します。

3 ．DP9.役割理解・連携行動

グループで役割を分担し、チームワー
ム良く取り組みます。

学外連携学修
有り

(連携先：ヤンマーホールディングス株式会社)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなされます。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内のワーク
20％
ポートフォリオ（学びの記録）

： グループ内で自分の役割を理解し、その役割を果たすことができたかどうか、途中であきらめず
に最後までベストを尽くすことができたかどうかを評価します。
： 提出物が何を学んだか分かるものになっているか、学びの振り返りができているかを評価します。

20％
グループ発表
40％
期末レポート
20％

： 提示された課題に対し、関連する情報を集め、論点を分かりやすく発表することができたかどう
か、グループの成果をアピールできたかどうかを評価します。
： 指定された日時までに提出されたレポートについて、独自の視点から課題に対する効果的な回答が
できているかを評価します。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
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日本大学食品ビジネス学科編（2016年）『人を幸せにする食品ビジネス学入門』オーム社。
朝倉敏夫、井澤裕司、新村猛、和田有史（2018年）『食科学入門-食の総合的理解のために-』昭和堂。
その他、必要に応じて紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習すること。
日頃からテレビ、新聞、雑誌、Webサイト等を活用し、食ビジネスに関するニュースや最新情報の把握に努めてください。
※なお、連携先の都合に合わせて、授業の順番や内容を一部変更する場合がある。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜２限

場所：

髙畑研究室（西館２階）

備考・注意事項： 授業の前後以外で質問したい場合は、メールにて受け付けます（takahata@osaka-seikei.ac.jp）。件名には必ず、所属・学
籍番号・氏名を明記してください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション・カリキュラムマップの解説他
授業の進め方や評価方法など、食ビジネスコースのカリキュラム
マップから体系的な文理融合の学びや将来のキャリアへ向けた活
用などについて解説します。グループワークの班分けと役割分
担も行います。

第2回

株主総会を疑似体験しよう①（課題の提示）
課題を提示した後、連結売上高で上位にある食品企業の公式サイ
トを閲覧し、決算報告内容について理解します。

第3回

株主総会を疑似体験しよう②（情報収集）
グループで選んだ食品企業の売上高、利益、経営戦略、商
品、CSR活動などについて詳しく調査します。

第4回

株主総会を疑似体験しよう③（発表準備）
これまで調査した内容に基づき、グループで担当企業の決算報
告をするため、発表用パワーポイントと発表原稿を作成し、発表
練習を行います。

第5回

株主総会を疑似体験しよう④（第1回発表）
食品企業の経営者（社長、副社長、専務など）になったつもり
で株主に向けて決算報告を行います。また、他グループの発
表を聴いて相互に評価を行います。

第6回

株主総会を疑似体験しよう⑤（第2回発表）
前回の反省点を改善し、再び株主に向けて決算報告を行いま
す。また、他グループの発表を聴いて相互に評価を行います。

講義内容を参考に学習計画と将来のキャリ
アについて考えてみてください。

4時間

担当した食品企業の公式サイトで決算報告な
どを調べてください。

4時間

担当した項目（売上高、利益、経営戦略、商
品、CSR活動など）について調べてください。

4時間

グループ毎に成果発表の準備と練習を行って
ください。

4時間

グループ毎に発表の振り返りと改善を行って
ください。

4時間

グループ毎に発表の振り返りを行ってくださ
い。

4時間

第7回

連携先企業による特別授業（PBL課題の提示）
連携先のゲストスピーカー（専門家）から、大阪農業の現状と課
題、最先端のスマート農業、6次産業化などを学んだ後、PBL課
題について説明を受けます。

特別授業のレポートを作成してください。

4時間

第8回

連携先企業による学外授業（農場体験）
連携先の体験型農園を訪問して、一連の農作業（耕うん、播
種・移植、管理、収穫）を体験します。

学外授業のレポートを作成してください。

4時間

第9回

次世代農業のあり方提案①（ブレインストーミング・KJ法な
ど）
特別授業および学外授業で学んだ知識を踏まえ、グループ毎にブ
レインストーミングやKJ法により大阪農業が抱える課題の解決
策についてアイデアを出し合います。

グループ毎に次世代の大阪農業がどうあるべ
きかを話し合ってください。

4時間

第10回

次世代農業のあり方提案②（SWOT分析など）

グループ毎に大阪の農業を元気にするため
の企画を話し合ってください。

4時間

グループ毎に発表用パワーポイントと発表原
稿を作成してください。

4時間

グループ毎に予演会の振り返りと改善を行っ
てください。

4時間

グループ毎にPBL発表会の振り返りを行ってく
ださい。

4時間

期末レポートは指定された日時までに提出し
てください。

4時間

大阪農業が抱える課題を解決策するメンバーのアイデ
アを組み合わせ、SWOT分析により大阪農業を元気にするためのユ
ニークな企画を考えます。
第11回

PBL発表会の準備①（パワーポイント・発表原稿の作成）
一連のPBL学修を通して得られた成果を発表するため、グルー
プ毎に役割を分担して発表用パワーポイントと発表原稿を作成し
ます。

第12回

PBL発表会の準備②（予演会）
グループ毎に考えたユニークな企画を発表して質疑応答しま
す。また、ルーブリックによる自己評価も行います。

第13回

PBL発表会（本番）
連携先の企業を訪問してグループ毎にユニークな企画を提案しま
す。発表後、連携先からの総評を頂きます。
グループ毎にプレゼンテーション資料を提出してください。

第14回

PBL学修の振り返り・まとめ
PBL学修における自己評価とグループワークを通して学んだこと
を振り返りシートに記入します。また、グループ毎に話し合い自
己評価とクラスメイトからの評価のずれを確認します。
授業の最後に学びのポイントと期末レポート課題を提示します。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

食品開発論Ⅰ（食品）
伴みずほ
1年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

食ビジネスコース指定
授業概要
私たちが食品として利用している素材は、食塩を除いてすべて生物です。食品素材（水稲・野菜・果樹・園芸・畜産・水産物など）の構成成
分の調理・加工時の変化、食品加工への利用のされ方、特用林産物の特性、生産の現状を中心に講義を行います。また、各自で流通現
場のフィールド調査により、授業で学んだ食材の販売方法や、どのような加工品（食品の種類）が売られているか、またその加工食品を作って
いるメーカーごとの違いなど、実際に購入し試食等による比較検討を織り交ぜレポートを作成します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

食の商品開発力に役立つ専門知識

食品素材の種類や品種毎に含まれる成分の特
性を理解し、食品素材個々の説明できる。ま
た、知識を栄養学や調理学そしてメニュー開
発・食品開発に役立てられる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

多くの情報の中から必要な情
報を選び出し、根拠資料を引用しながら論理
的にまとめられるようになる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・見学、フィールドワーク
・その他(以下に概要を記述)
ゲストスピーカーとして企業人を招き、さまざまな現状や最新の情報について学び、加工食品の試食などの演習を行う。

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなす。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題レポート
50％
定期試験
50％

： 課題の内容に見合ってまとめられているか、指示された形式に従っているか、独自のルーブリッ
クに従い3段階で評価します。
： 食品素材個々の特徴的な食品成分を説明できるか、人体に有害な成分がある場合、適切な処理の仕
方が説明できるかを評価します。

使用教科書
指定する
著者

タイトル

日本フードコーディネーター協会 ・
編
・

出版社
・

2021 年

NEW&VISUAL食品成分表

・

2017 年

・ 教育図書

参考文献等
【参考書】喜多野宣子

他著

出版年

フードコーディネーター教本3級 ・ 柴田書店
試験対応テキスト

食べ物と健康II

化学同人

履修上の注意・備考・メッセージ
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本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
・教科書と食品成分表は毎時間持参すること。
・レポート提出は次回の講義日に持参すること。
・フィールド調査ではマナーを守ること。
・フードコーディネーター教本3級試験対応テキストの該当するページをよく読み理解しておくこと。
・学外見学やゲストスピーカーの都合で授業の順番や内容を変更する場合がある。
（2回/14回）

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日4時間目

場所：

研究室（西館2階）

備考・注意事項： 質問はメールでも応じます。ban-m@osaka-seikei.ac.jp（タイトルには氏名、学籍番号を記入のこと）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

食品素材の分類（食品の種類）
私たちが日常食べている食品素材（水稲・野菜・果樹・園芸・畜
産・水産物など）の構成成分の調理・加工時の変化、食品加工へ
の利用のされ方、特用林産物の特性、生産の現状について概要す
る。
個々の生物体としての特徴とそれを構成している成分の特
性を学び、食品素材の分類を理解する。

よく利用される食品を植物性食品と動物性食
品とに分類する。

4時間

第2回

穀類の特性とその加工食品
穀類とは、植物の種子を食用とするイネ科とタデ科の植物の総
称である。穀類の種類とその加工品について、またそれらに含ま
れる成分や特徴について学ぶ。

穀類の加工品を調べる。

4時間

第3回

イモ類の特性とその加工品
イモ類は水分含量が高く、貯蔵性や輸送性に劣るが栽培が容
易で収量が安定している特徴がある。イモ類の種類とその加工
品について、またそれらに含まれる成分や特徴について学ぶ。

イモ類の加工品を調べる。

4時間

第4回

種実類の特性とその加工品
種実類は、いずれも水分が少なく、無機質、ビタミン、食物繊
維を比較的多く含む。種実類の種類と成分構成による分類につい
て、またそれらに含まれる成分や特徴について学ぶ。

種実類の加工品を調べる。

4時間

第5回

豆類の特性とその加工品
豆類はマメ科に属する草本の種子である。成熟した乾燥種
子(豆）を加工品に利用することが多く、未熟な種子をサヤご
と食べる場合野菜類に分類される。豆類とその加工品、さらに成
分について学ぶ。

豆類の加工品を調べる。

4時間

第6回

野菜類の特性とその加工品
野菜はさまざまな色彩と特有の食感を持ち、健康を維持していく
ためにも、また彩りを添える食材としても重要である。野菜類と
その分類およびその加工品について、さらに成分や特徴につい
て学ぶ。学外授業も行う。

野菜類の加工品を調べる。

4時間

第7回

果実類の特性とその加工品
果実類は生食する事が多い植物性食品であり、特有の芳
香や色、味などを持つ。果実類とその加工品について、またこれ
らの成分や特徴について学ぶ。

果実類の加工品を調べる。

4時間

第8回

キノコ類の特性とその加工品
キノコ類は大型の胞子組織を形成する菌類である。毒性を持つ種
類もあり食用とされるのは約100種類である。キノコ類とその加
工品について、またこれらの成分や特徴について学ぶ。

キノコ類の加工品を調べる。

4時間

第9回

藻類の特性とその加工品
藻類は、胞子が水中で繁殖し成長する植物をいう。生のまま利
用されるとともにさまざまな食品に加工される。藻類とその加工
品について、またこれらの成分や特徴について学ぶ。

藻類の加工品を調べる。

4時間

第10回

魚介類の特性とその加工品
魚介類とは、魚類、甲殻類、軟体動物、棘皮動物、棘胞動物、原
索動物のうち食用とされるものの総称である。魚介類とその分
類および特性について、またこれらの加工品その加工技術につい
て学ぶ。

魚介類の加工品を調べる。

4時間

第11回

食肉類の特性とその加工品
食肉とは食用に飼育されている家畜、家禽の食べられない部
分を除いて処理した肉のことをいう。魚介類と並ぶ重要なタンパ
ク質供給源である食肉類とその分類および特性、その加工品つい
て学ぶ。

食肉類の加工品を調べる。

4時間

第12回

卵類の特性とその加工品
卵類とは一般に鶏卵をさすが他にウズラ卵、アヒル卵などが利
用される。調理が簡単で栄養価が高い。卵類の構成成分の特
徴を知り、その加工品について学ぶ。

卵類の加工品を調べる。

4時間

第13回

乳類の特性とその加工品
乳は哺乳動物が子どもを哺育するために乳腺から分泌するもの
で、栄養価が高くさらにカルシウムの供給源である。牛乳とそ
の多様な加工品について学ぶ。

乳類の加工品を調べる。

4時間

第14回

食用油脂、調味料、香辛料、嗜好品、食品の保存と規格

さまざまな加工食品の内１つの加工食
品を選びその特徴等を調べる。保健機能食
品について種類および機能について調べる。

4時間
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さまざまな加工食品（食用油脂、調味料、香辛料、嗜好品-非ア
ルコール・アルコール飲料、菓子類、微生物利用食品、バイオテ
クノロジー応用食品、新しい加工技術）について学ぶ。
食品の保存方法、食品の規格基準、保健機能食品と特別用途食
品について学ぶ。この分野は時代の動きにつれて変化しやす
く、オーガニック食品など新規名称の食品についても理解す
る。ゲストスピーカー（日本食品分析センター、食品メー
カー）を招き、食の最新情報を学ぶ。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

食品開発論Ⅱ（栄養）
伴みずほ
1年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

食ビジネスコース指定
授業概要
栄養学の基本となる五大栄養素、すなわち食べものとして摂取した、タンパク質、炭水化物（糖質・食物繊維）、脂質、ビタミン、ミネラルな
どの消化吸収、および代謝とその調節、ならびに各栄養素との関連性や、エネルギー代謝について学びます。また、サプリメントとしてビタミ
ンおよびミネラル等を摂取する場合に、特に問題となる過剰摂取の危険性について学び、多くの情報の中から必要な情報を選び出し、根拠資
料を引用しながら論理的に、サプリメント等の利用のメリットについて考えます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

食の商品開発に役立つ専門知識

健康の保持増進・疾病の予防や治療におけ
る栄養の役割、摂取した食物の栄養成分がど
のように代謝され、体の構成成分やエネル
ギーとしてどのように利用されるかが理解で
きる
メニュー開発・食品開発の基礎となる

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

多くの情報の中から必要な情
報を選び出し、根拠資料を引用しながら論理
的にまとめられるようになる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・問答法・コメントを求める
ゲストスピーカーとして企業人を招き、さまざまな現状や最新の情報について学び、加工食品の試食などの演習を行う。

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなす。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

小テスト

： 学期中に複数回行い、キーワードや各種反応の仕組みを理解できているかについて評価します。
20％

定期試験
80％

： バランスの良い食事の具体例（料理名）があげられ、適切な１人分の食事内容が説明できるか、食
品に含まれる各成分の機能が説明できるかを評価します。

使用教科書
指定する
著者
鈴木和春

タイトル
他著

・

出版社

サクセス管理栄養士講座「基礎
栄養学」

・ 第一出版

参考文献等
【参考書】 NEW&VISUAL食品成分表、教育図書
【参考書】フードコーディネーター教本3級試験対応テキスト

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
ゲストスピーカーの都合により授業の順番や内容を変更する場合がある。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日4時間目

場所：

研究室（西館2階）
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出版年
・

2019 年
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備考・注意事項： 質問はメールでも応じます。ban-m@osaka-seikei.ac.jp（タイトルには氏名、学籍番号を記入のこと）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

栄養とは
栄養の本質を理解し、栄養素と呼ばれる物質と生物としてのヒ
トとのかかわりを科学的観点から学ぶ。また疾患と栄養とのかか
わり、疾患がヒトにもたらす負の側面を社会的観点から理解す
る。また古代から現代までの間に栄養学という学問（栄養学
史）が、どのように生まれ、発展し、体系化されてきたのか
を学ぶ。

第2回

栄養素とそのはたらき

私達動物は食物（有機物）を摂取しなければ生きていく事はでき
ない。摂取する食物にはいろいろな物質が含まれている。そ
の中に生きるために必要な物質である栄養素の種類とそのはたら
きを学ぶ。

ヒトが生きていくために必要な栄養素と呼ば
れる物質を身体の中で作られるのか作られな
いのかを調べる。

4時間

ヒトが成長し、成人になってからは維持・増
進していくために、身体の中で行われてほし
いはたらきを具体的に箇条書きで列記し、そ
れらを３つのカテゴリーにまとめる。

4時間

第3回

糖質
エネルギー源となる糖質の種類とその構造を学ぶ。また糖質の体
内利用について学び糖尿病の病態について理解する。

糖質と食物繊維との違いを調べる。

4時間

第4回

脂質
エネルギー源となる脂質の種類とその構造を学び、脂質の体内利
用について、また脂質異常症の病態について理解する。

脂質の構造と種類を調べる。

4時間

第5回

タンパク質
エネルギー源および身体の構成成分となるタンパク質の種類とそ
の構造を学ぶ。またタンパク質の体内利用とくに栄養価の評価に
ついて理解する。

タンパク質の構造と種類を調べる。

4時間

第6回

ミネラル（無機質）

骨を作る、血液をつくるのに関係の深い栄養
素を調べる。

4時間

ビタミンの特徴による分類とその機能につい
て調べる。

4時間

食物繊維の特徴による分類とその機能につい
て調べる。

4時間

三大栄養素を消化する主要な消化酵素の名
称を調べ、各栄養素毎に分類する。

4時間

三大栄養素が消化された最終の成分はその特
徴によりどちら側の輸送経路を通るのか
を調べる。

4時間

三大栄養素で代表される各食品の１ｇあたり
のエネルギー量を調べ、自身の１日の食事で
どれくらい摂取しているのかを算出する（食
育バイキング）。

4時間

空腹であるのに食べたく無くなる要因につい
て考察する。

4時間

食事摂取基準の概要の中に書かれている統計
学的な考え方について説明する。

4時間

アジアと欧米の食習慣を調べ、そこか
ら良く食べられている食品/調理方法を見つ
け出し、その食品/調理方法に多く含まれてい
ると考えられる栄養素を箇条書きする。

4時間

身体の構成成分および生理作用を調節するミネラルの種類とそ
の体内利用について学ぶ。また、それらの不足および過剰症の病
態について理解する。
第7回

ビタミン
生理作用を調節するビタミンの種類とその構造について学ぶ。ま
た、ビタミンの体内利用について学び、それらの不足および過剰
症の病態について理解する。

第8回

水と食物繊維
食べ物の中には栄養素以外にもさまざまな成分が含まれてお
り、その中には有用なもの不用なものが含まれている。有用なも
のである機能性非栄養成分、特に食物繊維について学ぶ。

第9回

栄養素の消化と吸収（消化のしくみ）
摂取した食べ物が消化される過程では、多くの消化器系器官がか
かわり、栄養素は各器官においてさまざまな消化酵素の作
用を受ける。各栄養素の特徴別にどのような成分まで消化される
かを学ぶ。

第10回

栄養素の消化と吸収（吸収のしくみ）
摂取した食べ物が消化された各栄養素の特徴別にどのように吸
収されるかを学ぶ。また、吸収後の体内での輸送経路とその利
用のされ方について理解する。

第11回

エネルギー代謝

ヒトが食事から得る摂取エネルギーと代内で消費される消費エネ
ルギーとの出納をエネルギー代謝といい、エネルギーの定義およ
び自身のエネルギー消費量あるいは必要量の算出方法につい
て学ぶ。
第12回

摂食行動
ヒトはどのようにして空腹を感じると食事を開始し、ある程度満
腹になると摂食が止まるのか、現在明らかになっている摂食調
節について、また食物と味覚に関して栄養と関連させて学ぶ。

第13回

食事摂取基準
健康な個人の健康の維持・増進および生活習慣病の予防を目的と
した、エネルギーと栄養素の摂取量を理解し、現場で使用されて
いる食事バランスガイドや食品群等の教材の考え方について
も学ぶ。

第14回

食習慣と疾病

食生活と健康が密接に関連していることは多くのヒトが認識して
いるところであるが、アジアと欧米では死亡原因となる疾
病に大きな違いがある。考えられる食習慣の違いや遺伝的背景に
ついて学ぶ。ゲストスピーカーを招き、企業の取り組みを学ぶ。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

食品開発論Ⅲ（調理）
伴みずほ
1年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

食ビジネスコース指定
授業概要
調理とは食品材料を食べ物に変えることである。食品材料である動植物をそのまま食べるのではなく安全でおいしい食べ物に加工して食べ
る。食べやすい形（食べ物）に変えることが料理することであり、広い意味で食事を整える事全体をさして調理と言う。調理技術は昔から伝
承されてきたものが多く、「技」として考えられがちであるが、この授業では実際の調理操作中に生じる諸現象を学び、おいしく調理する技
術の裏にある理論を理解する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

食の商品開発に役立つ知識

食環境に対応した食品素材の活かし方が理
解でき、多くの情報の中から必要な情
報を選び出し、論理的にまとめられる

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

調理実習の内容と関連付けて調理技術を理
解し、メニュー開発・食品開発の基礎
力を身に付ける

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなす。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

レポート

： 内容の妥当性と論理的構成について、独自のルーブリックに基づいて3段階で評価します。
30％

定期試験
70％

： 個々の食品素材をおいしくいただくために行う、適切な調理操作とその意義が説明できるかを評
価します。

使用教科書
指定する
著者
渋川祥子

タイトル
編著

・

エスカベーシック
康 調理学

出版社
食べ物と健

・ 同文書院

参考文献等
【参考書】 NEW&VISUAL食品成分表、教育図書
【参考書】フードコーディネーター教本3級試験対応テキスト

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
実習中に知り得た知識や疑問をその日の内に整理するようにしてください。
学外講師の都合で授業の順番や内容を変更する場合があります。
学外の見学に1回/14回あてます。
食育演習が2回/14回あります。
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出版年
・

2017 年

2377

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日4時間目

場所：

研究室（西館2階）

備考・注意事項： 質問はメールでも応じます。ban-m@osaka-seikei.ac.jp（タイトルには氏名、学籍番号を記入のこと）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

調理の意義と食事計画
ヒトは食べ物を食べて生きているが、自然界の中でヒトが食べ
る事の位置づけを知り、食事の意義、調理の目的を理解し、調理
学を学ぶ意味を理解する。
また、毎日の食事における一連の過程において調理が、地球温暖
化、廃棄物、水質汚濁などの地球環境問題として捉える。

第2回

調理操作と調理機器①非加熱操作
調理操作のうち非加熱操作は、下ごしらえや中間的な操作から仕
上げまでの過程における複数の操作である。各技術の理論を学び
その過程で生じる食品の形状・組織・物性・成分等の変化を理
解する。

第3回

調理操作と調理機器②湿式加熱
食材を調理しておいしい食べ物にするには、適切な調理操
作が求められる。加熱操作は調理の中心的役割を持つが、そ
の中で湿式加熱の目的、特徴、方法、調理中の熱の伝わり方につ
いて学ぶ。

第4回

調理操作と調理機器③乾式加熱
加熱操作の中で、乾式加熱の目的、特徴、方法、調理
中の熱の伝わり方について学ぶ。

第5回

調理操作と調理機器④誘電・誘導加熱
加熱操作の中で、誘電・誘導加熱の目的、特徴、方法につい
て学ぶ。また、過熱水蒸気過熱および外食産業や大量調
理を行う際の調理方法についても学ぶ。

第6回

調理操作と調理機器⑤器具・調理機器の理解
非加熱・加熱調理操作に使用する器具・調理機器の機能や材
質を理解し、料理にあった器具・加熱調理が選択できるよ
う学ぶ。

第7回

調理操作と調理機器⑥調味操作の理解
調味操作は、調理の目的により調味する時期や方法が異なり、こ
れらが、料理や風味の強さ、食品のテクスチャーにも影
響を与え、料理のおいしさを左右する。適切な調味する時期、濃
度を学ぶ。

第8回

食べ物の嗜好性と生体における役割①おいしさと健康
ヒトは食べ物を食べる時おいしさを感じる。食べ物はまずおいし
い事が大切で、おいしいと感じると消化吸収能力が高まった
り、生活に喜びを与える。食べ物のおいしさを形成する要因を理
解する。

第9回

食べ物の嗜好性と生体における役割②５基本味を呈する物質
化学物質である５基本味を呈する物質の種類、構造、濃度との関
係を学ぶ。

第10回

食べ物の嗜好性と生体における役割③おいしさを形成する要因
おいしさは味覚で主に感じるが、嗅覚、触角、視覚、聴覚によっ
ても感じられ、さらに種々の因子がおいしさに関与している。こ
こではテクスチャー、温度、色、音、香りの関与について学ぶ。

第11回

官能評価
官能評価とは、ヒトの感覚を用いて食品の品質特性や嗜好特
性を評価し、結果を統計的手法により解析して、より客観的、普
遍的な判断を得ようとするものである。この評価方法につい
て学ぶ。

第12回

調理と安全
調理学の意義はおいしさの追求と栄養学的なバランスがとれ、さ
らに衛生的で安全な食物を摂取することである。安全な食物を摂
取するにはどんな手段をとればよいかを考える。学外授
業を行う。

第13回

食事設計と栄養
ヒトは健康の保持増進および疾病予防のために食事を喫食してい
るが、それはＱＯＬを高めるものでなければならない。食文
化や食習慣に配慮したバランスの良い日常の食事の献立作成につ
いて学ぶ。

第14回

食品の調理性と生体利用性、調理による栄養効果
食事の素材となる食品には、植物性食品、動物性食品、さらにこ
れらの食品から抽出された特殊成分がある。これらの調理性と代
表的な調理について学ぶ。
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各国、各地方の食事の形式やその歴史を調べ
る。

4時間

非加熱操作の中で、切砕という操作がある
が、この目的のうち外観を整えるための各種
切り方について調べる。

4時間

湿式加熱の種類とそれに相当する具体的な調
理名を調べる。

4時間

乾式加熱の種類とそれに相当する具体的な調
理名を調べる。

4時間

誘電・誘導加熱の特徴を調べ、考えられる利
点・欠点を考察する。

4時間

加熱器具として重要な鍋についてその材
質と特徴について調べ適する料理名をあげ
る。

4時間

日常よく食べる料理（５品）に使用されてい
る調味料の種類と使用量（％）を調べる。

4時間

５基本味についてまとめ栄養学的に何を意
味するかを調べる。

4時間

閾値、相乗効果、対比効果のことばの意
味を調べる。

4時間

朝食を食べたくなるために必要な要因を考
察する。

4時間

官能評価をしてみたいと思う事
柄を一つ選び、官能評価の手法に見合った官
能評価用紙を作成し、評価結果を推測する。

4時間

どのような食品にトレーサビリティが導入さ
れているかを調べる。

4時間

自身の年齢、性別に見合った日常のあ
る1日の献立を作成する。

4時間

日本人の食の原点とされる「米」と、現在消
費量が増加中の「小麦」の調理性の違いにつ
いてまとめる。

4時間

2377
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

観光ビジネス概論
金蘭正
1年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
観光を学ぶための基礎的な知識を習得することを目的とする。
観光の定義や意義から始まり観光学の対象や方法を幅広く理解し、観光の諸分野に関する専門的な学修に共通する基礎知識を学ぶ。前半のとこ
ろでは、現代観光の仕組み・役割・影響と特徴を、社会とのかかわりや人間生活における位置づけなどの面から詳細に考察する前提として、
「観光」とは何であるかという基本的事柄について学習する。その学習を通しての基礎的理解を踏まえて、後半のところでは、現代観光の社
会とのかかわりを多面的に学ぶ。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

観光の歴史・専門用語・仕組みの理解

観光とは何かについて、観光の専門用語・現
代社会における観光の仕組みについて基礎知
識を得る。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

常に観光現象に興味を持ち、新聞、雑誌、テ
レビなどのマスコミの情報から国内外の観光
動向を把握することによって、観光におけ
る課題や今後のあり方について考察すること
が出来る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
「試験（小テスト、中間テスト、定期試験）」
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

小テスト・受講態度

： 毎回の授業内容から出される小テストの答えを提出してもらい、平常点として成績に反映する。
20％

中間テスト
40％
定期試験（筆記）
40％

： 次の観点から評価する。１．授業内容をどの程度理解しているか、２．理解したことをわかりやす
く適切に表現できているか。
： 観光学の基礎知識を用いて自身の意見を述べる問題。次の観点から評価する。１．観光学の基礎知
識の正しい理解、２．現代の観光における問題点を指摘し、その解決のための方案を探ることまで
つなげられるのか

使用教科書
指定する
著者
前田

タイトル
勇編著

・

出版社

新現代観光総論

・ 学文社

参考文献等
岡本 伸之 編著（2001）『観光学入門』有斐閣
岡本 伸之 編著（2013）『観光経営学 (よくわかる観光学)』朝倉書店

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
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出版年
・

2015 年

2382

時間：

火曜3限

場所：

研究室（西館２階）

備考・注意事項： 質問は授業の前後にも答えるが、メールでも対応する。
アドレス：kim-r@osaka-seikei.ac.jp
メールには必ず氏名と学籍番号を書くこと。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション・広がりつつある観光産業
学習内容や評価方法、受講においての注意事項などについて説
明したうえで、広がりつつある観光産業について説明をします。

事前にシラバスを熟読しておく

4時間

第2回

「観光」の概念

まとめノートの作成（作成のためのキーワー
ド：旅行、ツーリズム）

4時間

まとめノートの作成（作成のためのキーワー
ド：マス・ツーリズム、抜参り）

4時間

まとめノートの作成（作成のためのキーワー
ド：観光における南北問題、文化変容）

4時間

まとめノートの作成（作成のためのキーワー
ド：観光地づくり、オーバーツーリズム）

4時間

まとめノートの作成（作成のためのキーワー
ド：観光資源、まち歩き、持続可能性）

4時間

まとめノートの作成（作成のためのキーワー
ド：余暇活動、レクリエーション）

4時間

「観光」および観光に関連することばの意味と現代観光の基本的
構造と構成要素について学びます。また、観光の現代的特色につ
いて学びます。
第3回

観光の世界史/日本史
現代の観光がどのような社会的背景の中で発展してきたかについ
て観光の世界史と日本史を通して学びます。また、どのような要
因が観光の大衆化に寄与してきたかについて学びます。

第4回

観光の影響と効果
観光客の来訪による効果や影響について学びます。

第5回

観光と地域社会
農村や地方都市など、産業が衰退している地域における、観光産
業による地域の再生について学びます。また、観光産業が地
域に及ぼす効果と影響について学びます。

第6回

観光における開発と保護
観光地の形成・発展のプロセスや観光開発の考え方について学び
ます。また、持続可能な観光資源の発掘、活用について学びま
す。

第7回

余暇活動としての観光
余暇の概念と余暇の“現代的”意味を学び、余暇活動としての観
光の特徴と今後の展望について学びます。

第8回

今までの授業内容Reviewと中間テスト
今迄の授業内容を振り返り、中間テストを実施します。また、中
間テストの解説を実施し、第7回までの授業を総合的に振り返り
ます。

現在までの授業ノートを取りまとめる

4時間

第9回

観光行動を成立させるもの

まとめノートの作成（作成のためのキーワー
ド：欲求段階説、旅行動機）

4時間

まとめノートの作成（作成のためのキーワー
ド：観光資源、文化観光）

4時間

まとめノートの作成（作成のためのキーワー
ド：時間的・経済的・心理的距離）

4時間

まとめノートの作成（作成のためのキーワー
ド：ゲストハウス、民泊）

4時間

まとめノートの作成（作成のためのキーワー
ド：トーマスクック、旅行商品）

4時間

まとめノートの作成（作成のためのキーワー
ド：キャリング・キャパシティー、持続可
能な観光、オバーツーリズム）

4時間

観光行動が成立する仕組みと観光者心理の一般的特徴につい
て学びます。
第10回

観光行動の対象ー自然と文化・暮らしと交流ー
観光対象の基本的性格や観光対象の類型について学びます。ま
た、観光行動の対象としての文化のとらえ方について学び、観
光が異文化間の交流や相互理解に果たしうる役割について理解し
ます。

第11回

観光と交通
観光事象における媒介的要素としての交通の役割と現代社会にお
ける主な交通の発達過程と事業展開について学びます。

第12回

観光と宿泊
観光における宿泊業の変遷、海外からの宿泊者の増加に伴う簡易
宿泊所や民泊の増加など、現代における宿泊業の実態を学びま
す。

第13回

観光と旅行業
旅行業がどのような経緯を経て成立したのかについて学びま
す。また、旅行業の業務内容を理解し、現代観光における旅行
業の特徴と役割について学びます。

第14回

持続可能な観光
持続可能な観光とは何かについて理解してもらい、事例を通じ
て持続可能な観光地の問題と対応策について学びます。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

経営特論Ⅰ
國方太司・大塚康央・山岡淳・佐野淳也・澤田彩
2年

開講時期

前期

2

単位数

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
2015年、国連サミットで「SDGｓ（持続可能な開発木曜）」が採択され、17の開発目標があげられ、具体的に169のターゲットが設定されていま
す。例えば、「人口の爆発的な増加による貧困の問題」「エネルギーと気象変動の問題」「新興国経済の躍進のよる世界経済への影響」など世
界にとって極めて重要な問題が含まれています。各界を代表する著名な先生方による講演会「未来展望セミナー」においてSDGｓについ
て掘り下げ、今後の日本のあるべき姿を考える予定です。本講義は、「未来展望セミナー」で扱う重要なテーマについて、グループワークや個
人での分析・検討を通して、それぞれのテーマの課題、問題点を整理し、各自が主体的・積極的に自らの考えや解決策を形成することを目的に
しています。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

世界、日本が直面している課題に関する知識

インターネット、書籍等の情報をもとに、課
題に関する特徴的な動向を理解できる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

世界、日本が直面する課題に関する対応
策を検討する

収集した情報をもとに、それぞれの課
題に対する対応策をまとめることができる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

収集した情報から、特徴的な課題を発見でき
る

2 ．DP6.行動・実践

自分の役割を理解し、指定された形式で資
料を作成できる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題についての調査レポート
30％
テーマに関する発表とまとめ
30％
「未来展望セミナー」要約シート

： 内容の妥当性と論理的構成（資料に基づいた意見構成）について、
ルーブリックに基づき、4段階で評価します。
： 各テーマについて、グループ内での議論のまとめと各自の意見について、ルーブリックに基づ
き、4段階で評価します。
： ４回実施の「未来展望セミナー」に関する要約内容の妥当性について、４段階で評価します。

30％
「振り返り」レポート
10％

： 「学びに向かう態度」について４つの観点（計画、振り返り、
改善、関連付け）に基づき、４段階で評価します。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
高原明生ほか編『東大塾 社会人のための現代中国講義』、東京大学出版会、2014年
川島真ほか編『中国の外交戦略と世界秩序――理念・政策・現地の視線』、昭和堂、2020年

履修上の注意・備考・メッセージ
１．本講義の受講者は2022年度「未来展望セミナー」への出席を前提としています。
次の日程で開催される同セミナー（オンライン実施）に必ず出席すること。
開催日程：5月20日（金）、6月17日（金）、7月15日（金）、9月22日（木）（18時30分～20時）
２．本講義の受講者の選抜については通算GPAの値を参考にする。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜日

場所：

國方研究室（西館３階）等

２時限

授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第１回

オリエンテーション

・ＳＤＧｓの取り組みについて

SDGｓについて理解を深めるとともに、私たちの生活に密接に関
連することを理解します。
本時はSDGｓに関連するテーマに概略を説明します。それぞれ
のテーマについて各自の調査・発表・意見交換・レポート作
成の手順で授業を展開することを説明します。
第２回

コロナ禍と個人消費～ウィズコロナの振り返りとポストコロ
ナの予測＃１ 導入と課題提示
新型コロナ禍で旅行や外食などの外出型消費は激減し、巣ごも
り消費が活発化するなど消費行動は大きく変容した。ネット通
販やキャッシュレス決済サービスの利用に加えて、テレワー
クも浸透し、デジタルシフトも加速した。ポストコロナの消費者
像を考えます

総務省統計局の家計調査の目的、概要をまと
めなさい。
（https://www.stat.go.jp/data/kakei/index
2.html#gaiyou）

4時間

３つのアジェンダについて分担者を決めます
ので、アジェンダについてレポートを作成し
ます。

4時間

エキスパート活動で調査項目について調
査しレポートを作成します。

4時間

小高氏のベトナムプロジェクトの記
事を読み、コメントを考えなさ
い。http://www.mikazuki.co.jp/assets/pdf/
hotels.pdf

4時間

３つのアジェンダについて分担者を決めます
ので、アジェンダについてレポートを作成し
ます。

4時間

エキスパート活動で調査項目について調
査しレポートを作成します。

4時間

グローバルヘルスについて読み、コメン
トを考えなさい。
（https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articl
es/PMC2852240/）

4時間

３つのアジェンダについて分担者を決めます
ので、アジェンダについてレポートを作成し
ます。

4時間

エキスパート活動で調査項目について調
査しレポートを作成します。

4時間

次のアジェンダについて調査します
① 消費者消費者動向指数とは
② 家計調査とは
③ 男女共同参画の現状（家事等の分担状況）
第３回

コロナ禍と個人消費～ウィズコロナの振り返りとポストコロ
ナの予測＃２ エキスパート活動
各グループの調査内容についての報告および質疑応答お通して理
解を深めます。
次のアジェンダを調査し、報告します。
①
②
③

第４回

消費者消費者動向指数とは
家計調査とは
男女共同参画の現状（家事等の分担状況）

コロナ禍と個人消費～ウィズコロナの振り返りとポストコロ
ナの予測＃３ 発表とまとめ
各アジェンダの発表内容を共有し、日本の個人消費の動向の変
化について意見をまとめます。

第5回

冷静（経済合理性）と情熱（勇気ある経営判断）で100年企
業を目指す#１導入と課題提示
小高氏が運営する「ホテル三日月」グループが、ベトナムに
て総合型リゾート開発を予定しています。日本型経営セオ
リーの逆を行く「身の丈以上の挑戦」を成功へ導く戦略を考え
る。
次のアジェンダについて調査します。
①
②
③

第６回

冷静（経済合理性）と情熱（勇気ある経営判断）で100年企
業を目指す＃２グループ内討議
各グループの調査内容についての報告および質疑応答お通して理
解を深めます。
次のアジェンダを調査し、報告します。
①
②
③

第７回

ベトナム経済と日本経済の関連を考える
観光産業（ホテル業界）の経営戦略（海外展開）を考える
リゾート・コンプレックスを考える

ベトナム経済と日本経済の関連を考える
観光産業（ホテル業界）の経営戦略（海外展開）を考える
リゾート・コンプレックスを考える

冷静（経済合理性）と情熱（勇気ある経営判断）で100年企
業を目指す＃３発表とまとめ
各アジェンダの発表内容を共有し、日本のエネルギー政策につい
て意見をまとめます。

第８回

グローバルヘルスの潮流＃１導入と課題提示
新型コロナウイルス感染症の広がりから、保健医療分野課題は個
人や地域での暮らしに密接にかかわりつつ、グローバルのさまざ
まな社会活動と大きく関連することがわかります。国連が考え
る世界の５大潮流、すなわち、気候変動、少子高齢化、都市
化、デジタル革命、格差の拡大の中で、「国際保健」から「グ
ローバルヘルス」に大きく転換したグローバルの保健医療分
野の現在を読み解き、持続可能な開発目標の理解を含めて、保健
医療という軸から近未来の社会について考えます
次のアジェンダについて調査します。
① グローバルヘルスと国際保健
② 国民皆保険制度とユニバーサルヘルスカバレッジ
③ 援助効果向上に関するパリ宣言」の効果

第９回

グローバルヘルスの潮流＃２グループ内討議
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各グループの調査内容についての報告および質疑応答お通して理
解を深めます。
次のアジェンダを調査し、報告します。
①
②
③
第10回

グローバルヘルスと国際保健
国民皆保険制度とユニバーサルヘルスカバレッジ
援助効果向上に関するパリ宣言」の効果

グローバルヘルスの潮流＃３発表とまとめ
各アジェンダの発表内容を共有し、日本の財政再建について意
見をまとめます。

第11回

中国の政治経済と米中の覇権争いについて#1

導入と課題提示

中国の台頭に伴う米中対立の激化は世界全体に大きな影響を及ぼ
しています。第20回党大会を迎えた中国の政治と経済の実情を分
析し、高度成長期が終焉した中国社会の今後を展望します。そ
の上で、米国の国内状況や対中政策を踏まえ、覇権大国と新興大
国の間で複雑に展開する競争と協力について検討し、日本の採る
べき方途を考えます。
次のアジェンダについて調査します。

中国の政治体制、経済規模、世界経済に及ぼ
す影響について調べなさい。

4時間

３つのアジェンダについて分担者を決めます
ので、アジェンダについてレポートを作成し
ます。

4時間

エキスパート活動で調査項目について調
査しレポートを作成します。

4時間

米中の覇権争いのまとめのレポートを作成し
ます。

4時間

振り返りシートを作成します。

4時間

中国の台頭に伴う米中対立の激化は世界全体に大きな影響を及ぼ
しています。第20回党大会を迎えた中国の政治と経済の実情を分
析し、高度成長期が終焉した中国社会の今後を展望します。そ
の上で、米国の国内状況や対中政策を踏まえ、覇権大国と新興大
国の間で複雑に展開する競争と協力について検討し、日本の採る
べき方途を考えます。
①
現代中国社会の実像（政治体制、経済）
②
米中関係（米国の対中政策と中国の対応）
③
日中関係（米国、中国両国と日本の貿易・経済、防衛な
ど）
第12回

中国の政治経済と米中の覇権争いについて#2

グループ内討議

各グループの調査内容についての報告および質疑応答お通して理
解を深めます。
次のアジェンダを調査し、報告します。
①
現代中国社会の実像（政治体制、経済）
②
米中関係（米国の対中政策と中国の対応）
③
日中関係（米国、中国両国と日本の貿易・経済、防衛な
ど）
第13回

中国の政治経済と米中の覇権争いについて#3

発表とまとめ

各アジェンダの発表内容を共有し、米中貿易摩擦とエマージング
マーケットについて意見をまとめます。
第14回

「振り返り」活動
個人活動と協働活動の繰り返しにより、各自振り返りを行う。
振り返りは４つの観点で実施する
①計画性：見通しを立てて、調査等を実施したか。
②振り返り：他人の意見や、進め方を参考に自
分の学び方を振り返りが出来たか。
③関連付け：自分の調査した内容と、他人の調査した内容を関連
付け、自分の考えを発展させることができたか。
④改 善：議論を通して、自分の学び方などを改善できたか。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

経営特論Ⅱ
國方太司・大塚康央・山岡淳・佐野淳也・澤田彩
2年

開講時期

後期

2

単位数

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
2015年、国連サミットで「SDGｓ（持続可能な開発木曜）」が採択され、17の開発目標があげられ、具体的に169のターゲットが設定されていま
す。例えば、「少子高齢化の問題」「エネルギーと気象変動の問題」「産業インフラ整備と技術革新問題」など世界にとって極めて重要な問
題が含まれています。各界を代表する著名な先生方による講演会「未来展望セミナー」においてSDGｓについて掘り下げ、今後の日本のあるべ
き姿を考える予定です。本講義は、「未来展望セミナー」で扱う重要なテーマについて、グループワークや個人での分析・検討を通して、それ
ぞれのテーマの課題、問題点を整理し、各自が主体的・積極的に自らの考えや解決策を形成することを目的にしています。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

世界、日本が直面している課題に関する知識

インターネット、書籍等の情報をもとに、課
題に関する特徴的な動向を理解できる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

世界、日本が直面する課題に関する対応
策を検討する

収集した情報をもとに、それぞれの課
題に対する対応策をまとめることができる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

収集した情報から、特徴的な課題を発見でき
る

2 ．DP6.行動・実践

自分の役割を理解し、指定された形式で資
料を作成できる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題についての調査レポート
30％
テーマに関する発表とまとめ
30％
「未来展望セミナー」要約シート

： 内容の妥当性と論理的構成（資料に基づいた意見構成）について、
ルーブリックに基づき、4段階で評価します。
： 各テーマについて、グループ内での議論のまとめと各自の意見について、ルーブリックに基づ
き、4段階で評価します。
： ４回実施の「未来展望セミナー」に関する要約内容の妥当性について、４段階で評価します。

30％
「振り返り」レポート
10％

： 「学びに向かう態度」について４つの観点（計画、振り返り、
改善、関連付け）に基づき、４段階で評価します。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
『教養としての教養としてのデータサイエンス (データサイエンス入門シリーズ)』北川 源四郎 (編集), 竹村 彰通
『空飛ぶクルマのしくみ』中野 冠 日刊工業新聞社

履修上の注意・備考・メッセージ
１．本講義の受講者は2022年度「未来展望セミナー」への出席を前提としています。
次の日程で開催される同セミナー（オンライン）に必ず出席すること、
開催日程：10月21日（金）、11月18日（金）、1月27日（金）、2月17日（金）（18時30分～20時）
２．本講義の受講者の選抜については通算GPAの値を参考にする。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜日

場所：

國方研究室（西館３階）等

２時限

授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション

・ＳＤＧｓの取り組みについて

SDGｓについて理解を深めるとともに、私たちの生活に密接に関
連することを理解します。
本時はSDGｓに関連するテーマに概略を説明します。それぞれ
のテーマについて各自の調査・発表・意見交換・レポート作
成の手順で授業を展開することを説明します。
第2回

日本企業のCSVの取組と今後の展望#1 導入と課題提示
CSV（共有価値の創造）を提唱したのは、経営戦略の大家と言わ
れる米国ハーバード大学のマイケル・ポーター教授。CSVは企
業の強味・ノウハウを活かして社会的課題を解決するビジネスで
あり、日本企業をはじめ世界的に受け入れられた。一方、社会貢
献と誤解されるCSRだが、その本質を踏まえて、CSRとCSVの同時
性を考える。
次のアジェンダについて調査する。
①日本の経営者がSDGｓに関心を寄せる理由（マイケル・ポー
ター教授）
②CSRとCSVの違い
③CSVの実例事例

第3回

日本企業のCSVの取組と今後の展望#2

エキスパート活動

各グループの調査内容についての報告および質疑応答お通して理
解を深めます。
次アジェンダについて調査、報告します。

マイケル・ポーター教授はCSVをどのように定
義しているか調べなさい。

4時間

３つのアジェンダについて分担者を決めます
ので、アジェンダについてレポートを作成し
ます。

4時間

エキスパート活動で調査項目について調
査しレポートを作成します。

4時間

日本企業のCSVの取り組みについてのまとめレ
ポートを作成します。地球温暖化問題につい
て以下のサイトを視聴 ①「20分でわか
る！温暖化のホント」②「20分でわかる！温
暖化ってやばいの？」③「20分でわか
る！じゃあ、どうしたらいいの？」

4時間

３つのアジェンダについて分担者を決めます
ので、アジェンダについてレポートを作成し
ます。

4時間

①日本の経営者がSDGｓに関心を寄せる理由（マイケル・ポー
ター教授）
②CSRとCSVの違い
③CSVの実例事例
第4回

日本企業のCSVの取組と今後の展望＃3

発表とまとめ

各アジェンダの発表内容を共有し、日本企業のCSVの取り組みに
ついて意見をまとめます。
第5回

SDGsを主導するEU－国際基準作りでのパワーの源泉－#1
入と課題提示

導

ギリシャに端を発するユーロ圏の債務危機、難民の大量流入危
機、英国の離脱、コロナ危機と、頻発する危機と圏内の足並み
の乱れがクローズアップされがちな欧州連合（EU）。だ
が、EUが単一市場のために形成するルールは国際基準に影
響を及ぼす特別なパワーがある。EUのパワーの源泉とSDGsでの先
行を目指すEUの野心について考える。
次のアジェンダについて考えます。
①
EUの現状（歴史、体制、各国の関係）
②
EUがSDGｓを推進する理由
③
欧州グリーンディールとは
第6回

SDGsを主導するEU－国際基準作りでのパワーの源泉－#2 エキ
スパート活動
各グループの調査内容についての報告および質疑応答お通して理
解を深めます。
次のアジェンダについて調査、報告します。
①EUの現状（歴史、体制、各国の関係）
②EUがSDGｓを推進する理由
③欧州グリーンディールとは

エキスパート活動で調査項目について調
査しレポートを作成します。

4時間

第7回

SDGsを主導するEU－国際基準作りでのパワーの源泉－#3
表とまとめ

EUのグリーンディールについてまとめのレ
ポートを作成します。シェアリングエコノ
ミーについて調べる

4時間

３つのアジェンダについて分担者を決めます
ので、アジェンダについてレポートを作成し
ます。

4時間

エキスパート活動で調査項目について調
査しレポートを作成します。

4時間

発

各アジェンダの発表内容を共有し、日本の環境配慮経営につい
て意見をまとめます。
第8回

AIとDXが促す組織構造と企業文化の変化＃1

導入と課題提示

AIはデータを食料に成長する。よって、企業においてAIを本格
的に活用するためには、DXは必須である。DXを進めるために
は、組織構造の変化と企業文化の変容が本質的であり、そして企
業経営層の意識改革が求められる。本講演では、さまざまな業
種の企業に対してAI活用に関する技術的助言を行った経験か
ら、AIを企業に“馴染ませる”方策について考えてみたい。
次のアジェンダについて調査します。
①機械学習（マシンラーニング）、深層学習（ディープラーニン
グ）とは
②機械学習（マシンラーニング）、深層学習（ディープラーニン
グ）を取り入れた組織、サービスとは
③DX（デジタルトランスフォーメーション）が組織構造に与え
る影響
第9回

AIとDXが促す組織構造と企業文化の変化＃2

エキスパート活動
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各グループの調査内容についての報告および質疑応答お通して理
解を深めます。
次のアジェンダについて調査、報告します。
①機械学習（マシンラーニング）、深層学習（ディープラーニン
グ）とは
②機械学習（マシンラーニング）、深層学習（ディープラーニン
グ）を取り入れた組織、サービスとは
③DX（デジタルトランスフォーメーション）が組織構造に与え
る影響
第10回

AIとDXが促す組織構造と企業文化の変化＃3

発表とまとめ

各アジェンダの発表内容を共有し、情報技術と経営システムの進
化について意見をまとめます。
第11回

技術×サービスが生み出すビジネス創出の未来ー空飛ぶクル
マを例にー#1 導入と課題提示
空飛ぶクルマのように社会システムを変革するようなイノベー
ションの場合、政策・技術・ビジネス・社会受容性を包括的に考
慮したシステムデザインが必要である。空飛ぶクルマの機体や運
航サービスの開発状況と課題、多様なユースケースと市場性、ビ
ジネス上の課題を列挙して社会的大規模なイノベーションについ
て考えてもらう。
次のアジェンダについて調査します。
①社会システムインベーションを生み出す背景（技術革新と政
策）
②社会システムイノベーションを維持する背景（法学、経済、経
営など）
③社会システムイノベーションを成功させる背景（包括的視点か
ら）

AIとDXが促す組織構造と企業文化についてま
とめのレポートを作成します。コロナ時の観
光業界、航空業界の現状について新聞記事よ
りまとめる

4時間

３つのアジェンダについて分担者を決めます
ので、アジェンダについてレポートを作成し
ます。

4時間

第12回

技術×サービスが生み出すビジネス創出の未来ー空飛ぶクル
マを例にー#2 エキスパート活動
各グループの調査内容についての報告および質疑応答お通して理
解を深めます。
次のアジェンダについて調査、報告します。
①社会システムインベーションを生み出す背景（技術革新と政
策）
②社会システムイノベーションを維持する背景（法学、経済、経
営など）
③社会システムイノベーションを成功させる背景（包括的視点か
ら）

エキスパート活動で調査項目について調
査しレポートを作成します。

4時間

第13回

技術×サービスが生み出すビジネス創出の未来ー空飛ぶクル
マを例にー#3 発表とまとめ
各アジェンダの発表内容を共有し、日本の観光業界、航空業
界の将来像について意見をまとめます。

技術進化とサービスが生みだす新たなビジネ
スについてまとめのレポートを作成します。

4時間

第14回

「振り返り」活動
個人活動と協働活動の繰り返しにより、各自振り返りを行う。
振り返りは４つの観点で実施する
①計画性：見通しを立てて、調査等を実施したか。
②振り返り：他人の意見や、進め方を参考に自
分の学び方を振り返りが出来たか。
③関連付け：自分の調査した内容と、他人の調査した内容を関連
付け、自分の考えを発展させることができたか。
④改 善：議論を通して、自分の学び方などを改善できたか。

振り返りシートを作成します。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

ビジネスデータ分析
海野大
2～3年

開講時期

前期・後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

（海野）大手通信事業者で新サービス開発，新規事業立ち上げ，マーケティング・リサーチ／顧客データ分
析，情報システム企画・要件定義・プロジェクト管理に従事．（全14回）

授業概要
ビッグデータの時代と言われるように，今日では企業活動の様々な局面で，大量のデータを用いた経営環境等の分析とそれに基づく戦略策
定，意思決定が行われるようになっています．この授業では，マーケティング分野のデータを用いて，データの整理や可視化，データの解
釈と経営課題の抽出，課題に対する対策の検討と仮説の立案，対策の効果の予測といった，データ分析から戦略提案までの一連の流れを，演
習を通じて修得することを目的とします．
演習は表計算ソフトのExcelを使って行います．

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

データの解釈と課題の抽出

データから情報や知見を得るための手法を修
得する．

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

データの分析や予測

データ分析によって経営課題の発見と対
策の効果を予測・評価する手法を修得する．

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

課題レポートを通して，講義で得た知
識を用いて，実際の事例からマーケティン
グに係る課題を検討できる．

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

演習課題

： 第１回～第１１回までの演習課題の完成度で評価します．
50％

総合演習課題

： 総合演習課題（１）～（３）の完成度で評価します．
30％

期末試験（課題レポート）

： 総合演習の結果の分析と考察に関するレポートを提出，その完成度で評価します．
20％

使用教科書
指定する
著者
海野大

タイトル
・

出版社

Excelで学ぶデータ解析の基礎

・ 東京図書出版

出版年
・

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
授業や演習では表計算ソフトExcelを使用します．レポート作成ではパワーポイントを使用します．
第1回～第11回の授業では，教科書を使用します．
課題の配布と提出にGoogle Classroom を使用します．
本科目は2単位の科目であるため，平均すると毎回4時間の授業外学修が求められます．
「授業外学修課題」に取り組むことに加え，その回の授業の内容を丁寧に復習し，次回の授業に向けて予習をしてください．

オフィスアワー・授業外での質問の方法
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時間：

火曜日３時限

場所：

研究室（西館３階）

備考・注意事項： 事前にメールでアポイントメントをとるようにしてください．
メールアドレス：unno@g.osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

データ操作の基本
授業全体のガイダンスを行います．
ビッグデータとは何か，マーケティング分野をはじめとして企業
経営でデータがどのように活用されているかについて概説しま
す．
Excelでデータベースを作成したり，データを操作するための基
本を学びます．

第2回

データ分析の基礎（１）データの可視化と分布
Excelを使って，データを集計したりグラフ化することによ
り，データ全体の特徴を捉える方法を学びます．

第3回

データ分析の基礎（２）平均と分散，相関
Excelを使って，分布の代表値である平均と分散，さらに２つ
のデータ間の相関関係を表す相関係数を求める方法を学びます．

第4回

データ分析の基礎（３）推定
母集団全体を調べることができないとき，母集団から抽出した標
本データを使って，元の母集団の代表値を推測する方法を推測統
計といいます．
推測統計のうち区間推定の方法をExcelを使って学びます．

第5回

データ分析の基礎（４）検定～対応のある２標本の検定
母集団についての仮説（例えば，母平均がある値に一致してい
る，等）が妥当であるかどうかを検証する方法である仮説検
定を，Excelを使って学びます．
今回は，対応のある２標本の検定を行います．

第6回

データ分析の基礎（５）検定～対応のない２標本の検定
仮説検定の方法をExcelを使って学びます．
今回は，対応のない２標本の検定を行います．

第7回

データ分析の基礎（６）分散分析
標本が３つ以上あるときの検定には，分散分析という方法を使い
ます．
ここでは，Excelを使って分散分析の方法を学びます．

第8回

回帰分析（１）単回帰分析～量的データのケース
統計データを用いて予測する手法である回帰分析の考え方と方
法を学びます．
ここでは，説明変数が１つだけで，かつ量的変数の場合の回帰分
析の方法を，Excelを使って学びます．
説明変数が１つだけの場合を単回帰分析といいます．

第9回

回帰分析（２）単回帰分析～質的データのケース
変数が質的変数の場合の単回帰分析の方法を学びます．
年齢や性別などの質的変数を用いて回帰分析をする場合は，ダ
ミー変数を使います．
Excelを使って質的変数の単回帰分析の方法を学びます．

第10回

回帰分析（３）重回帰分析～量的データのケース
説明変数が２つ以上ある回帰分析を重回帰分析といいます．重回
帰分析は，単回帰分析と同様の方法で説明変数を２つ以上にすれ
ばできます．しかし，最適な説明変数の組み合わせを選択しなけ
れば，よい予測はできません．
ここでは，重回帰分析の方法や変数選択の方法などについ
て，Excelを使って学びます．

第11回

回帰分析（４）重回帰分析～質的データのケース
説明変数に質的データが含まれるときの重回帰分
析を，Excelを使って学びます．
重回帰分析のまとめとして，コンビニの売上データを使った演習
課題に取り組みます．

第12回

総合演習（１）販売予測モデルの予備検討
マーケティングデータから商品の販売数を予測するモデルを，重
回帰分析を使って作成します．
今回は，データの特徴を捉え，既存の説明変数を用いた重回帰分
析によって，適切なモデルを作ることができるか検討します．

データのフィルタリングや並べ替えな
ど，データ操作の基本を復習する．

4時間

グラフ作成やクロス集計の方法について復
習する．

4時間

分散の考え方と計算方法，相関関
係の考え方と相関係数の計算方法を復習す
る．

4時間

母平均，母比率の区間推定の考え方と計算方
法を復習する．

4時間

仮説検定の考え方，対応のある2標本の検定方
法について復習する．

4時間

対応のない2標本の検定方法について復習す
る．

4時間

分散分析の考え方と計算方法について復習す
る．

4時間

回帰分析の考え方と単回帰分析の方法を復
習する．

4時間

ダミー変数への変換方法と回帰分析の方
法を復習する．

4時間

重回帰分析の方法，変数選択の考え方と注意
点について復習する．

4時間

ダミー変数の含まれる重回帰分析の方法につ
いて復習する．

4時間

目的変数の特徴を理解し，与えられた説明変
数で適切な予測が可能か検討する．

4時間

第13回

総合演習（２）販売予測モデルの構築
予備検討を踏まえ，新たに追加すべき説明変数を考え，実際に追
加してみます．
そして，最適な変数の組み合わせを選択し，販売予測モデルの構
築を進めていきます．

変数選択の考え方と方法について復習する．

4時間

第14回

総合演習（３）結果の考察
最終的に最適な変数の組み合わせを選択し，販売予測モデルを完
成させます．
構築した予測モデルによる予測結果から何が言えるかを考
察し，結論としてまとめます．

分析結果と考察をレポートにまとめる．

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

流通論
中井郷之
2-4年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
現代社会において、我々が文化的な日常生活を送るために多くのモノ（財）を消費している。しかし普段の生活では、生産者から直接モノを購
入していることは少なく、多くは介在している卸売業者・小売業者など「流通業者」を通じて、我々はモノを購入している。流通とは、この生
産と消費の間の経済的な隔たりをスムーズに橋渡しするための生産活動や消費活動を指している。近年、情報化やグルーバル化が急速に進
展し、経済社会環境が激変している。本講義を通じて、基本的な流通に関する基礎理論を学びつつ、豊富な事例を通じてリアル・ヴァーチャ
ルの両面から流通・商業の理論と実際を学ぶ。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

ビジネス遂行に伴う流通の実態と必要性の理
解

流通の知識習得とビジネスでの課題を把
握し、問題課題を理解する。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

流通の具体的事例を自身で考える課題を実施

流通の業務を実践できるように、流通の問
題に自身で取り組むことができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

ビジネスにおける流通に問題意識を持ち、課
題を把握することが出来る。

2 ．DP6.行動・実践

現実社会で日々発生している流通課
題に対し、自己の意見を述べることができ
る。

3 ．DP8.意思疎通

課題提出により、文書の記述でのコミュニ
ケーションスキルが向上する。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
授業中での課題提出を毎回行う。課題提出はgoogle classroomのgoogle formを活用し、授業内で提出してもらった回答の中から模範解答や興
味深いものを紹介して情報の全体共有を行う。プレゼンテーションは授業の後半行い、前半で学んだ内容を応用し、グループごとに調査内
容を報告する。小テストは13回の授業内容を通じて学んだ内容に関連して、記述式問題として出題する。期末レポートは発表内容をA４二枚に
して提出する。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

平常点
30％
プレゼンテーション

： 毎回の授業にて２～３の課題を課し、google classroomを通じてアンケート形式で回答する。評価
基準は独自のルーブリックによる。
： 流通論の授業内容に関して、グループで発表を行う。評価基準は独自のルーブリックによる。

20％
小テスト
30％
期末レポート
20％

： 毎回の授業で出している課題からと流通に関する課題を小論文形式で出題する。評価基準は独
自のルーブリックによる。
： 評価基準は調査背景・具体的な調査内容と分析・結論部分の説得力など独自のルーブリックによ
る。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
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石原武政・武村正明・細井謙一編（2019）「１からの流通論（第２版）」碩学舎
青木均・尾碕眞・岡野純司（2020）「最新 流通論」創成社。
原田英生・向山雅夫・渡辺達朗（2021）「ベーシック流通と商業【第3版】－現実から学ぶ理論と仕組み」有斐閣。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
授業での課題はGoogle Classroomにて共有しているため、事前に提出準備が必要となる。
授業中は必ずノート（レジュメの穴埋め式）をとり、記述した内容を見直しながら、プレゼンテーションや小テストなどを通じて理解を深めて
もらいたい。その他、GoogleClassroomにて課題提出や補足の情報提供を行う。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜4限

場所：

研究室（西館５階）

備考・注意事項： オフィスアワーは水曜4限。
Ｅメールでの問い合わせにも応じる。氏名、学籍番号を明記のこと。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

流通と商業のはたらき
現代社会では生産と消費が分離している。これをスムー
ズに結び付けなければ、生産活動も消費活動も継続できない。そ
のための活動が流通であり、商業者が無数に存在する生産
者の財（モノ）と消費者を結びつけることで社会は成立してい
る。流通論の一回目にこの流通と商業が現代社会においていか
に重要かを学ぶ。

第2回

流通機能
流通機能の重要な要素である商的流通・物的流通・情報流
通を学ぶ。商的流通では、所有権移転機能を含めて解説する。物
的流通では、物流の種類や物流活動について解説する。そして情
報流通では、取引情報・物流情報、販売促進情報を中心に解説す
る。

第3回

百貨店と総合スーパー
我々の買い物の仕方を大きく変えた小売業として、百貨店の存
在を欠かすことはできない。百貨店は消費者が気軽に買い物がで
きるようにと日本の小売業界史の中でも画期的とされる革
新を行ってきた。また一方で高度経済成長の大量生産・大量消費
時代に足並みをあわせた形で成長してきた総合スーパーも小売
業を語るうえで欠かすことができない。この両小売業態から近
代の日本の小売業の展開を学ぶ。

第4回

食品スーパーとコンビニエンス・ストア
食品スーパーは、総合スーパーと比べると規模が圧倒的に小さ
い。だが日本の食生活において、食品スーパーの豊富な品揃え
や鮮度は欠かすことができないため、新たな小売業態として日本
全国の地域に根付いている。一方コンビニエンス・ストアは小規
模でありながら、店舗数と情報通信技術を駆使した商品開発や補
充が得意としている。この両小売業態から誕生した当時の日本市
場の状況と合わせて、その競争力を解説する。

第5回

ディスカウント・ストアとSPA
ディスカウント・ストアとは、割引販売や安売り販売を常に実
施している低価格を訴求する小売業態である。総合スーパーで
は、特定の商品や特定の期間に限られたものである場
合が多い。これに対し、ディスカウント・ストアは常に低価
格を施行し、継続的に低価格販売を実施しているのが特徴であ
る。次にアパレル業界でみられるSPAを説明する。SPAとは製造小
売業のことであり、小売りから開発、生産までを垂直統合し、同
一企業が行う業態のことである。この両小売業態から日本市
場の成熟化に伴い誕生した新業態について学ぶ。

第6回

商店街とショッピングセンターのまちづくり
自然発生型商業集積としての商店街と管理型商業集積として
のショッピングセンターの違いについて学ぶ。そして、ショッピ
ングセンターも商店街も商業が集まった場所という意味で
は同じ商業集積であるが、地域の特徴に合わせて自然発生的にう
まれた商店街は公共性が高い。消費者の利便性により集積され
た商店街にはまちづくりの要素も入っており、流通を通し
て、広く日常生活における環境まで考えることができる。
※第９回目から１３回目の間に行うプレゼンテーションの説
明も行う。

第7回

インターネット技術と新しい小売業態
インターネットを利用して、商品・サービスの売買契約や決
済を行う取引を電子商取引（EC）という。ECには企業間の取
引（B2B）、企業と個人の取引（B2C）がある。このEC市場の拡
大の背後にあるインターネット技術と新しい小売業態の誕生につ
いて解説していく。
※第９回目から１３回目の間に行うプレゼンテーションの説
明も行う。

第8回

小売を中心とした取引慣行と売買集中の原理

160

身近な商品を取り上げて、それが生産されて
から自分のところにたどり着くまでの過
程・経路を考える。

4時間

最近増えてきたキャッシュレス決済につい
て調べ、通常の現金決済と違いどのようなメ
リットがあるか考える。

4時間

地元の総合スーパーが総合化を進めること
で取扱商品を増やしていくことのメリッ
ト・デメリットについて考えよう。

4時間

食品スーパーとコンビニにおいて発生する食
品ロスとは、具体的にはどのようなものなの
か、実例をあげながら考える。

4時間

独自性のある販売方法や商品展開をしてい
る小売店を一つ思い描いて、その仕組みの革
新性について、整理して考える。

4時間

地元の商店街からどのような地域貢献が行わ
れているかを考察する。

4時間

SNSを通じて購入した（もしくはしたくなっ
た）商品を考え、どのように消費者の購買意
欲を刺激しているかについて考える。

4時間

小売企業とメーカーの両社が流通あるいは取
引においてうまく連携している事例を探す。

4時間

2405
生産者は「言い値」で売ろうとし、小売業者は少しでも安く買お
うとする。取引を有利に進める側（買い手）と取引相
手（売り手）の間には、力（パワー）が存在し、現在はそのパ
ワーが生産者から小売業者へと移り、共存の道を模索するように
なっている。日本の変わりつつある取引慣行と、その背景にあ
る売買集中の原理について学ぶ。
第9回

小売を支える卸売
卸売業者は「問屋」とも呼ばれ、「業者向けに販売を行ってお
り、値段が安い」というイメージがある。卸売業
者が何を行い、その役割が何か、そしてなぜその役割が必要か
を考える。

第10回

流通構造とその変容

流通構造とは、メーカーから小売店までの取引のつながり方のこ
とを指す。流通は取引の連なりであるが、つながり方はいくつか
のタイプが存在する。また、そのつながり方は新しい技術が出て
くることで変化していく。消費者のサービス水準向上と生産
者の流通構造の設計という視点から学ぶ。
第11回

日本型取引慣行

日本では特定メーカーの商品のみを取り扱う「系列」といわれ
る小売店や卸売店が数多く存在している。流通系列化と取引制
度について取り上げ、なぜ特定メーカー系列の小売店や卸売
店が数多く存在し、それらがどのように変容してきているの
か、さらにそうした取引構造の中で取引慣行がとのように変容し
てきたかについて学ぶ。
第12回

製販連携の進展

需要対応は流通の基本だが、実現するのは簡単ではない。そこ
で見込み型（投機化）から受注型（延期化）が重要となり商品流
通の新しいアプローチとなっている。いま流通現場にみられる延
期的な需要対応がどのようなものかを考えながら、それにあわせ
て生産と販売の分業関係が旧来から変化しつつある理由を解説す
る。
第13回

小売を支えるロジスティクス

物流活動を統合的に管理するロジスティクスという考え方に焦
点を当てて理解を深める。そのうえでファッション商品を扱う小
売業の事例を取り上げて、小売業態とロジスティクスの関
係を学ぶ。
第14回

流通論のまとめと小テスト
半期での流通論で学んだことを振返り、重要な点を振り返る。
ここまでの内容を復習した後、小テストを行う。
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卸売業者と小売業者は流通業者という点で
は同じでありながら、その違いは何になるの
かを考える。

4時間

いろいろな業界の流通構造を調べてみる。そ
の際、なぜその業界が、特定の流通構造にな
るのか、歴史や業界の特性を踏まえて分
析し、その理由を考えてみる。

4時間

自動車、家電、ビールなどの分野を一つ選ん
で、その最大手メーカーがどのように流通系
列化を進めたか、またその取引制度がどのよ
うに変容しているかについて考える。

4時間

製販連携やサプライチェーンでは、対
等でオープンな関係ながら、実際には構成メ
ンバーの参入や退出の自由度はそれほど高く
ない。その理由を整理する。

4時間

身近にあるアパレルの小売
店を一つ取り上げ、「物流」というキーワー
ドから、その企業がどのような物流活動をし
ているか調べる。

4時間

学期のまとめを行い、重要な部
分を振り返る。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

人的資源管理論
山崎哲弘
3年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

地域総合経済団体にて10年間、人事労務管理全般に関するコンサルティング業務（人事制度改定、採用、育成
等）を担当。

授業概要
企業はヒト・モノ・カネ・情報の４つの経営資源から成り立つとされています。人事管理論や人的資源管理論では、この「ヒト」を研究の対
象としています。そこで本講義では、「ヒト」のマネジメント重要性について、理論的な解説を行うとともに、昨今の企業組織において発生し
ているヒトのマネジメントに関する諸問題について、企業事例から運用の実情を解説します。また人事管理上のトピックスを授業内でディス
カッションするとともに、レポート課題として取り上げます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

人事管理

人事管理の基礎知識を習得するとともに、企
業組織における人事管理上の各種課題につい
ての理解を深める。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

課題レポート作成を通して、講義で得られ
た知識をベースに自らの考えをまとめる。

2 ．DP8.意思疎通

読み手に理解を促すわかりやすい文書を作
成する。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不合格とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

平常点

： 授業内での発言、課題、コメントカードの内容など積極的な授業への参加を評価する。
10％

課題レポートへの取り組み状況
10％
小テスト

： 課題レポートは10点満点で評価する。 ・授業内容を踏まえた論述ができていれば5点とし、誤
字・脱字・文法の間違いがなければ2点を加点、さらに独自の視点や見解が示されておれば3点を加
点する。
： 小テストを２回行う。１回10点満点とし合計20点で評価する。

20％
ミニレポート
20％
期末試験
40％

： 原則、毎授業、講義内容に即したミニレポートを実施する。全てのミニレポートの結果を20点満
点で評価する
： 人的資源管理に関する基礎知識およびその課題について、自らの考えを問う小論文問題を出題し、
以下の観点から評価する。１．基礎知識を正しく理解しているか ２．自分の独自の考えを提示で
きているか

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
奥林康司ほか『入門人的資源管理（第2版）』（中央経済社・2010年）
上林憲雄ほか『人的資源管理』（中央経済社・2016年）

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜日１限

場所：

西館２階研究室

備考・注意事項： 金曜日２限をオフィースアワーとしているが、授業前後の質問も歓迎する。その他の連絡の取り方としてEメールで対応す
る。（yamasaki-t@osaka-seikei.ac.jp）Eメール件名としては「人事管理について（氏名、学籍番号、グループNO）」とする
こと。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス：ヒトの管理に関わる課題とは
授業ガイダンスとして、「人事管理」が研究する「ヒト」に関わ
る問題とはどのような問題かを考える。

第2回

人間モデル

組織はヒトをどのように捉えるのかについて、人事管理におけ
る各人間モデルから解説します。
第3回

組織設計

人の働く組織をどのように作るのか、組織における役割分担と役
割同士の結びつきについて解説します。
第4回

採用と配置

組織は人をどのように雇い入れるのかについて、企業の実
例を踏まえて解説します。
第5回

人材育成

組織は人をどのように育てるのかについて、日本企業における人
材育成方法の特徴とキャリア概念について解説します。
第6回

評価・考課

組織は仕事の結果をどのように評価するのかについて、企業の事
例を踏まえて解説します。
第7回

昇進・昇格
組織は人をどのように処遇するのかについて、「昇進」と「昇
格」との違いや昇進の機能について解説します。
・小テストの実施

第8回

賃金・福利厚生

組織は人にどのような報酬を与えるのかについて、メリットとデ
メリットや近年注目されるトータル・リワードについて解説しま
す。
第9回

労働時間管理

企業はどのように従業員の労働時間を管理しているのかについ
て、日本の法と制度および企業の事例からを解説する。
第10回

安全・衛生

組織は人の安全と健康をどのように守っているのかについて、日
本での法と制度および企業の事例からを解説する。
第11回

労使関係
組織は労働組合とどのように関わるのかについて、日本の労働組
合の特徴と企業の労使関係管理の事例から解説する。

第12回

女性・高齢者の活躍

多様化する働く人たちを組織はどう管理するのかについて、日
本での法と制度および企業の事例からを解説する。
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配布された参考資料等の復習（小テスト対
策）と予習。人事管理の概要を調べる。水ミ
ニレポートを作成する。

4時間

配布された参考資料等の復習（小テスト対
策）と予習。興味のある企業の経営理念や人
的資源管理の諸制度を調べ、どのような人
間モデル前提としているかを調べる。ミニレ
ポートを作成する。

4時間

配布された参考資料等の復習（小テスト対
策）と予習。興味のある企業のホームペー
ジなどから組織構造から人事部門の役割につ
いて調べる。ミニレポートを作成する。

4時間

配布された参考資料等の復習（小テスト対
策）と予習。興味のある企業のホームペー
ジなどから求める人材像や採用基準を調べ
る。ミニレポートを作成する。

4時間

配布された参考資料等の復習（小テスト対
策）と予習。興味のある企業のホームペー
ジなどから、どのような人材育成を行ってい
るか、そのためにどのような取り組みを行っ
ているかを調べる。ミニレポートを作成す
る。

4時間

配布された参考資料等の復習（小テスト対
策）と予習。興味のある企業のホームペー
ジなどから、どのような制度となっているか
を調べる。ミニレポートを作成する。

4時間

配布された参考資料等の復習（小テスト対
策）と予習。外国企業の昇進競争の特
徴を調べる。ミニレポートを作成する。

4時間

配布された参考資料等の復習（小テスト対
策）と予習。東洋経済やダイヤモンドなど
の人事系サイトから興味のある企業の賃金体
系について調べる。課題レポートを作成す
る。

4時間

配布された参考資料等の復習（小テスト対
策）と予習。東洋経済やダイヤモンドなど
の人事系サイトから日本企業の労働時間の傾
向と企業の対策を調べる。ミニレポートを作
成する。

4時間

配布された参考資料等の復習（小テスト対
策）と予習。東洋経済やダイヤモンドなど
の人事系サイトから日本企業の近年のトピッ
クスを調べる。ミニレポートを作成する。

4時間

配布された参考資料等の復習（小テスト対
策）と予習。ミニレポートを作成する。

4時間

配布された参考資料等の復習（小テスト対
策）と予習。興味のある企業のホームペー
ジなどから、女性活躍に対してどのよう
な取り組みや制度となっているかを調べ
る。ミニレポートを作成する。

4時間

2407
第13回

裁量労働・テレワーク

多様化する労働時間と場所を組織はどう管理するのかについ
て、企業の事例から解説する。
第14回

ワーク・ライフ・バランス

多様化する働く意味づけを組織はどう管理するのかについて、企
業の事例から解説する。
・小テストの実施
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配布された参考資料等の復習（小テスト対
策）と予習。『労政時報』や『人材教育』と
いった人事系の専門雑誌から興味のある企
業の裁量労働やテレワークの実態を調べ
る。ミニレポートを作成する。

4時間

配布された参考資料等の復習（小テスト対
策）と予習。東洋経済やダイヤモンドなど
の人事系サイトから興味のある企業のワーク
ライフバランス推進の取り組みを調べる。ミ
ニレポートを作成する。

4時間

2409

222

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

管理会計
林兵磨
2年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
財務会計では、主として企業外部の利害関係者に財政状態および経営成績を伝達することが目的とされている。
これに対し、管理会計は、企業の経営管理者が意思決定を行う際、または業績管理を行う際等、主に企業内部で用いることが目的とされてい
る。
本講義では、管理会計の概についての説明の後、管理会計に不可欠な原価計算及び帳簿記入の方法を指導する。
最終的には企業の経営戦略における管理会計の役割について教授する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

企業による経営上の意思決定と業績管理。

管理会計を通して提供される情報が経営意思
決定を行う際に果たす役割を理解し
た上で、様々な経営管理手法を利用できるよ
うになる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

ケース・スタディおよび企業の財務諸
表を通して、その内容の分析および問題
点の発見ができる。

2 ．DP8.意思疎通

与えられた課題の内容を把握した上で、グ
ループのメンバーとコミュニケーショ
ンを取りながら課題に取り組むことができ
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題提出

： 授業の進捗に応じ、随時課題提出を求め、その時点までの授業内容の理解の程度を測る。
15％

小テスト

： 毎回における授業の理解の程度を測る。
28％

定期試験

： 授業内容全体の理解の程度を評価する。
50％

授業参加度

： 共同授業での参加姿勢や意欲等について評価する。
7％

使用教科書
指定する
著者
林兵磨

タイトル
・

出版社

基本簿記練習帳(改訂版)－原価
計算・管理会計論対応－

参考文献等
岡本清『管理会計(第２版)』中央経済社,2008年

履修上の注意・備考・メッセージ

165

・ 三恵社

出版年
・

2021 年

2409
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学習が求められる。授業外学習課題に取り組むことに加え、その回の授
業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習するように。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業前後

場所：

授業実施教室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

管理会計の概要

① 管理会計の意義と目的

授業概要についての事前配付資料の熟読 テ
キスト第１章本文の内容見直し、テキスト章
末問題の演習、配付課題の取り組み、テキス
ト第２章の予習

4時間

テキスト第２章本文の内容見直し、テキス
ト章末問題の演習、配付課題の取り組み、テ
キスト第３章第１節の予習

4時間

テキスト第３章第１節本文の内容見直し、テ
キスト章末問題の該当問題の演習、配付課
題の取り組み、テキスト第３章第２節の予習

4時間

テキスト第３章第２節本文の内容見直し、テ
キスト章末問題の該当問題の演習、配付課
題の取り組み、テキスト第３章第３節
及び第４節の予習

4時間

テキスト第３章第３節及び第４節本文の内容
見直し、テキスト章末問題の該当問題の演
習、配付課題の取り組み、テキス
ト第４章の予習

4時間

テキスト第４章本文の内容見直し、テキス
ト章末問題の演習、配付課題の取り組み、テ
キスト第５章の予習

4時間

テキスト第５章本文の内容見直し、テキス
ト章末問題の演習、配付課題の取り組み、テ
キスト第６章第１節の予習

4時間

テキスト第６章第１節本文の内容見直し、テ
キスト章末問題の該当問題の演習、配付課
題の取り組み、テキスト第６章第２節の予習

4時間

テキスト第６章第２節本文の内容見直し、テ
キスト章末問題の該当問題の演習、配付課
題の取り組み、テキスト第７章の予習

4時間

テキスト第７章本文の内容見直し、テキス
ト章末問題の演習、配付課題の取り組み、テ
キスト第８章の予習

4時間

② 管理会計と財務会計の相違
③ 管理会計と原価計算との関係
第2回

原価計算の概要
① 原価計算の意義と目的
② 原価計算の種類
③ 原価計算と簿記

第3回

費目別原価計算?

費目別原価計算の意義等

① 費目別原価計算の意義と目的
② 製造直接費と製造間接費
③ ３つの費目の種類
第4回

費目別原価計算?

材料費

① 材料費の意義
② 材料費に係る原価計算
③ 材料費に係る仕訳
第5回

費目別原価計算?

労務費、経費

① 労務費の意義
② 労務費に係る原価計算
③ 労務費に係る仕訳
④ 経費の意義
⑤ 経費に係る原価計算
⑥ 経費に係る仕訳
第6回

製造原価の算定
① 製造間接費の配賦
② 製造原価の算定
③ 製造原価に係る仕訳

第7回

製造業の損益計算書
① 製品の売上原価の算定
② 製造業の損益計算書の特徴
③ 製造業の損益計算書の作成

第8回

CVP分析?

CVP分析の意義等

① ＣＶＰ分析の意義と目的
② 変動費及び固定費の意義
③ 変動費と固定費の区別
第9回

CVP分析?

CVP分析の具体例等

① CPＶ分析の具体的な事例紹介
② CVP分析の演習
第10回

予算実績差異分析
① 予算実績差異分析の意義と目的
② 予算実績差異分析の演習
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第11回

経営指標を用いた分析
① 各種経営指標の概要

テキスト第８章本文の内容見直し、テキス
ト章末問題分の演習、配付課
題の取り組み、テキスト第９章の予習

4時間

テキスト第９章本文の内容見直し、テキス
ト章末問題の該当部分の演習、配付課
題の取り組み、予習用配付教材の熟読

4時間

授業内配付資料に記された課
題の取り組み、プレゼンテーションへの準備
作業

4時間

テキスト及びこれまでの配付資料を全てレ
ビューすることによる授業内容全般の復
習、期末課題に向けての対策学習

4時間

② 具体的な事例を用いた経営指標の算出とその数値・比率分析
第12回

経営戦略と管理会計
① 経営戦略の意義
② 経営戦略と管理会計との関係

第13回

管理会計の実例
企業における管理会計手法を用いた取り組み事例の紹介等

第14回

プレゼンテーション及びまとめの講義
①管理会計についてこれまでの学習内容に基づいたプレゼンテー
ション
②まとめの講義
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

商品開発応用
海野大
2年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

大手通信事業者で新サービス開発，新規事業立ち上げ，マーケティング・リサーチ／顧客データ分析，情報シ
ステム企画・要件定義・プロジェクト管理に従事．（全14回）

授業概要
新商品の開発は企業の成長や存続に関わる重要な活動です．顧客のニーズや価値観は絶えず変化し，新たな競合他社，競合商品・サービスが登
場します．その中で競争優位性を維持するためには，常に新たな商品を開発し続けなければなりません．商品開発には，単に優れた技術を有す
るだけでなく，その技術を顧客にとって価値ある商品に変換するための商品戦略やマーケティング，開発組織デザイン，そしてこれらを有
効に機能させる開発マネジメントが必要とされます．この授業では，商品開発に関する重要なトピックを取り上げ，ケーススタディ（個人ワー
クとグループワーク）を通じて学んでいきます．

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

商品開発の戦略と組織デザインに関する知識

技術と市場を結び収益を上げるための商品開
発マネジメントを理解する．

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

ケーススタディを通じた問題分析と解決の実
践能力向上

商品開発に係る具体的な問題の分析と解決
策を立案できる．

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

課題レポートを通して，講義で得た知
識を用いて，実際の事例から商品開
発に係る課題を検討できる．

2 ．DP8.意思疎通

自分の意見を読み手が理解しやすい文章で作
成できる．

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・その他(以下に概要を記述)
授業ではケーススタディを行います．ケーススタディは個人ワーク，グループワークを行った後，クラス全体で討議します．クラス討議に
は積極的に参加してください．

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への取組みと理解度
70％
期末試験

： 授業中に実施するケーススタディへの回答内容，教員とのやり取りや発言内容，積極性，及び課
題レポートにより評価します．
： 商品開発のケース（事例）に関する設問への回答内容により評価します．

30％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
延岡(2002)『製品開発の知識 近能』日本経済新聞社，
高井(2010)『イノベーション・マネジメント』新世社

履修上の注意・備考・メッセージ
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教材の配布や課題の提出などにGoogle Classroom を使用します．
本科目は２単位の科目であるため，平均すると毎回４時間の授業外学修が求められます．
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習してください．
ケーススタディは，個人ワークと小グループでのグループワークを行います．グループワークでは，積極的に議論とグループでの意見とりまと
めに参加するようにしてください．

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日３時限

場所：

研究室（西館３階）

備考・注意事項： 事前にメールでアポイントメントをとるようにしてください．
メールアドレス：unno@g.osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

商品開発の本質
企業にとっての新商品開発の意義と商品開発マネジメントの特
徴について学びます．

第2回

イノベーション概論
イノベーションのタイプとレベル，破壊的イノベーションがもた
らす影響など，イノベーションの基本的理論と商品開発におけ
る重要性について学びます．

第3回

イノベーションのケーススタディ
ケーススタディを通じて，イノベーションのコントロールの困
難さと商品開発戦略に及ぼす影響や重要性について理解を深めま
す．

商品開発マネジメントに関する課
題に取り組む．

4時間

破壊的イノベーションに関する課
題に取り組む．

4時間

イノベーションのケーススタ
ディを振り返り，課題に取り組む．

4時間

第4回

商品戦略（１）技術戦略
商品戦略の役割と目標，商品戦略を構成する技術戦略，特にコ
ア技術戦略の重要性と目的について理解します．

コア技術戦略に関する課題に取り組む．

4時間

第5回

特別授業：コア技術戦略のケーススタディ

コア技術戦略のケーススタ
ディを振り返り，課題に取り組む．

4時間

市場戦略を中心とした商品企画に関する課
題に取り組む．

4時間

商品戦略のケーススタディを振り返り，課
題に取り組む．

4時間

商品開発プロセスのケーススタ
ディを振り返り，課題に取り組む．

4時間

商品開発プロセス・マネジメントのケースス
タディを振り返り，課題に取り組む．

4時間

商品開発組織のケーススタ
ディを振り返り，課題に取り組む．

4時間

知識創造と商品開発のケーススタ
ディを振り返り，課題に取り組む．

4時間

商品開発における企業間ネットワークの
のケーススタディを振り返り，課
題に取り組む．

4時間

技術戦略の中核をなすコア技術戦略は，競争優位性を維持し，顧
客価値の高い新商品を継続して開発・導入する戦略です．ケース
スタディを通じて，コア技術戦略の重要性について理解を深めま
す．
第6回

商品戦略（２）市場戦略と展開戦略
技術・商品開発とマーケティングを統合的にデザインする市場戦
略と，市場における中長期的な商品展開の戦略の目的と役割につ
いて学びます．

第7回

商品戦略のケーススタディ
ケーススタディを通じて，商品戦略の重要性について理解を深め
ます．

第8回

商品開発のプロセス
商品開発の具体的なプロセスについて，ケーススタディを通じ
て学びます．

第9回

商品開発プロセスのマネジメント
商品開発プロセスマネジメントの重要性と課題について，ケース
スタディを通じて学びます．

第10回

開発組織のデザインとマネジメント
商品開発における機能型組織とプロジェクト型組織の比較，組
織デザインの重要性について，ケーススタディを通じて学びま
す．

第11回

知識創造と商品開発
商品開発におけるインフォーマルな組織や知識創造の場の形
成の重要性について，ケーススタディを通じて学びます．

第12回

企業間ネットワークのマネジメント
今日では自社のみで商品開発が完結することはほとんどなく，サ
プライヤーや補完商品企業との連携が必須です．こうした外部企
業とのネットワーク構築とそのマネジメントについて，ケースス
タディを通じて学びます．

第13回

ビジネス・エコシステムとプラットフォーム戦略（1）ビジネ
ス・エコシステム
企業間ネットワーク構築において重要性を増しているビジネスエ
コシステムとプラットフォーム戦略の概念と重要性につい
て，ケーススタディを通じて学びます．

ビジネス・エコシステムのケーススタ
ディを振り返り，課題に取り組む．

4時間

第14回

ビジネス・エコシステムとプラットフォーム戦略（2）プラット
フォーム企業の戦略
プラットフォーム企業のサービス開発戦略やビジネスモデルにつ
いて，ケーススタディを通じて理解を深めます．
講義全体のまとめを行います．

プラットフォーム戦略のケーススタ
ディを振り返り，課題に取り組む．

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

ビジネス心理学
稲村昌南・千代原亮一・植田真司
2年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

五感等の心理・マーケティングに関連した商品企画業務に従事
植田の授業担当分につき、7回。

授業概要
五感を統合的に活用し、ビジネスに活かす時代となっている。かつて「ブランド」とは、名称、ロゴタイプ、シンボルマーク、シンボルカ
ラーなどの視覚的要素で表現されるものと考えられてきたが、今日、多くの企業が視覚情報に他の感覚要素（聴覚、嗅覚、触覚、味
覚）を組み合わせることで、顧客の心にブランドの記憶を深く刻むきっかけを作り出している。本講義では、このように、視覚、聴覚、嗅
覚、触覚、味覚を統合的に活用した「五感のマーケティング」について理論と実践を組み合わせて学ぶ。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

感覚マーケティング（sensory
marketing）の有効性

消費者の感覚に訴えることによって、その知
覚、判断、そして行動に影響を与えるマーケ
ティングの意味について理解し、実践に役
立てることができる。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

感覚訴求の重要性

マーケティングの世界で感覚訴求の重要
性、更に感覚刺激の意味について理解でき
る。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

PBLにおいて、「何が問題になっているの
か」を自分の頭で理解し、課題解
決に取り組むことができる。

2 ．DP5.計画・立案力

PBLにおいて、タイム・マネジメントを意
識してプランニングを行い、課題解
決に取り組むことができる。

3 ．DP6.行動・実践

PBLにおいて、積極的に行動し、主体的に課
題解決に取り組むことができる。

4 ．DP8.意思疎通

PBLにおいて他のグループメンバーと意見交
換し、協力しながら、主体的に課題解
決に取り組むことができる。

5 ．DP9.役割理解・連携行動

PBLにおいて、自己の役割を理解し、他のグ
ループメンバーと連携を図りながら、課題解
決に取り組むことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・課題解決学習(PBL)
通常の講義形式による説明と体験的な学習の組み合わせで行う。

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
①専門的な力
・マーケティングの知識：五感にうったえるマーケティングについて、人間の心理的側面から理解し説明できる
②課題発見力
・論理的思考力：因果関係をとらえ、物事の本質を見極めることができる

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可となることがある。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準
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試験（各授業回における課題レポー
ト）
30％
PBL（課題解決型学習）
40％
試験（期末レポート）
30％

： ・毎回0～5点で評価し、合計50点満点とする。
・授業内容を踏まえた論述であれば3点とし、そこに「論理性」と「簡潔性」を備えていれば5点と
する。授業内容に全く関係のない記述の場合は0点となる。
： ・PBLを実施し、その活動を以下の基準で評価する。
①課題について自主的に取り組み、解決に向けた活動を積極的に行ったか。②他の学生と協力し
て課題に取り組み、成果物を提出することができたか。
： ・授業内容を踏まえた論述であれば3点とし、そこに「論理性」と「簡潔性」を備えていれば5点と
する。授業内容に全く関係のない記述の場合は0点となる。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
教科書は使用せず、授業資料を配布します。
①パコ・アンダーヒル (著)＝鈴木主税・福井昌子 (訳)『なぜこの店で買ってしまうのか ショッピングの科学』（早川書房・2014年）、②A.ク
リシュナ (著)＝平木 いくみ・石井裕明・外川拓 (訳)『感覚マーケティング―顧客の五感が買い物に影響を与える』（有斐閣・2016年）、③中
村和正(著)『[買わせる]の心理学 消費者の心を動かすデザインの技法61』（エムディエヌコーポレーション・2018年）。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜４時間目

場所：

西館3階の各担当教員の研究室

備考・注意事項：

通常の講義以外に、PBL形式でのグループ学習を実施するため、グループ活動に積極的に取り組み、遅刻・無断欠席をしな
いように。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス：五感のマーケティングとは
(1)五感ブランディングとは
(2)五感マーケティングとは
(3)江戸時代からあった五感マーケティング

第2回

視覚によるマーケティング①（事例研究）
なぜ、あの商品は売れ続けるのか。スーパー・コンビニの定番
商品から話題の商品まで、店頭勝負を制する「色」と「デザイ
ン」の成功ポイントについて学ぶ。
・パッケージの役割を知る
・パッケージ・デザインによるブランド戦略

第3回

視覚によるマーケティング②（理論編）
売れる色とデザインの法則について学ぶ。色、形、パター
ン、配置に潜むロングセラーの秘密について知る。
・色の使い方
・イラストの使い方
・文字の使い方

第4回

視覚によるマーケティング③（実践編）
成功事例を基にパッケージ・デザインに取り組む。
・デザインのプロセスを知る
・ロングセラー・パッケージの秘密を探る
・世界で売れるパッケージ・デザインの秘密

第5回

触覚・味覚によるマーケティング
触覚と味覚によるマーケティングについて、特にIT技術を用い
た研究とその実用化の観点から分析する。
触覚：モバイル端末を通じて「触れる」ことができる仕組み
味覚：人間の舌を参考に開発した「味覚セン
サー」で味を測る仕組み

第6回

嗅覚によるマーケティング①

（事例研究）

なぜ、この場所で商品を買ってしまうのか？
・スーパーやショップ、商品など香りのマーケティングの成功
事例を紹介。
・また、そこで使われている香りを考える。

五感を使ったビジネス手法には、どのような
ものがあるかについて、身近な例を調べてお
こう。

4時間

「色とデザインの成功ポイント」に関する課
題の作成（ミニレポート）

4時間

「視覚によるマーケティングを用いたロング
セラー商品」に関する課題の作成（ミニレ
ポート）

4時間

「パッケージ・デザイン」に関する課題の作
成（ミニレポート）

4時間

「IT技術を用いた触覚と味覚のマーケティン
グ」に関する課題の作成（ミニレポート）

4時間

香りのマーケティングが使われている現
場を見つける。

4時間

第7回

嗅覚によるマーケティング②
（理論編）
香りが心理にどのように影響を与え、消費行動を変えるのか。
・五感の中で、嗅覚だけが特別な感覚である理由。
・香りがどのように、人の感情や行動に影響を与えるの
か学ぶ。
・実際に、香りを嗅いで心理状態の違いを体験する。

香りの文献を調べる宿題。

4時間

第8回

嗅覚によるマーケティング③ （応用編）
香りのマーケティングの活用方法を考える。
・香りを使った商品や空間を企画する。
・簡単な企画書の作成

課題レポート作成

4時間

第9回

経験価値マーケティングとは何か

「経験価値とマーケティング」に関する課
題の作成（ミニレポート）

4時間
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わたしたちは無意識に音に影響されています。音の持つ力を戦略
的に活用したマーケティングについて、これまでのマーケティン
グとどこが違うのか、経験価値というキーワードを使って学びま
す。
第10回

音のブランディング効果
いくつかの企業では、特定の音（音楽）と商品を関連付けていま
す。今回は、この「音のブランディング」について学びます。

第11回

PBL（課題解決型学習）①
五感を刺激し、使うことは、様々なビジネス・アイデア、イン
スピレーションにつながる。そこで、第1回目から第11回目まで
の授業内容を踏まえた課題設定を行い、その解決を目指すグルー
プ学習を行う。

第12回

PBL（課題解決型学習）②
課題解決に向けた議論、発表会に向けた資料作成を行う。

「音のブランディング」に関する課題の作
成（ミニレポート）

4時間

第2回目のグループ学習に向けた情報収集、グ
ループ内での打ち合わせなど

4時間

第3回目のグループ学習に向けた情報収集、グ
ループ内での打ち合わせなど

4時間

第13回

PBL（課題解決型学習）③
課題解決に向けた議論、発表会に向けた資料作成、発表準
備を行う。

グループごとに発表会に向けた準備

4時間

第14回

PBL発表会、まとめ
グループ討議を基に、各グループから課題解決に向けた提
案を行う。

ふりかえりのレポート作成

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

民法Ⅰ
千代原亮一
2年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
民法は我々の社会生活に最も関係の深い、極めて重要な法律ですが、そこには多様で難解な法制度が数多く存在します。この講義では、民
法の法制度の基本構造（制度趣旨、要件と効果）を、具体的な事例に即して、分かりやすく解説します。民法については、近年、債権関係の改
正、相続関係の改正、成年年齢の18歳への引き下げ、という重要な改正が行われました。授業内容は、これらの改正を前提にして進めていきま
す。この授業では、民法典のうち、民法の共通部分についての定めとしての「総則分野」、物に対する権利と責任を定めた「物権分
野」、人に対する権利と責任を定めた「債権総論分野（責任財産の保全、債権担保）」、家族関係のルールを定めた「親族分野」、遺産の引
継ぎについて定めた「相続分野」を扱います。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

①契約の有効な成立のための要件、②契約に
よって成立する債権の内容、③債権の効
力、④物権変動と対抗要件、⑤債権担保の手
段、とりわけ抵当権と保証債務について十
分な法的知識を修得する。

取引を中心とする生活関係についての基本
的な法制度を十分に理解し、経営学部の専門
的知識がより一層効果を発揮するような背
景を築くことができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

複雑な事象の中から解決すべき課題を抽
出し、真の原因を見出し、その解決策を提
示することができる。

2 ．DP8.意思疎通

他人の意見や主張を正確に把握し、他人と
の意見や主張の違いを理解した上で、自
分の意見や主張を他人に対して正確に伝える
ことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
＜評価基準（定期試験・授業中課題）＞
S評価：到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている。
A評価：到達目標を十分に達成している。
B評価：到達目標を平均的なレベルを超えて達成している。
C評価：到達目標を達成している。
D評価：到達目標を達成していない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

定期試験
60％
授業中課題
30％
授業貢献
10％

： 定期試験の答案により問題発見力と実践力を評価する。講義内容を踏まえた上で、一定程度のレベ
ルを超えた試験答案の内容を合格とする。単にテキストや講義資料の内容を丸写しした内容で
は、合格とはしない。
： 授業中に配布する課題の内容により理解力を評価する。講義内容を踏まえた上で、一定程度のレベ
ルを超えた課題答案の内容を合格とする。単にテキストや講義資料の内容を丸写しした内容で
は、合格とはしない。
： 討議などでの発言内容により授業貢献度を評価する。教員との質疑応答、他の受講生とのグルー
プ討議及びディベートへの参加態度について、積極的に発言し、主体的に議論に参加する態
度を示した場合に合格とする。

使用教科書
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特に指定しない

参考文献等
①潮見佳男『民法（全）（第2版）』（有斐閣・2019年）、②武川幸嗣『プラスアルファ基本民法』（日本評論社・2019年）、③道垣内弘
人『リーガルベイシス民法入門（第3版）』（日本経済新聞出版社・2019年）、④野村豊弘『民事法入門（第8版）』（有斐閣・2019年）、⑤渡
邊力編『民法入門ノート』（法律文化社・2019年）、⑥潮見佳男・道垣内弘人ほか編『民法判例百選Ⅰ 総則・物権（第8版）』（有斐
閣・2018年）、⑦潮見佳男・道垣内弘人ほか編『民法判例百選Ⅱ 債権（第8版）』（有斐閣・2018年）、⑧潮見佳男・道垣内弘人ほか編『民法
判例百選Ⅲ 親族・相続（第2版）』（有斐閣・2018年）。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜5時限目

場所：

西館研究室

備考・注意事項： メールアドレスはchiyohara@g.osaka-seikei.ac.jp。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ようこそ民法の世界へ―広大な財産法の世界への旅―
民法がどのような問題を扱う法領域であるのか、民法全体がどの
ように成り立っているのかを説明する。第2回以降の授業内
容を理解するために必要となる基本的な概念を整理する。

第2回

あなたが主人公です（権利・義務の主体）
私権の主体である人（自然人及び法人）について、その能力（権
利能力・意思能力・行為能力）を概観した後、私権の客体であ
る物の要件・分類について解説する。

教科書3～30頁を読み、「私法上の法律関係が
どのようにして決まるか」についてイメー
ジを掴んでおこう。

4時間

教科書51～88頁を読み、権利能力・意思能
力・行為能力のそれぞれの意味について調べ
ておこう。

4時間

第3回

契約が有効に成立するには①（契約の成立、契約の客観的有効
要件）
契約の総論的な諸制度に関わる複数の事例を素材に、法的な議
論の仕方、事例の解決の仕方を解説する。

教科書89～96頁を読み、契約の客観的有効要
件について調べておこう。

4時間

第4回

契約が有効に成立するには②（契約の主観的有効要件、代理制
度）
意思表示および法律行為の基本構造を確認した上で、心裡留
保と虚偽表示、錯誤、詐欺及び強迫に関わる法的な問題を検討す
る。また、代理行為が代理権なくまたは代理権の範囲外で行われ
た場合（無権代理・表見代理）の諸問題について検討する。

教科書97～112頁を読み、契約の主観的有効要
件について調べておこう。

4時間

第5回

所有権を守るには①（物権的請求権、占有）

教科書233～243頁を読み、物権的請求権のそ
れぞれの内容、及び「占有」の意味につい
て調べておこう。

4時間

教科書244～258頁を読み、不動産物権変
動、及び第177条の「対抗問題」の意味につい
て調べておこう。

4時間

教科書258～270頁を読み、即時取得と取得時
効の制度について調べておこう。

4時間

教科書197～205頁を読み、債権者代位権と詐
害行為取消権の制度の意味について調べてお
こう。

4時間

教科書205～216頁を読み、保証債務及び連帯
保証の性質について調べておこう。

4時間

教科書216～224頁を読み、抵当権の性質につ
いて調べておこう。

4時間

教科書225～231頁を読み、非典型担保の種
類にはどのようなものがあるか、調べておこ
う。

4時間

教科書309～333頁を読み、有責配偶者から
の離婚請求をめぐる裁判例と議論につい
て調べておこう。

4時間

物権の原基たる占有の内容を整理した後、物権に基づく各種の請
求権及び物権が移転・成立・消滅等した場合に、その事
態を示す法技術を考察する。
第6回

所有権を守るには②（物権変動）
不動産物権変動、特に不動産登記と第三者保護に関する諸問
題を扱う。

第7回

所有権を守るには③（即時取得、取得時効）
動産物権変動（引渡し及び即時取得）を扱った後、相続による権
利承継の第三者に対する対抗力の諸問題について検討する。

第8回

責任財産の保全（債権者代位権、詐害行為取消権）
債権者代位権の意義、要件と効果に関する規律、そして債権者代
位権の転用の問題を検討する。詐害行為取消権の意義、要件と効
果に関する規律を検討する。

第9回

人的担保（保証、債権譲渡）
保証の意義を確認した後、保証の基本構造を、要件と効果、対外
的効力・影響関係・内部関係の区別に即して検討する。また、債
権譲渡一般の規律について検討する。

第10回

物的担保①（抵当権、根抵当権）
担保物権の意義や担保物権に共通する事項を確認する。担保物
権の中でも特に重要である抵当権について、その意義を確認し
た後、その設定から消滅に至るプロセスに沿って検討する。

第11回

物的担保②（質権、先取特権、留置権、非典型担保）
留置権、先取特権、質権を取り上げる。各担保物権について、そ
の意義を確認した後、その成立・ 設定から消滅に至るプロセ
スに沿って検討する。非典型担保のうち譲渡担保を取り上げ、そ
の意義及び基本構造を確認した後、集合動産譲渡担保、集合債権
譲渡担保について検討する。

第12回

法律からみた家族関係①（婚姻と離婚）
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婚姻の成立要件および婚姻の効果について解説する。不貞の相手
方の不法行為責任などの事例を素材にして、夫婦間の義務につい
て理解する。また、離婚の要件、更に離婚制度について解説す
る。有責配偶者からの離婚請求などの事例を題材にして、離婚
法の目的や離婚制度の問題点について理解する。
第13回

法律からみた家族関係②（親子関係）
法律上の実親子関係確定に関わる諸制度のうち、嫡出推定、嫡出
否認について解説する。推定の及ばない子やと親子関係存在確
認の訴えなどの事例を題材にして、実親子関係確定に関する基本
的な知識を習得し、問題について理解する。

第14回

家族間での財産の引継ぎ（相続法）
相続法の意義、基本的な概念（被相続人など）、法定相続の基本
原則を確認し、法定相続人の種類、相続分、代襲相続などについ
て解説する。
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教科書334～338頁を読み、嫡出でない子をめ
ぐる裁判例について調べておこう。

4時間

教科書339～355頁を読み、法定相続分、代襲
相続などの相続に関する基本的な概念につい
て調べておこう。

4時間
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232

授業科目名

スポーツ経営論

担当教員名

植田真司・岡田功・坂中勇亮・古川拓也・藤森梓・田村匡・鳥羽賢二・菅文彦・青野桃
子

学年・コース等

2年

前期

開講時期

単位数

2

講義

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

スポーツ用品の製造、スポーツ政策、スポーツクラブ経営、スポーツイベントなど、実務経験のある教員が担
当する。（全14回）

授業概要
組織を運営するための必要な経営の専門知識をスポーツを通じて学びます。また、企業の役割やマネジメントの意味を学び、社会における経
営の在り方や企業内部における経営の在り方など、企業経営やスポーツ経営を事例に応用力を養います。さらに、アマチュアスポーツとプロス
ポーツなど様々な現場で実践されている経営手法を例に、課題を発見し、どのような対策があり、どのように解決するのか、提案でき
る力を養うことを目標とします。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

スポーツを通じて経営を理解する

スポーツビジネスの概要を把握する

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

さまざまな角度から物事を見る力を養う

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内小レポート

： 授業内容を理解しているか

各回５点×１４回＝７０点

70％
期末レポート

： 課題に対し、経営の基礎知識の理解度を総合的に評価
30％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
【参考文献】必要に応じて紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

平日

場所：

研究室

8：50～18：30

備考・注意事項： 各教員のオフィスアワーを参照
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

初回ガイダンス／スポーツ経営論の概要

植田

スポーツ経営論の授業内容についてガイダンスをするととも
に、経営とは、マネジメントとは何かを説明する。
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自分の興味あるスポーツ用具について、そ
の変遷を調べる。

4時間

2441
第2回

スポーツ政策の基礎理解（スポーツ政策概論）

鳥羽

まず、本講義第2回および第6回を担当する教員の研究領域
等を含め自己紹介する。
次に、スポーツそれ自体が内包する諸価値について整理し、ス
ポーツが社会に貢献する多岐にわたる社会的価値をまとめる。
本講義の目的は、それらの諸価値が公共政策におけるスポー
ツの貢献や意義があることを理解することにある。
その上で、わが国のスポーツ政策の動向について学習する。
第3回

スポーツ商品流通のマネジメント

菅

スポーツ産業の「商品とサービス」が、どのように生まれて消
費されるのかを理解する。商品に関しては生産拠点がどこであ
り、それはなぜなのかを理解し、世界規模で展開しているグロー
バルブランドが、世界でどのような展開をしているのか
も学ぶ。スポーツ産業のサービスに関しても、その流通（展
開）がどのように行われているかを学ぶ。
第4回

スポーツ用具のマネジメント

植田

スポーツ用具の役割とはなにか？ アスリートにどのように影
響を与えるのか、またどのように作られているのかを説明。用
具を選ぶ力、用具を企画する力を学ぶ。
第5回

トップスポーツのマネジメント

岡田

プロスポーツビジネスの収入構造とその特徴、選手に支払う年
俸について学ぶ。
第6回

国内競技連盟・協会のマネジメント

鳥羽

わが国では、スポーツ立国を実現していく方策として「スポー
ツ基本計画」が策定されている。
その主体的実行組織である全国を統轄する国内スポーツ競技団
体（中央競技団体・以下NF）は、誰もが安全かつ公正な環
境の下でスポーツに参画できる機会を充実させるため、組織の透
明性、公平・公正性の向上といった組織ガバナンス（統
治）が求められている。
また、NFは国際競技力向上（＝オリンピック大会などでのメダ
ル獲得）についての取組みがなされており、それらの要点を理
解する。
第7回

スポーツイベントのマネジメント

田村

オリンピックやFIFAワールドカップ、マラソン大会など具体
的なスポーツイベントを事例として、イベントとは何か、その定
義、スポーツイベントの構造や特徴、スポーツイベントによる地
域活性化の効果などを包括的に学ぶ。
第8回

スポーツスポンサーシップのマネジメント

田村

オリンピックなどのメガスポーツイベントや野球・サッカー・バ
スケットなどのプロチーム、プロリーグの運営／経営にはスポン
サーシップが欠かせない。スポンサーシップとは何か、またどの
ような意味があるのか、その特徴について考え、オリンピッ
ク等を事例としてその概要を学ぶ。
第9回

スポーツ施設のマネジメント

菅

スタジアムやアリーナは国や自治体が建設運営する形から民
間のノウハウを取り入れる形に変化している。そうした動向をふ
まえてスポーツ施設のマネジメント手法に関する基本的な理
解を促す。
第10回

スポーツと健康産業ビジネスのマネジメント

青野

スポーツがどのように健康に関係しているのか。また、ウェルネ
ス、生きがいという概念について学ぶ。
第11回

スポーツと地域・自治体のマネジメント

坂中

スポーツを活用した地域活性化を志向する自治体が増加してい
る。その背景や意義を紐解くとともに、スポーツを活用した地域
活性化のマネジメントの概要や特徴、課題について学ぶ。
第12回

スポーツツーリズムのマネジメント

青野

スポーツと観光を組み合わせた「スポーツツーリズム」が注目さ
れている。スポーツツーリズムの事例に触れながら、その推進主
体や仕組みについて学ぶ。
第13回

スポーツと国際協力のマネジメント

藤森

国際社会における諸問題（貧困や紛争など）に対して、スポー
ツが果たす役割について学びます。
第14回

スポーツキャリアのマネジメント

古川

アスリートのキャリアとスポーツに関わるキャリアについて考え
ていきます。自分自身の将来的なキャリアも含めて、スポーツ
キャリアについて現在課題とされてきていることを理解しましょ
う。
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スポーツの本質が社会に貢献する諸価値につ
いて、自身のスポーツ経験も踏まえ検討し整
理すること。

4時間

消費者に商品サービスが届くまでの過程を原
産地表示から考える。

4時間

自らが使用しているgoodについて製造方
法や機能について調べる。

4時間

自身の興味あるプロスポーツリーグ・競
技の経営構造を調べる

4時間

「組織ガバナンス」について予習し、要点を
まとめる。またガバナンスが組織にもたら
す効果についても整理しておく。

4時間

オリンピック、各地のマラソン大会などにつ
いて、情報を収集する

4時間

オリンピックや応援するプロチームのスポン
サーにはどのようなところがあるのか、情
報を収集しておく

4時間

自身が住んでいる地域にあるスタジアムやア
リーナでどのような興行・イベントが行われ
ているか調べる

4時間

自分の生き方、生きがいについて考えをまと
める。

4時間

自身が住んでいる地域でどのようなスポー
ツに関する取り組みが行われているか調べ
る。

4時間

自身がこれまでに体験したスポーツツーリズ
ムの概要（目的・訪問先など）についてまと
める。

4時間

現在日本において、どのような形の国際協
力が行われているのか、またその中でスポー
ツはどのような役割を担っているのかについ
て調べる。

4時間

自分自身のスポーツキャリアを振り返ってみ
ましょう。

4時間

2445
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

スポーツマーケティング論
岡田功、久保田剛
2年

開講時期

後期

2

単位数

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

岡田：新聞記者として長年、国内外のスポーツビジネスの現場を取材した（12回分）
久保田：Jリーグ大宮の元取締役、パナソニックのスポーツ事業センター所長としてスポーツマーケティン
グの現場に詳しい（2回分）

授業概要
本科目は遠隔授業として実施します。
スポーツが社会に受け入れられるためには、スポーツを商品やサービスと捉え、マーケティングの基本的な概念の理解とマーケティングプラ
ン作成の能力を養うことが必須である。本講義ではマーケティング理論を説明し、スポーツマーケティングの概念を学ぶ。その上で、プロス
ポーツで実際に行われている事例をケーススタディとして扱い、理論と実践がどう結びついているかを考える。マーケティングに不可欠な量的
分析の手法についても解説する。また、スポーツマーケティングの現場に詳しい講師が現場での経験を交えて講義します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

アカデミックスキルの向上

テキストや資料内容を分析し、自分の考え
を論理的に整理し、文章にまとめることがで
きる。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

専門的な力の修得

スポーツマーケティングとは何か、概略を理
解することができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

収集した資料から、スポーツマーケティン
グの課題を検討できる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
課題への取り組みと定期試験（レポート）で評価する。それぞれの評価方法は次の通り。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題への取り組み

： 内容の妥当性と論理的構成について、独自のルーブリックに基づいて評価します。
90％

定期試験（レポート）

： 定期試験レポートについて、独自の評価指標に基づき評価します。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
特になし。必要に応じて適宜指示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本講義は遠隔授業（オンデマンド型）として行う。毎回の課題提出をもって出席をしたとみなします。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜3限

場所：

研究室

備考・注意事項： 研究室にはオフィスアワーに関わらずいつでもどうぞ

178

2445
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

「スポーツマーケティングとは●●である！」
授業の進め方について解説し、「スポーツマーケティング」と
は何かについて導入の解説をおこなう。

第2回

スポーツ財（product)の性質とブランド戦略
マーケティングの基礎的概念である４Ｐを確認したのち、スポー
ツにおける「商品」「サービス」とは何か、それをどう売る
か、その条件について考える。消費者に購買意欲を持たせるため
に不可欠なブランド戦略についても解説する。

第3回

スポーツ財の価格戦略(price)
特にチケット販売に焦点を当て、供給と需要の関係による価
格の設定や競合との関係による価格設定など、いくつかの事
例を用いながら、チケット販売戦略について解説する。

第4回

スポーツ財のチャネル・立地戦略(place)
スポーツ用品の流通、スポーツ施設の立地戦略などいくつかの事
例を用いながら、チャネル・立地戦略について解説する。

第5回

マーケティングミックス
消費者側から見た購買理由となる４Ｃや、４Ｐの発展形であ
る７Ｐについて学び、これらを組み合わせたマーケティングミッ
クスの手法について、Ｊリーグを例に説明する。

第6回

ファンビジネスとマーケティング
特にプロチームで必要なファンづくりについて、プロモーショ
ン戦略の事例を使いながら説明する。

第7回

スポーツスポンサーシップ
五輪のトップスポンサーをはじめ、いくつかの事例を用いなが
ら、スポンサーシップ戦略について解説する。

第8回

消費者行動とマーケティングリサーチ（定量的調査）の基本
マーケティングリサーチの基本について解説する。

「スポーツマーケティングとは」の問い
に対する答えを調べておく。

4時間

スポーツの「商品」「サービス」と
は何か、ブランド戦略の成功例について調べ
ておく。

4時間

事前にスポーツリーグ、チームのチケット価
格の設定について調べておく。

4時間

事前にスポーツ流通やスタジアムの立地戦
略について調べておく。

4時間

７Ｐ、４Ｃ、マーケティングミックスについ
て調べておく。

4時間

あるチームのファンになるために必要な要
素は何か事前に調べておく。

4時間

事前にスポーツリーグやスポーツイベン
ト等のスポンサーシップ戦略について調べて
おく。

4時間

事前にマーケティングリサーチの基本につい
てしらべておく

4時間

第9回

外部講師による特別講義A（英プレミアリーグクラブと米メ
ジャーリーグ球団のマーケティング戦略）
英プレミアリーグクラブのグローバルパートナー責任者（元メ
ジャーリーグ球団幹部）からマーケティング戦略について特別講
義を受ける。終了後に小レポートを提出する。

講師が働くクラブ、球団について事前に調べ
る。

4時間

第10回

外部講師による特別講義B（広報戦略）
元大手メーカー広報で現在はアリーナ＆スタジアム建設のコンサ
ルティングを行う会社の広報担当者からマーケティングを見据え
た広報戦略について特別講義を受ける。終了後に小レポートを提
出する。

講師が働く企業について事前に調べる。

4時間

第11回

マーケットリサーチ演習①アンケート作成

自身が作成したアンケートを実施するほ
か、他のクラスメートが作成したアンケー
トに回答し、さらに調査目的と仮説を立てる

4時間

プロクラブによる外国人スター選手の獲得に
よる商業化の実例を自身で探す

4時間

自身が実施したアンケーを振り返り、不十
分だった点や気づいた点を考察する

4時間

講師が働く企業について事前に調べる。

4時間

スポーツ用品会社の企画・開発担当者になりきり、20歳前後の若
者をターゲットにした新商品開発に当たっての市場調査を行う目
的で、実際にGoogle Formによるアンケートを作成する。
第12回

スター選手の獲得と商業化
MLB球団による日本人スター選手獲得後の商業化の実例の紹
介を通しながら、マーケティングについて学ぶ。

第13回

マーケットリサーチ演習②アンケート分析
実施したアンケート結果をもとに、新商品の企画書を作成す
る。その項目として①開発する新商品名、②ターゲット層、③コ
ンセプト・機能、④訴求ポイント（買い手に訴えたいポイン
ト）または他商品との差別化ポイントについて記す。

第14回

外部講師による特別講義C（モータースポーツ）
スーパー・フォーミュラを運営する会社の社長から、現在のモー
タースポーツの現状と課題について特別講義を受ける。終了
後に小レポートを提出する。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

スポーツ産業論
田村匡
2・3年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

スポーツ関連企業や団体のマーケティング支援、スポーツイベント企画・実施、スポーツ施設の設計施工・運
営支援など。（全１４回）

授業概要
スポーツと現代社会の基本的な仕組みを学びながら、スポーツがどのように産業とかかわっているのかを理解する。スポーツ産業は、産業分類
上の一項目として独立してあるものではなく、多くの産業項目のスポーツに関わる一部分として存在する。そのためスポーツ産業を理解するこ
とは、様々な産業を理解することにつながる。また、スポーツ産業の概要と構造を理解するのみならず、スポーツを通じた社会的課題の解決方
策等について考えることができるようになる。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

スポーツを通じた社会構造の理解

社会経済の仕組みをスポーツ産業を通して理
解することができる

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

スポーツ用品、スポーツ施設、スポーツサー
ビス産業等についての理解

スポーツビジネスの全容を理解することがで
きる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

現代の社会・経済の課題を自ら発見できる

2 ．DP6.行動・実践

スポーツ・ビジネスに関して自ら活動できる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ本学のガイドラインのとおりとする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

小論文
40％
中間論文

： 授業の内容を理解しているか。また自分で考えて論理的に説明できているか。授業内容に沿っ
て、自分の経験等を踏まえて考え、記載されていると高得点が与えられる。
： 授業の内容を理解しているか。

30％
期末試験

： 授業の内容を理解しているか。
30％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
参考図書として「スポーツ産業論第７版」原田宗彦編著（杏林書房）をあげる。
また授業中において関係する書籍等を適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日2限

場所：

個人研究室

備考・注意事項： メールにて質問してください。オフィスにこられる場合、予約ください。tamura-t@osaka-seikei.ac.jp。
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授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

スポーツ産業論を学ぶ意義
スポーツ産業は多くの産業の縮図であり、スポーツ産業を学ぶこ
とを通じて社会のあり方を学習する。

第2回

スポーツ産業と生活者（マーケット）
スポーツ産業の全体の概要と、生活者、マーケットを通じた社
会との関係を学ぶ。

第3回

スポーツ用品産業
ミズノやアシックスなどのスポーツ用品産業の成立、発展、戦略
等について学ぶ。

第4回

スポーツ用品産業（海外）と流通
スポーツ用品産業について、海外のナイキ、アディダ
ス等の成り立ち等について学ぶ。また用品産業の流通につい
て学ぶ。

第5回

スポーツ施設産業（企画から建設まで）
スポーツ施設を企画・計画・建設にいたるまで、考慮すべきステ
イクホルダーやそのメリット・デメリット等について、その基礎
知識を学ぶ。

第6回

スポーツ施設産業（管理運営、仕組み等について）
スポーツ施設の管理運営や、民間活力を活用した指定管理者制
度、ＰＦＩ等について学ぶ。

ネットや新聞・参考書等にて関係事
項をチェックする

4時間

ネットや新聞・参考書等にて関係事
項をチェックする

4時間

ネットや新聞・参考書等にて関係事
項をチェックする

4時間

ネットや新聞・参考書等にて関係事
項をチェックする

4時間

ネットや新聞・参考書等にて関係事
項をチェックする

4時間

ネットや新聞・参考書等にて関係事
項をチェックする

4時間

第7回

中間まとめ
これまで学んできたスポーツ産業の概要について一旦とりまと
め、授業前半を振り返る。

これまで学んできたことを復習する

4時間

第8回

メガスポーツイベント

ネットや新聞・参考書等にて関係事
項をチェックする

4時間

ネットや新聞・参考書等にて関係事
項をチェックする

4時間

ネットや新聞・参考書等にて関係事
項をチェックする

4時間

ネットや新聞・参考書等にて関係事
項をチェックする

4時間

ネットや新聞・参考書等にて関係事
項をチェックする

4時間

ネットや新聞・参考書等にて関係事
項をチェックする

4時間

スポーツ産業論全体を振り返り、復習する

4時間

ワールドマスターズゲームズやオリンピック等のメガスポーツイ
ベントの収入構造やビジネスとの関係について学ぶ。
第9回

スポーツビジネスとスポンサー・放映権
スポーツイベントやチーム運営に欠かせない、スポンサーや放映
権等についての概略を学ぶ。

第10回

プロスポーツとスポーツ産業
プロスポーツをスポーツ産業の視点から見る。チームやリー
グの収入構造・支出構造、ファンを獲得する仕組み、座席販売
等について学ぶ。

第11回

ｅスポーツ／ＩＴとスポーツ
最近はやりのｅスポーツやスポーツとＩＴビジネスとの関
係を学ぶ。世界や日本におけるｅスポーツの現状、それらとス
ポーツビジネスの関係などを説明する。

第12回

スポーツと地域活性化
最近、スポーツをとおりした「地域活性化」が注目されてい
る。地域活性化の概念整理、経済波及効果を含めた活性化の仕
組み等について学ぶ。

第13回

スポーツとツーリズム
近年注目されているスポーツツーリズムやスポーツコミッショ
ンについて学習する。

第14回

スポーツ産業論総括
これまで学んできたスポーツ産業について総括する。スポーツ産
業の内容、構造等について再度みなおし、まとめる。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

地域スポーツ経営論
坂中勇亮
3・4年

開講時期

後期

単位数

2

講義

該当する
体育協会の職員として地域スポーツ行政に従事（全14回）

実務経験の概要

授業概要
子どもから高齢者まであらゆる世代の住民が「スポーツライフ」を享受するうえで、その担い手として、総合型地域スポーツクラブや民間ス
ポーツクラブなどに期待が寄せられている。本講義ではそうした「地域住民を対象にスポーツに関連したプログラムメニューやスポーツイベン
トを提供するクラブ」を「地域スポーツクラブ」とみなす。
本講義では、地域スポーツクラブのマネジメントの仕組みの理解を促したうえで、スポーツクラブのビジネスモデルを立案し、事業計画書の作
成とその評価を行う。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

地域スポーツクラブのマネジメントの仕組み
の概要と経営上の課題を理解する。

地域スポーツクラブの事業報告・計画や収支
計画を読み解き、経営状況を判断することが
できる。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

地域スポーツクラブの経営関連データの収
集・分析に基づいて、事業計画の立案ができ
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

中間課題ワークシート
30％
試験（レポート）
70％

： 講義に関連したテーマを出題する。論理構成、内容の妥当性、視点の独自性などを中心に評価す
る。
： スポーツクラブを設立すると想定した事業計画を作成する。妥当性、収益性、独自性、実現可能
性、持続可能性、リスクと対策など多面的に評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
日本体育スポーツ経営学会「テキスト 総合型地域スポーツクラブ」（大修館書店，2004）
山口 泰雄 「地域を変えた総合型地域スポーツクラブ」（大修館書店，2006）
谷塚 哲「地域スポーツクラブのマネジメント ――クラブ設立から運営マニュアルまで――（カンゼン，2008）

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日2限

場所：

担当教員の研究室

備考・注意事項： 質問などいつでも歓迎します。
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授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

スポーツ基本計画／地域住民のライフスタイルとスポーツ参加
動機
我が国のスポーツ行政の方向性と具体的な施策内容と目
標・KPIを定めた「スポーツ基本計画」の概要を理解し、スポー
ツ行政における地域スポーツクラブの位置づけを把握する。ま
た、地域住民のライフスタイルの多様性とそれに応じたスポー
ツ実施・参加動機の存在を把握する。

スポーツ基本法、スポーツ基本計画の概
要に目を通し、内容を理解しておく。

4時間

第2回

地域スポーツクラブの概要

地域スポーツクラブの成り立ちについて予
習しておく。

4時間

自身が住んでいる地域のスポーツクラブ（複
数）のHPを閲覧し、どのようなプログラムメ
ニューが展開されているか把握しておく。

4時間

自身が住んでいる地域のスポーツクラブ（複
数）のHPを閲覧し、クラブ間の競合関係を把
握しておく。

4時間

ある特定の地域を思い浮かべて、立地（駅
前～中心市街地～郊外など）に応じたスポー
ツクラブのプロダクトの違いとその理由につ
いて考える。

4時間

ある特定のスポーツクラブのHPを閲覧し、想
定される収入・支出項目を挙げてその金額規
模を推定する。

4時間

特定のスポーツクラブのHP閲覧や見学、利
用を通じて、そのクラブの組織体制図を作
成する。

4時間

特定のスポーツクラブのチラシやポス
ター等をもとに、そのクラブのプロモーショ
ン戦略（ターゲット顧客、価格、差別化要因
等）についてまとめる。

4時間

特定のスポーツクラブを例に、そのクラ
ブが顧客の利用継続のために行っている具体
的な手法を明らかにする。

4時間

これまでの講義全体の復習・振り返りをして
からワークに臨む。

4時間

これまでの講義全体の復習・振り返りをして
からワークに臨む。

4時間

これまでの講義全体の復習・振り返りをして
からワークに臨む。

4時間

設立したいスポーツクラブの具体像をまとめ
る。

4時間

スポーツクラブの存在により地域住民の生
活や地域社会にどのような変化を及ぼす可能
性があるか推察する。

4時間

地域スポーツクラブの特徴的な事例（国内・国
外）を取り上げ、地域スポーツクラブの存在意義、役割、機能な
どについて整理する。
第3回

地域スポーツクラブのプロダクト
地域スポーツクラブが顧客に提供するプロダクト（スポーツプロ
グラムメニュー、スポーツイベント等）について、プロダク
ト3層モデル（中核ベネフィット・実体・付随機能）などを用い
てその本質を理解する。

第4回

地域スポーツクラブにおける競争戦略
地域スポーツクラブには経営上の競合が存在する。地域スポーツ
クラブにおける競争戦略の考え方を理解する。

第5回

中間課題ワーク1

地域スポーツクラブのプロダクト開発

第1回～4回の講義をふまえて、特定の地域にスポーツクラブを新
設すると仮定し、ターゲット顧客層の選定とともに、そのスポー
ツクラブのプロダクトを考案する。
第6回

地域スポーツクラブの収支構造
地域スポーツクラブの収入・支出項目を理解し、損益分岐点グラ
フの作成を通して価格と顧客人数の最適化を導く手法を習得す
る。

第7回

地域スポーツクラブの人的資源管理
地域スポーツクラブは、クラブマネージャー、アシスタントマ
ネージャー、フロントスタッフ、インストラクターなど多様な人
材により組織が成立している。地域スポーツクラブの人的資源管
理について理解を深める。

第8回

地域スポーツクラブのプロモーション

地域スポーツクラブは顧客（クラブ利用者）の獲得が必要であ
り、プロモーション活動が重要とされる。地域スポーツクラ
ブのプロモーション戦略と具体的な手法、費用対効果の考え方に
ついて理解する。
第9回

地域スポーツクラブの顧客コミュニケーション
地域スポーツクラブは、獲得した顧客（クラブ利用者）の利用継
続が必要であり、顧客コミュニケーションも重要である。地域ス
ポーツクラブの顧客コミュニケーション戦略と具体的な手法につ
いて理解する。

第10回

中間課題ワーク2

地域スポーツクラブのビジネスモデル作成

第9回までの講義をふまえて、特定の地域にスポーツクラブを新
設すると仮定し、「ビジネスモデルキャンパス」のフレームワー
クを用いながら、そのスポーツクラブのビジネスモデルを作成す
る。
第11回

事例分析ワーク1

総合型地域スポーツクラブ

全国各地の総合型地域スポーツクラブの事例を紹介し、特定のク
ラブについて、「顧客ターゲット」「プロダクトの特徴と中核ベ
ネフィット」「人的資源」「収支構造」等を明らかにして、「ビ
ジネスモデルキャンパス」に落とし込む。
第12回

事例分析ワーク2

民間スポーツクラブ

複数の民間スポーツクラブの事例を紹介し、特定のクラブについ
て、「顧客ターゲット」「競争戦略」「プロダクトの特徴と中
核ベネフィット」「人的資源」「収支構造」「プロモーション戦
略」等を明らかにして、「ビジネスモデルキャンパス」に落と
し込む。
第13回

事業計画書の作成
地域スポーツクラブを新設するという仮定のもと、その事業計画
書の作成の手順を理解する。

第14回

地域スポーツクラブの外部効果/今後求められる地域スポーツク
ラブの役割と機能
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地域スポーツクラブは様々な外部効果、とりわけ地域に社会的効
果を発揮することも期待されている。経済的効果および社会的効
果の整理を行い、具体的な事例をもとに理解を深める。また、少
子高齢化など地域社会が今後迎える変化をふまえて、地域スポー
ツクラブに求められる役割や機能について総合的に討議する。
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232

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

スポーツ法学入門
千代原亮一
3年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
今日、スポーツをめぐる法的問題は、選手の契約に関する問題、肖像権に関する問題、事故に関する問題、ドーピングと人権の問題、スポー
ツ団体と競技者との関係に関する問題、その他多岐にわたり、また急増しています。また、一口にスポーツ法と言っても、スポーツ基本法など
のスポーツに関する特別な法律だけでなく、民法、労働法など様々な法分野が関わり、更にスポーツルールや団体規約などのスポーツ固有法も
あります。本講義では、複雑多岐にわたるスポーツ法の現代的課題について、幅広く理解することを目的とします。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

具体的な事例の分析を通じて、バランスのと
れたものの見方、法的なものの見方の基
礎を身につけ、政治問題や社会問題について
より深く理解する。

具体的な事例の分析を通じて、バランスのと
れたものの見方、法的なものの見方の基
礎を養い、政治問題や社会問題についてよ
り深く理解できるようになる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

複雑な事象の中から解決すべき課題を抽
出し、真の原因を見出し、その解決策を提
示することができる。

2 ．DP8.意思疎通

他人の意見や主張を正確に把握し、他人と
の意見や主張の違いを理解した上で、自
分の意見や主張を他人に対して正確に伝える
ことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
＜評価基準（定期試験・授業中課題）＞
S評価：到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている。
A評価：到達目標を十分に達成している。
B評価：到達目標を平均的なレベルを超えて達成している。
C評価：到達目標を達成している。
D評価：到達目標を達成していない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

定期試験
60％
授業中課題
30％
授業貢献
10％

： 定期試験の答案により問題発見力と実践力を評価する。講義内容を踏まえた上で、一定程度のレベ
ルを超えた試験答案の内容を合格とする。単にテキストや講義資料の内容を丸写しした内容で
は、合格とはしない。
： 授業中に配布する課題の内容により理解力を評価する。講義内容を踏まえた上で、一定程度のレベ
ルを超えた課題答案の内容を合格とする。単にテキストや講義資料の内容を丸写しした内容で
は、合格とはしない。
： 討議などでの発言内容により授業貢献度を評価する。教員との質疑応答、他の受講生とのグルー
プ討議及びディベートへの参加態度について、積極的に発言し、主体的に議論に参加する態
度を示した場合に合格とする。

使用教科書
特に指定しない
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参考文献等
①スポーツ問題研究会(編著)『Q&Aスポーツの法律問題〔第4版〕』（民事法研究会）、②神谷宗之介(著)『スポーツ法』（三省堂）、③グレン
M. ウォン、川井圭司(著)『スポーツビジネスの法と文化―アメリカと日本』（成文堂）、④エンターテインメント・ロイヤーズ・ネットワー
ク(編)『スポーツ法務の最前線』（民事法研究会）、⑤谷塚哲(著)『変わる！ 日本のスポーツビジネス』（カンゼン）、⑥友添秀則(編
著)『よくわかるスポーツ倫理学』（ミネルヴァ書房）。

履修上の注意・備考・メッセージ
・本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
・「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
・やむを得ず授業を欠席する場合は、文書にて速やかに届け出ること。
・授業中は、ディスカッションや質疑にも積極的に参加すること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜5時限

場所：

西館3回個人研究室

備考・注意事項： メールアドレスは、chiyohara@osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

スポーツにおける法律と倫理
(1)スポーツの法律問題と倫理的思考
(2)フェアプレイ教育とスポーツ倫理
(3)スポーツのルールと法
(4)勝敗の倫理学－勝利至上主義は正しいか
(5)スポーツとホスピタリティ

第2回

スポーツ法学の基礎知識
(1)スポーツの法律問題とは
(2)大相撲の八百長問題について考える－八百長と違法賭博の関
係
(3)スポーツマンシップとスポーツパーソンシップ
(4)スポーツと法律、スポーツ基本法

第3回

スポーツと人権①（スポーツと差別の問題を中心に）

(1)スポーツにおける差別の事例
(2)スポーツと人種差別
(2)性別とスポーツ
(3)性同一性障害とスポーツ
第4回

スポーツと人権②（ドーピングの問題を中心に）
(1)ドーピングの定義
(2)アンチ・ドーピング活動の拡大
(3)ドーピング法
(4)ドーピングに関する仲裁事例法
(5)ドーピングはなぜ許されないのか
(6)新たなドーピング技術－遺伝子ドーピング

第5回

スポーツ紛争・スポーツ事故①（スポーツ仲裁制度を中心に）
(1)スポーツ紛争の解決手続（スポーツ仲裁制度）
(2)学校のスポーツ事故・紛争
(3)コミュニティのスポーツ事故・紛争
(4)スポーツ事故における指導者の法的責任

第6回

スポーツ紛争・スポーツ事故②（スポーツ施設とスポーツ用
具のスポーツ事故・紛争を中心に）
(1)スポーツ活動と安全管理
(2)スポーツクラブの安全管理（リスクマネジメント）
(3)レジャー、レクリエーションのスポーツ事故・紛争
(4)スポーツ施設とスポーツ用具のスポーツ事故・紛争

第7回

スポーツと契約・規則①（アマチュアスポーツの問題を中
心に）
(1)スポーツ活動に関する契約と免責規定
(2)アマチュアスポーツと規則

第8回

スポーツと契約・規則②（プロスポーツの問題を中心に）
(1)プロスポーツと契約①（未成年者のプロ選手契約の問題点）
(2)プロスポーツと契約②（プロ野球のドラフト制度）
(3)プロスポーツと契約③（移籍制限と独占禁止法）
(4)プロスポーツと契約④（プロスポーツ選手のセカンドキャリ
ア問題）

第9回

スポーツとビジネス①（スポーツ選手の権利を中心に）
(1)スポーツビジネスの考え方
(2)スポーツ選手のパブリシティ権
(3)スポンサー契約
(4)スポーツからの反社会的勢力の排除

第10回

スポーツとビジネス②（スポーツ施設との契約トラブルを中
心に）
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スポーツにおける勝利至上主義とフェアプレ
イの精神との関係について自分の考えをまと
めておこう。

4時間

「大相撲の八百長問題」とは何かについ
て、調べておこう。

4時間

スポーツにおける差別事例には、どのような
ものがあるかについて調べておこう。また、
「LGBTQ」の言葉の意味についても調べておこ
う。

4時間

「ドーピングはなぜ許されないのか」という
ことについて、自分の考えをまとめておこ
う。

4時間

「スポーツ仲裁制度」について調べ、日本
人が仲裁を申し立てた事例について、事
実の概要と結果をまとめておこう。

4時間

スポーツ施設とスポーツ用具の事故には、ど
のようなものがあるかについて調べておこ
う。

4時間

アマチュアスポーツの活動には、プロスポー
ツの場合と、どのような点で特別の規
制が働くかについて調べておこう。

4時間

プロスポーツの活動には、アマチュアスポー
ツの場合と、どのような点で特別の規
制が働くかについて調べておこう

4時間

スポーツ選手の権利には、どのようなものが
あるかについて調べておこう。

4時間

消費者とスポーツ施設との契約トラブルに
は、どのようなものがあるかについ
て調べ、事例を分析しておこう。

4時間

2455
(1)スポーツと金銭トラブル
(2)スポーツ系専門学校のずさんな実態とその責任
(3)突然のスポーツジムの閉鎖と入会金返還請求
(4)スポーツ・レジャー会員権購入とクーリング・オフ
第11回

スポーツ組織と法・倫理

(1)スポーツ組織とは
(2)スポーツ組織のアンガバナンスの実態
(3)スポーツ組織のインテグリティ
第12回

スポーツと犯罪①（野球賭博・八百長問題を中心に）
(1)スポーツにおける違法行為
(2)ダフ行為に対する規制
(3)野球賭博、サッカーくじと犯罪
(4)スポーツにおける八百長の実態

第13回

スポーツと犯罪②（ファンタジー・スポーツとその法的規制）
(1)ファンタジー・スポーツとは
(2)ファンタジー・スポーツは世界中の人を熱狂させるスポーツ
ギャンブル
(3)日本でも存在した？ファンタジー・スポーツ
(4)ファンタジー・スポーツは違法なのか

第14回

スポーツと犯罪③（ハラスメントと体罰問題を中心に）
(1)スポーツにおける暴力と体罰
(2)スポーツにおけるハラスメント
(3)懲戒行為と体罰
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近年、問題となっているスポーツ組織の「ア
ンガバナンス」の事例について調べ、それが
どのような点において問題であるのかについ
て分析しておこう。

4時間

野球賭博および八百長問題について調べ、そ
れがどのような点において問題であるのかに
ついて分析しておこう。

4時間

「ファンタジー・スポーツとは何か」につい
て調べ、そのギャンブル性について分析して
おこう。

4時間

スポーツにおけるハラスメントと体罰問題に
ついて調べ、それぞれの特徴についてまとめ
ておこう。

4時間

2457
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

スポーツ組織論
古川拓也
2・3年

開講時期

前期

2

単位数

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
リーダーには、他者を共通の目標へ向かわせるよう、行動やその時々の環境を促進させる（facilitate）ことが求められます。本講義では、組
織論やリーダーシップ論などの専門的知識を学びつつ、リーダーシップを発揮するのに必要な能力を身につけることを目指します。また、ス
ポーツトピックスについて議論をすることで、スポーツ組織やスポーツにおけるリーダーシップの理解を深めていきます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

組織論やリーダーシップ論などの専門的知
識を理解する。また、ファシリテイトするた
めの技能を学ぶ。

講義内でのディスカッション等で、専門的知
識やファシリテーション技能を活用すること
ができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

講義内でのディスカッション等で、専門的知
識やファシリテーションを実践してみる。

ディスカッションやグループワークで与えら
れて役割をこなし、集団やその場を促
進（facilitate）することができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

ディスカッションやグループワークにおい
て、論理的に考え、課題に沿った議論ができ
る。

2 ．DP8.意思疎通

他者の意見をよく聴き、自己の意図を正
確に伝えることができる。

3 ．DP9.役割理解・連携行動

与えられた役割を適切に果たすことができ
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・ディベート、討論
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

事前理解度確認

： 事前提示資料の理解度を確認し、知識の理解状況について評価します。
10％

振り返りレポート

： 独自のルーブリックで内容の妥当性や論理の一貫性を評価します。
50％

中間理解度確認

： 講義内容の理解度を確認し、知識の定着や思考力を評価します。
10％

グループ活動評価

： 講義内で行うグループ活動について貢献度や批判的態度などの評価を行います。
10％

期末レポート

： 独自のルーブリックで内容の妥当性や論理の一貫性を評価します。
20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
テーマや必要性に応じて紹介します。
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2457

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日

場所：

研究室

１限（10：30－12：00）

備考・注意事項： 授業に関する質問等はメールでも受け付けます（furukawa-t@g.osaka-seikei.ac.jp）。メールには忘れずに、氏名・学籍番
号・所属を明記してください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

本講義の概要と狙い
講義の概要と狙い、成績評価について説明します。また、スポー
ツ組織におけるリーダーシップについて概観します。

第2回

スポーツ組織とは何か？：実践による特性理解
スポーツ組織とは何か考えていきます。組織の仕組みやスポー
ツが持つ特性を理解し、スポーツ組織を定義していきます。

第3回

スポーツ組織とは何か？：実践の考察
実際のスポーツ組織的活動から、スポーツ組織について何かにつ
いて考察を試みます。

第4回

スポーツ組織とは何か？：成果報告
「スポーツ組織とは何か？」という問いに対して、グループに
て考察を行った結果を成果として発表します。

第5回

スポーツ組織におけるリーダーシップ：リーダーシップとは？
リーダーシップの概念について学びます。リーダーシップと
は何か、リーダーシップとマネジメントの違いは何かについ
て考え、本講義におけるリーダーシップを定義します。

第6回

スポーツ組織におけるリーダーシップ：個人特性の関係
個人の特性によってリーダーシップに違いは発生するのか、リー
ダーシップは生まれつきなのか、後から修得することのできるス
キルなのかについて考えていきます。

第7回

スポーツ組織におけるリーダーシップ：ケーススタディ
リーダーシップ発揮の方法によっては、組織や所属する個人に悪
影響を与え、結果として組織の目標が達成されないということ
が起こりえます。本講義では、ケーススタディに触れながら、適
切なリーダーシップが発揮されるための環境づくりについて考え
ます。

第8回

スポーツ組織におけるリーダーシップ：成果報告
スポーツ組織におけるリーダーシップに関連して提示された
お題について、グループワークを行い、成果について発表しま
す。

第9回

理解度確認／グループ貢献度評価
科目前半の内容について理解度確認を行うとともに、グループ
ワークの貢献度について評価を行います。

第10回

スポーツ組織の戦略とガバナンス
スポーツ組織はガバナンスが脆弱になりがちです。スポーツ組
織の戦略ととともに、ガバナンスの在り方について学修しましょ
う。

第11回

特別講義：スポーツ組織の実際
ゲストを招聘し、スポーツ組織の実際についてご講義いただきま
す。

第12回

スポーツ組織の課題と解決方策の提示：グループワーク
第11回の特別講義を踏まえて課題を提示します。グループで課
題に取り組みましょう。

第13回

スポーツ組織の課題と解決方策の提示：成果報告
科目全体を通して学習した内容を取り入れながら、成果報
告を行いましょう。

第14回

まとめ
講義のまとめを行います。
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本講義を受講する目的意識を改めて確認して
おきましょう。

4時間

スポーツ組織とは何か、事前講義資料を確
認し、事前理解度確認に取り組みましょう。

4時間

実践で生じる現象を客観的に観察し、考
察を行いましょう。

4時間

成果報告に向けて、グループワー
クに取り組んでください。

4時間

自身の身近な体験からリーダーシップと
は何かについて考察するとともに、事前学習
資料に目を通しておきましょう。

4時間

事前資料に目を通し、事前理解度確
認に取り組みましょう。

4時間

理論的な背景を踏まえて、リーダーシッ
プに関わる身の回りの事象を説明してみま
しょう。

4時間

成果報告に向けて、グループワー
クに取り組んでください。

4時間

科目前半の取り組み内容を振り返りましょ
う。

4時間

事前理解度確認に取り組みつつ、自身が経
験したスポーツ組織内の戦略共有・浸透のた
めの工夫について考えてみましょう。

4時間

第10回講義について復習するとともに、事前
資料を読み込んできましょう。

4時間

事前講義資料に目をとして、理解度確
認に取り組みましょう。

4時間

成果報告にお向けて、グループワー
クに取り組みましょう。

4時間

これまでの講義で学んだことを振り返りま
しょう。

4時間

2460
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

スポーツキャリア論
古川拓也
2年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本講義では、スポーツキャリアに関する知識を身につけ、アスリートやスポーツ組織が抱える課題の発見、解決できる能力を身につけます。さ
らには自分自身のスポーツキャリアを分析し、プランニングできる能力を身につけることを目指します。ハイパフォーマンススポーツの視点か
らアスリートのスポーツキャリアとその支援について、草の根スポーツの視点から生涯を通じたスポーツの関わり方、さらにはスポーツに関
連した職業などをテーマとして取扱います。受講するみなさんが自身のキャリアを考えるうえでも役に立つことを期待しています。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

スポーツキャリアの専門的知識習得と基本
的な課題の理解

スポーツキャリアに関わる問題を知り、専門
的知識を課題の理解に役立てることができ
る。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

スポーツキャリアの課題解決方策を立案

スポーツキャリアに関連した課題を解決する
ために、専門的知識に裏付けられた方向
性を示すことができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

スポーツキャリアの課題を発見できるように
なる。

2 ．DP5.計画・立案力

課題解決に向けた計画立案能力を身につけ
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

事前レポート

： 内容の妥当性と論理構成について、独自のルーブリックを用いて評価します。
30％

理解度確認問題

： 講義内容の理解度と思考力について、独自のルーブリックを用いて評価します。
30％

学期末レポート

： 内容の妥当性と論理構成について、独自のルーブリックを用いて評価します。
40％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
テーマや必要性に応じて紹介します。
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2460

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日

2限（10：30－12：00）

場所：

研究室

西館2階

備考・注意事項： 授業に関する質問等はメールでも受け付けます（furuakwa-t@g.osaka-seikei.ac.jp）。メールには忘れずに、氏名・学籍番
号・所属を明記してください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

スポーツキャリアとは何か

講義の流れと成績評価、講義で取り扱うスポーツキャリアについ
て理解しましょう。
第2回

自分自身のスポーツキャリアを今後の人生にどの様に活かす
か？
自己分析ワークを通して、自身のキャリアとスポーツのキャリ
アを理解し、強みと弱み、今後の課題について説明できるように
なりましょう。

次のキーワードについて予習し講義に備える
こと。スポーツキャリア、デュアルキャリ
ア、セカンドキャリア、スポーツキャリア支
援

4時間

これまで自分自身が歩んできたキャリアとス
ポーツの関わり方について振り返りをしてお
くこと。

4時間

第3回

ハイパフォーマンスアスリートになるために、王道はあるの
か？
ハイパフォーマンスアスリートのキャリアパスの過程ついて学ん
でいきます。アスリート育成パスウェイやパフォーマンスパス
ウェイについて理解しましょう。

世界で活躍するアスリートがどの様な競技経
験を持っているのか調べておくこと。

4時間

第4回

アスリートは競技だけに集中するべきなのか？

第1回目の講義の復習をしておくこと。ま
た、競技を引退したアスリートが現在ど
の様なキャリアを歩んでいるのかについ
て調べてみること。

4時間

引退の概念について、自分なりに考えをまと
めておくこと。また、アスリートの引退につ
いて、競技団体や所属チーム、アスリート自
身に関する課題点を整理しておくこと。

4時間

アスリートの支援として現在、どのよう
な取り組みがなされてるのか事前に予習して
おくこと。

4時間

スポーツ庁のwebサイトを参照し、スポーツ実
施率の動向について確認すること。また、近
年スポーツ実施率が維持傾向だった理由につ
いて自分なりの考えをまとめておくこと。

4時間

ドロップアウトをキーワードに、予習を進め
ること。また、部活動や所属クラブを途
中で辞めた人がいれば、なぜ辞めるに至った
のか話を聞いてみること。

4時間

スポーツ産業とは何か、またスポーツに関
連する職業とは何かを予め予習しておくこ
と。

4時間

第3回から第9回までの講義の復習をするこ
と。また、ハイパフォーマンスアスリー
ト、生涯スポーツ、スポーツに関するキャリ
アなど、取扱ってきたテーマの中から、よ
り関心のあるテーマを選んでおくこと。

4時間

グループごとに随時集まり、役割に沿った準
備を進めること。

4時間

プレゼンテーションに向けた資料作り

4時間

デュアルキャリアの概念を学び、その考え方と必要性を理解しま
しょう。また、アスリートデュアルキャリアの支援の在り方につ
いて考えていきます。
第5回

アスリートが競技を”引退”するとはどういうことなのか？

アスリートの“引退”について考えていきます。アスリートの競
技引退に影響する要因にはどの様なものがあるのか、また引退
後のキャリアへ円滑に進むためにはどの様な取り組みが必要なの
かについて理解しましょう。
第6回

アスリートキャリアの支援方策の現状
アスリートキャリアの支援方策を概観し、キャリア支
援の在り方や今後の方向性について考えていきます。

第7回

人生におけるスポーツとの関わり方

スポーツ実施率や子どもの体力”問題”について触れながら、そ
の解決課題と一生涯を通じたスポーツへの関わり方について考え
ていきましょう。
第8回

スポーツからのドロップアウト

スポーツにおけるドロップアウトについて学びます。また、ド
ロップアウトの要因やその対策について考えます。
第9回

スポーツに関わるキャリアとは？
スポーツ産業の全体像を概観しつつ、多様な職業について考えま
す。

第10回

する・みる・ささえる・つくるの視点からスポーツのキャリ
アを考える

スポーツをする・みる・ささえるの観点からスポーツキャリ
アを振返ります。また、スポーツをつくるという考え方にも
も触れながら、人生というキャリアの中でどの様なスポーツと
の関わりがあるのか考える。
第11回

プレゼンテーションに向けた準備～課題設定～
スポーツキャリアに関する課題を各自設定し、類似したテー
マの人同士でグループを作り、プレゼンテーションに向けたテー
マ設定と問題意識の共有を図る。

第12回

プレゼンテーションに向けた準備～スポーツキャリア支援方
策の策定～
各グループで設定した課題を解決するための、スポーツキャリ
ア支援方策を検討すると同時に、プレゼンテーションに向けた準
備も行う。
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第13回

スポーツキャリア支援方策のプレゼンテーション
各グループで設定した課題について発表する。課題設定の妥当
性、論理的構成、発表態度を意識した発表とすること。

第14回

スポーツキャリアについてのまとめ
全グループに対するフィードバックを行うと共に、講義全体のま
とめを行う。改めてスポーツキャリアとは何か、各自のスポーツ
キャリアに照らし合わしながら考えてみる。

192

予習として、発表練習。復習として発表の振
返りやコメントのフィードバックから改善
点を検討すること。

4時間

講義全体のまとめをしておくこと。

4時間

2468
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

食品加工論
髙畑能久
3・4年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

大手総合食品メーカーの中央研究所で研究・商品開発および新規事業を経験。その後、グループ経営本部 経
営企画部にて事業戦略の立案および投融資などを担当。（全14回）
食ビジネスコース指定

授業概要
この授業では、安全・安心で豊かな食生活に欠かせない食品の加工・保蔵に関する知識と応用事例について学びます。食品の保蔵方法、包
装の種類と材料、食品加工技術、食品添加物、加工食品のさまざまな表示、農産食品、畜産食品、水産食品、発酵食品、調味料、嗜好飲料、イ
ンスタント食品、コピー食品などの加工技術を講義、ビデオ視聴、ペアワークを通して理解します。
また、市販の加工食品から加工方法や原材料特性、表示内容を読みとり、食品開発や品質管理などに応用できるレベルまで理解を深めること
を目標とします。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

食品加工の役割と技術、さまざまな加工食
品の特性、食品表示についても理解を深めま
す。

食品加工の役割と技術、加工食品の特性や表
示に関する専門知識を食ビジネスの理
解に繋げます。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

食品加工・保蔵、製造工程について理
解を深め、食品開発や品質管理に応用しま
す。

食品加工・保蔵に関する専門知識を商品企
画やHACCPプランの作成に応用します。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

食品工場における安全性やコスト面などの課
題を発見します。

2 ．DP5.計画・立案力

加工食品の商品企画やHACCPプランの作
成に応用します。

3 ．DP8.意思疎通

ペアワークでは自分の意見を上手に伝え、相
手の意見も引き出します。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなされます。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業での発言量・質

： 発問に対する回答の量と質やペアワークに積極的に参加しているかどうかを評価します。
30％

レポート課題
20％
定期試験
50％

： 課題に対し、授業で学んだ知識に基づき読み手に分かりやすく論述できているかどうかを評価しま
す。
： 専門知識や応用事例を問われる課題に対して、授業で学んだ知識に基づき解答できているかどうか
を評価します。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
菅原龍幸、宮尾茂雄（2019年）『四訂 食品加工学』建帛社。
渡邊智子、森髙初恵、板垣康治（2016年）『-サクセス管理栄養士講座-食べ物と健康Ⅰ』第一出版社。
森田英利、田辺創一（2017年）『わかりやすい食品機能学 第2版』三共出版。
その他、必要に応じて紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
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本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習すること。
日頃からテレビ、新聞、雑誌、Webサイト等を活用し、食ビジネスに関するニュースや最新情報の把握に努めてください。
※なお、連携先の都合に合わせて、授業の順番や内容を一部変更する場合がある。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜２限

場所：

髙畑研究室（西館２階）

備考・注意事項： 授業の前後以外で質問したい場合は、メールにて受け付けます（takahata@osaka-seikei.ac.jp）。件名には必ず、所属・学
籍番号・氏名を明記してください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、食品加工・保蔵と食生活
授業の進め方や評価方法などの説明後、食品加工・保蔵の目
的と分類、食生活との関係について学びます。

第2回

食品の保蔵
乾燥、塩蔵、糖蔵、酸貯蔵、燻煙、低温、加熱、品質保持剤、放
射線照射について特徴と仕組みを学びます。

第3回

食品の包装
包装の種類、包装材料の特徴と仕組みを学びます。また、ペア
ワークにより廃プラスティックによる環境汚染についても考えま
す。

第4回

食品加工操作・技術
3つの基本操作、物理的操作、化学的操作、生物的操作の特
徴と仕組みを学びます。

第5回

食品添加物と食品加工
食品添加物の種類と用途、加工食品の安全性確保の意義と仕組み
を学びます。

第6回

加工食品の表示
食品表示法に基づく品質表示、栄養成分表示、アレルギー表
示、遺伝子組換え表示の意義と仕組みを学びます。

第7回

農産加工品、食用油脂
パン、麺類、味噌、醤油、大豆油、オリーブ油の特徴と加工技
術を学びます。

第8回

畜産加工品、水産加工品
ハム、ソーセージ、ヨーグルト、バター、マヨネーズ、かまぼ
こ、塩蔵品、魚肉缶詰の特徴と加工技術を学びます。

第9回

アルコール飲料
ビール、日本酒、ワイン、ウイスキーの特徴と加工技術を学びま
す。

第10回

調味料、嗜好飲料
グルタミン酸Na、塩、甘味料、香辛料、コーヒー、紅茶の特
徴と加工技術を学びます。

第11回

インスタント食品・コピー食品
冷凍食品、レトルトパウチ食品、コピー食品の特徴と加工技
術を学びます。

第12回

機能性食品
特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品、特別用途食
品の特徴と応用事例を学びます。

食品加工に関する興味を持った新聞、雑誌
等の記事を読んできてください。

4時間

市販加工食品の賞味・消費期間について調べ
てきてください。

4時間

市販加工食品の容器包装について調べてきて
ください。

4時間

市販加工食品の加工方法について調べてきて
ください。

4時間

市販加工食品の添加物について調べてきてく
ださい。

4時間

市販加工食品の裏面表示について調べてきて
ください。

4時間

市販加工食品の農産加工品、食用油脂につい
て調べてきてください。

4時間

市販加工食品の畜産加工品、水産加工品につ
いて調べてきてください。

4時間

市販加工食品のアルコール飲料について調べ
てきてください。

4時間

市販加工食品の調味料、嗜好飲料につい
て調べてきてください。

4時間

市販加工食品のインスタント食品、コピー食
品について調べてきてください。

4時間

市販加工食品の機能性について調べてきてく
ださい。

4時間

第13回

ペアワークおよびレポート（加工食品の製造フロー）
ペアワークにより市販されているさまざまな加工食品の安全性に
ついて考えます。その後、各自でレポート（加工食品の製造フ
ローとHACCPプラン）を作成します。

各自でレポートを作成してください。

4時間

第14回

振り返り・今後の課題

定期試験は持込不可とし、定期試験期間
中に行います。この授業で学んだこと
を振り返り、復習してください。

4時間

これまでの学びを振り返り、SDGsに取り組むうえで食品加工・保
蔵のあり方や今後の課題などについて考えます。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

ライフステージ栄養学
伴みずほ
3年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

食ビジネスコース指定
授業概要
健康なヒトの一生の、ライフステージ毎の人体の形態や機能の特性は、健康的に生活を送るための栄養の役割が異なります。この授業では栄
養がヒトの誕生以前から死に至るまでいかに大きく関係するかを知ることにより、自分自身の食生活を振り返り改善していくことを導いていき
ます。特殊環境ではスポーツを取り上げ、基礎体力を強化するための食事について学び、食事内容を選択できる力を養うことを目標とします。
※ライフステージとは前半期（妊娠・授乳期、乳児期、幼児期、学童期および思春期）後半期（成人期、更年期、高齢期各期）を指します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

各ライフステージに見合った食事のマネジメ
ント能力

バランスの良い食事の意義と内容の説明がで
き、実践的に若年成人の特性に見合った食
事の選択ができ、そのうえでライフステー
ジの前半期、および後半期の生理的変化・特
徴が説明できる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

個々の食事記録から健康を維持・増進させる
ための課題に気付き、講義で得られた知
識を用いた課題解決のための食事の提
案が行える

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・その他(以下に概要を記述)
企業の方より各ライフステージの食事のサポートについての講演を計画しています。

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること
規定回数以上の出席がなければ放棄とみなす
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

発表
20％
演習（食事記録含む）
50％
定期試験
30％

： 食品の特性の理解、各ライフステージに見合ったバランスの良い食事内容または加工食品の新規提
案、食事のタイミングが説明ができているかを評価します。
： 若年成人である自分自身の必要量をモデルとして、ライフステージの前半期および後半期の食
事の理解度を、各ライフステージの適切な１人分の食事内容が説明できているかを評価します。
： ライフステージの各期における身体状況や生理的変化・特徴を理解し、ライフステージ別のエネル
ギー・栄養素必要量の科学的根拠や留意すべき栄養関連の病態・疾患等について必要な基礎知
識が理解できたかを評価します

使用教科書
指定する
著者
鈴木和春（編）

タイトル
・

ライフステージ栄養学

出版社
第2版

参考文献等
【参考書】日本人の食事摂取基準（2020年版）

履修上の注意・備考・メッセージ
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・ 光生館

出版年
・

2021 年
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本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められます
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をしてください
授業の順番や内容を変更する場合があります

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日4時間目

場所：

研究室（図書館2階）

備考・注意事項： 質問はメールでも応じます
ban-m@osaka-seikei.ac.jp（タイトルには氏名、学籍番号を記入のこと）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

自分を知る
エネルギーバランスをとるために、活動量と食事量の関係を理
解する（消費エネルギーと摂取エネルギー）。
日本人の食事摂取基準の利用方法を習得する。

第2回

エネルギー代謝
ヒトが食事から得る摂取エネルギーと体内で消費される消費エネ
ルギーとの出納をエネルギー代謝と言う。エネルギーの定義を理
解し、自分のエネルギー消費量あるいは必要量の算出方法につい
て学ぶ。またライフスタイルの違いについて学ぶ。

エネルギーバランスが崩れてしまうと起こ
り得る弊害について調べる。

4時間

自分の食事（１日分）でどのくらい摂取して
いるのかを、食事（料理）のエネル
ギー量を調べ（教材を利用）把握しておく。

4時間

第3回

効果的な食べるタイミング・食べると働く栄養素・食品の強み
を知る・強くなる食べ方を知る
朝食・昼食・夕食の役割を理解し、それぞれの役割に見合った内
容を学ぶ。
私達ヒトは食物（有機物）を食べなければ生きていく事はできな
い。健康を維持・増進させるために、食べ物に含まれている５つ
の栄養素を、体内で利用するためである。食べた後の栄養
素の取り込み方（消化と吸収）と、筋肉等の細胞に運ばれた栄養
素の利用のされ方（分解や合成）を学ぶ。また栄養素は一つ一つ
が単独で働いているわけではない。栄養素のチームプレイの様
子についても理解する。そのために、エネルギーを作る栄養
素、体を作る栄養素、体の調子を整える栄養素、これらの栄養
素を、それぞれ多く含む食品を知る。食事の基本形である、５つ
の皿を覚え各皿に込められている役割を理解する。またライフス
タイルの違いについて学ぶ。

栄養素の過不足で起こる症状（例；脚気、肥
満等）について調べる。

4時間

第4回

ライフステージの前半期（妊娠・授乳期）
母性の生理（妊娠の経過，つわりと悪阻，母体の変化）、妊娠
期の栄養の特徴と食生活（妊娠期の食事摂取基準）授乳期の特
性と授乳期の栄養（授乳期の食事摂取基準）について学ぶ。

妊娠・授乳期関連商品を調べる。

4時間

乳児期、幼児期関連商品を調べる。食物アレ
ルギーの事故例について調べる。

4時間

学童期および思春期関連商品について調べ
る。

4時間

※ライフステージとは前半期（妊娠・授乳期、乳児期、幼児
期、学童期および思春期）後半期（成人期、更年期、高齢期各
期）を指します。
第5回

ライフステージの前半期（乳児期、幼児期）
乳児の生理（成長発育，栄養生理） 母乳栄養と人工栄養 離乳
期の栄養（食事摂取基準）
幼児期の栄養（栄養の特性、食行動としつけ、食事摂取基準）に
ついて学ぶ。
また食物アレルギーについて学ぶ。

第6回

ライフステージの前半期（学童期および思春期）
学童期の栄養（学校給食、食事摂取基準） 思春期の栄養（発
育と栄養の特性、食事摂取基準）について学ぶ。

第7回

ライフステージの後半期（成人期、更年期）
成人期の栄養と食生活（成人期の食事摂取基準） 更年期の栄
養 更年期の栄養
運動・スポーツによる生理効果、生活習慣病予防と運動、運
動とQOL改善について学ぶ。
環境変化に対する生体応答とホメオスタシス、ストレス応答と栄
養、特殊環境（スポーツ以外）と栄養 についても学ぶ。

成人期、更年期関連商品について調べる。

4時間

第8回

ライフステージの後半期（高齢期各期）
生体の加齢にともなう生理的変化と栄養状態、高齢期の生理的特
徴と栄養（高齢期の食事摂取基準）高齢期に発症する疾病の種
類と予防
高齢期のQOL 改善 について学ぶ。

高齢期各期関連商品について調べる。

4時間

第9回

特殊環境下の栄養：スポーツ栄養

市販されているスポーツ飲料について調べ
る。

4時間

エネルギー特性の違いによる運動時間の違い
について調べる。

4時間

各期（トレーニング期、試合期、回復
期（オフ期）、ウエイトコントロール期、障
害の回復期）の目的を調べる①

4時間

各期（トレーニング期、試合期、回復期（オ
フ期）、ウエイトコントロール期、障害の回
復期）の目的を調べる②

4時間

水分補給でベストをつくす

成人の体の水分量は約60％である。この水分量を維持するため
に人は毎日水分を摂り不要になった水分を排泄する。ライフス
テージ毎で起こる生理機能を理解し、水分補給の方法を覚える。
第10回

特殊環境下の栄養：スポーツ栄養

競技特性を知る

スポーツの種類はエネルギーを何から得るかによって、ハイパ
ワー系、ミドルパワー系、ローパワー系の３つに分けることがで
きる。競技特性にみあった食事の違いを理解する。
第11回

特殊環境下の栄養：スポーツ栄養 成果を最大
限に引き出す①（スケジュール・運動量・食事内容）
シーズン中に立てられたスケジュール（トレーニング期、試合
期、回復期（オフ期）、ウエイトコントロール期、障害の回復
期）での運動量の違いを理解し、各期の目的に沿った食事内
容を学ぶ。

第12回

特殊環境下の栄養：スポーツ栄養 成果を最大
限に引き出す②（運動量・食事内容・疲労の種類）
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シーズン中に立てられたスケジュール（トレーニング期、試合
期、回復期（オフ期）、ウエイトコントロール期、障害の回復
期）での運動量の違いを理解し、各期の目的に沿った食事内
容を学ぶ。
第13回

ライフステージ別のベストな食事の発表準備・サプリメン
トで不足を補う
各ライフステージから1つ選び、発表準備に取り掛かる。ベス
トな食事とは何か、また市場に売られている関連食品の紹介と課
題を含める。
特定保健用食品およびJADA認定食品と現状について知り、サプリ
メントの使い方を学ぶ。

ライフステージ毎の関連商品について市場調
査を行う

4時間

第14回

ベストな食事の発表
自分が選んだライフステージの食事を想定し、ベストな食事の発
表を行う。

発表の準備を行う（ppt・原稿）

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

商品開発論
髙畑能久
2･3年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

大手総合食品メーカーの中央研究所で研究・商品開発および新規事業を経験。その後、グループ経営本部 経
営企画部にて事業戦略の立案および投融資などを担当。（全14回）

授業概要
この授業では、新商品の企画・開発から販売促進に至る一連の商品開発プロセスについて、アイデアシートや商品企画書の作成および、食
品・アパレル・医薬品業界におけるヒット商品の開発事例のケーススタディなどを通して学びます。
また、商品開発に関する関連法令、知的財産権の遵守やイノベーションの重要性などについても解説します。商品開発に関する専門知識は、経
営戦略やマーケティングと共に重要であり、将来、企業で商品開発職を志望している方だけではなく、さまざまな職場でも応用することができ
ます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

商品開発の一連のプロセスを通して、商品開
発に必要な専門知識を学びます。

ペアワークで商品企画書を作成しながら、商
品開発に関する理解を深めます。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

毎回の課題に取り組み、オリジナルの商品企
画書を作成します。

2 ．DP6.行動・実践

自ら行動し、商品開発の一連のプロセスを実
践します。

3 ．DP8.意思疎通

ペアワークでは自分の意見を上手に伝え、相
手の意見も引き出します。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなされます。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業での発言量・質

： 発問に対する回答の量と質やペアワークに積極的に参加しているかどうかを評価します。
20％

レポート課題・提出物
30％
定期試験
50％

： 課題に対し、授業で学んだ知識に基づき読み手に分かりやすく論述できているかどうかを評価しま
す。
： 専門知識を問われる課題に対して、授業で学んだ正しい知識に基づき解答できているかどうかを評
価します。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
末吉孝生（2017年）『コレが欲しかった！と言われる「商品企画」のきほん』翔泳社。
岩田直樹（2015年）『食品開発の進め方』幸書房。
片岡榮子、片岡二郎（2011年）『食品開発ガイドブック』地人書館。
その他、必要に応じて紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
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本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習すること。
日頃からテレビ、新聞、雑誌、Webサイト等を活用し、食ビジネスに関するニュースや最新情報の把握に努めてください。
※なお、連携先の都合に合わせて、授業の順番や内容を一部変更する場合がある。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜２限

場所：

髙畑研究室（西館２階）

備考・注意事項： 授業の前後以外で質問したい場合は、メールにて受け付けます（takahata@osaka-seikei.ac.jp）。件名には必ず、所属・学
籍番号・氏名を明記してください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション・企業における商品開発の必要性
授業の進め方や評価方法などの説明後、企業が成長していくため
には消費者ニーズを先取りし、魅力的な商品を開発する必要があ
ること、企業における商品の役割と位置づけ、商品ライフサイク
ルについて学びます。

第2回

商品開発プロセス
商品開発における一連のプロセス（企画、商品設計、製造テス
ト、販売促進）と担当部門の業務内容を理解します。

第3回

商品企画（環境分析、商品コンセプト）
企業の内部環境と外部環境を把握し、アイデアから商品コンセプ
トなどを考えていく手法を学びます。

第4回

市場調査（消費者ニーズ、競合分析）
商品開発段階での市場調査として、消費者ニーズと競合分析の方
法（3C分析）を学びます。

第5回

商品アイデア（1）商品名・ターゲット
商品アイデアシートを策定するため、商品名やターゲット（誰の
ための商品なのか）について考えます。

第6回

商品アイデア（2）キャッチコピー・顧客ベネフィット
商品アイデアシートを策定するため、キャッチコピーや顧客ベネ
フィット（商品による便益）について考えます。

第7回

商品アイデア（3）アイデアスケッチ
商品アイデアシートを策定するため、アイデアスケッチ（色付け
も行う）を作成します。

各自で好きな商品とその理由を考えて来てく
ださい。

4時間

各自で興味のある業界を考えて来てくださ
い。

4時間

各自で興味のある商品ジャンルを考えて来て
ください。

4時間

各自で開発したい商品を考えて来てくださ
い。

4時間

商品アイデアシートの商品名、ターゲッ
トの欄を記入してください。

4時間

商品アイデアトシートのキャッチコピー、ベ
ネフィットの欄を記入してください。

4時間

商品アイデアシートのアイデアスケッ
チの欄を記入してください。

4時間

第8回

商品企画書（1）作成
前回までに作成した商品アイデアシートに基づき、商品
名、キャッチコピー、ターゲット、ベネフィット、アイデアス
ケッチ、価格、販売チャネル、宣伝などについて商品企画書にま
とめます。

各自で商品企画書を作成してください。

4時間

第9回

ヒット商品の成功事例（1）食品業界

成功事例を参考にして、各自で商品企画
書を作成してください。

4時間

成功事例を参考にして、各自で商品企画
書を作成してください。

4時間

清涼飲料業界でヒット商品となったカルピス㈱『カルピスウオー
ター』の成功事例からその要因を学びます。
第10回

ヒット商品の成功事例（2）アパレル・医薬品業界
アパレル業界でヒット商品となった東洋紡績㈱『東洋紡ミラクル
ケア』と、医薬品業界でヒット商品となったの小林製薬㈱『熱さ
まシート』の成功事例からそれらの要因を学びます。

第11回

商品企画書（2）ブラッシュアップ
これまで学んだ成功事例に基づき、第8回で作成した商品コンセ
プトシートをブラッシュアップします。

各自で商品企画書を完成させてください。

4時間

第12回

商品企画書（3）プレゼンテーション
ペアで交互にプレゼンテーションを行い、商品企画
書の良い点、改善が必要な点を考えます。

商品企画書を提出してください。

4時間

第13回

関連法令と知的財産権

企業の法令違反や特許訴訟の事例を調べて理
解を深めましょう。

4時間

定期試験は持込不可とし、定期試験期間
中に行います。この授業で学んだこと
を振り返り、復習してください。

4時間

商品開発者にとって欠かせない関連法令（PL法、不当景品類
及び不当表示防止法、薬事法など）と知的財産権（特許、実用新
案、商標、意匠、著作権など）を学びます。
第14回

商品開発とイノベーション
商品開発者に求められるイノベーション（技術経営、人材育成な
ど）について考察します。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

外食・中食産業論
髙畑能久
2･3年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

食ビジネスコース指定
授業概要
この授業では、業界地図、主要企業の有価証券報告書、実際の入店調査などの最新情報に基づき、外食・中食産業の実態と課題について学びま
す。消費動向をはじめ、外食・中食市場におけるマーケティング、各業態（ファストフード、ファミリーレストラン、回転寿司、居酒屋、百貨
店地下惣菜、集団給食、テイクアウト、宅配など）の特徴や主要企業の戦略などを調査しながら、今後の外部環境変化に対応していくための課
題についても理解を深めます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

外食・中食産業の業態毎の特徴や戦略、業界
動向を把握するための調査方法を学びます。

今後の外食・中食産業の動向について、独
自の見解がもてるレベルまで理解を深めま
す。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

外食・中食産業の業態毎に抱えている課
題を発見します。

2 ．DP8.意思疎通

ペアワークでは自らの主張を上手に伝え、相
手の意見を引き出します。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなされます。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業での発言量・質

： 発問に対する回答の量と質やペアワークに積極的に参加しているかどうかを評価します。
30％

レポート課題
20％
定期試験

： 課題に対し、独自の見解をもち、具体的な例を示して読み手に分かりやすく論述できているかどう
かを評価します。
： 授業で学んだ知識に基づき、独自の見解を盛り込み解答ができているかどうかを評価します。

50％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
日本経済新聞出版社（2022年）『（日経）業界地図2020年版』日経BP。
藤島廣二、宮部和幸、木島実、平尾正之、岩崎邦彦（2016年）『フード・マーケティング論』筑波書房。
その他、必要に応じて紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習すること。
日頃からテレビ、新聞、雑誌、Webサイト等を活用し、食ビジネスに関するニュースや最新情報の把握に努めてください。
※なお、連携先の都合に合わせて、授業の順番や内容を一部変更する場合がある。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
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時間：

水曜２限

場所：

髙畑研究室（西館２階）

備考・注意事項： 授業の前後以外で質問したい場合は、メールにて受け付けます（takahata@osaka-seikei.ac.jp）。件名には必ず、所属・学
籍番号・氏名を明記してください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション・人口減少社会と食品消費
授業の進め方や評価方法などの説明後、人口減少社会における食
品消費の特徴を学びます。

第2回

外食産業①（ハンバーガー）
ハンバーガー業態の特徴、主要企業の戦略を比較しながらハン
バーガー市場の今後の動向を考察します。

第3回

外食産業②（ファミリーレストラン・焼肉）
ゲストスピーカー（専門家）を招いて特別授業を開講します。
ファミリーレストラン・焼肉業態の特徴、主要企業の戦略を比
較しながらファミリーレストラン・焼肉市場の今後の動向を考
察します。

第4回

外食産業③（牛丼）
牛丼業態の特徴、主要企業の戦略を比較しながら牛丼市場の今
後の動向を考察します。

第5回

外食産業④（麺類）
麺類（うどん、ラーメン）業態の特徴、主要企業の戦略を比較し
ながら麺類市場の今後の動向を考察します。

第6回

外食産業⑤（フライドチキン・ドーナツ）
フライドチキン・ドーナツ業態の特徴、主要企業の戦略を比較し
ながらフライドチキン・ドーナツ市場の今後の動向を考察しま
す。

第7回

外食産業⑥（回転寿司）
回転寿司業態の特徴、主要企業の戦略を比較しながら回転寿司市
場の今後の動向を考察します。

第8回

外食産業⑦（居酒屋）
居酒屋業態の特徴、主要企業の戦略を比較しながら居酒屋市
場の今後の動向を考察します。

第9回

外食産業⑧（集団給食）
集団給食業態の特徴、主要企業の戦略を比較しながら集団給食市
場の今後の動向を考察します。

第10回

中食産業①（コンビニエンスストアの弁当・惣菜）
コンビニエンスストアの弁当・惣菜の特徴、主要企業の戦略を比
較しながら中食市場の今後の動向を考察します。

第11回

中食産業②（百貨店の地下惣菜）
百貨店の地下惣菜の特徴、主要企業の戦略を比較しながら高級中
食市場の今後の動向を考察します。

第12回

中食産業③（テイクアウト・宅配業態）
テイクアウト・宅配業態（寿司、ピザ、弁当など）の特徴、主要
企業の戦略を比較しながら宅配市場の今後の動向を考察します。

第13回

グループワーク、レポート作成
「30年後の外食・中食産業に消費者が求めるものとは？」と題し
て、グループワークを行い、各自レポートを作成します。

第14回

振り返り・今後の課題
これまでの授業で学んだことを振り返り、理解を深めます。ま
た、外食・中食産業の業態別動向と今後の課題について考えま
す。
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「食品流通論」で学んだことを復習しておい
てください。

4時間

マクドナルド、モスバーガーの公式サイ
トで経営戦略を調べてください。

4時間

すかいらーく、サイゼリア、デニーズおよ
び物語コーポレーションの公式サイトで経営
戦略を調べてください。

4時間

すき家、吉野家、松屋の公式サイトで経営戦
略を調べてください。

4時間

丸亀製麺、餃子の王将、日高屋、リンガー
ハットの公式サイトで経営戦略を調べてくだ
さい。

4時間

日本ケンタッキーフライドチキン、ミスター
ドーナツの公式サイトで経営戦略を調べてく
ださい。

4時間

あきんどスシロー、無添加くら寿司、はま寿
司、かっぱ寿司の公式サイトで経営戦
略を調べてください。

4時間

モンテローザ、庄やグループ、チムニーの公
式サイトで経営戦略を調べてください。

4時間

日清医療食品、エームサービス、グリーンハ
ウスの公式サイトで経営戦略を調べてくださ
い。

4時間

セブン-イレブンジャパン、ファミリーマー
ト、ローソンの公式サイトで経営戦略を調べ
てください。

4時間

ロック・フィールド、柿安本店の公式サイ
トで経営戦略を調べてください。

4時間

プレナス、ドミノ・ピザ、出前館の公式サイ
トで経営戦略を調べてください。

4時間

次回の授業までにレポートを作成してくださ
い。

4時間

定期試験は持込不可とし、定期試験期間
中に行います。この授業で学んだこと
を振り返り、復習してください。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

食品安全マネジメント
伴みずほ
2･3年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

食ビジネスコース指定
授業概要
食品安全マネジメントでは、ヒトが口にする食品の安全と安心を、農場から食卓までのあらゆる場面において、確保するための管理方法を学び
ます。安全と安心は必ずしも一致しません。絶対に安全な（ゼロリスク）食品というものはないといって過言ではありませんが、可能な限り安
全を求める必要があります。安全性を確保するのと同時に、その科学的根拠を十分に示し、消費者が安心感を持てるようにすることを可能にす
るための方法を学びます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

リスクマネジメント能力

食品を安全に流通させるための知
識を身に付ける

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

多くの情報の中から必要な情
報を選び出し、根拠資料（過去の事件記
事や文献）を引用しながら論理的にまとめら
れるようになる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・その他(以下に概要を記述)
ゲストスピーカーとして企業人を招き、さまざまな現状や最新の情報について学び、加工食品の試食などの演習を行う。

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなす。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

レポート
20％
小テスト

： 日本で過去に発生した事故事例を調べ、原因についての分析および自分の考えを述べる事ができて
いるかを評価します。
： 授業内容の理解度を確認します。

30％
定期試験
50％

： 安全性が高く安心して食べられるための食品衛生の技術とその意義が理解できているかを評価しま
す。

使用教科書
指定する
著者
植木幸英

タイトル
他著

・

食べ物と健康II
学」

出版社
「食品衛生

・ 第一出版

参考文献等
日本フードコーディネート協会（2014）『フードコーディネーター教本3級試験対応テキスト』柴田書店

履修上の注意・備考・メッセージ
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出版年
・

2020 年

2479
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
・不定期で小テストを行うため配布プリントと教科書をよく読み復習しておいてください。
・衛生関連のニュース、特に食中毒について関心を持ち情報収集をこころがけてください。
・『フードコーディネーター教本3級試験対応テキスト』の該当するページをよく読み理解しておいてください。
・企業の方をお招きし現状や最新情報について学びます。
・ゲストスピーカーの都合等で授業の順番や内容を変更する場合があります。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日4時間目

場所：

研究室（西館２階）

備考・注意事項： 質問はメールでも応じます。ban-m@osaka-seikei.ac.jp（タイトルには氏名、学籍番号を記入のこと）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

健康と食品衛生
健康の維持増進のために日々さまざまな飲食物を摂っている。ま
たその行為は食べる喜びや楽しみを伴うものであり、安全
性が高く安心して食べられるものでなくてはならない。ここで
は食品衛生の概念について学ぶ。
具体的には、食品の安全性問題の対象食品として、輸入食品、遺
伝子組み換え食品、放射線照射食品について、また、トレーサビ
リティー・FCP（フード・コミュニケーション・プロジェク
ト）・食品ロスについても学ぶ。
半期の後半には、ゲストスピーカー（企業の品質保証
部）を招き、現場の食品安全マネジメントについて学ぶ。

安全・安心なたべものとはどういうものか
を調べる。

4時間

第2回

食品衛生行政
戦前は有害化学物質の食品への悪質な添加などを犯罪とし
て取り締まるものであったが、戦後は取締りよりも科学的な根
拠に基づく、指導と監視に重点を移した現在の食品衛生行
政が始まった。ここでは現代の食品の安全性確保のため
の考え方や、リスク管理のシステムを学ぶ。

保健所の業務について理解する。

4時間

第3回

食品衛生関連法規

関連法令が制定されるに至った事例につい
て確認する。

4時間

食品衛生に関連した法令のうち、食品安全基本法、農業取締
法や食品衛生法（および関連条例）など主要なものについて、そ
れらの概要を学ぶ。
第4回

食品と微生物
微生物とは、肉眼では見ることが出来ない微小な背
物の呼び名で、さまざまな種類が存在する。微生物は、ヒトの生
活に有益な働きをするものと、病原菌や腐敗菌などのような、ヒ
トの生活に有害な働きをするものがある。それらの種類の特
徴を知った上で、食品と微生物との関係を学ぶ。

微生物の増殖と環境条件について調べる。

4時間

第5回

食品の変質とその防止

食品が変質する過程において、食品中に含ま
れる、糖質・脂質・たんぱく質の変化の過
程を調べる。

4時間

過去2－3年の間で起こった食中毒の事例よ
り1件を選び、原因菌、原因物質、発症経
路を調べ、予防方法（対策）についてまとめ
る。

4時間

過去2－3年の間で起こった食中毒の事例よ
り1件を選び、原因菌、原因物質、発症経
路を調べ、予防方法（対策）についてまとめ
る。

4時間

過去2－3年の間で起こった経口感染症の事
例より1件を選び、原因菌、原因物質、発症経
路を調べ、予防方法（対策）についてまとめ
る。

4時間

過去2－3年の間で起こった寄生虫症の事例よ
り1件を選び、原因菌、原因物質、発症経
路を調べ、予防方法（対策）についてまとめ
る。

4時間

これらの汚染物質には使用禁止になったもの
もあるが、避けようのないものもある。過
去に起こった事例より1件を選び、今後の対策
方法についてまとめる。

4時間

食品がその保存中に、劣化により食品本来の性質を消失し、”食
品の外観、内容、さらに官能的にも食用に適さなくなる現象”の
ことを食品の変質という。そのような食品の変質の見極め方やそ
の防止方法について学ぶ。
第6回

食中毒１（微生物）

一般に中毒とは、生理的に有害な物質が体内に入り、その科学的
作用によって生理的異常を起こす現象をさすが、このうち、有
害な物質が飲食物とともに経口的に摂取されて起こる中
毒を特に食中毒という。過去の食中毒発生状況より、予防方
法を考える。
第7回

食中毒２（ウイルス）

食中毒１と同じ（一般に中毒とは、生理的に有害な物質が体
内に入り、その科学的作用によって生理的異常を起こす現象をさ
すが、このうち、有害な物質が飲食物とともに経口的に摂取され
て起こる中毒を特に食中毒という。過去の食中毒発生状況よ
り、予防方法を考える。）
第8回

食品の媒介による感染症

感染症の病原体である微生物や寄生虫が飲食物、手指、器具、昆
虫などを介して経口的に人体に入り、体内に侵入して感染し、病
気になることを経口感染という。このような飲食物の媒介によ
る経口感染症の病原体は食品衛生法では食中毒病因物質とし
て取り扱われている。ここでは病原体別に増殖と環境条件につい
て学ぶ。
第9回

食品・飲料水から感染する寄生虫

寄生虫は、他の生物の犠牲により自己に有利な生活を営む動物で
ある。寄生虫は、ヒトに感染してさまざまな影響を与えて健康被
害を引き起こす。寄生虫症の現状を知りその予防方法を学ぶ。
第10回

食品中の汚染物質
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食品を汚染する物質には、カビ毒、有害化学物質、重金属、食品
成分の変化による有害生成物質、混入異物がある。これらの発生
事例より、どのような対策が危険性を避けるのかを考える。
第11回

食品添加物

消費者は食品添加物に対し不信感を抱いているが、我が国の食生
活が大きく変貌し多様な生活スタイルの存在には食品添加
物が大きく寄与している背景がある。ここでは食品添加物のメ
リット・デメリットを学ぶ。
第12回

食品用の器具と容器包装

戦後、高分子化学の発達により、新しい原材料による容器や包
装が、食品の流通、保存に大きな役割をはたしている。しか
し、中身である食材によっては、容器に使用されている材質の溶
出が起こることがある。各種材質の特徴を知り、過去に起こっ
た中毒の事例を学ぶ。
第13回

食品衛生管理の事例
食品衛生管理の最も重要な目的は食中毒発生の防止である。食中
毒の大部分は細菌性食中毒であり、飲食店では細菌性食中毒予
防の３原則が重要なポイントとなる。ここでは食中毒の防止につ
いて学ぶ。また食品衛生管理の事例を学ぶ。

第14回

ＧＡＰ・ＨＡＣＣＰによる食品衛生管理のプラン例
ＧＡＰとは農業において食品安全、環境保全、労働安全等の持続
可能性を確保するための、関連する生産工程管理の取組であ
る。取引先や消費者が直接確認できない生産工程における安全管
理、持続可能性の取組を、第三者が審査して、証明することが消
費者にどのような影響を与えるのかを理解する。
ＨＡＣＣＰ（ハサップ）とは我が国では一般に「危害分析重要管
理点方式」と呼ばれている。プラン例をもとにＨＡＣＣＰプラ
ン表作成の様式を知ることで、加工食品が製造過程でどのよう
なポイントを抑えるべきかを理解する。
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加工食品の中からジャンル別に３つ
を選び、それぞれの食品に含まれる食品添加
物の特徴を調べ、考えられるメリット・デメ
リットについてまとめる。

4時間

加工食品の中からジャンル別に３つ
を選び、それぞれの食品に使われている容
器や包装の材質を調べ、その妥当性や危険
性をまとめる。

4時間

自身の台所で行っている衛生管理について列
記し自己評価を行い、さらに追加すべき予防
方法について提案する。

4時間

調理実習で実習したメ
ニューの内、1品を選び、その製造におけるＨ
ＡＣＣＰプラン表を作成する。

4時間

2483
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

食文化とビジネス
岡村美里
2・3年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

他校にて食文化についての講義授業を実施。自身で飲食店の開業を行い地域の食や文化についての業務を経
験。（全14回）
食ビジネスコース指定

授業概要
日本や世界の食文化について学びます。食をコーディネートするためには、食文化の知識が必要です。料理面（味の面）と食態度・食行動・食
生活面の両面から食文化について学び、さらに他の地域の食文化と比較することにより、文化相対主義的な見方を養い、異なる食文化に対す
る寛容で受容的な態度を培うことを目指します。また、今日の国際化時代における食文化の共通化、世界化現象を認識するとともに、食文
化を創造していくための資質を養います。伝統を生かした食づくりや食ビジネス化にどのような取り組みがあるのか今後の傾向などを学びま
す。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

日本および世界の食文化の知識や、文化相対
主義的な態度を習得し、自らの食文化を創
造していく

日本や世界の食文化の文化的側面を理解する
ことができる

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

文化相対主義的な態度を習得し、自らの食文
化を創造していく中で、学び合った内
容を、分かりやすい文書や発表資料が作成で
きる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

定期試験の得点
70％

： 定期試験の得点60点以上：到達目標を優れて満たしている。
定期試験の得点40点以上：到達目標を十分に満たしている。

授業への積極的参加度（レポートな
： 提出物の提出回数、文書表現の正確さなど内容について評価します。
ど提出物）
30％

使用教科書
指定する
著者
日本フードコーディネーター協会 ・
編

タイトル

出版社

新版フードコーディネーター教
本

・ 柴田書店

参考文献等
石毛直道『食文化入門』講談社、樋口清之『日本食物史』柴田書店、大塚滋『食の文化史』中公新書

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
高校で学習する家庭・日本地理・世界地理・日本史・世界史の知識を必要とする。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
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出版年
・

2018 年
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時間：

授業の前後

場所：

教室

備考・注意事項： 質問は、授業時間内もしくは、前後に応える。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

食の歴史・文化・風土の概説
・食文化の成り立ちについて学ぶ。
・多様な食文化について知る。
・食文化の共通化と国際化について理解する。
環境と主食となる穀物の違いなどを知る。

教科書１１～１３ページを読み復習する。

4時間

第2回

日本料理の歴史１（原始・古代、中世）
・縄文・弥生時代の食文化を学ぶ。
・古墳・飛鳥・奈良時代の食文化を学ぶ。
・平安時代～安土桃山時代の食文化を学ぶ。

教科書１３～１４ページを読み復習する。

4時間

第3回

日本料理の歴史2（近世・近代・現代）
・江戸時代の食文化を学ぶ。
・明治・大正・昭和時代の食文化を学ぶ。
・現代（第二次世界大戦以降）の食文化を学ぶ。

教科書１４～１５ページを読み復習する。

4時間

第4回

日本の歴史と現代の食環境
・食環境の変化の要因を知る。
・広がる私たちの食生活、食物はどこから来るのかを理解する。

教科書１５～１６ページを読み復習する。

4時間

歴史を振り返り当時食していた食べ物を実際に体験。
現在どのように生かされているのかを学ぶ。
食環境について食品や調理器具などの変化を食卓を通じてみ
て行く。
第5回

日本料理の種類
・日本料理の特徴を理解する。
・日本料理様式（本膳料理、袱紗料理、精進料理、普茶料理、卓
袱料理等）について学ぶ。
・日本料理の調理技術、食事作法を知る。

教科書１６～１８ページを読み復習する。

4時間

第6回

日本料理の献立を立てる際の注意点・行事食
・日本の食生活の特徴を理解する。
・食文化の地域性を知る。
・行事食・伝統料理を学ぶ。

教科書１８～２２ページを読み復習する。

4時間

第7回

日本の郷土料理
・全国各地の郷土料理を知る。
・郷土料理を学ぶことにより日本各地の食材を知る。
・郷土料理を学ぶことにより日本各地の調味料，調理法を知る。

教科書２２～２４ページを読み復習する。

4時間

第8回

和菓子の歴史
・和菓子の歴史、特徴を知る。
・年中行事と和菓子を理解する。

第9回

食文化と調味料

教科書２４～２６ページを読み復習する。

地方によって使用する調味料の違い
調理の簡易化による配合調味料の傾向を見ていく。

4時間

市場の調味料にどのようなものがあるの
か調べる

4時間

教科書２６～３１ページを読み復習する。教
科書４５～４８ページを読み復習する。

4時間

教科書３２～３９ページを読み復習する。

4時間

調味料の歴史をまなぶ。
第10回

中国料理の歴史・種類・特徴・献立 その他の国の料理（欧米
各国・エスニック各国）
・中国料理の変遷、特徴を理解する。
・四大料理（北京、上海、四川、広東）を学ぶ。
・中国料理様式、調理技術、食事作法を学ぶ。
・アジアの料理を知る。
・中東の料理を知る。
・中南米の料理を知る

第11回

西洋料理の歴史・日本における西洋料理
・古代・ギリシア、ローマ時代の西洋料理の食文化を学ぶ。
・中世・ルネサンス期時代の西洋料理の食文化を学ぶ。
・17～19世紀時代、現代の西洋料理の食文化を学ぶ。
・西洋料理の特徴、西洋各国料理（欧米各国）を学ぶ。
・西洋料理様式を知る。
・西洋料理の調理技術、食事作法を学ぶ。

第12回

洋菓子の歴史・菓子とデザート・パンの歴史
・洋菓子の歴史を学ぶ。
・デザート・パンの歴史を学ぶ。
・スイーツブームについて

教科書３９～４５ページを読み復習する。

4時間

第13回

食文化と食のビジネス化①
食の変化について
未来の食について、環境保全と食「昆虫食」「代替え肉」などに
ついて考える。

食生活の変化を調べる

4時間

第14回

食文化と食のビジネス化②
・環境保全と食について
・食のコーディネートから食文化を総括し、食ビジネス化につい
て考える。
・試験にむけて総復習する。

食ブームや経済の傾向を調べる

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

食ビジネス経営論
山岡正弘
2年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

約30年ホテル料飲部門で開業業務勤務、退職後フードビジネスコンサルティングオフィス代表として実務を経
験。（全14回）
食ビジネスコース指定

授業概要
飲食店プロデューサーとしての専門知識を習得させる。食ビジネス経営の本質についてとフードサービス業の特性と市場動向、外食産業におけ
るマーケティング、飲食店の出店戦略、柱となる「顧客管理」「店舗運営」「従業員教育」「利益の管理」「人件費管理」「原価管理」「販売
促進」「メニュー改定」「店舗リニューアル」を習得し、日本フードコーディネーター協会認定試験2級合格レベルを目指し、次の「食のビジネ
ス経営実践」に繋げる。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

食ビジネス経営に関する知識を学び、理
解を深める

食ビジネス経営論を活用し、的確な創造
力と判断力が出来る。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

理論的に課題発見ができる

2 ．DP5.計画・立案力

習得した知識・技能を実践の中で応用するこ
とが出来る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末試験（筆記）

： 食ビジネス経営に関する専門学力の習熟度を筆記試験で実施します。
60％

小テスト（授業内）
40％

： 授業期間中に振り返りテストを実施し、理解度の評価をする。
未提出者は減点とする。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
【参考文献】
フードコーディネーター教本
フードコーディネーター教本
株式会社三恵社

3級資格認定試験対応テキスト2016年版 日本フードコーディネーター協会柴田書店
2級資格認定試験対応テキスト 日本フードコーディネーター協会

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

教室
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備考・注意事項： 質問は授業の前後にも答えるが、メールでも対応する。
メールアドレス：ppp-yamaoka@ares.eonet.ne.jp
メールには必ず氏名と所属を書くこと。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

顧客満足～飲食店の顧客満足要素とは～ （1）新規客と固定客
経営の本質についてと新規客と固定客について解説。

新規客と固定客の特性について調べる

4時間

第2回

顧客満足～飲食店の顧客満足要素とは～

飲食店と小売店の満足要素の違いについ
て調べる

4時間

（2）分析手法

飲食店の顧客満足要素、アンケート調査と活用法、来店動機と店
舗コンセプトについて解説。
第3回

店舗運営～飲食店のQSCとは～
QSC、店舗の快適性、QSCの評価方法について解説。

日本におけるQSCの歴史について調べる

4時間

第4回

従業員教育～やる気を起こす教育とは～ （1）サービスの重要
性
サービスの重要性、マニュアルの目的について解説。

マクドナルドの従業員教育につてHPで調べる

4時間

第5回

従業員教育～やる気を起こす教育とは～ （2）評価とモチベー
ション
従業員教育の心得、評価とモチベーションについて解説。

リッツカールトン大阪のクレドについて調べ
る

4時間

第6回

利益の管理～損益計算書の作成とは～ （1）演習
損益計算書の理解と損益計算書の演習。

勘定科目について調べる

4時間

第7回

利益の管理～損益計算書の作成とは～

2020年度外食産業における売上ランクベス
ト10について調べる

4時間

（2）応用

利益に影響する3大要素、損益分岐点、損益分岐点計算の応用問
題。
第8回

人件費管理～利益を生む適正人件費率とは～ （1）人件費の算
出方法
人件費の算出方法、適正人件費率とFL比率について解説。

ファミリーレストラン＆ファーストフードに
おける人件費率を調べる

4時間

第9回

人件費管理～利益を生む適正人件費率とは～ （2）売上高予
算と労働時間予算
人時売上高、労働時間計画とシフト表、売上高予算と労働時間予
算の作成

ファミリーレストラン＆ファーストフードに
おける人時売上高を調べる

4時間

第10回

原価管理～戦略的な原価設定とは～

ファミリーレストラン＆ファーストフードに
おける原価率について調べる

4時間

（1）適正原価率

原価の算出方法、棚卸し、適正原価率について解説。
第11回

原価管理～戦略的な原価設定とは～ （2）異常値に対する対策
異常値に対する対策、原価表の演習。

原価計算の仕組みを調べる

4時間

第12回

販売促進～利用客の購買行動を知るとは～
消費者の購買行動、販売促進の目的と計画立案、告知方法とツー
ル、顧客管理の重要性について解説。

市場における販売促進のトレンドを調べる

4時間

第13回

メニュー改定～売上アップを狙うには～
メニュー改定の目的、メニュー改定の検討項目、メニュー改定
後のチェック項目、メニュー改定のシステムづくりについて解
説。

HPなどで外食産業のメニューを調べる

4時間

第14回

店舗リニューアル～改装計画の立て方とは～

ファミリーレストラン＆ファーストフー
ドの店舗リニュアルのサイクルを調べる

4時間

リニューアルの目的、コンセプトの修正、改装場所と効果、リ
ニューアルの優先度について解説。
第1回～第14回までの学修要素を用いて、経営及び経営分析の基
礎を解説。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

公共リスクマネジメント
佐野淳也
3年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

環境・国際協力・福祉・まちづくりなど幅広い分野でNPO・市民活動やソーシャルベンチャー（社会的企
業）を実践してきた。

授業概要
「リスクマネジメント」とは、想定されるリスクを管理し、損失を回避もしくは低減させる取り組みを指します。すなわち「危機管理」であ
り、主に企業経営の現場で重視される概念ですが、それでは「公共リスクマネジメント」とは何でしょうか？
「公共」とは、私 (private) や個 (individual) に対置される概念で、英語の「パブリック」 (public) を翻訳した言葉です。つまり公共と
は「社会全体」を意味します。そして公共リスクマネジメントとは、こうした社会全体でこれから想定される様々な危機（リスク）を予
測し、その危機に未然に防いだり、また危機が実際に起きたときにその被害を最小限に留めるために準備をしておくこと全体を指すものです。
本授業では、「自然災害」「パンデミック」「人口減少」「格差・貧困」「気候変動」という自治体が抱える５つのリスクについて、大阪市東
淀川区を事例研究しながら考えます。そして、どのリスクに対しても ①危機を未然に防止する（防災） ②危機が実際に起きた場合の被害を最
小化する（減災） ③被害を受けた後に柔軟に立ち直る地域の力を高める（レジリエンス） の３つの視点から学んで行きます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

公共リスクマネジメントの定義、方法論

公共リスクマネジメントの定義と方法論につ
いて説明できるようになる

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

公共リスクマネジメントの考え方と方法
論に根ざして政策提言する力

自治体に対し公共リスクマネジメントに向け
た効果的な政策提言を作成し、プレゼンでき
る

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

地域社会において今後起こりうる多様なリス
クについて発見できる

2 ．DP5.計画・立案力

地域社会のリスク・マネジメントの方法を計
画・立案できる

3 ．DP6.行動・実践

地域社会のリスク・マネジメントの方法につ
いて政策提案として発表できる

4 ．DP8.意思疎通

地域社会リスクマネジメントのステークホル
ダー（自治体・事業者・NPO）と適切にコ
ミュニケーションできる

5 ．DP9.役割理解・連携行動

グループでの協同学習において自己の強み
を活かし、積極的に貢献できる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への主体的参加と学び
45％

： 各回の授業に主体的に参加し、自ら能動的に学び知識や能力を高めることが出来たかどうかを、毎
授業後のふりかえり感想フォーム内容を通して評価
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グループでの協同学習と発表
30％
政策提案
20％
最終ふりかえりレポート
5％

： グループに分かれての協同学習に主体的に参加し、自分の強みを活かして貢献で、グループとし
てテーマに即した効果的な発表ができたかどうかを評価
： 各グループで東淀川区のリスクマネジメントに関する政策提案を作成し、発表した内容の質や伝達
力などを評価
： 授業全体で学んだ専門的知識や技能についてふりかえり、自己章察や相互評価を経て記述した内
容を評価

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
「世界一わかりやすい リスクマネジメント集中講座」（勝俣 良介／オーム社／2017年）
「最新 リスクマネジメント経営～レジリエントでサステナブルな社会の実現に向けて」（MS&ADインターリスク総研／日経BP／2021年）

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

随時

場所：

佐野研究室

備考・注意事項： 事前にアポイントを取ること
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

授業オリエンテーション～リスクマネジメントって何だろう？
・授業全体の概要及び成績評価等の説明
・参考図書の紹介
・リスクマネジメントに関する基礎理解

第2回

公共におけるリスクマネジメント
「公共」概念について理解し、公共におけるリスクマネジメン
トとその実施主体について学ぶ

・授業シラバスを理解する ・リスクマネジメ
ントについて予習しておく

4時間

公共概念とリスクマネジメントとの関連につ
いて調べておく

4時間

第3回

公共リスクマネジメントの方法論：「防災」「減災」「レジリ
エンス」
①危機を未然に防止する（防災） ②危機が実際に起きた場
合の被害を最小化する（減災） ③被害を受けた後に柔
軟に立ち直る地域の力を高める（レジリエンス） の３つの方法
論を学ぶ。

「防災」「減災」「レジリエンス」のそれぞ
れの言葉の意味について調べておく

4時間

第4回

【事例研究】東淀川区のリスクマネジメント
大阪市東淀川区において、今後どのようなリスクの発生が予測さ
れ、それに対し行政及びまちづくりの主体がどのような政策
及び対策を講じているか、またその課題について理解する

東淀川区の地域の概況について予習しておく

4時間

第5回

地域社会のリスク①「自然災害」

日本国内における自然災害のリスクとその被
害について調べ、東淀川区の地域事例につい
てケーススタディする

4時間

日本国内におけるパンデミックのリスクとそ
の被害について調べ、東淀川区の地域事例に
ついてケーススタディする

4時間

日本国内における人口減少のリスクとその影
響について調べ、東淀川区の地域事例につい
てケーススタディする

4時間

日本国内における格差・貧困のリスクとそ
の影響について調べ、東淀川区の地域事例に
ついてケーススタディする

4時間

日本国内における気候変動のリスクとその影
響について調べ、東淀川区の地域事例につい
てケーススタディする

4時間

東淀川区におけるリスクを未然に防ぐ方法に
ついて調べ、発表できるように準備する

4時間

東淀川区におけるリスク被害を最小限にす
る方法について調べ、発表できるように準
備する

4時間

東淀川区におけるレジリエンスを高める方
法について調べ、発表できるように準備する

4時間

地域における自然災害のリスクとそのマネジメント方法につい
て理解する
第6回

地域社会のリスク②「パンデミック」
地域におけるパンデミックのリスクとそのマネジメント方法につ
いて理解する

第7回

地域社会のリスク③「人口減少」
地域における人口減少のリスクとそのマネジメント方法につい
て理解する

第8回

地域社会のリスク④「格差・貧困」
地域における格差・貧困拡大のリスクとそのマネジメント方法に
ついて理解する

第9回

地域社会のリスク⑤「気候変動」
地域における気候変動のリスクとそのマネジメント方法につい
て理解する

第10回

ケーススタディ① 東淀川の「防災力」～危機を未然に防ぐ
東淀川区における「自然災害」「パンデミック」「人口減少」
「格差・貧困」「気候変動」の５つのリスクについて、その危
機を未然に防ぐ方法を考える

第11回

ケーススタディ② 東淀川の「減災力」～被害を最小化する
東淀川区における「自然災害」「パンデミック」「人口減少」
「格差・貧困」「気候変動」の５つのリスクについて、その被
害を最小化する方法を考える

第12回

ケーススタディ③ 東淀川の「レジリエンス力」～しなやか
に立ち直る
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東淀川区における「自然災害」「パンデミック」「人口減少」
「格差・貧困」「気候変動」の５つのリスクについて、その被
害からしなやかに立ち直る方法を考える
第13回

【政策提案】レジリエンス・シティ東淀川区に向けて

東淀川区における「自然災害」「パンデミック」「人口減少」
「格差・貧困」「気候変動」の５つのリスクに対し、防災力・減
災力・レジリエンスを高める方法を政策提案する。
第14回

授業全体まとめ
・授業全体のふりかえり
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各グループで「自然災害」「パンデミック」
「人口減少」「格差・貧困」「気候変動」の
それぞれのテーマに対し、１０～１５分の政
策提案プレゼンを準備する

4時間

授業全体を通した学びと成長（専門的知
識と技能）について、事前にふりかえりシー
トに記入する

4時間

2487

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

自治体経営論
大島博文
3年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

政令市で都市計画・防災・交通・総合計画・統計等の新規施策立案・計画策定・経営業務を経験。公益財団法
人であるシンクタンクで地域に関するまちづくり・福祉・環境・防災・災害復興等の政策立案・コンサルティ
ング業務、研修等の人材育成業務を担当。

授業概要
自治体経営は、公共経営、地域経営、都市経営などさまざまな概念を活用して自治体を経営するために必要な理論である。また、自治体首
長のリーダーシップ、トップマネジメントが必要とされる。本授業では、まず各理論をベースとした自治体経営に必要な専門知識（組織、財
政、会計、市民参加、経営改革等）を学ぶ。またトップマネジメントを学ぶために、自治体首長（市長等）を招聘し、各自治体の現状・課
題の把握、課題解決のためのリーダーシップの発揮、自治体経営の改革の必要性等について、特別講義、グループディスカッション、グルー
プ発表等を通じて理解を深める。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

自治体経営に関するトップマネジメントな
ど専門的知識の理解

自治体経営に関するトップマネジメントな
ど専門的な知識について、その主要な内
容を理解し説明できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自治体経営における重要な課題を、自分なり
の視点で発見することができる。

2 ．DP5.計画・立案力

自治体における重要な課題を発見し、解決の
ための計画をを立案することができる。

学外連携学修
有り

(連携先：豊中市、吹田市)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末試験
40％
授業内レポート（３回）
30％
授業への貢献

： 自治体の経営課題、解決方法に関する基本的な事項を問う問題を出題し、その理解度と的確に記
述や説明ができているかを基準にして評価する。
： 自治体経営に関する授業内レポートを作成し、「内容理解」「論理性」「独創性」を基準に評価す
る。
： 授業での発表内容、グループワークでの役割など授業への貢献度を評価する。

30％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
金井利之「実践自治体行政学」第一法規(2010年）
秋吉貴雄ほか「公共政策学の基礎」有斐閣(2015年）

履修上の注意・備考・メッセージ
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本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加えその回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日５時間目

場所：

西館3階37研究室

備考・注意事項： 連絡を取りたい場合はメールでも可（oshima@osaka-seikei.ac.jp)
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス、自治体経営の意義を考える
授業の進め方
自治体経営とは何かを学ぶ。

第2回

自治体の組織
自治体の組織について、現状や課題を学ぶ。特に最近の変化やト
ピックについて詳しく学ぶ。

第3回

自治体の財政、公会計
自治体の財政、公会計について、現状や課題を学ぶ。特に最
近の変化やトピックについて詳しく学ぶ。

第4回

自治体における市民参加
自治体における市民参加について、現状や課題を学ぶ。特に最
近の変化やトピックについて詳しく学ぶ。

第5回

自治体の経営改革
自治体の経営改革について、現状や課題を学ぶ。特に最近の変
化やトピックについて詳しく学ぶ。

第6回

自治体の現状と課題（ケーススタディ１）
特別講義の対象となる自治体の経営について、現状と課題につい
て学ぶ。

第7回

自治体経営の実践（特別講義）（ケーススタディ１）

【特別講義】として、自治体首長（市長など）から、自治体経
営に関する理念、現状や課題、経営改革などについて説
明を受け学ぶ。
第8回

自治体経営への提案（グループワーク）（ケーススタディ１）

特別講義の対象となる自治体の経営について、グループワークに
より経営改革を中心に提案を作成する。
第9回

自治体の現状と課題（ケーススタディ２）
特別講義の対象となる自治体の経営について、現状と課題につい
て学ぶ。

第10回

自治体経営の実践（特別講義）（ケーススタディ２）

【特別講義】として、自治体首長（市長など）から、自治体経
営に関する理念、現状や課題、経営改革などについて説
明を受け学ぶ。
第11回

自治体経営への提案（グループワーク）（ケーススタディ２）

特別講義の対象となる自治体の経営について、グループワークに
より経営改革を中心に提案を作成する。
第12回

経営改革に関するまとめ発表の準備（グループワーク）

特別講義の対象である２自治体を比較分析したり、先進事例など
を参考にしながら、グループによる経営改革に関するまとめ発
表の準備を行う。
第13回

経営改革に関するまとめ発表（グループ発表）
グループにより経営改革に関するまとめ発表を行う。対象とな
る自治体の職員も参加し、評価やコメントを加えてもらう。

第14回

まとめとふり返り
これまでの学習内容を整理し理解を深めるとともに、今後学修す
べき点等について考える。
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自治体経営の現状や課題について参考図
書やインターネット等で調べておく。

4時間

参考図書やインターネット、講義中の参考資
料等で復習し、自治体の組織に関する理
解を深める。

4時間

参考図書やインターネット、講義中の参考資
料等で復習し、自治体の財政、公会計に関す
る理解を深める。

4時間

参考図書やインターネット、講義中の参考資
料等で復習し、自治体における市民参
加に関する理解を深める。

4時間

参考図書やインターネット、講義中の参考資
料等で復習し、自治体の経営改革に関する理
解を深める。

4時間

特別講義の対象となる自治体について、参考
文献やインターネット等でも適宜調べて理
解を深めておく。

4時間

特別講義の対象となる自治体について、特別
講義での説明、参考文献やインターネッ
ト等でも適宜調べて復習し、理解を深めてお
く。

4時間

特別講義の対象となる自治体について、特別
講義での説明、参考文献やインターネッ
ト等でも適宜調べて復習し、理解を深めてお
く。

4時間

特別講義の対象となる自治体について、参考
文献やインターネット等でも適宜調べて理
解を深めておく。

4時間

特別講義の対象となる自治体について、特別
講義での説明、参考文献やインターネッ
ト等でも適宜調べて復習し、理解を深めてお
く。

4時間

特別講義の対象となる自治体について、特別
講義での説明、参考文献やインターネッ
ト等でも適宜調べて復習し、理解を深めてお
く。

4時間

特別講義の対象となる自治体について、特別
講義での説明、参考文献やインターネッ
ト等でも適宜調べて復習し、理解を深めてお
く。

4時間

自治体の経営改革について、特別講義での説
明、参考文献やインターネット等でも適宜
調べて、理解を深めておく。

4時間

今後の学修に結びつけられるよう、学んだこ
と全体についてしっかり復習する。

4時間

2488

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

応用経済学
本間哲也
3年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
「企業の経済学」諸トピックを通じて，企業の戦略的行動の意味や，それが社会に与える影響などを経済学的に理解することを目指す。ま
た「産業組織論」のトピックを通じて，産業構造や市場環境の「健全さ」や，ビジネス社会のルール，そして競争政策などの経済学的な根
拠を理解することを目指す。
これらの理解は，社会人として実際のビジネスや政策（政治や行政への参加）に携わる際に，現状把握や意思決定を助けるであろう。授
業を通じて，社会の諸事象を見る「道具」としての「経済学の考え方」を身につけ，その有用性を実感してもらいたい。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

経営活動・企業行動・市場に関わる諸現
象を捉える際に有効な，経済学的分析概
念の知識を得る。

経営活動・企業行動・競争政策の原理やメカ
ニズムを科学的に理解し，説明できる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

意思決定を助けるツールとしての経済学的ア
プローチを修得する。

前項の分析手段を用いて，具体的事例（経済
現象や政策）を理解し，また説明できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

経済学の考え方や接近方法を自らが関わる具
体的場面に援用し，適切な現状理解ができる

2 ．DP5.計画・立案力

前項の現状理解に基づき，適切な判断・意思
決定ができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

試験
40％
課題
40％
授業への貢献

： 学習内容の理解，
適切な説明ができる文章力。
※表面的な用語知識よりも概念やメカニズムの理解を重視する。
： 授業内容の理解，
諸事例に対する応用力。
※提出資料の体裁や読みやすさも評価の対象。
： 質問・発言などの「参加」状況。

20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
・小田切宏之『企業経済学 第２版』東洋経済新報社，2010年
・淺羽茂『企業の経済学』日本経済新聞社，2008年
・泉田成美・柳川隆『プラクティカル産業組織論』有斐閣，2008年
・小田切宏之『産業組織論』有斐閣，2019年
・その他必要に応じ適宜示す。

履修上の注意・備考・メッセージ
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・本科目は２単位の科目であるため，平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むことに加え，そ
の回の授業の内容を丁寧に復習し，次回の授業に向けて予習をすること。
・履修開始前の特段の予備知識は不要。
・授業中の発言・質問等の積極的な参加は高く評価する。
・本講義で紹介する諸概念・分析フレームワークは，経営戦略論・企業倫理・現代産業論・中小企業論など，経営学部で開講されている諸科
目と関連している。したがって本科目の履修はこれらの経営学諸科目の理解を深めるのにも役立つであろう。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜３時限目

場所：

研究室（西館４階）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第１回

授業ガイダンス・企業と産業・新古典派消費者理論

・講義の目的・内容・授業の進め方・評価方法など
・「企業」の定義，「会社」の実例・歴史，「○○産業・○○市
場」の定義など
・効用・需要曲線・消費者余剰など
第２回

新古典派企業理論
生産関数，費用関数，完全競争下の利潤最大化，供給曲線など

第３回

産業構造(1)：不完全競争市場
独占，寡占，独占的競争など

第４回

産業構造(2)：市場構造
市場集中度，寡占市場の実例，ベルトラン競争など

第５回

独占禁止政策(1)：競争政策の理念
競争均衡と経済厚生，厚生経済学の定理など

第６回

独占禁止政策(2)：競争政策の事例
カルテル，独占禁止政策の目的・歴史・現状

第７回

競争戦略(1)：分析の基礎概念
競争の類型，Ｍ.ポーターの「５つの力」，参入障壁など

第８回

競争戦略(2)：競争の手段
競争優位，差別化，広告，ブランドや評判の役割

第９回

技術革新と競争政策
Ｒ＆Ｄ，特許，ネットワーク外部性，技術標準など

第10回

多角化
多角化の類型，多角化の目的など

第11回

Ｍ＆Ａ
Ｍ＆Ａの目的，分類，市場への影響など

第12回

国際化と競争政策(1)：企業活動の国際化
経済のグローバル化，多国籍企業の実情など

第13回

国際化と競争政策(2)：国際経営上の課題
国際カルテル，国際Ｍ＆Ａ，移転価格など

第14回

まとめ
授業の振り返りとまとめ，試験情報など
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シラバスを読み直し，内容を確認する。復習
用教材等を用い，授業内容（「企業」「市
場」の概念など）を次回授業時に説明できる
ようにしておく。

4時間

復習用教材等を用い，授業内容（企業行
動の経済学的理解など）を説明できるように
しておく。

4時間

復習用教材等を用い，授業内容（不完全競争
市場の特徴など）を次回授業時に説明できる
ようにしておく。

4時間

復習用教材等を用い，授業内容（市場構
造と市場支配力の関係など）を説明できるよ
うにしておく。

4時間

復習用教材等を用い，授業内容（競争均
衡の効率性と不完全競争の特徴など）を次回
授業時に説明できるようにしておく。

4時間

復習用教材等を用い，授業内容（カルテ
ルの問題点・競争政策の必要性など）を次回
授業時に説明できるようにしておく。

4時間

復習用教材等を用い，授業内容（競争分
析の基礎概念）を次回授業時に説明できるよ
うにしておく。

4時間

復習用教材等を用い，授業内容（競争戦
略の理論と事例）を次回授業時に説明できる
ようにしておく。

4時間

復習用教材等を用い，授業内容（技術革
新を巡る企業行動・政策など）を次回授業
時に説明できるようにしておく。

4時間

復習用教材等を用い，授業内容（事業多角
化の分析概念など）を次回授業時に説明でき
るようにしておく。

4時間

復習用教材等を用い，授業内容（Ｍ＆
Ａを巡る理論と事例など）を次回授業時に説
明できるようにしておく。

4時間

復習用教材等を用い，授業内容（経済活
動・企業活動の国際化など）を次回授業
時に説明できるようにしておく。

4時間

復習用教材等を用い，授業内容（国際経営
上の諸課題）を次回授業時に説明できるよう
にしておく。

4時間

定期試験準備：全14回の授業内容を総復習

4時間

2489

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

地域経済学
田村匡・大島博文
3年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

スポーツ関連企業や団体のマーケティング支援、スポーツイベント企画・実施、スポーツ施設の設計施工・運
営支援など(田村）政令市で都市計画・防災・交通・総合計画策定業務、シンクタンクで福祉・環境・防
災・災害復興等の政策検討業務（大島）（全14回）

授業概要
地域や都市に関する経済学的視点での理論や政策を実務的視点も踏まえながら学習する。具体的には、日本の地域構造（産業構造、人口動
態、情報化・国際化）、地域経済と所得形成（地域経済計算、地域所得、地域所得モデル、産業連関分析）、地域間格差と人口移動（経済発
展との関係性、労働市場）、産業立地（産業立地理論、工業立地理論、空間的競争、外部性と産業集積）、自治体による産業政策・所得政
策（インフラ整備、体制構築、新産業立地に向けた戦略性）、都市の成立・発展（中心地理論、都市システム、輸送費と商圏、地価と地代、住
宅立地）、土地問題と土地政策（歴史的経緯、土地政策の手段）、地域政策（都市政策、まちづくり）等について学ぶ。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

地域経済学に関する理解

地域や都市について、経済学的視点からの理
論概要を理解するとともに、現実の問題
点と対処の方向性等について考察できる力を
つける。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

地域や都市に関する経済学的視点での理
論や政策を実務的視点も踏まえながら学
習し、主として課題発見力を修得する。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末試験
80％
授業内レポート（４回）
20％

： 地域経済学に関する基本的な事項を問う問題を出題し、その理解度と的確に記述や説明ができてい
るかを基準にして評価する。
： 地域経済学に関する授業内レポートを作成し、「内容理解」「論理性」「独創性」を基準に評価す
る。

使用教科書
指定する
著者

タイトル

山田浩之・徳岡一幸（編）

・

出版社

地域経済学入門（第３版）

・ 有斐閣

参考文献等
授業中に適宜資料等を配付する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加えその回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日５限

場所：

西館3階37研究室

備考・注意事項： 連絡を取りたい場合はメールでも可（oshima@osaka-seikei.ac.jp)
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出版年
・

2018 年

2489

授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス、地域経済学の主な論点
授業の進め方
地域経済学とは何かを学ぶ。

第2回

日本の地域構造
日本の地域構造について、地域構造と①産業構造の変化、②人口
動態との関係性を学ぶ。また、情報化・国際化と東京一極集中と
の関係性について学ぶ。

第3回

地域経済と所得形成
地域経済計算とその概念、地域所得の決定、単純な地域所得モデ
ル、地域の産業連関分析について学ぶ。

第4回

地域間格差と人口移動
日本の地域間格差、経済発展と地域間格差、地域間格差が存続す
る理由、人口移動と労働市場について学ぶ。

第5回

産業立地
産業に関する立地論の考え方、工業立地理論、空間的競争、外部
性と産業集積について学ぶ。

第6回

自治体による産業政策
自治体による産業政策について、インフラの整備、産業誘致体
制の整備、新産業誘致に向けた戦略性等を学ぶ。

第7回

自治体による所得政策
自治体による所得政策について、主として産業構造の転換政策と
の関係性を学ぶ。

第8回

都市の成立・発展
都市とは何か、集積の経済と都市の発展、都市化と都市圏の形
成について、そのメカニズムと諸説について学ぶ。

第9回

都市の土地利用
地価と地代の関係、住宅立地と家計の行動との関係、住宅とオ
フィス企業の付け値地代との違いと土地利用の入替り等につい
て学ぶ。

第10回

土地問題と土地政策
戦後日本を題材として、土地問題の歴史的経緯、土地利用に関す
る土地政策とその手段、都市計画制度等について事例をまじえ
て学ぶ。

第11回

住宅市場と住宅政策
住宅と住宅市場の特質、帰属家賃の考え方、ヘドニック・アプ
ローチによる住宅価格決定の考え方等について学ぶ。

第12回

日本の地域政策
地域政策の目的と地域開発戦略についての一般的な理論を概観し
たのち、戦後日本の地域政策について、その変遷と目的の変化に
ついて学ぶ。

第13回

日本の都市政策とまちづくり
主に日本の都市政策の変遷を理解した上で、最近の都市再生政
策、コンパクトシティ、創造都市等について学ぶ。

第14回

まとめと振り返り
これまでの学習内容を整理し理解を深めるとともに、今後学修す
べき点等について考える。
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地域および経済についてこれまで学んだ知
識を復習しておく。

4時間

教科書やインターネット、講義中の参考資料
等で復習し、日本の地域構造に関する理
解を深める。

4時間

教科書やインターネット、講義中の参考資料
等で復習し、地域経済と所得形成に関する理
解を深める。

4時間

教科書やインターネット、講義中の参考資料
等で復習し、地域間格差と人口移動に関す
る理解を深める。

4時間

教科書やインターネット、講義中の参考資料
等で復習し、産業立地に関する理解を深め
る。

4時間

各自治体の産業政策について、インターネッ
ト、講義中の参考資料等で復習し、理
解を深める。

4時間

各自治体の所得政策について、インターネッ
ト、講義中の参考資料等で復習し、理
解を深める。

4時間

教科書やインターネット、講義中の参考資料
等で復習し、都市の成立・発展に関する理
解を深める。

4時間

教科書やインターネット、講義中の参考資料
等で復習し、地価と地代、土地利用との関
係についての理解を深める。

4時間

教科書やインターネット、講義中の参考資料
等で復習し、土地政策に関する理解を深め
る。

4時間

教科書やインターネット、講義中の参考資料
等で復習し、住宅市場と住宅政策に関する理
解を深める。

4時間

教科書やインターネット、講義中の参考資料
等で復習し、日本の地域政策に関する理
解を深める。

4時間

教科書やインターネット、講義中の参考資料
等で復習し、日本の都市政策に関する理
解を深める。

4時間

今後の学修に結びつけられるよう、学んだこ
と全体についてしっかり復習する。

4時間

2499

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

公共政策論Ⅱ
大塚康央
3年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

茨木市において、企画、都市計画、まちづくり計画、住民参加などを経験したのち、副市長として政策立
案、実施、評価全般を担当。（全14回）

授業概要
社会全体に関わる公共的課題を解決する「公共政策」について、」個別事例を通じて、政策の目的、政策を実現するために行われる施策、事
業の内容、政策推進における課題、関係する利害関係者や合意形成への取り組みなどを総合的に把握、理解し、公共政策の意義や内容を深く理
解する。
また、政策について考察することで、問題の発見から利害調整、合意形成、効率的・合理的な方策の検討・提案、客観的な評価などの知識・能
力を身につけ、政策的にものごとを考えることができる力を養う。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

社会で発生する問題の解決のための公共政
策を支える規範や基本的な姿勢を理解する

公共政策を進める際に求められる公共性、公
平性、公平性などの公共規範について理
解し説明できる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

公共的問題について理解し、解決策を検
討・立案するために必要な知識、情報を身に
つける。

政策の具体的な内容を学ぶことで、政
策を支える基本的な考え方を知り、関係す
る様々なステークホルダーと協働して進めて
いく必要性を理解する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

公共的問題の原因を把握し、解決が必要な課
題を見つけることができる。

2 ．DP5.計画・立案力

課題に対応した解決策を検討し、効率的・合
理的な計画案を立案することができる。

学外連携学修
有り

(連携先：地方自治体)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への貢献
20％
個別政策事例研究

： 授業で行う具体的事例に関して、質問や政策の理解、グループワークでのまとめにおけるグルー
プ活動での取り組みにより授業への貢献度を評価する。
： 個人に課す特色ある政策事例の研究・発表の内容、当該政策の理解度を評価する。

20％
最終レポート
40％
授業を通じての成長
20％

： 公共政策に関して、各自が設定した政策分野について、問題・課題の分析、実施されている政
策の内容、決定過程や実施過程におけるステークホルダーとの関係など、総合的なレポートの内
容、理解により評価する。
： 公共政策を学ぶことで、自己と社会との関係や社会の中で果たす役割などについて考え、これから
の学びや活動につなげていくために必要なことを設定できたかについて確認し、評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
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2499
秋吉貴雄、伊藤修一郎、北山俊哉著「公共政策学の基礎（第3版）」有斐閣ブックス、2020
西尾隆著「現代の行政と公共政策」NHK出版、2016
新川達郎編「政策学入門－私たちの政策を考える」法律文化社、2013
新藤宗幸著「概説日本の公共政策（第2版）」東京大学出版会、2020
山崎義人ほか著「はじめてのまちづくり学」学芸出版社、2021

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
授業外学修課題に取り組むとともに、授業内容の復習・予習を行うこと。
公共政策に常に関心を払うため、新聞、ニュース等で、政策に関する情報を収集すること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜日3限

場所：

西館4階研究室

備考・注意事項： 上記以外でも、研究室に在席中は対応可能です。この場合、あらかじめ連絡すること。（otsuka-y@osaka-seikei.ac.jp)
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

公共政策とは
公共政策について、対象とする問題、政策決定の仕組みや特
徴、政策体系と実施における課題等、公共政策全般について概
括する。
この授業で身につけたい知識・能力を各自で設定する。

第2回

特徴ある公共政策の事例収集
既存資料を用い、自らが特に関心があり、実際に行われている公
共政策について調べ、詳細な調査対象を決定する。

第3回

特色ある政策について（選定内容の報告）
特色ある政策について、政策の目的、関係するステークホル
ダー、実施内容、効果や評価を報告する。

第4回

住宅政策（特別授業）
自治体の住宅政策担当者から、住宅をめぐる問題、自治体におけ
る取り組みについて説明を受け、住宅政策の概要を学修する。

公共政策論Ⅰで学んだ公共政策過程を復習し
ておく。

4時間

特色ある政策について報告できるよう概要を
まとめる。

4時間

政策が生み出される背景、条件について政
策の窓モデルやごみ箱モデルを用いて考察す
る。

4時間

説明を受けた内容を整理し、住宅政策の実
態と課題についてまとめておく。

4時間

第5回

住宅政策（政策内容と課題分析）
グループワークで住宅政策について意見交換を行い、政策課
題や解決が必要な事項について考える。
日本や地域の住宅問題について、包括的に考察する。

住宅政策全般についてまとめを作成する。

4時間

第6回

交通政策（特別授業）

説明を受けた内容を整理し、交通政策の実
態と課題についてまとめておく。

4時間

交通政策（特に地域の交通をめぐる状況と対
策）についてまとめを作成する。

4時間

説明を受けた内容を整理し、交通政策の実
態と課題についてまとめておく。

4時間

環境政策について、日本で取り組まれてき
た経過を含めたまとめを作成する。

4時間

政策の変化が、社会環境の変化と関係してい
ることについて考えをまとめておく。調査対
象とした特色ある政策の発表準備を進める。

4時間

他のメンバーの報告から得た知見のまとめ
を行う

4時間

他のメンバーの報告から得た知見のまとめ
を行う

4時間

作成したワークシートから政策・施策・事
業を考えレポートとしてまとめていく。

4時間

学んできたことを振り返り、公共的問題にお
ける政策の意義や課題を整理する。

4時間

自治体の交通政策担当者から、地域交通をめぐる問題、自治体に
おける取り組みについて説明を受け、交通政策の概要を学修す
る。
第7回

交通政策（政策内容と課題分析）
グループワークで交通政策について意見交換を行い、自治体が直
面している政策課題や解決が必要な事項について考える。地
域の交通問題の解決に必要な事項を考察する。

第8回

環境政策（特別授業）
自治体の環境政策担当者から、良好な生活環境を実現するため
の自治体における取り組みについて説明を受け、環境政策の概
要を学修する。

第9回

環境政策（政策内容と課題分析）
グループワークで環境政策について意見交換を行い、自治体が直
面している政策課題や解決が必要な事項について考える。政
策の効果と課題について考察する。

第10回

スポーツ政策
自治体におけるスポーツ政策の移り変わりを分析し、スポーツと
まちづくりや、関係団体との関係、重点的な施策などから、政
策における変化と背景を考察する。

第11回

特色ある政策の調査報告
(前半グループ)
調査対象とした特色ある政策について、政策が対象とする問
題の設定、問題提起過程(政策化の起点)、政策案立案とその過
程、実施、効果・評価について調査した内容を報告する。

第12回

特色ある政策の調査報告
(後半グループ)
調査対象とした特色ある政策について、政策が対象とする問
題の設定、問題提起過程(政策化の起点)、政策案立案とその過
程、実施、効果・評価について調査した内容を報告する。

第13回

まちづくりに向かう自分を考える
まちづくりに向かう自分設定(ワーク)を行い、10年後、30年
後の生活を思いうかべながら、それを実現するための政策提
案を行う。

第14回

全体まとめ
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公共政策が対象とする問題、問題が政策・施策として取り上げら
れる過程、利害調整や合意形成による決定過程、行政職員を中
心とする政策に関わる組織・関係者、政策評価の実態と課題な
ど、公共政策全般を総括する。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

公共政策フィールドワークⅡ
山岡淳・池田千恵子
3年・公共政策コース 開講時期

前期

単位数

2

実習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
高齢化が進む日本社会において、高齢者の生活には数多くの課題が存在する。本講義では東淀川区社会福祉協議会と共同で、東淀川区北部地
域における高齢者の課題をフィールドワークを通して分析、発見し、その課題解決に向けた提言を行っていく。
本講義は大きく分けて2部構成となっている。第1回から第7回は地域の高齢者に関する課題をデータ、アンケート、政策担当者の話から整
理し、第8回に中間報告として全体に共有する。そこで見つけた課題を解決するための施策提案のために第9回から第12回に調査を行い精
査し、第13回の報告会で地域の関係者に対して報告を行う。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

講義内で行政が実施したアンケートを分
析し、政策担当者との「まちあるき」フィー
ルドワークとインタビュー調査を実施する。

フィールドワーク・アンケート分析・インタ
ビュー調査の手法を習得する。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

フィールドワーク・アンケート分析・インタ
ビュー調査から地域の課題とその解決に向け
た提案を政策担当者に報告する。

フィールドワーク・アンケート分析・インタ
ビュー調査の手法を通して、政策課題解決の
ための提言を行う。

汎用的な力
1 ．DP9.役割理解・連携行動

グループワークを通した協調性を身につけ
る。

2 ．DP4.課題発見

フィールドワークとアンケート分析で現
場の課題を見つける。

3 ．DP5.計画・立案力

地域社会の課題を解決する企画を提案する。

4 ．DP6.行動・実践

フィールドワーク・アンケート分析・インタ
ビュー調査を実践する。

5 ．DP7.完遂

調査内容を報告書にまとめる。

学外連携学修
有り

(連携先：大阪市東淀川区社会福祉協議会)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

各講義の課題

： 授業で出す課題の内容に応じて評価を行う。
20％

中間報告

： 中間報告の内容に応じて評価を行う。
15％

最終報告

： 最終報告の内容に応じて評価を行う。
25％

最終レポート

： 最終レポートの内容に応じて評価を行う。
40％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
講義内で指示する。
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履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
場所：
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス：多世代協働のためのフィールドワーク
高齢社会と高齢者の生活に関するレクチャーを通して理解を深め
る。

第2回

対象地域データの事前調査
対象地域のデータを取得し整理を行う。

第3回

社会福祉協議会の役割と地域の課題
政策担当者による高齢者の生活に対して実施している行政サービ
スや地域の課題についての講話を受けて、当該領域への理
解を深める。

第4回

アンケート分析
行政の実施したアンケートのデータを読み取り、単純集計・クロ
ス集計を行う。

第5回

課題発見に向けたフィールドワーク実施
対象地域に赴き高齢者の生活に関わる施設等のマッピン
グを行い、高齢者の生活空間への理解を深める。

第6回

中間報告のための取りまとめ
中間報告のために、これまで内容から地域の課題を取りまとめ
る。

第7回

中間報告
これまでの授業内容をもとに地域の課題について中間報告を実
施する。

第8回

提案の方針決定
中間報告で発表した地域の課題を解決するために個々人で調べ
た案を共有し、グループで企画提案の方針と内容を決定する。

講義内容を参考に高齢社会における地域の課
題を整理する。

4時間

対象地域の高齢者の生活に関わるデータを取
得する。

4時間

政策担当者の講話を整理し、重要箇所をまと
める。

4時間

アンケートデータのクロス集計を用いて仮
説の検証をおこなう

4時間

フィールドワークを受けて対象地域におけ
る高齢者の生活上の課題を考察する。

4時間

中間報告に向けた資料作りと報告練習をおこ
なう。課題を受けてどのような提案が可
能か個人で考え、事例を収集する。

6時間

中間報告で寄せられた意見や質
問を振り返る。

4時間

企画提案のために必要な情報をフィールド
ワークとインタビューでどのように収集する
か考える。

4時間

第9回

提案書作成のための調査設計
提案に関わる報告書作成に必要なインタビューとフィールドワー
クの調査内容を検討する。

報告書のひな型を作成する。

4時間

第10回

インタビュー調査

インタビューの内容を提案に活用できるよ
う取りまとめる。

4時間

フィールドワークの内容を提案に活用できる
よう取りまとめる。

6時間

調査報告会に向けた提案書をブラッシュアッ
プし、報告の練習を行う。

4時間

調査報告会に向けた提案書をブラッシュアッ
プし、報告の練習を行う。

4時間

調査報告会で受けた意見や質問を参考に提案
書を修正する。

4時間

政策担当者・介護事業者・住民への企画提案に向けたインタ
ビューを実施する。
第11回

提案に向けたフィールドワークの実施
対象地域を訪問し、提案のために必要な情報をフィールドワー
クから収集する。

第12回

提案書の作成
これまでの内容を受けて企画の提案書とその要旨を作成する。

第13回

報告会の発表練習
報告会の練習を行い、その中で見つかった課題を報告方法と内
容に反映させる。

第14回

調査報告会
1グループ10分程度の企画提案を行う。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

中小企業論
児山俊行
2・3年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
授業では、①大量生産に基づく大企業の強さについて理解する②グローバル化ビジネスの基本を理解する。③日本の今までのモノづくりの強さ
と限界を知る（自動車産業の下請体制を中心として）。④停滞突破のため、米国シリコンバレーやイタリアのモノづくりについて考える。⑤諸
事例から大企業と中小企業、中小企業間のコラボレーションの動態を知る。⑥諸事例から「オンリーワン」の中堅・中小企業知る。⑦新事
業を生み出す地域の役割について考える。⑧最終的に「小が集まりネットワークを組んで事業個性を成す」可能性について考える

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

企業コラボレーションの現代的動態の分析。

企業間コラボレーションの基礎的知識の習
得。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

プロジェクトのコラボレーションの可能
性と課題を分析できる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業態度

： 授業への集中度や質疑応答などの積極性で評価する。
10％

授業レポート

： 授業内容の基本的把握の度合いにより評価する。
45％

指定図書を読んでのレポート

： 論者の内容把握と授業目的との関連付けで評価する。
15％

期末試験（筆記）

： 授業内容全体の理解度やそれを踏まえた考察度合いで評価する。
30％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
毎授業ごとに1冊以上紹介します（それらがレポートの課題の対象図書となります）。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日２限

場所：

担当教員の研究室（西館３F西側）

備考・注意事項： 研究室前に掲示しますが、研究日以外の昼休みやオフィスアワーに設けます。
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授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

経済のグローバル化と日本産業
グローバル化に伴う日本大企業の海外生産の展開について学ぶ

第2回

「大量生産」とは
経済発展の基礎としての大量生産の特性について学ぶ

グローバル化に伴う日本大企業の海外生
産の現状について調べる。

4時間

「規模の経済」「範囲の経済」について調べ
る。

4時間

第3回

大企業を支える中小企業
日本産業構造の｢二重性」について学ぶ。

いわゆる「下請」とは何かについて調べる。

4時間

第4回

大企業と中小企業の「下請ネットワーク」の形成

日本の高度経済成長時の「系列」形成につい
て調べる。

4時間

世界の有名ブランドに納入している日本の中
小企業を調べる。

4時間

日本大企業による生産のアジアシフトの歴
史を調べる。

4時間

「ニッチ」の企業や市場についての基礎的理
解をしておく。

4時間

下請中小企業の新規事業への挑戦事例につ
い調べる。

4時間

ヒューレット・パッカード社について調べ
る。

4時間

インテル社やアップル社の成り立ちについ
て調べる。

4時間

「下請」の形成ついて学ぶ。
第5回

「メイド・イン・ジャパン」を支える中小企業
「下請」の取引特性について学ぶ。

第6回

「下請ネットワーク」の構造変化
グローバル化による「下請」構造の変動について学ぶ。

第7回

ニッチ市場で活躍する独立型中小企業
「下請」以外の独立系の中小企業の事例から特性を学ぶ。

第8回

「脱・下請」への挑戦
取引減少に見舞われた「下請」中小企業の新事業展開につい
て学ぶ。

第9回

「シリコンバレー」の誕生
「シリコンバレー」誕生の歴史について学ぶ。

第10回

「シリコンバレー」の発展
「シリコンバレー」で誕生した企業事例を通じてシリコンバ
レーの特性を学ぶ。

第11回

中国の「ハイテクバレー」
「東洋のシリコンバレー」と言われる中国・深センでのメイカー
ムーブメントからハイテク企業を次々と生みだすダイナミズ
ムを学ぶ。

中国の深セン発の世界企業を調べる。

4時間

第12回

地域での連携事業の可能性
地域と企業がコラボレーションして生み出せる新事業を考えてみ
る。

地域発の連携事業の事例を調べる。

4時間

第13回

「メイド・イン・イタリー」の強み
イタリアの地域産業の活力について学ぶ。

イタリア製のブランドについて調べる。

4時間

第14回

「メイド・イン・イタリー」に学ぶ日本のモノづくり

第13回の「メイド・イン・イタリー」の特
徴について復習しておく。

4時間

イタリアの地域産業を日本の地場産業の取り組みと比較して、そ
の可能性について考える。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

財務諸表論
笠岡恵理子
3年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
財務会計は、株主、投資家、債権者等の企業外部の利害関係者に対し、経営成績や財政状態を報告することを目的とした会計である。本講義で
は、財務諸表の作成にあたり、企業が遵守すべきルールである会計基準について理解を深めていく。主として、財務会計の機能と制度、財務諸
表における利益計算、企業会計原則の一般原則、および個々の会計項目における会計処理について学んでいく。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

貸借対照表、損益計算書

財務諸表を構成する個別の会計項目におけ
る会計処理を理解する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

企業の財務諸表を見て、その内容の分析およ
び問題点の発見ができる。

2 ．DP8.意思疎通

与えられた課題の内容を把握した上で、グ
ループのメンバーとコミュニケーショ
ンを取りながら課題に取り組むことができ
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

小テスト

： 授業中に行う小テストにより内容理解の確認を行う。
30％

課題の提出

： 学習内容を理解し、課題の発見ができているかを確認する。
30％

期末テスト

： 授業内容の理解度を評価する。
40％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
桜井久勝『財務会計講義 第22版』中央経済社、2021年。
伊東邦雄『新・現代会計入門 第4版』日本経済新聞出版、2020年。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜2限目

場所：

個人研究室（西館２F）

備考・注意事項： 質問はメールでも受け付けます。
メールアドレスは第1回目の授業時に連絡します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
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第1回

オリエンテーションおよび財務会計の機能
講義の進め方に関する説明
財務会計の利害調整機能と情報提供機能
財務会計の法規制

第2回

貸借対照表と損益計算書
貸借対照表と損益計算書における会計項目

第3回

利益計算の仕組み
企業活動と財務諸表
複式簿記の構造

第4回

会計基準
会計基準の必要性
会計基準の設定
企業会計原則の一般原則

第5回

利益測定の基礎概念
現金主義会計と発生主義会計
発生主義会計の基本原則

第6回

資産評価の基礎概念
資産評価の基準（取得原価、取替原価、純実現可能価額、割引現
在価値）

第7回

現金預金と有価証券
現金および預金
有価証券とは
有価証券の範囲と区分
有価証券の取得原価
有価証券の期末評価

第8回

売上高と売上債権
収益認識に関する会計基準
売上債権（売掛金、受取手形、貸倒引当金）

第9回

棚卸資産と売上原価
棚卸資産の範囲と区分
棚卸資産の取得原価
棚卸資産の原価配分
棚卸資産の期末評価

第10回

有形固定資産と減価償却
固定資産の範囲と区分（有形固定資産、無形固定資産、投資そ
の他の資産）
有形固定資産の取得原価
減価償却
固定資産の期末評価

第11回

無形固定資産
知的財産と研究開発
無形固定資産とは
無形固定資産の取得原価
無形固定資産の償却
繰延資産

第12回

負債
負債の範囲と区分
引当金
流動負債
固定負債
偶発債務

第13回

株主資本と純資産
純資産の構成
払込資本――資本金と資本剰余金
組織再編――会社の結合と分割
稼得資本――留保利益

第14回

まとめ
第1回～第13回までの授業内容の復習

226

配布資料（財務会計の機能）の復習と次回講
義内容の資料の予習

4時間

配布資料（貸借対照表と損益計算書）の復
習と次回講義内容の資料の予習

4時間

配布資料（利益計算の仕組み）の復習と次回
講義内容の資料の予習

4時間

配布資料（会計基準）の復習と次回講義内
容の資料の予習

4時間

配布資料（利益測定の基礎概念）の復習と次
回講義内容の資料の予習

4時間

配布資料（資産評価の基礎概念）の復習と次
回講義内容の資料の予習

4時間

配布資料（現金預金と有価証券）の復習と次
回講義内容の資料の予習

4時間

配布資料（売上高と売上債権）の復習と次回
講義内容の資料の予習

4時間

配布資料（棚卸資産と売上原価）の復習と次
回講義内容の資料の予習

4時間

配布資料（有形固定資産と減価償却）の復
習と次回講義内容の資料の予習

4時間

配布資料（無形固定資産）の復習と次回講義
内容の資料の予習

4時間

配布資料（負債）の復習と次回講義内容の資
料の予習

4時間

配布資料（株主資本と純資産）の復習と次回
講義内容の資料の予習

4時間

授業で配布した問題の見直し

4時間

2506
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

ビジネス法学/商法
橋谷聡一
3年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

特に商法に関する事項としては、Jリートの開示や金融商品取引業について規定する金融商品取引法等の法令
適用、調査、Jリートの合併施策の立案等の実務経験がある。

授業概要
商法は、総則・商行為、会社法、保険法、海商法を含む広義の概念である。
しかし、実社会における経済活動という観点から見ると、会社法は必ず知っておかなくてはならない内容であることから、この科目において
は、会社法を含む企業法を中心として、学習を進めることとする。
また、ビジネス法という観点から、企業が行う取引についても知っておかなくてはならない。そのため、契約に関する基礎知識から企
業が行う取引についても論じることとしたい。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

社会人であれば、だれもが知っておく必要が
ある会社法を中心とした商法やビジネス法に
ついて、確かな知識を身に着けること。

会社法を中心とした商法、ビジネス法につい
て、どのようなものかを、説明できること。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

日本には、どのような企業類型があり、それ
ぞれがどのような特徴を有して経済活
動を行っているか、専門的知識を身に着ける
こと。

日本の企業形態、人材、設備、資金、情報に
ついて、実務で用いることができる知
識を身に着けること。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

レポート作成を通じ、学んだ内容、調べた内
容を文章にまとめる力を涵養する。

2 ．DP8.意思疎通

質疑、応答を繰り返すことで、問いかけられ
ている内容の理解と正確な対応ができるよう
にする。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ、出席がなければ、成績評価を行いません。
講義中にレポート課題を出します。この提出がない場合も成績評価を行いません。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題レポート

： レポート課題の内容に即して、調べたことを正しい日本語で書くことができているか。
50％

定期試験

： 講義で述べた基礎的な知識が身についているかどうか。
50％

使用教科書
指定する
著者
中村信男/和田宗久/新井剛

タイトル
・

出版社

『ビジネス法入門（第3版）』

・ 中央経済社

参考文献等
葭田 英人『会社法入門(第六版) 』（同文館出版、2020年）
神田秀樹『ここだけ押さえる! 会社法のきほん』（ナツメ社、2017年）

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法

227

出版年
・

2020 年

2506

時間：

講義終了後、30分。

場所：

非常勤講師室。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

イントロダクション
これから学ぶビジネス法/商法が、我が国の法体系の中でどのよ
うな位置づけにあるのか説明する。また、教科書を概観し、どの
ような流れでこの講義が進められていくのか説明する。
さらに、この講義ではレポート課題を必須としていることか
ら、レポートを書くにあたってのリサーチ方法、書き方などにつ
いても指示する。

テーマを決めてレポートを書いてみる。

4時間

第2回

企業取引と法律・企業取引と契約

契約とルールについて何が同じで何が異なる
かについて考察を深める。

4時間

受講生が日常、スーパーやコンビニで行う売
買契約と商取引で行われる契約の異同につい
て考察を深める。

4時間

講義中に説明した概念について受講生がまと
めてみること。

4時間

不動産の取引と動産の取引は、どのよう
に異なるかを整理する。

4時間

特に代理制度について、社会でどのよう
に用いられているか、特に商人にどのよう
に用いられているか考察を深める。

4時間

身近な会社がどのような会社形態を採用して
いるか、5社調べる。

4時間

身近な株式会社の公開情報からどのような機
関設計がなされているか調べる。

4時間

東京証券取引所のホームページで実際のコー
ポレートガバナンスコードを読むこと。

4時間

役員が負う善管注意義務と忠実義務につい
て、判例を調べてみる。

4時間

教科書に載っている判例以外の株主代表訴
訟の判例を調べ、読む。

4時間

受講生が特定の会社に投資する際に、期待す
る利回りは何パーセントだろうか。具体
的な企業の株式の利回りや社債の利回り
を調べてみよう。

4時間

新聞等で具体的な組織再編の例を調べてみ
る。また、その際用いられている方法につい
て教科書を再度読みながら理解する。

4時間

契約の意義や種類

企業取引と法律では、法律とルールは何が違うのか、とい
う点やビジネスに適用される法律について学習する。企業取
引と契約では契約の持つ意味や契約の種類を学修する。
第3回

企業取引と契約
限行為能力者

契約の締結方法や効力

契約自由の原則

制

前回に引き続き、契約について更に学修を深める。契約を締結す
るために契約書は必要だろうか、という点や契約が持つ効
力の他、契約自由の原則について学習する。制限行為能力者につ
いては、未成年者を中心に学習する。
第4回

企業取引と契約

意思の欠缺・瑕疵ある意思表示

意思の欠缺の具体例として心裡留保、通謀虚偽表示、錯誤を瑕
疵ある意思表示として詐欺と強迫について学習する。混乱しやす
い箇所であるため、何が同じで何が異なるか、第三者が関与し
た際にどのような関係が生じるかについて解説する。
第5回

不動産および動産の取引
物権という強い権利と債権という権利の違いが我が国における法
学理解においては重要である。物権と債権が交錯する場面として
の不動産売買や不動産登記の制度、動産の売買について学習す
る。

第6回

商取引法の概要と特色
理の利用・信用

商取引の特色・営利性・迅速性・代

商取引の特徴として、営利性、反復継続性、迅速性などを挙げる
ことができる。そして、商法もこれらに対応した法制となってい
る。また、商取引は代理制度の利用によりその範囲を拡大するこ
とができる。やや難しい論点として商取引と保証についても触れ
る。
第7回

会社制度の特徴と会社の種類
営利社団法人としての会社にはどのような特徴があるのだろう
か。また、なぜ会社に権利能力が認められるんだろうか、と
の点について考察を深める。加えて、日本にはどのような会社が
あるのか講義する。

第8回

株式会社の経営機構と監視・監督制度
身近な会社形態である株式会社には、どのような役割を果たす機
関があるのだろうか。また、所有と経営の分離とは、法的にはど
のような意味を持つのだろうか。一方、会社の経営の暴走を止め
るための仕組みとして、どのような機関があるのだろうか。これ
らの点について講義する。

第9回

上場会社とコーポレート・ガバナンス
コーポレート・ガバナンスという言葉は聞いたことがあるのでは
ないかと思われるが、具体的にはどのようなものか、上場会
社を中心に学ぶ。また、社外取締役導入がコーポレート・ガバナ
ンスに与えるメリットとデメリットについて学ぶ。

第10回

役員等の義務と報酬規制
株式会社の役員には善管注意義務と忠実義務という二大義
務が課されている。商法においてこれらがどのように理解されて
いるかを解説するとともに、取締役の利益相反行為規制につい
て解説する。また、役員の報酬に関するルールについても解
説を加える。

第11回

役員等の民事責任と株主代表訴訟
役員が負う責任については、責任がある場合の責任追及のシステ
ムが株主にとっては大きな問題となる。なぜ、株主代表訴訟制
度があるのか、具体的にはどのように運用されているのか学ぶ。

第12回

ファイナンスに関する法制度

会社の資産は、人、モノ、カネ、情報である。そのうち、カ
ネを集める方法としては、株式・社債発行、借り入れがある。こ
れらの方法について学習する。
第13回

M＆A及び組織再編等
これから、中小企業、中堅企業を中心により効率的な経営のため
に組織再編の知識は必須である。リストラクチャリング＝人減ら
し、という誤った認識を脱却し、具体的にどのような方法がある
のか学修する。

228

2506
第14回

支払決済手段
商品等を仕入れた際には、当然その代金の支払いが必要であ
る。商取引では現金取引以外にも様々な方法が用いられてい
る。ファクタリング、小切手、手形、為替、電子記録債権につい
て学ぶ。
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講義中に示したHPの動画を視聴する。

4時間

2507

環境経営論

授業科目名

澤田彩

担当教員名

3・4年

学年・コース等

開講時期

前期

単位数

2

講義

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本講義では、環境問題が現代社会に対して、どのようなリスクや課題を与えているのか、そしてそれを企業経営がどのように解決していくかに
ついて論理的に考える。
地球温暖化に代表される環境問題の発生とその対策の変遷を整理したうえで、企業経営の中にいかにして環境保全の視点を取り入れるのか
をケーススタディを取り入れながら学び、持続可能な環境経営のあり方を理解することを目的とする。また環境だけでなく、SDGｓを企業経
営に取り込むことを意味するSDGｓ経営についても取り上げる。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

環境経営論に関する重要な知識・理論の理解

環境経営論に関する重要な知識・理論につい
て、その主要なポイントや論点を理解し説
明できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

環境経営論に関する重要な機能・役割につい
て、その内容、特徴や課題を発見・指摘でき
る

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末レポート
70％
小レポート（毎回）

： 環境経営論に関する重要事項を問う問題を出題し、その理解度と、的確な記述や説明ができている
かを基準にして評価します。
： 出題時の課題テーマに沿った内容であるか、文章力、論理性などをもとに評価します。

30％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
野村佐智代・山田雅俊・佐久間信夫［編著］『現代環境経営要論』創成社。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

木曜日

場所：

2限
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

イントロダクション

―環境経営論とは何か―

環境経営論とは何か、環境問題と企業活動との関係について歴
史を振り返り、環境経営が現代社会において必要とされているの
はなぜかを理解します。
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環境経営論について、興味を持った点や疑問
点などを整理して授業に参加してください。

4時間

2507

第2回

環境問題 その１：有害物質

―公害の発生と有害物質規制―

公害の発生について振り返り、被害を防止するための有害物質規
制の歴史について学びます。
第3回

環境問題 その２：地球温暖化①
的な枠組みの形成―

―脱炭素社会に向けた世界

公害と地球温暖化の違いを理解し、脱炭素社会に向けた世界
的な枠組みの形成がどのようになされてきたのか学びます。
第4回

環境問題その２：地球温暖化②
の普及のための政策―

―再生可能エネルギーとそ

エネルギー産業の脱炭素化の重要性について理解し、その手段と
しての再生可能エネルギーについて理解する。
第5回

環境経営とは何か
これまでの授業で学んできたことをふまえ、現代社会におい
て、企業経営が環境という観点を加えていくことの重要性と、そ
の具体的内容のアウトラインを学びます。

第6回

企業経営と環境経営戦略
企業経営の環境への向き合い方の変化について学びます。

第7回

環境経営におけるマネジメントシステム
環境経営におけるマネジメントシステムについて、その基本的内
容を学びます。

第8回

環境マーケティングと環境コミュニケーション
顧客を含む社会全体と企業の収益性を同時達成することを目
指す環境マーケティングを理解したうえで、企業と多様なステー
クホルダー間のパートナーシップ確立のための環境コミュニケー
ションを学びます。

第9回

環境金融
近年急速に普及してきている、環境に配慮した投資や融資形態に
ついて学びます。

第10回

分業構造の中での企業の立場の違いによる環境経営の違い そ
の１
再生可能エネルギー関連産業の環境経営について学びます。

第11回

分業構造の中での企業の立場の違いによる環境経営の違い そ
の２
自動車産業の環境経営について学びます。

第12回

環境経営のための政策支援 その１
EUと米国の環境経営のための政策支援について学びます。

第13回

環境経営のための政策支援 その２
中国と日本の環境経営のための政策支援について学びます。

第14回

まとめ：環境経営からサスティナビリティ経営へ
これまでの授業を振り返り、履修者の興味関心や理解の程
度を踏まえて補足説明を行います。また、環境経営から、環
境・社会・経済の持続可能性へ配慮したサスティナビリティ経
営への展開についても学びます。
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公害問題とその対策について、興味を持っ
た点や疑問点などを整理して授業に参加して
ください。

4時間

地球温暖化とその対策について、興味を持っ
た点や疑問点などを整理して授業に参加して
ください。

4時間

再生可能エネルギーについて、興味を持っ
た点や疑問点などを整理して授業に参加して
ください。

4時間

環境経営について、興味を持った点や疑問
点などを整理して授業に参加してください。

4時間

企業経営の環境への向き合い方の変化に注
目して、興味を持った点や疑問点などを整
理して授業に参加してください。

4時間

ISO環境マネジメントシステム規格につい
て、興味を持った点や疑問点などを整理し
て授業に参加してください。

4時間

環境マーケティングと環境コミュニケーショ
ンについて、興味を持った点や疑問点など
を整理して授業に参加してください。

4時間

ESG投資について、興味を持った点や疑問点な
どを整理して授業に参加してください。

4時間

再生可能エネルギー関連産業について、興
味を持った点や疑問点などを整理して授
業に参加してください。

4時間

自動車産業の環境対応に注目して、興
味を持った点や疑問点などを整理して授
業に参加してください。

4時間

EUと米国の環境政策に注目して、興味を持っ
た点や疑問点などを整理して授業に参加して
ください。

4時間

中国と日本の環境政策に注目して、興
味を持った点や疑問点などを整理して授
業に参加してください。

4時間

これまでの授業を振り返り、興味を持っ
た点や疑問点などを整理して授業に参加して
ください。

4時間

2508
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

イノベーションマネジメント
西釜義勝
3年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
経営資源は、ヒト（人的資源）・モノ（物的資源）・カネ（金銭的資源）・情報（情報資源）の4つの要素から主に構成されている。イノベー
ションマネジメントとは、顧客価値に見合った新たな製品やサービスを提供することで社会に価値をもたらす革新を実現するために、効果的か
つ効率的に、経営資源を動員、駆動、結合させる主体的な活動である。
本講義では、イノベーションマネジメントの基本的な考え方と仕組みを学習する。多くの事例を示すことで、受講生が理論と実践を統合し
た複眼的視点を構築できることを目指す。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

イノベーションマネジメントに関する知識

イノベーションマネジメントの諸概念、そ
の生成された背景および歴史について理解で
きる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

イノベーションマネジメントに関する知
識の応用

企業のイノベーションマネジメントの現
況を説明できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

企業活動での現象を総合的に理解し考察する
ための事実の見方を修得できる。

2 ．DP8.意思疎通

集団内のメンバーの行動に影響を与えること
で集団の目標達成を促すことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、不合格とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末試験

： 講義内容の理解度を評価する。
50％

課題レポート

： 課題内容の理解と自らの考えを論理的に説明できているかという観点から評価する。
20％

小テスト

： 講義内容の理解度を評価する。
10％

授業への参加意欲

： コメントカードの内容などをもとに能動的姿勢を評価する。
20％

使用教科書
指定する
著者
長内厚・水野由香里・中本龍
市・鈴木信貴

タイトル
・

出版社

イノベーション・マネジメント
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・ 中央経済社

出版年
・

2021 年

2508

参考文献等
味香興郎・藤井一郎・澤田兼一郎編（2017）『【改訂版】業種把握読本－時代の潮流を的確に把握し、勝ち残るための戦略を立てる』金融ブッ
クス株式会社．
原拓志・宮尾学編著（2017）『技術経営』中央経済社．

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授
業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜日3限

場所：

研究室

備考・注意事項： ・上記以外の場合、申し出て下さい。
・講義時間の前後以外で質問がある場合は、メールで受け付ける。メールには必ず件名、氏名、所属を明記すること。
・講義終了後のコメントカードで質問等を受け付ける。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

イントロダクション 講義の進め方の説明とイノベーションマネ
ジメントを学ぶ意義
本講義の目的や進め方、評価方法、スケジュール、約束事と
いった概要について説明する。さらに、講義で取り上げる「イノ
ベーションマネジメント」とはどのようなものであるのか、経
済と経営の違いを把握した上で、経営学におけるイノベーション
マネジメントの位置づけを確認し、事例を基にイメージをつか
み、学ぶ意義を受講生との間で共有する。

第2回

現代社会と企業 企業が社会に与える影響
多くの人々が働いている企業とは、社会の中でどのような機
能を果たしているのか。なぜ、企業は社会の中で存在できるの
か。これらの問いかけに対し、企業という存在を「製品・サービ
スの提供を主な機能としてつくられた、人と資源の集合
体で、一つの管理組織のもとにおかれたもの」と定義して考え
る。

第3回

イノベーションマネジメント（1）イノベーションとそのタイプ
イノベーションとは、どのようなものであるのか。なぜ重要であ
り、どうしてマネジメントしていかなければならないのか、重要
性や意義について受講生との間で共有し、イノベーションマネジ
メントが現代の企業にとって重大な課題のひとつであることを理
解する。

第4回

イノベーションマネジメント（2） イノベーションのプロセス
イノベーションが何をきっかけにして生まれ、どのような段
階を経て、いかにして最終的な成果獲得に結びついていくの
か、また、その中でどのような困難が待ち構えているのかとい
うイノベーション・プロセスについて学習する。

第5回

イノベーションマネジメント（3）イノベーションの普及
いったん生まれたイノベーションはどのようにして普及してい
くのか、また、普及に伴い、産業の特性や競争構造はどのよう
に変化していくのかというイノベーションのパターンについて製
品ライフサイクル等を基に考える。

第6回

イノベーションマネジメント（4）オープン・イノベーション
広く世の中にある技術を活用し、企業内部と外部のアイデ
アを有機的に結合させ、新たな価値を創造するという「オープ
ン・イノベーション」の考え方についてアウトサイドイン型とイ
ンサイドアウト型の側面から学習する。

第7回

イノベーションマネジメント（5）製品アーキテクチャ
どのようにして製品を構成部品に分割し、製品機能を配
分し、部品間のインターフェースを設計・調整するかに関する基
本的な設計構想が「製品アーキテクチャ」である。この概
念をキーワードとして企業の特性を考える。

第8回

イノベーションマネジメント（6）科学技術イノベーション政策
イノベーションには、多くの人や組織、制度がかかわる。イノ
ベーションを興すために政府によってとられる技術政策につい
て、その必要性の根拠を検討するとともに、技術政策の歴史的推
移と現状を概観し、具体的な政策手法について解説する。

第9回

イノベーションマネジメント（7）イノベーションと企業戦略
経営組織における戦略とは、どのような概念であるのか、組
織のレベルに対応した戦略の階層構造、戦略は計画的に策定され
ると同時に創発的に形成されるという特性から経営戦略論の視
点について身近な事例を基にイノベーションとの関連性から解
説する。

第10回

イノベーションマネジメント（8）経営戦略と技術、業界標準を
めぐる競争
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【予習】シラバスを読んでおくこと。 【復
習】イノベーションマネジメントの講義概
要を確認すること。

4時間

【予習】教科書の第6章について読んでおくこ
と。 【復習】第2回講義の内容を見
直し、学びや気づきをまとめること。

4時間

【予習】教科書の第1章について読んでおくこ
と。 【復習】第3回講義の内容を見
直し、学びや気づきをまとめること。

4時間

【予習】教科書の第3章と第5章について読ん
でおくこと。 【復習】第4回講義の内容を見
直し、学びや気づきをまとめること。

4時間

【予習】教科書の第4章について読んでおくこ
と。 【復習】第5回講義の内容を見
直し、学びや気づきをまとめること。

4時間

【予習】教科書の第10章について読んでおく
こと。 【復習】第6回講義の内容を見
直し、学びや気づきをまとめること。

4時間

【予習】教科書の第9章について読んでおくこ
と。 【復習】第7回講義の内容を見
直し、学びや気づきをまとめること。

4時間

【予習】教科書の第2章と第12章について読ん
でおくこと。 【復習】第8回講義の内容を見
直し、学びや気づきをまとめること。

4時間

【予習】教科書の第7章について読んでおくこ
と。 【復習】第9回講義の内容を見
直し、学びや気づきをまとめること。

4時間

【予習】教科書の第8章と第11章について読ん
でおくこと。 【復習】第10回講義の内
容を見直し、学びや気づきをまとめること。

4時間

2508
イノベーションにおける標準の役割や効果を解説する。業界標
準をめぐる競争においては、売れた物がより売れ、大きなシェ
アを獲得できる。「ネットワーク外部性」が及ぼす影響をキー
ワードとして、事実上の業界標準であるデファクト・スタンダー
ドをいかにして獲得するかということについて考える。
第11回

イノベーションマネジメント（9）ビジネスモデルのマネジメン
ト
新しい製品の市場を開拓し拡大すると同時に、収益を安定
的に確保するための仕組みづくりを行う事業化活動において重
要になる「ビジネスモデル」のマネジメントについて、①ビジネ
スシステムの工夫と②収益システムの工夫という大きく2つ
の切り口から解説する。

第12回

イノベーションマネジメント（10）ビジネスモデル・ジェネ
レーション
ビジネスモデルを記述、分析、デザインするために、戦略的思
考を視覚化するツールとして①顧客セグメント、②価値提
案、③チャネル、④顧客との関係、⑤収益の流れ、⑥リソー
ス、⑧パートナー、⑨コスト構造という9つの構築ブロックか
ら構成される「ビジネスモデルキャンバス」を用いた発想法につ
いて学習する。

第13回

イノベーションを担う人材 組織と個人の関わり合い、キャリア
デザイン
キャリアデザインは、自分が目指したい、楽しく充実した仕事
人生のために、自分のキャリアを開発していく、そのためのプラ
ンを立てるという考え方である。キャリアの入口付近という節
目である大学生活を過ごす中ですべきことは何か、キャリアデザ
インの視点から考え、アイデアを導き出す。

第14回

まとめ イノベーションマネジメントの展望
これまでの講義で学習した内容を振り返り、イノベーションマ
ネジメントを学ぶ意義と要点を確認する。また、事前に講
義の中で受講生に調べ学習として、イノベーションマネジメン
トの理論と実践を結びつけてもらえる内容のレポートを提出して
もらう。自らの考えた内容を発表してもらい、全員で議論を深め
てから、最後に担当教員が総括する。
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【予習】興味深いと思う企業を調べてくるこ
と。 【復習】第11回講義の内容を見
直し、学びや気づきをまとめること。

4時間

【予習】社会に普及している製品やサービ
スを調べ、その要因を考えること。 【復
習】第12回講義の内容を見直し、学びや気づ
きをまとめること。

4時間

【予習】教科書の第13章について読んでおく
こと。 【復習】第13回講義の内容を見
直し、学びや気づきをまとめること。

4時間

講義内容について見直しをすること。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

サプライチェーンマネジメント/生産管理
児山俊行
3年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
生産管理の基本目的は、生産の良い流れを設計し、維持し、改善することにある。「良い流れづくり」という観点から、生産管理の全体
像を把握するとともに、プロセスを改善するための考え方やアプローチについてひとまず学習する。 しかし現代の生産管理の展望を考えるに
は、生産のグローバル化にともなって時間的空間的に複雑化するサプライチェーン全体のマネジメントが欠かせない。
それを踏まえて本授業では、生産管理の基本的な考え方と仕組みをベースとして、サプライチェーンのマネジメントについて、事例を通じ
て受講生が理論と実践を統合した複眼的視点を構築することを目指す。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

生産管理とサプライチェーンマネジメン
トに関する知識

生産管理とサプライチェーンマネジメン
トの諸概念、その生成された背景および歴
史について理解できる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

生産管理とサプライチェーンマネジメン
トに関する知識の応用

企業の生産管理及びサプライチェーンマネジ
メントの現況を説明できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

企業活動での現象を総合的に理解し考察する
ための事実の見方を修得できる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

受講態度

： 講義の受講態度を評価する。
10％

授業レポート
50％
小レポート

： 毎回の授業内容の理解と課題に対して自らの考えを論理的に説明できているかという点から評価す
る。
： （主として前半の）講義内容の理解度を評価。

15％
期末試験

： 授業内容全体の理解度を評価する。
25％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
神谷俊彦（2020）『図解でわかるSCM いちばん最初に読む本』、アニモ出版
苦瀬博仁(2017)『サプライチェーン・マネジメント概論: 基礎から学ぶSCMと経営戦略』、白桃書房

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授
業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日4限
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場所：

研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション：ＳＣＭとは何か？なぜＳＣＭが現代で問
題となるのか？
本講義の目的や進め方、評価方法、スケジュール、約束事と
いった概要について説明する。さらに、講義で取り上げる「サプ
ライチェーンマネジメント（SMC）」とはどのようなものである
のか経営学における位置づけと実務における重要性を確
認し、様々な事例を基にイメージをつかみ、学ぶ意義を受講生と
の間で共有する。

【予習】シラバスを読んでおくこと。
習】SCMの講義概要を確認すること。

第2回

大量生産の歴史：中世ベネチアの「アルセナーレ」から英
国の産業革命、米国の量産システムの発展
大量生産の形成プロセスを通じて、構成する基本的要素につい
て学ぶ。

大量生産の発展ついての基本事項を確認す
る。

4時間

第3回

大量生産の完成：フォード型大量生産方式の確立と巨大企業体
制の登場
大量生産の完成形とされるフォード型生産方式について学び、そ
れを基盤とした巨大企業の発展を理解する。

フォード生産方式の特徴について確認する。

4時間

第4回

大量生産の進化：トヨタ生産（リーン生産）方式への展開
米国で発展した大量生産方式の限界を突破しようとしたトヨタ生
産方式の発展について学ぶ。

トヨタ生産方式の特徴について確認する。

4時間

第5回

ＳＣ重視の流れ：「購買・生産・販売」の統合へ

企業の競争優位性とマーケティングの関連に
ついて確認する。

4時間

企業の競争優位におけるマーケティングでの優位性をサプライ
チェーンの観点から分析・確保することについて学習する

【復

4時間

第6回

新興国への製造シフト：生産のグローバル化と「世界の工
場」となる東アジア
経営戦略に沿ったサプライチェーンマネジメントのあり方につい
て学習する。

サプライチェーンマネジメントと経営戦
略の関連について確認する。

4時間

第7回

「巨大工場」の誕生：工場を持たないブランドメーカーのＳＣ
Ｍ
サプライチェーンマネジメントを情報システムとみなし、購
買・生産・販売と連動したデータ活用のあり方を学習する。

サプライチェーンマネジメントでの情報シス
テムの具体的あり方を確認する。

4時間

第8回

事例研究：現代「巨大工場」のシンボル・フォックスコ
ンとアップル社

サプライチェーンマネジメントでの意思決
定システムの具体的あり方について確認す
る。

4時間

サプライチェーンマネジメントにおける物
流・ロジスティックスでの競争優位の確保に
ついて確認する。

4時間

具体的な手法を通じて、サプライチェーンマネジメントでの意思
決定プロセスについて学習する。
第9回

グローバルブランドメーカーの輝きと暗影：グローバルSCか
ら見て
サプライチェーンマネジメントにおける物流・ロジスティック
スでの競争優位性の確保について学習する。

第10回

国際問題とＳＣＭ（１）：「米中貿易戦争」「英国のＥＵ離
脱」の影響
米中貿易戦争やブレクジット（英国のＥＵ離脱）問題、中国市
場でのサプライチェーンの課題等を通じたサプライチェーンマネ
ジメントでの対応について学ぶ。

世界各地の貿易問題へのサプライチェーンマ
ネジメントでの対応を考える。

4時間

第11回

国際問題とＳＣＭ（２）：ハイテク機器の進化とＳＣＭ

サプライチェーンマネジメントでのＡＩ活
用の今後の展開可能性について考える。

4時間

近年の自然災害や暴動テロ、戦争に対するサ
プライチェーンマネジメントの対応につい
て考える。

4時間

サプライチェーンマネジメントでのＡＩ活用について事例を通じ
て学習する。
第12回

ＳＣＭとリスク：事故、災害、犯罪、紛争、テロ等への対処
様々なリスク（自然災害、事故、犯罪、テロ、戦争等）に対す
るサプライチェーンマネジメントのあり方について学習する。

第13回

ＳＤＧｓへの貢献：環境、社会、人材育成等＆テクノロ
ジーの可能性
企業の社会的責任や環境問題、国際的経済格差、防災減災
等に対するサプライチェーンマネジメントの貢献可能性につい
て学習する。

サプライチェーンマネジメントのＳＤＧ
ｓに貢献しうる可能性を考える。

4時間

第14回

まとめ：産業発展段階を踏まえたＳＣＭの基本的内容と今
後の展望
サプライチェーンのグローバル展開に伴う課題（例えば現在のコ
ロナ禍の影響など）への対応やＥＶ・５Ｇ等の新たな技術の活用
可能性について学習する。

コロナ禍以降のサプライチェーンマネジメン
トのあり方について考える。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

ソーシャルビジネス論
佐野淳也
3年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

環境・国際協力・福祉・まちづくりなど幅広い分野でNPO・市民活動やソーシャルベンチャー（社会的企
業）を実践してきた。

授業概要
「ソーシャルビジネス」とは、ビジネスを通して社会課題の解決を目指す活動であり、そうした社会課題解決をミッションとする企業を「社会
的企業」と呼びます。そしてソーシャルビジネス等を起業する人を「社会起業家」（ソーシャル・アントレプレナー）と呼び、「まちづくり」
「福祉」「教育」「子育て」「環境保護」「国際協力」など、様々な分野で多くの社会起業家が活動しています。本授業では、そうしたソー
シャルビジネスの理念や事例を学び、どのようにビジネスを通して社会課題を解決し、SDGｓの17の目標を達成していけるのかを考えます。
また事例に応じて社会起業家をゲストとして授業に招き、さらに受講生のみなさん同士の対話を通して、みなさんの今後のキャリアとして
の社会起業とその可能性について考える内容とします。
授業評価は、各回の授業での主体的参加に加え、ソーシャルビジネスに関する課題図書レポートや発表、また授業ゲストの活動を事
前に調べ、グループで発表した内容を評価します。受け身ではなく、このトピックについて積極的に学び、今後の自身のキャリア形成に活かそ
うとする真摯な態度での参加を期待します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

ソーシャルビジネスやNPOの理念や意義、活
動内容についての理解

ソーシャルビジネスや社会起業家のありかた
を自分のことばで説明できる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

格差・貧困、若者支援、障害者福祉、国際協
力などの分野で日本社会が現在抱えている課
題を説明できる

2 ．DP8.意思疎通

社会起業家やNPO関係者と良好な意思疎
通を行うことができる

3 ．DP10.忠恕の心

社会起業家やNPO関係者との出会いや学び
を通して、他者への思いやりや共感の精
神を学ぶ

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への主体的参加と学び
40％
課題図書レポート
20％
課題図書レポート発表
10％
ソーシャルビジネス事例発表
20％

： 各回の授業に主体的に参加し、自ら能動的に学び知識や能力を高めることが出来たかどうかを、毎
授業後のふりかえり感想フォーム内容を通して評価
： ソーシャルビジネスや社会的起業家に関する課題図書からの学びや考察を論述したレポートを各自
提出し、独自ルーブリックに従い評価
： 課題図書レポートの内容を授業内で各自発表を行い、そのプレゼンの質やわかりやすさを独自ルー
ブリックに従い評価
： 授業ゲストに来られる社会起業家の方の活動内容について事前に調べ、他の受講生に対しわかりや
すくプレゼンをグループで行い、その発表内容の的確さやプレゼンとしての質を独自ルーブリッ
クに従い評価
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期末レポート
10％

： 授業全体で学んだ知識や情報についてふりかえり、自分の今後のキャリア形成を踏まえ、自分が社
会起業家になるならどのようなソーシャルビジネスを起こしたいかなどを論述したレポートを各自
提出し、内容を評価

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
「社会貢献でメシを食う」竹井 善昭 (著)・米倉 誠一郎 (監修)／ダイヤモンド社
「社会起業家の教科書」大島 七々三／中経出版
「チェンジメーカー」渡邊 奈々／日経BP社
「あなたのキャリアのつくり方」浦坂 純子／筑摩書房
「『社会を変える』を仕事にする」駒崎 弘樹・著／英治出版
「20代からはじめる社会貢献」小暮 真久／PHP研究所
「貧困のない世界を創る」ムハマド・ユヌス／早川書房
「和える」矢島 里佳／早川書房
「裸でも生きる」山口 絵理子／講談社
「若者が社会を動かすために」税所 篤快／ベスト新書
「平和をつくるを仕事にする」鬼丸 昌也／筑摩書房
「N女の研究」中村 安希／フィルムアート社

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

随時

場所：

佐野研究室（西館4階92号室）

備考・注意事項： 事前にアポイントを取ること
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

授業オリエンテーション：SDGsをビジネスで達成する！
・授業全体の概要及び成績評価等の説明
・課題図書レポートの説明
・テーマごとのグループ作成

第2回

ソーシャルビジネスって何だろう？～地域や社会の課題をビジ
ネスで解決する

ソーシャルビジネスの定義や理念、特徴について学ぶ
第3回

世界と日本のソーシャルビジネス実践事例 ～まちづくり／福
祉／教育／環境／子育て／国際協力

国内外のソーシャルビジネスの代表事例について、事業分野ごと
に学ぶ
第4回

ソーシャルビジネスとNPO ～その歴史と背景

・ソーシャルビジネスはどのように生まれたのか、その歴史や背
景について学ぶ。
・ソーシャルビジネスの実施主体としてのNPO法人の成り立ち
や種類について学ぶ。
第5回

社会起業家から学ぶ： 課題図書レポート内容シェア
社会起業家やソーシャルビジネスに関する課題図書レポートの内
容を各人発表する

第6回

貧困・格差問題に取り組むソーシャルビジネス・NPO
国内外の貧困・格差問題と、その解決に取り組むソーシャルビジ
ネス・NPOの活動について学ぶ

第7回

【ゲスト授業】NPO法人Homedoor～ホームレス支援に取り組む
「ホームレス問題を生まない日本社会を創る」をミッションに活
動している認定NPO法人Homedoor（大阪市北区）の活動につい
て学ぶ

第8回

地域福祉課題に取り組むソーシャルビジネス・NPO
国内外の地域福祉課題と、その解決に取り組むソーシャルビジネ
ス・NPOの活動について学ぶ

第9回

【ゲスト授業】NPO法人み・らいず２ ～障がいを持つ方や子ど
もたちへの支援
「だれもが自分らしく地域で暮らすことができる社会」を目指し
て障がいのある人、発達障がいや不登校の子ども、ニート、引き
こもりの若者など、地域で生きづらさを抱えている方に対する支
援を行っているNPO法人み・らいず２（大阪市住之江区）の活
動について学ぶ
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・授業シラバスを理解する ・SDGｓとソー
シャルビジネスについて予習しておく

4時間

以下の参考資料を事前に読んでおく 「ソー
シャルビジネスってなんだろう？」（日本政
策金融公庫）
https://www.jfc.go.jp/n/finance/social/pd
f/socialbusinesscomic.pdf 「ソーシャルビ
ジネスとは？」
https://tailorworks.com/column/posts/02/

4時間

以下参考ウェブサイトの内容を事前に読ん
で理解しておく 「起業して社会問題を解決す
る！ソーシャルビジネスとは？」
https://www.borderless-japan.com/all/soci
al-business/15614/ 「activo」国内最大
級のNPO/社会的企業のボランティア・職員/バ
イトの情報サイト https://activo.jp/

4時間

以下参考ウェブサイトの内容を事前に読ん
で理解しておく 「ソーシャルビジネスお役
立ちサイト」日本政策投資銀行
https://www.jfc.go.jp/n/finance/social/in
dex.html

4時間

事前に提出した課題図書レポートの内容をわ
かりやすく説明するプレゼンを作成し、授業
内で発表できるように準備しておく

4時間

実践事例について事前に調べ、授業内で発
表できるように準備しておく

4時間

団体HPを事前に読んで予習しておく
https://www.homedoor.org/

4時間

実践事例について事前に調べ、授業内で発
表できるように準備しておく

4時間

団体HPを事前に読んで予習しておく
https://me-rise.com/top

4時間

2510

第10回

若者支援に取り組むソーシャルビジネス・NPO
国内外の若者世代が抱える課題と、その解決に取り組むソーシャ
ルビジネス・NPOの活動について学ぶ

実践事例について事前に調べ、授業内で発
表できるように準備しておく

4時間

第11回

【ゲスト授業】NPO法人 D×P ～10代を孤立させないセーフティ
ネット
不登校・中退・経済的困難など、さまざまな境遇にある10代を孤
立させないセーフティネットづくりを進める認定NPO法人D&P（大
阪市中央区）の活動について学ぶ

団体HPを事前に読んで予習しておく
https://www.dreampossibility.com/

4時間

第12回

国際協力に取り組むソーシャルビジネス・NPO

実践事例について事前に調べ、授業内で発
表できるように準備しておく

4時間

国際協力や途上国支援に取り組むソーシャルビジネス・NPOの活
動について学ぶ
第13回

【ゲスト授業】株式会社マザーハウス ～途上国から世界に通
用するブランドをつくる
「途上国から世界に通用するブランドをつくる」という理
念を掲げ、バングラデシュなどアジア６カ国でバッグやジュエ
リーなどのものづくりを進める株式会社マザーハウス（東京
都）の活動について学部。

団体HPを事前に読んで予習しておく
https://www.mother-house.jp/

4時間

第14回

授業全体まとめ～新しい当たり前をつくろう！

・授業全体を通した学びと成長（専門的知
識と技能）について、事前にふりかえりシー
トに記入する ・自分が解決したい課題や、そ
の解決方法をビジネスプランとして考える

4時間

・授業全体のふりかえりと学びの総括
・もし自分が社会起業家になれば、どのような社会課題解
決に向けてどのようなソーシャルビジネスを行いたいか
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

情報システム演習/ソフトウェア演習
中井秀樹
3年

開講時期

前期

単位数

2

講義・演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
情報システムの使用にあたって、実際のシステムに関する知識習得と併せて、基幹技術として用いられている、情報ネットワークやデータベー
スについて、演習を通じて理解を深める。具体的には、ネットワークの標準とされるインターネットについて、仕組みや扱われる情報について
の解説を行う。データベースについてはSQLについての解説を行う。また、これらの技術の応用として、現在拡大しているIoTやビッグデー
タ、AIについても理解も深める。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

情報システムの実社会での利用状況やその効
果について知り、活用の必要性を知ると同
時に、職務上の利用を想定した要望ができる
ようにする。

情報システムの目的や実際の使われている状
況についての理解

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

実際の技術の活用を通じて、基本的なスキ
ルの修得と同時に、実現可能な内容につい
て推測するための理解を深める。

関する知識・技能）の習得。IoT・ビッグ
データ・AIといった用語の理解

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

スキルの理解と習得のために行う演習におけ
る実践

2 ．DP5.計画・立案力

計画的な課題への取り組み、及び社会におけ
る不足を補うための提案を行う

3 ．DP4.課題発見

学修上の課題を自分自身の課
題と捉え、取り組む姿勢を育む

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ棄権とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への取り組み

： 毎回の授業の取り組み状況を復習課題や演習課題によって評価
60％

定期試験（レポート試験）

： 学期末定期試験の正答率で評価
40％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
伏見正則著「最新情報システム開発」実教出版
浅井宗海著「情報通信ネットワーク」近代科学社
三輪真木子、柳沼良知著「データベースと情報管理」NHK出版

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位のため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業にむけて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜4限

場所：

西館3階研究室
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備考・注意事項： 授業内容以外でも、情報系資格や検定などについても自由に質問してください。
メールでの問い合わせの場合は、nakai-hi@osaka-seikei.ac.jpまで。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

授業概要。社会における情報システム
授業概要と評価基準、予習・復習への取り組みに関する基本
的な説明の後、これから学ぶ情報システムの実際の活用の状況と
その重要性に関する説明を行う。

第2回

情報システムの目的
初回説明の情報システムの目的について、情報システムの定義な
どを元にきちんとした説明を行う。また、企業での活用だけでな
く、学校や自治体などの非営利団体におけるひつようせいについ
ても説明する。

第3回

情報システムの構築手法

情報システムの構築段階において、利用者の意見をきちん
と汲み取ることは、その目的からも重要である。きちんとした要
求定義を行うことができるように基本的な情報システム構築につ
いての理解を促す。
第4回

実際の情報システムの例
企業で実際に活用されている情報システムの事例を紹介し、企
業での活用についての理解を深める。

第5回

基幹技術の理解①・情報ネットワーク
情報ネットワークの基本的な構成としてのLANと、グルーバル
ネットワークとしてのインターネットについての解
説を行い、様々な規模のネットワークについての理解を促す。

第6回

情報ネットワークの仕組み
イーサネット（LAN)及びインターネット（WAN）における情報伝
達の仕組みについての理解と、インターネットにおいて利用され
るIPアドレスの仕組みについての解説を行う。

第7回

ネットワークプロトコル

情報ネットワークの枠組みとしてOSI参照モデルと、また実
際のネットワークとしてのTCP/IPモデルについての説
明を行い、ネットワーク全体の機能についての理解を促す。
第8回

ネットワークプロトコルの確認と設定

IPアドレスによって、インターネットが機能していることについ
ての理解を深めると同時に、IPアドレスに関する演習を行う。
第9回

基幹技術の理解②・データベース
期間技術としてのデータベースについて、その種類や活用状況に
ついての解説を行い、基本的な理解を深める。

第10回

データベースと情報管理
データベースにおける情報管理について、情報の正規化という概
念の理解を通じて行う。また、情報管理における基本的な操作に
ついての解説を行う。

第11回

DBMS
DBMSはデータベース管理システムの事であり、データベースを運
用する上でその理解は必要不可欠である。これについて、実
際の操作を行うことで、体感的な理解を促す。

第12回

DBMSとSQL

データベース操作言語として機能するSQLについて、データベー
スの機能と併せて解説を行う。
第13回

SQLの活用演習

実際のSQLの記述を行う事で、データベースの操作を行うと同
時に、自分の操作の目的をSQLによって実際に行う演
習へ取り組む。
第14回

IoT・ビッグデータ・AI
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配布資料を基に学修をする。また、ニュー
スにおいて関連する事項をピックアッ
プし、社会との関連についての考察を行う。

4時間

配布資料を基に学修をする。また、ニュー
スにおいて関連する事項をピックアッ
プし、社会との関連についての考察を行う。

4時間

情報システムの構築段階において、利用
者の意見をきちんと汲み取ることは、その目
的からも重要である。きちんとした要求定
義を行うことができるように基本的な情報シ
ステム構築についての理解を促す。

4時間

配布資料を基に学修をする。また、ニュー
スにおいて関連する事項をピックアッ
プし、社会との関連についての考察を行う。

4時間

配布資料を基に学修をする。また、ニュー
スにおいて関連する事項をピックアッ
プし、社会との関連についての考察を行う。

4時間

配布資料を基に学修をする。また、ニュー
スにおいて関連する事項をピックアッ
プし、社会との関連についての考察を行う。

4時間

配布資料を基に学修をする。また、ニュー
スにおいて関連する事項をピックアッ
プし、社会との関連についての考
察を行う。演習に関する予習を行う。

4時間

配布資料を基に学修をする。また、ニュー
スにおいて関連する事項をピックアッ
プし、社会との関連についての考
察を行う。演習問題の復習を行う。

4時間

配布資料を基に学修をする。また、ニュー
スにおいて関連する事項をピックアッ
プし、社会との関連についての考察を行う。

4時間

配布資料を基に学修をする。また、ニュー
スにおいて関連する事項をピックアッ
プし、社会との関連についての考察を行う。

4時間

配布資料を基に学修をする。また、ニュー
スにおいて関連する事項をピックアッ
プし、社会との関連についての考察を行う。

4時間

配布資料を基に学修をする。また、ニュー
スにおいて関連する事項をピックアッ
プし、社会との関連についての考
察を行う。演習に関する予習を行う。

4時間

配布資料を基に学修をする。また、ニュー
スにおいて関連する事項をピックアッ
プし、社会との関連についての考
察を行う。演習問題の復習を行う。

4時間

配布資料を基に学修をする。また、ニュー
スにおいて関連する事項をピックアッ
プし、社会との関連についての考察を行う。

4時間

2514
近年の情報活用における重要キーワードである、IoT、ビッグ
データ、AIについて解説し、Society5.0における重要性を理解す
ると同時に、今後の社会の在り方についても考える。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

地域ビジネス論/地域創造ビジネス
児山俊行
3年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
地域経済は私たちの社会生活において一層重要性を増していることをまず理解する。そのうえでビジネスの主体を大企業から中堅企業、中小零
細企業、ベンチャー企業に加え、コミュニティ・ビジネスまで多岐にわたっていることを確認する。そして地域を事業ドメインとみなし、伝統
産業や地場産業、ひいてはＮＰＯに至るまで地域の経済振興や社会問題解決を直接的・間接的に目的とした様々なビジネス活動につい
て様々なケーススタディを通じて学習していく。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

地域での企業（起業）の動態

企業（起業家）活動が地域の経済・社会発
展につながる要因を理解できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

地域経済・地域社会における隠された課
題の発見

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業態度

： 質疑応答などの授業への参加の積極性で評価する。
10％

授業レポート

： 授業内容の基本的把握の度合いにより評価する。
45％

指定図書を読んでのレポート

： 論者の内容把握と授業目的との関連付けで評価する。
15％

試験（筆記）

： 授業内容全体の理解度やそれを踏まえた考察度合いで評価する。
30％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業ごとに１～２冊紹介します（それらがレポートの課題図書の対象となります）。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜２限や昼休み

場所：

担当教員の研究室（西館３F西側）

備考・注意事項： 研究室前に掲示するが、研究日以外の昼休みやオフィスアワーに設定する。
またメールでの質問はこちらまで。koyama_t@osaka-seikei.ac.jp
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授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション：なぜ今「地域創造」なのか
「東京一極集中」と言われてきた日本であるが、現代におけ
る「地域」の経済的・社会的な持続的発展とその重要性につい
て学ぶ。

第2回

従来の地域産業と構造変化
日本の経済発展支えたのは大都市中心の工業地帯だけでなく、各
地方に集積する産業（例えば「企業城下町」など）でもあっ
た。しかし円高やバブル景気崩壊以降、製造業のアジアシフ
トやＩＴ化の進展などにより構造変化を余儀なくされ、地方産
業が衰退してきた。それらの変動を事例を通じて学ぶ。

第3回

地域連携事業による経済振興
従来より地域内外の様々な資源・組織を組み合わせて連携させる
ことで、新しい事業・産業を生み出そうとする試みが政策・企業
次元で行われてきたが、それらの経緯と意義を事例を通じ
て学ぶ。

第4回

農業を起点とした地域創造～６次産業化
各地域ごとに農業特産物が存在し販売されているが（１次産
業）、それに特殊な加工を施し（２次産業）、物語を詰め込ん
で地域に人々を呼び込む（３次産業）という農商工が互いに連
携した戦略的行動を６次産業化と呼び、地域創造の有効な方向
性だと評価されている。まず、この６次産業化について基本的理
解を深める。

第5回

６次産業化による地域創造～商品開発について
地域の特産物に新たな付加価値を加えて新商品を開発していくた
めに、地域の「エコシステム」と共創という連携づくりも含め
て市場的視点からいかに行っていくべきかを事例を通じて学んで
いく。

第6回

６次産業化による地域創造～販路開拓について
地域の特産物に新たな付加価値を加えて開発した新商品を販売し
ていくために、地域の「エコシステム」と共創という連携づくり
も含めて市場的視点からいかに行っていくべきかを事例を通じ
て学んでいく。

第7回

都会から地方へ～その理想と現実
都会から理想をもって地方への「Ｕターン」「Ｊターン」
「Ｉターン」する流れが以前より存在している。なぜ人々は「地
方」にあこがれるのか。実はその理想と現実のギャップに成
功・失敗の要因が隠されていることをまず理解していく。

第8回

都会と地方のコラボから生まれる新事業・新製品
都会のスキルと地方の固有資源を組み合わせることで地域か
ら新たなビジネスが。そのポイントは「若者・よそ者・バ
カ者」と言われるが、ここでは人的資源と組織づくりの観点か
ら事例を通じて学ぶ。

第9回

地域創造における金融の重要性
地域創造のため新商品開発や販路開拓など様々な活動が行われる
が、そのための資金調達の様々な手法と有効性について事
例を通じて学ぶ。

第10回

デザイン活用と地域創造
デザインの様々な活用を通して地域活性化を図ろうとするを通し
て地域活性化を図ろうとするして地域活性化を図ろうとする試み
を事例を通じて学ぶ。

第11回

「ソーシャルデザイン」と地域創造
「ソーシャルデザイン」を通して地域活性化を図ろうとする事
例を通じて学ぶ。

第12回

被災地の復興ビジネス
日本各地で頻発する甚大な自然災害で被災した地域の復興のた
め起ち上げられたビジネス事例を通じて復興のポイントと可能
性について学ぶ。

第13回

「無縁社会」の転換
少子高齢化と東京一極集中に伴い各地で深刻化する「無縁社
会」現象とその解決策ついて事例を通じて学ぶ。

第14回

「マネー資本主義」から「里山資本主義」へ
世界を席巻するマッチョ経済といわれる「マネー（金融）資本主
義」に対し、金銭コストやエネルギーコストなどを浪費せず地域
経済・地域社会を活性化させるべく提唱されている「里山資本主
義」を理解し、その可能性や是非について適用事例を通して考え
ていく。
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「極点社会」や「地方消滅」についての将来
予測について調べる。

4時間

各地の「企業城下町」の形成と発展、そし
て衰退について調べる。

4時間

「クラスター政策」の内容と展開につい
て調べる。

4時間

６次産業化について基本的概念について調べ
る。

4時間

各地の６次産業化による商品開発につい
て調べる。

4時間

各地の６次産業化から生まれた新商品のユ
ニークな販路について調べる。

4時間

「Ｕターン」「Ｊターン」「Ｉターン」とそ
の現状について調べる。

4時間

地域創造で「若者・よそ者・バカ者が必
要」と言われる由来について調べる。

4時間

地域活性化のための新規プロジェクトのユ
ニークな資金調達事例について調べる。

4時間

公園や住宅などのデザインで地域振興につな
げた事例を調べる。

4時間

「ソーシャルデザイン」の基本的意味と事
例について調べる。

4時間

近年の自然災害による日本各地の被災状況に
ついて調べる。

4時間

「無縁社会」の基本的意味と内容につい
て調べる。

4時間

「里山資本主義」の基本的概念とその評価つ
いて調べる。

4時間

2518
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

国際経営論
藤森梓
3年、4年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
近年のグローバル化の流れの中で、企業活動は国を問わず、世界規模で展開されています。このような流れの中で、今後のビジネスを担う世
代には、国際的なセンスを身に付けることが求められています。こうした時代のニーズに合わせて、本講義では海外のビジネス事情に関する応
用的な知識や情報の習得を目指します。経済のグローバル化が進む中で、高い国際感覚を活かしながらビジネスを展開することは、大きなアド
バンテージとなるでしょう。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

グローバルビジネスの実情を学びながら、グ
ローバル企業の経営戦略について論理的に理
解する。

経営学の知識を応用しながら、グローバルビ
ジネスに関する様々な現象を分析することが
できる。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

経営学的視点から、グローバルビジネス・国
際経営の現状と課題を分析する。

国際経営に関する諸問題について理解し、そ
の解決策を考えることができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

グローバル企業が直面するさまざまな問題に
ついて、その本質をきちんと理解することが
できる。

2 ．DP5.計画・立案力

グローバル企業が直面する問題の解決策につ
いて、論理的かつ現地事情を考慮しなが
ら導き出すことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末試験
70％
小レポート
20％
中間レポート

： 国際ビジネスに関する基本的な知識を有し、かつ国際ビジネスに関するさまざまな問題を理
解し、適切に分析することができているかを評価します。
： 原則、毎回の授業で提出を求めます。授業内容を踏まえた上で、きちんと内容が記述されているか
を評価します。
： 授業内容をきちんと理解したうえで、自分なりの見解が述べられているかを評価します。

10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
初回の授業でリーディングリストを配布します。また、講義内でも適宜紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
本講義の内容を深く理解するためには、国際社会の動きを正しく理解することが必須です。新聞やニュースなどを通して、国際情勢に常に注
意を払ってください。
授業の資料等はGoogle Classroomで配布します。登録については初回の授業でガイダンスを行います。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日3限

場所：

研究室（西館２階）

備考・注意事項： 授業に関する質問は、授業の前後、または研究室でのオフィスアワー（水曜日3限）にて受け付けます。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス～本科目の学びについて～
講義に関するガイダンス。授業計画・内容、到達目標などを説
明するとともに、国際経営論を学ぶ意味について考えます。

第2回

グローバル化と国際経営
企業活動のグローバル化とその背景について学びます。

第3回

多国籍企業とビジネス（１）～多国籍企業の概要～
多国籍企業の定義およびその役割について学びます。

第4回

多国籍企業とビジネス（２）～多国籍企業の歴史と展開～
多国籍企業の誕生から発展、そして現代に至る歴史を、経済
的な背景を理解しながら概観します。

第5回

アメリカのビジネス環境（１）～アメリカ企業の発展～
国際ビジネスに大きな影響を与えているアメリカ企業が発展して
きた歴史を、アメリカの経済情勢と関連させて理解していきま
す。

第6回

アメリカのビジネス環境（２）～アメリカのベンチャービジネ
ス～
IT企業を中心に、アメリカにおいてベンチャー企業が成長してき
た要因について考えていきます。

第7回

アメリカのビジネス環境（３）～アメリカ企業の今後の展望～
グローバル化が進展するなかで大きな変貌を遂げているアメリ
カ企業の現状を理解し、今後の問題について検証します。

第8回

欧州のビジネス環境
アメリカや日本企業との比較を通して、欧州企業の特徴につい
て理解を深めます。

第9回

企業組織の国際比較
企業組織の構造やコーポレートガバナンスの在り方など
を、日・米・欧の企業を中心に国際比較します。

第10回

ゲストスピーカーによる講義
国際ビジネスの舞台で活躍する実業家の方をお招きして講義をし
ていただきます。（予定）

第11回

新興国とビジネス（１）～アジアにおけるビジネス事情～
中国やインドをはじめとする、新興国のビジネス事情について理
解を深めます。

第12回

新興国とビジネス（２）～アジアビジネスの今後～

アジアにおける経済統合の現状などを理解しつつ、今後のアジ
アにおける企業戦略の可能性について検証します。
第13回

BOPビジネスの現状（３）～BOPビジネスの現状～
近年、注目を集めているBOPビジネスについて、その定義や現
状、今後の可能性について理解を深めます。

第14回

まとめ

これまでの講義内容を振り返りながら、特に日本企業の今後の国
際戦略のあり方について考えます。
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講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（国際ビジネスを学ぶ意義について考える）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（企業活動のグローバル化を推し進める要
因について考える）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（どのような多国籍企業が存在するのか
を調べる）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（多国籍企業の誕生した背景について理解す
る）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（多国籍企業の発展の歴史についてまとめ
る）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（シリコンバレーが発展した要因につい
て考える）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（アメリカ経済の現状を踏まえながら、今
後のアメリカ企業の戦略について考える）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（欧州型企業の特徴について考える）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（日・米・欧の企業組織の違いを理解する）

4時間

ゲストスピーカーの講義内容を踏まえて、課
題レポートに取り組む。

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（多国籍企業が新興国に進出する要因につい
て考える）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（アジアの経済統合の可能性を踏まえなが
ら、今後の日系企業の国際戦略について考え
る）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（今、なぜBOPビジネスが注目されているのか
を理解する）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（これまでの講義内容を振り返りつつ、そ
の内容を自分自身の今後のキャリアにど
う生かすのかを考える）

4時間

2541
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スポーツメディア論

授業科目名

城島充

担当教員名

2年

学年・コース等

開講時期

前期

単位数

2

講義

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

産経新聞の社会部記者として事件や災害、小児医療などを担当したあと、フリーのノンフィクション作
家に。以上の実践経験を講義内容に結びつけている。（全14回）

授業概要
スポーツの文化的価値を高めるために、メディアが果たすべき役割は極めて大きい。記録性や情報発信という意味でスポーツ文化の発展に欠か
せないものだからだ。本講義ではそうしたスポーツメディアの最前線で取材、執筆活動を続けてきた教員が、スポーツメディアの過去と現
在の変遷を検証する材料を提供し、あるべきスポーツメディアの形を提案していく。リアルタイムで話題になったスポーツやアスリート、大
会についても、メデイアがどのような役割を果たしているのか、考察の対象としたい。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

スポーツとメディアの関連性についての考
察。

スポーツ事象をもとに、スポーツとメディ
アの関わりを理解できる。

汎用的な力
1 ．DP7.完遂

自らの視点で、スポーツの断
面を切り取り、表現する力をつける。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

小レポート
100％

： 講義内容の理解度について問題意識をしっかりと持てているかどうかがを重視し、100点満点で評
価します。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
テーマに沿って教員が発表したノンフィクション作品を中心に必要なテキストをコピーして配布します。

履修上の注意・備考・メッセージ
科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習すること。
スポーツの魅力や問題点を伝えるのがメディアの役割ですが、その切り口は多岐にわたります。伝え方よりもまず重要なのは、その視点で
す。視点を変えることによってスポーツの魅力はいろんな形で伝えられることを、スポーツというのはそれだけ魅力的なものだという意識をみ
んなで共有できるような講義にしたいと思っています。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
場所：
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンスおよびスポーツ・メディア論の概説
本講義のスケジュール、達成目標などを伝える。スポーツメディ
アにはどのような形態があり、それぞれがどのような特色がある
のか、その歴史的な背景も含めて説明する。授業内に小レポー
トを提出する。

第2回

スポーツと活字メディアの歴史
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スポーツメディアの現状について復習し、講
義内で配布した資料を読み込んでおくこと

4時間

Number創刊号、江夏の21球をしっかり
と読み込んでおく

4時間

2541
日本初のスポーツ総合誌『Number』（文藝春秋）が誕生した背
景を振り返る。創刊スタッフたちが提示したスポーツのドラ
マを切り取る視点や、スポーツノンフィクションの金字塔的作
品『江夏の２１球』が生まれた背景などについて検証。創
刊800号を超えた現在の誌面との比較を同誌で多くの作品を発
表してきた教員の体験とともに検証、編集者の役割も含め、活
字ジャーナリズムの変遷をたどる。授業内に小レポートを提出す
る。
第3回

スポーツと新聞報道
新聞メディアによるスポーツ報道の歴史と、現状について検証す
る。スポーツ紙と一般紙の報道の違い、番記者と呼ばれる担当記
者たちが実際にどのように取材、報道しているのかを学ぶ。阪
神タイガースを担当するスポーツ紙の『トラ番』を例に、記者ク
ラブ制度や組織ジャーナリズムの問題点にも切りこみたい。授業
内に小レポートを提出する。

第4回

スポーツと競技専門誌
一つの競技に特化したスポーツ専門誌の役割について考える。教
員が多くの原稿を執筆した『ボクシングマガジン』（ベースボー
ルマガジン社）などの誌面の作り方や読者のニーズに焦点をあて
る一方、半世紀近く続いた『卓球レポート』（タマス社）が一昨
年に休刊した理由について検証、専門誌の存在価値の変化につい
て考察する。授業内に小レポートを提出する。

第5回

スポーツと放送メディア
テレビやラジオは、スポーツをどんな形で報じてきたのか。朝日
放送『熱闘甲子園』の製作スタッフの証言や、教員自身のラジ
オ・テレビへの出演体験をベースに、専門チャンネルの存在意
義や、ここ数年、スポーツメディアの世界を席巻しつつあ
る『DAZN』など、新たな放送メディアの誕生と時代の流れを検
証する。授業内に小レポートを提出する。

第6回

スポーツとネットメディア
かつて活字に依存していた出版社や新聞の多くが、ネット配信サ
イトを開設するようになったことは、ここ10年間のスポーツメ
ディアに起きた革命的な出来事である。教員が執筆す
るNumberやスポルティーバ（集英社）のWEB版の取材と執筆過
程を活字媒体の過程と比較しながら、その功罪について考察す
る。授業内に小レポートを提出する。

第7回

アスリートのSNS発信と新しいメディアの登場
最近はアスリートが自らのSNSでコメントを発表したり、近
況を報告するようになった。また、そうした発言をすぐにアッ
プする卓球専門サイト『RallyS』のような、出版社や新聞社を母
体としない、これまでになかったネットメディアも多くのアクセ
ス数を獲得している。こうした新たな流れのなかで生じてきたア
スリートとメディアの関係性の変化について検証する。授業
内に小レポートを提出する。

新聞によるスポーツ報道について復習し、授
業後に発行された新聞、スポーツ紙によ
く目を通しておくこと

4時間

スポーツ専門誌の役割について復習し、自ら
が体験したスポーツの専門誌について調べる

4時間

放送メディアによるスポーツ報道について復
習し、自らの日常のスポーツ情報の収集の仕
方を整理しておく

4時間

ネットによるスポーツ報道について復
習し、気になるテーマをネットで検索、どん
な記事が出てくるかを調べておく

4時間

新しいメディアの動きについて復習し、気に
なるアスリートのSNSをチェックしておく

4時間

第8回

スポーツの魅力を切り取る視点～ピンポン外交官・荻村伊智
朗の生涯から
スポーツの魅力を伝えるさまざまな視点について学ぶ。教
員が『ピンポンさん』という作品で描いた「ピンポン外交官」荻
村伊智朗の生涯に焦点をあて、どんな切り口でどんな物語が構
成できるのかを多面的に検証する。先人たちの功績を今に伝え
る意義についても考察を深めたい。授業内に小レポートを提出す
る。

荻村伊智朗が遺したスポーツの魅力にふれ
た言葉について復習しておくこと

4時間

第9回

それぞれのアスリートが活躍した時代を描く

アスリートと時代性についてしっかりと復
習しておくこと

4時間

パイオニアと呼ばれたアスリートの功績につ
いて復習、配布した資料を熟読しておくこと

4時間

アスリートの言葉について復習し、配布し
た資料を熟読しておくこと

4時間

スポーツにおける異端という定義について復
習し、教員が配布した資料を熟読しておくこ
と

4時間

アスリートの生涯を描くことで、その時代を活写することもス
ポーツメディアの大きな役割である。教員が『拳の漂流』で描い
たフィリピン人ボクサーで、戦後のボクシング界で〝神
様〟と呼ばれたベビー・ゴステロ、戦後まもないころに世界新記
録を連発して〝フジヤマのトビウオ〟と呼ばれ、国民を勇気づけ
た競泳の古橋広之進らの物語を検証する。授業内に小レポー
トを提出する。
第10回

パイオニアとしての矜持を伝える
その競技のパイオニアとして活躍したアスリートを取り上げるこ
とで見えてくるものはなにか。日本の女子プロゴルファーとし
て初めてアメリカのプロツアーに挑戦した樋口久子、戦後の日
本のフィギュアスケート界で活躍し、浅田真央のコーチとし
て知られる佐藤信夫、日本人の卓球選手として初めてプロ宣言し
たTリーグチェアマンの松下浩二らの歩んできた道のりが後のス
ポーツ界に与えた影響をメディアによる報道から検証したい。授
業内に小レポートを提出する。

第11回

トップアスリートの言葉から学ぶ
トップアスリートの言葉を聞き取ることによって、どのような物
語が構成できるのか。教員の取材ノートに刻まれた言葉から、プ
ロボクシングの具志堅用高、卓球の福原愛たちのケースで検証し
ながら、メディアがひきだすスポーツの多面的な魅力につい
て学びたい。授業内に小レポートを提出する。

第12回

「異端」と呼ばれたアスリートの物語
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スポーツにおける「異端」について考える。常識を覆すボクシン
グスタイルで頂点に登り詰め、「悪魔王子」と呼ばれたイエメ
ン移民のナジーム・八メド、モンゴル人初の横綱として一時
代を築きながら、最後は傷害事件で引退を余儀なくされた朝青
龍たちのストーリーをメディアはどう報じたのか。教員の作
品をベースに、異端と呼ばれたアスリートたちの正体をジャーナ
リスティックな視点から考えていきたい。授業内に小レポー
トを提出する。
第13回

スポーツノンフィクション実習
受講生それぞれのスポーツ体験から印象に残ったシーン、出
会い、指導者やチームメイトとの言葉のやりとりなどを検証、そ
の中から書くべきテーマを一つに絞り、レポートではな
く、ジャーナリスティックな作品として執筆してもらう。講義の
あった週末を締め切りに作品を提出する。

第14回

作品批評とまとめ・グループディスカッション
前回課題の提出作品について、班ごとに編集者的な目線で批評し
あう。班ごとに代表作品を決め、発表してもらう。教員が全作
品を添削するので、それぞれの作品の良いところや修正すべきポ
イントを受講生全員で共有したい。
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一つのテーマに絞った内容の原稿を書き上げ
る

4時間

自分の作品についての批評をしっかり
と受け止め、さしかえるべき点を考えておく

4時間

2543
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

スポーツイベントマネジメント論
田村匡
3年

開講時期

後期

単位数

2

講義

該当する
スポーツイベントの企画・実施、スポーツ施設の設計施工・運営実施。（全１４回）

実務経験の概要

授業概要
本講義では、まずは「イベント」自体の目的、構造、構成、種類等について理解する。また大規模スポーツイベント（オリンピック、ワールド
マスターズゲームズ、大阪マラソン等）について、その歴史、分類、構造、組織等の知識を身につける。現実のスポーツイベントを実例とし
て、スポーツイベントにとって重要な6W2Hについて自分で考えて分析する。
さらにはスポーツイベントへの理解を通じて、具体的にスポーツイベントを企画・計画する手法等について学ぶ。
またイベントに関係する資格として「イベント検定」「スポーツイベント検定」「イベント業務管理士」について紹介する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

イベントやスポーツイベントの歴史、分
類、構造に関する知識

スポーツイベントを分析・理解することがで
きる

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

スポーツイベントと地域活性化の関係につい
ての知識

スポーツイベントと地域活性化の関係につい
て理解できる

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

スポーツイベント等を企画・計画できる

2 ．DP6.行動・実践

スポーツイベント等に参加し、実践すること
ができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ本学のガイドラインのとおりとする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

小論文

： 授業の内容を理解しているか。また自分で考えて論理的に説明できているか。
40％

中間論文

： 授業の内容を理解しているか。
30％

期末試験

： 授業の内容を理解しているか。
30％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
一般社団法人日本イベント産業振興協会「スポーツイベント検定公式テキスト スポーツイベントの企画・運営に携わる人のための教科書」
（2021年4月）
一般社団法人日本イベント産業振興協会「イベント検定公式テキスト 基礎から学ぶ、基礎からわかるイベント」（2015年4月）
日本イベント産業振興協会「イベント業務管理士公式テキスト」（2019年4月）

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日2限
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2543
場所：

個人研究室

備考・注意事項： メールにて質問してください。オフィスにこられる場合、予約ください。tamura-t@osaka-seikei.ac.jp。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

スポーツイベント・マネージメントを学ぶ意義
スポーツイベントのマネジメントについて、それらを学ぶ意
義や授業の進め方等について説明する。今年度についてはスポー
ツ施設についても学習するがそれらを学ぶ意義について考える。

第2回

イベントとは
まずはスポーツイベントの上位概念であるイベントについ
て学ぶ。イベントの基本構造（６Ｗ２Ｈ）等について解説す
る。また順次ワールドカップ、オリンピック・パラリンピッ
ク、ワールドマスターズゲームズ等について説明していく。

第3回

スポーツイベント概論
スポーツイベントについての概論。スポーツイベントの分類、特
性などの重要ポイント等について概観する。

第4回

スポーツイベントの歴史
オリンピックや世界陸上、ワールドカップラグビー、ＦＩＦ
Ａワールドカップ等の具体的な事例をもとに、スポーツイベン
トの歴史について学ぶ。

第5回

スポーツイベントの構造
スポーツイベントの構造、組立て方、マネジメント手法等につい
て学習。大阪マラソン等を題材として具体的に考え
る。６Ｗ２Ｈに基づき、実際にはそれらがどのような内容となる
のかについて検討する。

第6回

スポーツイベントの組織、実施、リスクマネジメントなど
スポーツイベントの組織について、大阪マラソン組織委員会
等を参考としながら学習する。また実施の際の問題・課題や、リ
スクへの対処方法等について学習する。

ネットや新聞・参考書等にて関係事
項をチェックする

4時間

ネットや新聞・参考書等にて関係事
項をチェックする

4時間

ネットや新聞・参考書等にて関係事
項をチェックする

4時間

ネットや新聞・参考書等にて関係事
項をチェックする

4時間

ネットや新聞・参考書等にて関係事
項をチェックする

4時間

ネットや新聞・参考書等にて関係事
項をチェックする

4時間

第7回

中間まとめ
これまでの授業の理解を確実にするため、これまでの授
業を振り返って復習をする。

これまでの学習内容を復習する

4時間

第8回

ワールドマスターズゲームズ関西大会

ネットや新聞・参考書等にて関係事
項をチェックする

4時間

ネットや新聞・参考書等にて関係事
項をチェックする

4時間

ネットや新聞・参考書等にて関係事
項をチェックする

4時間

ネットや新聞・参考書等にて関係事
項をチェックする

4時間

ネットや新聞・参考書等にて関係事
項をチェックする

4時間

ネットや新聞・参考書等にて関係事
項をチェックする

4時間

授業全体を振り返り、復習する

4時間

２０２６年に予定されているワールドマスターズゲームズ関西大
会について、大会内容、組織等について学習。
第9回

スポーツイベントの招致・誘致
スポーツイベントを招致する、誘致するとはどういうこと
か。ワールドマスターズゲームズ等の招致活動を例に、実際には
どのようなことが行われたのか概括する。

第10回

スポーツイベントとスポーツ施設
スポーツイベントに不可欠なスポーツ施設について学んでい
く。特に、スポーツイベントを実施する立場から、スタジアム建
設についてはどのようなことを考える必要があるのか等の課題に
ついて理解する。

第11回

地域活性化の理論と実践
地域活性化の理論について、主に経済学的な見地か
ら学ぶ。特に、経済波及効果や地域に残される金銭について、ま
ずはその理論を概観し、次に具体的な事例を踏まえた実践方法
等を学ぶ。

第12回

スポーツと地域活性化（様々な事例）
スポーツチームによる地域活性化や、スポーツツーリズムによ
る地域活性化など、スポーツを活用した地域活性化の事
例を学ぶ。具体的な事例をもとに理解を進め、スポーツによる地
域活性化の体系を把握する。

第13回

スポーツと地域活性化（スポーツコミッション）
スポーツを活用して地域を活性化する組織として、スポーツコ
ミッションがある。アメリカや日本のスポーツコミッシヨンの現
状等について、スポーツコミッション関西の実例等をもと
に学ぶ。

第14回

総まとめ
スポーツイベント・マネジメントについてのこれまでの授
業を全て振り返り、重要な点等をもう一度復習する。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

スポーツスポンサーシップ論
田村匡
2年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

スポーツ関連団体のスポンサー募集実務や各企業とのスポンサーアクティベーション作業の実施。（全１
４回）

授業概要
現代のオリンピックやＦＩＦＡワールドカップなどのメガスポーツイベント、さらにはスポーツチームの運営上なくてはならいスポンサーシッ
プ。スポンサーシップや放映権、ライセンス、チケット販売など、スポーツイベント主催者等は、どのようにしてスポーツをもとに企業等か
ら収入を得るのか、その内容や課題等について実例を踏まえて学習する。またスポンサーとなった企業等は、スポーツイベント主催者等からど
のような権利を獲得し、それを使ってどのような広報・広告を行っているのか、具体例を示して学習し、それらの権利を応用する方法（アク
ティベーション）を理解する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

スポーツスポンサーについて幅広く理解する

スポーツにとってのスポンサーシップや放映
権、ライセンスの意味を理解することができ
る

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

スポンサーによるアクティベーションの仕
方、根拠等を理解する。

スポンサーとなった場合等にマーケテイン
グ権を使いこなすことができる

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

スポーツを使って儲ける仕組みをつくること
ができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ本学のガイドラインのとおりとする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

小論文

： 授業の内容を理解しているか。また自分で考えて論理的に説明できているか。
40％

中間論文

： 授業の内容を理解しているか。
30％

期末試験

： 授業の内容を理解しているか。
30％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
「ビジネスを勝利に導くＦＣバルセロナのマーケティング実践講座」エステベ・カルサーダ／小澤一郎訳／そる・メディア／２０１３年

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日2限

場所：

個人研究室

備考・注意事項： メールにて質問してください。オフィスにこられる場合、予約ください。tamura-t@osaka-seikei.ac.jp。
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授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

スポーツスポンサーシップを学ぶ意義
スポーツスポンサーシップを学ぶ意義や、授業の進め方等につい
て説明する。

第2回

国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）等の収入構造
国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）やＦＩＦＡ等のメガスポーツ
イベントの収入構造等について学習。企業やテレビ局等からのス
ポンサー収入や放映権の必要性について理解する。

第3回

東京2020組織委員会の収入構造
東京2020オリンピック・パラリンピックに関連して、その組織委
員会の収入構造について学ぶ。メガスポーツイベントには巨
額の資金が必要である。どのように資金を集めていたのか、そ
の種類、方法等について具体的に学んでいく。

ネットや新聞・参考書等にて関係事
項をチェックする

4時間

ネットや新聞・参考書等にて関係事
項をチェックする

4時間

ネットや新聞・参考書等にて関係事
項をチェックする

4時間

第4回

スポンサーシステム１（1964年と2020年の東京オリンピッ
クの比較から）
ＩＯＣやＦＩＦＡ、オリンピック等におけるスポンサーシステ
ムはどのように発展してきたのか？それらについてこれまでのオ
リンピックと、東京オリンピックの1964年と2020年の比較
等を踏まえて学んでいく。またロサンゼルスオリンピック以降採
用されている「一業種一社」システムについて、そのメリッ
ト・デメリット等について学ぶ。

ネットや新聞・参考書等にて関係事
項をチェックする

4時間

第5回

スポンサーシステム２（スポンサー以外の収入源）

ネットや新聞・参考書等にて関係事
項をチェックする

4時間

ネットや新聞・参考書等にて関係事
項をチェックする

4時間

スポンサーシップ以外の収入源として放映権やライセンス販売に
ついて学ぶ。
第6回

チケット販売、プロスポーツチームのスポンサー
放映権、スポンサーシップに並び、イベント主催者の収入とな
るチケット販売について学習する。さらにプロスポーツチー
ムのスポンサーについて実例をもとに学んでいく。

第7回

中間まとめ
これまで学習してきた、国際組織やイベント主催者、チームか
ら見たスポンサーシップや放映権、ライセンス、チケット販売に
ついて中間総括する。

これまでの授業等を一旦振り返り、復習する

4時間

第8回

ワールドマスターズゲームズ関西大会とスポンサー

ネットや新聞・参考書等にて関係事
項をチェックする

4時間

ネットや新聞・参考書等にて関係事
項をチェックする

4時間

ネットや新聞・参考書等にて関係事
項をチェックする

4時間

ネットや新聞・参考書等にて関係事
項をチェックする

4時間

2026年に関西にて開催される予定のワールドマスターズゲーム
ズについて、スポンサーシップの面から学習する。
第9回

企業から見たスポンサーシップ
企業からみたスポンサーについて、そのメリット・デメリッ
ト等をオリンピックやワールドカップのスポンサーとなってい
る企業等を実例として学習する。

第10回

スポンサーが取得する権利１（世界陸上大阪大会の事例）
スポンサーが獲得するマーケティング権とは何か。具体的に世界
陸上大阪大会の実例をもとに、理解を深めていく。

第11回

スポンサーが取得する権利２（企業による具体的な活用事例）
マーケティング権の詳細について学習し、どのような権利がスポ
ンサーとなることにより獲得できるかについて学ぶ。マーケティ
ング権の法的権原となる著作権や商標権等についても学習する。

第12回

スポンサーのマーケティング活動の実際（アクティベーショ
ン）
マーケティング権を得た企業等が、実際にどのようなマーケティ
ング活動を行うのか、広告は販売促進の実例を踏まえ学習。アク
ティベーションの重要性を学ぶ。

ネットや新聞・参考書等にて関係事
項をチェックする

4時間

第13回

スポンサー契約、ＶＩＫ

ネットや新聞・参考書等にて関係事
項をチェックする

4時間

授業全体を振り返り、復習する

4時間

スポンサー契約の内容はどのようなものなのか、またＶＩ
Ｋと呼ばれる物品・サービス等の提供について学ぶ。
第14回

エンドースメント、ＷＩＮ＝ＷＩＮ関係
選手個人へのスポンサーである、エンドースメント。様々な事
例により、エンドースメント契約について学ぶ。
またスポンサー活動は、マーケティングを与える団体等と企
業がＷＩＮ=ＷＩＮの関係にならなければ成り立たない。ＷＩＮ
＝ＷＩＮがどのように実現されていくのか、その成立条件につい
て検討する。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

スポーツ用具論
植田真司
3年

開講時期

前期

単位数

2

講義

該当する
ゴルフクラブ等スポーツ用具の企画と設計及び研究に従事（全14回）

実務経験の概要

授業概要
スポーツで使用される用具・用品に関して、どのような素材が使用され、どのような科学が応用され、どのような機能があるのか、シュー
ズ、ゴルフ、野球、テニス、スポーツウエア、水着などの競技別の用具を例にまなびます。
また、その競技で使用されるスポーツ用具の歴史、製造方法、使用方法、及びその特徴と効用をより理解し、より良いスポーツ用具を選択す
る力、および企画・設計するうえで必要とされる基礎的な知識を身につけることを目標とします。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

スポーツ用具には、どのような機能があ
り、どのようにつくられているのか理解す
る。

スポーツ用具を選択する力、および企画す
る力

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

現状のスポーツ用具の問題点を発見する。
最適な用具を選ぶ能力を養う。

2 ．DP5.計画・立案力

スポーツ用具の企画をする。
課題の対策を計画する力

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内小レポート

： 授業の理解度
35％

課題レポート

： 問題を発見し、対策を立案する力
25％

定期試験

： スポーツ用具を選択する力、および企画・設計するうえで必要とされる基礎的な知識
40％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
必要に応じて紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜日

場所：

研究室（西館3F）

5限
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授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

スポーツ用具と記録の変遷
15回の講義内容と学びのポイントを説明します。

スポーツ用具の文献を購読する。

4時間

第2回

スポーツ用具に使われる素材について

スポーツ用具に使われる素材について文
献を購読する

4時間

プラスチック、金属、木、繊維など、スポーツに使われる素
材の特徴を学びます。
第3回

シューズの選び方
シューズの選びの重要性と選び方を説明し、間違ったシュー
ズを履くとどのようなトラブルが起きるのか学びます。

シューズの文献を購読する。

4時間

第4回

シューズの機能・構造と競技別の特徴
シューズがどのような構造で作られているのか、競技別のシュー
ズの特徴を学びます。

シューズの文献を購読する。

4時間

第5回

特別な競技シューズが出来るまで
トップレベルの選手が使用するシューズがどのように困
難を乗り越えて作られているのか、外部講師から現場の話を説
明して頂きます。

シューズの文献を購読する。

4時間

第6回

スポーツ用具と色彩心理
スポーツ用具や用品の色が異なるだけで、アスリートのパフォー
マンスが変わることを学びます。

色彩心理の文献を購読する。

4時間

第7回

競技別ボールの特徴
競技別にボールの特徴、及び製造方法について学びます。

ボールに関する文献を購読する。

4時間

第8回

ゴルフ用具の特徴
クラブ及びボールの機能、歴史と進化について説明します。

ゴルフ用具に関する文献を購読する。

4時間

第9回

野球用具の特徴
グラブ、バットについて、その機能、歴史と進化について説明し
ます。

野球用具に関する文献を購読する。

4時間

第10回

テニス用具の特徴
ラケット、ガットについて、その機能、歴史と進化について説
明します。

テニス用具に関する文献を購読する。

4時間

第11回

スポーツウエアの進化１
水着の歴史と進化について、説明します。

スポーツウエアに関する文献を購読する。

4時間

第12回

スポーツウエアの進化２
ウエアの役割はもちろん、競技ウエアがオリンピックの大会ごと
にどのように進化しているいのか学びます。

スポーツウエアに関する文献を購読する。

4時間

第13回

トラック等のサーフェイスの機能
土、全天候、芝生など競技の地面の種類とその特長について学び
ます。

サーフェイスの文献を購読する。

4時間

第14回

スポーツと環境問題
スポーツと環境問題の関係のついて説明し、地球環境保護のため
に我々に何が出来るのかを考えます。

スポーツと環境に関する文献を購読する。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

食品開発実践
髙畑能久
2・3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

大手総合食品メーカーの中央研究所で研究・商品開発および新規事業を経験。その後、グループ経営本部 経
営企画部にて事業戦略の立案および投融資などを担当。（全14回）
食ビジネスコース指定

授業概要
この授業では、企業と連携したPBL学修によりヒット商品を開発するために必要となる商品企画やマーケティングに関する専門知識を学びま
す。シミュレーション型学習として、食品企業のプロジェクトチームのメンバーとなり商品開発の一連のプロセスを体験します。
個人ワークで新商品のアイデア出しを行い、グループワークでは市場調査、商品コンセプト、ターゲット、ベネフィット、ネーミング、販促施
策などの新商品企画を立案します。最終回の新商品発表会では企業人からフィードバックを受けます。最近、注目されている食の6次産業化につ
いても学びます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

食品開発の一連のプロセスをシミュレーショ
ン型学習により体験します。

個人ワークとグループワークにより食品開
発を実践できるレベルまで理解を深めます。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

顧客の潜在ニーズを捉え、既存商品がもつ課
題を発見します。

2 ．DP5.計画・立案力

新商品企画やアクションプランを計画・立
案します。

3 ．DP6.行動・実践

アクションプランに沿って行動・実践し、新
商品企画を作り上げます。

4 ．DP9.役割理解・連携行動

グループで役割を分担し、チームワー
ム良く取り組みます。

学外連携学修
有り

(連携先：日本ハム株式会社)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなされます。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内のワーク
20％
ポートフォリオ（学びの記録）
20％
新商品発表会
40％
期末レポート
20％

： 授業で与えられた課題や自らの役割に対し、自主的な取り組み姿勢であったかどうかを評価しま
す。
： 新商品のアイデア、企画、販促施策などに独自性があり、経営の観点から魅力的であったかどうか
を評価します。
： グループで開発した商品の特長をアピールできているか、企業人から支持を得られるものであった
かどうかを評価します。
： 指定された日時までに提出されたレポートについて、独自の視点からマーケットイ
ンの考え方に基づき、効果的な提案ができているかを評価します。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
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岩田直樹（2015年）『食品開発の進め方（第3版）』幸書房。
末吉孝生（2014年）『コレが欲しかった！と言われる「商品企画」のきほん』翔泳社。
片岡榮子、片岡二郎（2011年）『食品開発ガイドブック』地人書館。
その他、必要に応じて紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習すること。
日頃からテレビ、新聞、雑誌、Webサイト等を活用し、食ビジネスに関するニュースや最新情報の把握に努めてください。
※なお、連携先の都合に合わせて、授業の順番や内容を一部変更する場合がある。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜２限

場所：

髙畑研究室（西館２階）

備考・注意事項： 授業の前後以外で質問したい場合は、メールにて受け付けます（takahata@osaka-seikei.ac.jp）。件名には必ず、所属・学
籍番号・氏名を明記してください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション・マーケティング（基礎）
授業の進め方や評価方法などを説明します。マーケティング（基
礎）として「顧客と消費者」、「マーケティングの定
義・考え方」、「マーケティングプロセスの全体像」につい
て学びます。

第2回

連携先企業による特別授業（PBL課題の提示）
連携先からゲストスピーカー（専門家）を招いて特別授業を開
講します。
最新の市場動向に基づき、新商品に求められるものについて学ぶ
と共に、PBL課題を提示していただきます。

各自でどのような商品を開発したいのか考え
てきてください。

4時間

日本ハムの公式サイトで商品情報を調べてき
てください。

4時間

第3回

個人ワーク①（内部・外部環境分析）
PBL課題を提示した連携先の公式サイトを閲覧して事業概要、商
品の強みや弱みなどについて把握します。またSWOT分析の手
法を用いて内部・外部環境分析を行い、各自で商品アイデアを提
案します。

各自でアイデアシートを作成してください。

4時間

第4回

個人ワーク②（商品コンセプト・顧客ベネフィット）
連携先からのフィードバックを受けて、新商品のコンセプトや顧
客ベネフィットなどをブラッシュアップして商品アイデアを再提
案します。

各自でアイデアシートを作成してください。

4時間

第5回

グループワーク①（顧客の絞込み・顧客ストーリー）

グループ毎に顧客の絞込みと顧客ストー
リーを話し合ってください。

4時間

グループ毎に競合商品とのポジショニン
グと販促施策を話し合ってください。

4時間

グループ毎に商品企画書を作成してくださ
い。

4時間

グループワークに取り組むプロジェクトチームを発足します。連
携先から選ばれた商品アイデアにおける顧客の絞込みと食シー
ンを具体化した顧客ストーリーを検討します。
第6回

グループワーク②（競合商品・ポジショニング・販促プラン）
競合他社の類似商品など市場調査を行い、ブレーンストーミン
グ、KJ法、SWOT分析によりグループで開発する新商品の優位
性を検討します。

第7回

グループワーク③（商品企画書の作成）
これまでの一連の取り組み成果に基づき、グループ毎に商品企画
書を作成します。

第8回

中間発表会の準備
これまでの一連の取り組み成果を発表するため、発表用パワーポ
イントと発表原稿を作成します。グループ毎に発表練習を行って
ください。

グループ毎に発表練習を行ってください。

4時間

第9回

中間発表会

グループ毎に中間発表の振り返りを行ってく
ださい。

4時間

食の6次産業化プロデューサー（食Pro.）につ
いて調べてきてください。

4時間

食の6次産業化の成功事例を調べてきてくださ
い。

4時間

グループ毎に進捗状況を発表して質疑応答します。発表用パワー
ポイントは事前に提出してください。グループ毎に専門家か
らフィードバックを受けます。
第10回

食の6次産業化①（6次産業化の基礎とその関連法規）
最近、注目されている6次産業化について「意味と目的」、「メ
カニズム」、「パターン」を学びます。6次産業化法、農商工連
携法、それらを推進するための各種支援制度についても理解しま
す。

第11回

食の6次産業化②（6次産業化の成功事例）
食品開発のヒントとして、食の6次産業化の成功事例から6次産業
化を行う際に重要なファクターについても解説します。

第12回

食の6次産業化③（農業・水産業および食品加工・流通関連法
規）
食品開発と係わりのある農地法、都市計画法、家畜伝染病予防
法、漁業法、PL法および、食品衛生法、JAS法、健康増進法、景
表法、食品表示法などについても学びます。

食品表示法と食品衛生法、JAS法、健康増進
法の関係について調べてきてしてください。

4時間

第13回

新商品発表会（グループ成果発表）の準備・予演会
中間発表での専門家からフィードバックを参考にして、発表用パ
ワーポイントと発表原稿をブラッシュアップします。グルー
プ毎に発表練習を行ってください。

グループ毎に発表練習を行ってください。

4時間

第14回

新商品発表会（グループ成果発表）

グループ毎に新商品発表会の振り返りを行っ
てください。期末レポートは指定された日
時までに提出してください。

4時間
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これまでグループワークで取り組んできた成果を発表し、プレゼ
ンテーション資料を提出してください。発表用パワーポイン
トは事前に提出してください。グループ毎に専門家からフィード
バックを受けます。授業の最後に期末レポートの課題を提示しま
す。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

調理学実習Ⅰ/調理学実習１
吉田誠
2年

開講時期

後期

単位数

1

実習

該当する
シェフ（全14回）

実務経験の概要

食ビジネスコース指定
授業概要
調理学実習Ⅰは料理の基本から知識および技術を学ぶ授業です。フードサービス店の企画・運営・経営に役立つ力を身に付けます。初めて包
丁を持つ場合を想定し、現場で経験のあるシェフ（教員）が、全ての調理器具の安全で衛生的な扱い方を、丁寧に指導します。食品材料の下処
理、切り方、基本加熱調理、味付け、盛り付けまで、一連の調理作業を行うことで、実践の場にに即した技術を身に付けます。料理に興
味を持ち、作る喜び、作る楽しさを感じながらも調理工程全般をとおして衛生的な配慮を確実に行う方法も学びます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

基本の料理を一連の調理作業を通じて仕上げ
ることで、商品開発（メニュープラ
ン）を行う際の知識や技術、フードサービ
ス店の運営や衛生管理が理解できる

学んだ知識・技術を正確に把握・実践しよう
とする力を身に付ける

汎用的な力
1 ．DP9.役割理解・連携行動

チームワークを大切にし和を持って物事をや
り遂げる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

実技テスト
50％
毎回のレポート（調理実習ノート）
25％
授業態度
25％

： 課題メニューを時間内に作り上げ、5項目（衛生、下処理、加熱作業、盛り付け、味）について評
価する。
： 講義内容が理解出来ているか、調理手順が理解出来ているか、調理作業の効率化や調理理論が理解
出来ているか、完成品のイラストがカラーで描けているか、の全てを評価する。
： 積極的に取り組もうとする主体性や自分の役割を理解し協働しようとするする態度があったかを評
価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
参考文献については開講時にそのテーマに沿って、都度紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は１単位の科目であるため、平均すると毎回２時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
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時間：

実習後30分間

場所：

346教室および準備室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

包丁の扱い方 切る むく（切り揃える むき揃える）（講
習・実習）
・包丁の種類とその用途について
・包丁の持ち方、握り方、その姿勢について
・玉ネギのみじん切り、キャベツの千切り、トマトのスライ
ス⇒サラダに応用（試食あり）
・じゃがいものシャトーむき⇒フレンチフライポテトに応用（試
食あり）
以上の内容を模範指導（教壇にて模範実技⇒試食）
授業のレポートを簡潔にまとめ、次回提出

授業のレポートを簡潔にまとめ、後日提出。

1時間

第2回

火の扱い方（焼く・茹でる）
・野菜の茹で方（ブロッコリー）
・ゆで卵の基本
・目玉焼きの基本（付け合わせにベーコンも焼く）
・パン
以上の内容を模範指導（教壇にて模範実技⇒試食）
授業のレポートを簡潔にまとめ、次回提出

授業のレポートを簡潔にまとめ、後日提出。

1時間

第3回

美味しい炊飯と美味しい出汁のとり方（講習）
・一番出汁、二番出汁のとり方⇒「旬の食材を使っ
た吸い物」へ応用（試食あり）
・他の出汁について
・炊飯（研ぎ方、浸水、水加減、炊飯、蒸らし）について
・ご飯のおかずとして「豚肉とこんにゃくの味噌炒め」
以上の内容を模範指導（教壇にて模範実技⇒試食）
授業のレポートを簡潔にまとめ、次回提出。

授業のレポートを簡潔にまとめ、後日提出。

1時間

授業のレポートを簡潔にまとめ、後日提
出。料理デッサンはカラーで描くこと。

1時間

第4回

美味しい炊飯と美味しい出汁のとり方（実習）
第3回の内容を学生が実習する。教員は実習巡回し実意・親
切・丁寧に指導。
反省点、課題点を的確に指導。
授業のレポートを簡潔にまとめ、後日提出。

第5回

人気洋食の基本と応用（講習）
・ハンバーグ
・コールスロー
・ボイルブロッコリー
・ブラウンソース
・パン
以上のメニューを模範指導（教壇にて模範実技⇒試食）
授業のレポートを簡潔にまとめ、次回提出。

授業のレポートを簡潔にまとめ、後日提出。

1時間

第6回

人気洋食の基本と応用（実習）

授業のレポートを簡潔にまとめ、後日提
出。料理デッサンはカラーで描くこと。

1時間

第5回のメニューを学生が実習する。教員は実習巡回し実意・親
切・丁寧に指導。
反省点、課題点を的確に指導。
授業のレポート簡潔にまとめ、次回提出。
第7回

すぐ作りたい基本の和食（講習）
・出し巻き卵
・基本の肉じゃが
・あさりの味噌汁
・土鍋ご飯（土鍋の取り扱いと炊飯）
以上の献立を模範指導（教壇にて模範実技⇒試食）
授業のレポートを簡潔にまとめ、次回提出。

授業のレポートを簡潔にまとめ、後日提出。

1時間

第8回

すぐ作りたい基本の和食（実習）

授業のレポートを簡潔にまとめ、後日提
出。料理デッサンはカラーで描くこと。

1時間

メニューを学生が実習する。教員は実習巡回し実意・親切・丁
寧に指導。
反省点、課題点を的確に指導。
授業のレポート簡潔にまとめ、次回提出。
第9回

世界三大料理の中国料理に学ぶ（講習）
・辣黄瓜（胡瓜のラー油漬け）
・蕃茄蛋花湯（トマト入りかき玉スープ）
・家常茄子（なすと挽肉の味噌炒め）
・ご飯
・自家製辣油
以上のメニューを模範指導（模範実技⇒試食）

授業のレポートを簡潔にまとめ、後日提出。

1時間

第10回

世界三大料理の中国料理に学ぶ（実習）

授業のレポートを簡潔にまとめ、後日提
出。料理デッサンはカラーで描くこと。

1時間

メニューを学生が実習する。教員は実習巡回し実意・親切・丁
寧に指導。
反省点、課題点を的確に指導。
授業のレポート簡潔にまとめ、次回提出。
第11回

覚えておきたい、基本のイタリア料理（講習）
・コーンポタージュ
・ミートソーススパゲティ
・ティラミス
・パン
以上のメニューを模範指導（教壇にて模範実技⇒試食）

授業のレポートを簡潔にまとめ、後日提出。

1時間

第12回

覚えておきたい、基本のイタリア料理（実習）

授業のレポートを簡潔にまとめ、後日提
出。料理デッサンはカラーで描くこと。

1時間

授業のレポートを簡潔にまとめ、後日提出。

1時間

メニューを学生が実習する。教員は実習巡回し実意・親切・丁
寧に指導。
反省点、課題点を的確に指導。
授業のレポート簡潔にまとめ、次回提出。
第13回

覚えておきたい、基本の洋食料理（講習）
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・2種のオムライス
・ポテトサラダ
・クレームブリュレ
以上のメニューを模範指導（教壇にて模範実技⇒試食）
第14回

覚えておきたい、基本の洋食料理（実習）
メニューを学生が実習する。教員は実習巡回し実意・親切・丁
寧に指導。
反省点、課題点を的確に指導。
授業のレポート簡潔にまとめ、次回提出。

第15回

調理学実習Ⅰの総括（講義）と調理学実習Ⅰ総括料理制作試
験（実技）
調理学実習Ⅰの履修メニューの復習と応用編を講義として総括す
る。日本料理・西洋料理・中国料理の現状とこれからの方向
性を解りやすく講義する。
調理学実習Ⅰの履修メニューの中から、日本料理、西洋料理、中
国料理各１品ずつ、計３品の料理製作試験を実施する。班単
位の試験とする。衛生面、下処理作業面、加熱作業
面、盛り付け作業面、味を総合的に評価をする。
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授業のレポートを簡潔にまとめ、後日提
出。料理デッサンはカラーで描くこと。

1時間

授業のレポートを簡潔にまとめる。実習ノー
トの完成を目指す。

1時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

調理学実習Ⅱ/調理学実習２
吉田誠
2年

開講時期

後期

単位数

1

実習

該当する
シェフ（14回）

実務経験の概要

食ビジネスコース指定
授業概要
前期”調理学実習１”で履修した基本編を、応用・活用した実践編が”調理学実習２”です。少し深く、広く、世界各国の料理を学ぶ内容と
なっています。料理に対する興味を広げ、作る喜びを、作る楽しさを感じながらも、調理工程全般をとおして衛生的な配慮を確実に行う方
法を学ぶことで、オペレーション構築能力も高められます。美味しい料理を作る事を目標に、仕上げ作業まで積極的に取り組むことで、飲食店
経営に役立つメニュー開発力が身に付きます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

基本の料理を一連の調理作業を通じて仕上げ
ることで、商品開発（メニュープラ
ン）を行う際の知識や技術、フードサービ
ス店の運営や衛生管理が理解できる

学んだ知識・技術を正確に把握・実践しよう
とする力を身に付ける

汎用的な力
1 ．DP9.役割理解・連携行動

チームワークを大切にし和を持って物事をや
り遂げる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

実技テスト
65％
毎回のレポート（調理実習ノート）
20％
授業態度
15％

： 課題メニューを時間内に作り上げ、5項目（衛生、下処理、加熱作業、盛り付け、味）について評
価する。
： 講義内容が理解出来ているか、調理手順が理解出来ているか、調理作業の効率化や調理理論が理解
出来ているか、完成品のイラストがカラーで描けているか、の全てを評価する。
： 積極的に取り組もうとする主体性や自分の役割を理解し協働しようとするする態度があったかを評
価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
参考文献については開講時にそのテーマに沿って、都度紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は１単位の科目であるため、平均すると毎回２時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
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時間：

実習後30分間

場所：

346教室および準備室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

基本技術による秋の日本料理（講習）
・秋刀魚のかば焼き
・南瓜の炊いたん
・焼き茄子の赤だし
・土鍋ご飯
以上の献立を模範指導（教壇にて模範実技⇒試食）

授業のレポートを簡潔にまとめ、後日提出。

1時間

第2回

基本技術による秋の日本料理（実習）

授業のレポートを簡潔にまとめ、後日提
出。料理デッサンはカラーで描くこと。

1時間

・秋刀魚のかば焼き
・南瓜の炊いたん
・焼き茄子の赤だし
・土鍋ご飯
教員は実習巡回し課題点を的確に指導。
第3回

パスタの基本（講習）
基本のパスタとコツを学ぶ
基本のアーリオオーリオを学び、実習は本格的なカルボナーラ
・カルボナーラ
・焼きパプリカのマリネ
・グリーンサラダ
・パン
以上の献立を模範指導（教壇にて模範実技⇒試食）

授業のレポートを簡潔にまとめ、後日提出。

1時間

第4回

パスタの基本（実習）

授業のレポートを簡潔にまとめ、後日提
出。料理デッサンはカラーで描くこと。

1時間

基本のパスタとコツを学ぶ
基本のアーリオオーリオを学び、実習は本格的なカルボナーラ
・カルボナーラ
・焼きパプリカのマリネ
・グリーンサラダ
・パン
教員は実習巡回し課題点を的確に指導。
第5回

基本技術による人気の中国料理(講習）
・腰果肉丁（豚肉とカシューナッツの炒め物）
・乳汁白菜（貝柱と白菜のクリーム煮）
・酸辣湯（酸味・辛味のスープ）
・マンゴープリン
以上のメニューを模範指導（教壇にて模範実技⇒試食）

授業のレポートを簡潔にまとめ、後日提出。

1時間

第6回

基本技術による人気の中国料理（実習）

授業のレポートを簡潔にまとめ、後日提
出。料理デッサンはカラーで描くこと。

1時間

・腰果肉丁（豚肉とカシューナッツの炒め物）
・乳汁白菜（貝柱と白菜のクリーム煮）
・酸辣湯（酸味・辛味のスープ）
・マンゴープリン
教員は実習巡回し課題点を的確に指導。
第7回

いつまでも覚えておきたい、伝統の西洋料理（講習）
・じゃがいももポタージュスープ
・豚ロースのコートレット
・サラダ・ニソワーズ
・パン
以上のメニューを模範指導（教壇にて模範実技⇒試食）

授業のレポートを簡潔にまとめ、後日提出。

1時間

第8回

いつまでも覚えておきたい、伝統の西洋料理（実習）

授業のレポートを簡潔にまとめ、後日提
出。料理デッサンはカラーで描くこと。

1時間

・じゃがいももポタージュスープ
・豚ロースのコートレット
・サラダ・ニソワーズ
・パン
教員は実習巡回し課題点を的確に指導。
第9回

これからも伝えて行きたい、温かい日本料理（講習）
・のっぺい汁（汁物）
・豚肉と大根の煮物（煮物）
・揚げ出し豆腐（揚げ物）
・どら焼き
・土鍋ご飯
以上の献立を模範指導（教壇にて模範実技⇒試食）

授業のレポートを簡潔にまとめ、後日提出。

1時間

第10回

これからも伝えて行きたい、温かい日本料理（実習）

授業のレポートを簡潔にまとめ、後日提
出。料理デッサンはカラーで描くこと。

1時間

・のっぺい汁（汁物）
・豚肉と大根の煮物（煮物）
・揚げ出し豆腐（揚げ物）
・どら焼き
・土鍋ご飯
教員は実習巡回し課題点を的確に指導。
第11回

旬の野菜もしっかり摂れる和食（講習）
・鶏団子のスープ
・白身魚の酒蒸し
・キノコの生姜きんぴら
・牛乳羹
以上のメニューを模範指導（教壇にて模範実技⇒試食）

授業のレポートを簡潔にまとめ、後日提出。

1時間

第12回

旬の野菜もしっかり摂れる和食（実習）

授業のレポートを簡潔にまとめ、後日提
出。料理デッサンはカラーで描くこと。

1時間

・鶏団子のスープ
・白身魚の酒蒸し
・キノコの生姜きんぴら
・牛乳羹
教員は実習巡回し課題点を的確に指導。
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第13回

魅惑のクリスマスメニュー（講習）
・オニオングラタンスープ
・骨付きもも肉のカチャトゥーラ風
・サンタスイーツプレート
・パン
以上のメニューを模範指導（教壇にて模範実技⇒試食）

授業のレポートを簡潔にまとめ、後日提出。

1時間

第14回

魅惑のクリスマスメニュー（講習）（実習）

授業のレポートを簡潔にまとめ、後日提
出。料理デッサンはカラーで描くこと。

1時間

授業のレポートを簡潔にまとめ、実習ノー
トの完成を目指す。

1時間

・オニオングラタンスープ
・骨付きもも肉のカチャトゥーラ風
・サンタスイーツプレート
・パン
教員は実習巡回し課題点を的確に指導。
第15回

調理学実習Ⅱの総括（講義）と調理学実習Ⅱ総括料理制作試
験（実技）
調理学実習Ⅱの総括をする。日本料理、西洋料理、中国料理、ア
ジアン料理の概論。料理の大切さ、楽しさ、面白さを実例に基づ
いて講義。
調理学実習Ⅱの履修メニューの中から、日本料理、西洋料理、中
国料理各１品ずつ、計３品の料理製作試験を実施する。班単
位の試験とする。衛生面、下処理作業面、加熱作業
面、盛り付け作業面、味を総合的に評価をする。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

旅行業法関連法規
松田充史・松野麻里子
2･3年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

長年旅行会社にて着型観光および地域イベントの企画・立案・商品造成および運営を担当。また自治体プロ
モーションなどをおこなってきた。（第1・14回）

授業概要
2007年「観光立国推進基本法」が施行され、観光の重要性がより増しているのは言うまでもない。この授業では①旅行業及び関連産業の根幹で
ある「旅行業法」の基本的知識を得る、②「旅行業法」で規定されている旅行者と旅行業者の契約の根拠となる「旅行業約款」の基本知
識を得る、③「旅行業法」「旅行業約款」を体系的に学び、観光における唯一の国家試験である旅行業務取扱管理者資格を取得することを目
標としている。9月上旬に実施される「旅行業務取扱管理者試験」を受験する学生が履修し、合わせて「旅行業務取扱管理者演習」も履修するこ
とが望ましい。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

「旅行業法」それに付随する「施行規則」
「細則」の理解

旅行業の根幹となる法律を、「国(行
政)」と「旅行業者」のかかわりを通して理
解し、活用できる

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

「旅行業法」で規定されている旅行者と旅行
業者の契約の根拠となる「旅行業約款」の理
解

契約の根拠となる「約款」を理解し、活用で
きる

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

実際の現場に立った時に役に立つ知
識や賢い消費者になることができる

2 ．DP5.計画・立案力

旅行・観光業界に必要な知識を確実につけら
れる

学外連携学修
有り

(連携先：JTB総合研究所)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とする。
（出席回数が授業回数の3分の2に満たない場合成績処理を行わない）
試験（旅行業務取扱管理者資格模擬試験）をおこなう。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

演習

： 授業で行う演習を独自のルーブリックに基づいて60点満点で評価します。
60％

定期試験
40％

： 旅行業務取扱管理者資格の必要知識を40点満点で評価します。合格相当の知識があれば40点としま
す。

使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社

出版年

旅行業実務シリーズ１

・

旅行業法及びこれに基づく命令

・ JTB総合研究所

・

2022 年

旅行業実務シリーズ２

・

旅行業約款、

・ JTB総合研究所

・

2022 年

運送・宿泊約款

参考文献等
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必ず使用教科書を購入すること。
・『旅行業実務六法』

著者名：観光庁観光産業課監修、 出版社：東京法令出版

・『国内旅行業務取扱管理者試験対策・科目別速習問題集』JTB総合研究所

履修上の注意・備考・メッセージ
・国家試験「旅行業務取扱管理者試験」を必ず受験すること。
・本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
・旅行業務取扱管理者資格試験の科目は広範囲におよび、本授業の学習だけでは不足である。授業外においても自主的かつ積極的に
予習・復習を行うこと
・原則毎回の授業には出席すること。欠席の場合は必ず欠席届を提出すること。
・教育研究支援センター「旅行業務取扱管理者試験（国内）対策講座」も受講することが望ましい
①5/12（木）5限、②5/19（木）5限、③5/26（木）5限、④6/2（木）5限、⑤6/9（木）5限、⑥6/16（木）5限、
⑦6/23（木）5限、⑧6/30（木）5限、⑨7/7 （木）5限、⑩7/14（木）5限、⑪⑫9/1（木）3-4限、⑬⑭9/2（金）3-4限

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日3時限（13:10～14:50）

場所：

西館2階：松田研究室(個人研究室15)

備考・注意事項： 質問は授業の前後にも答えますが、メールでも対応します。
アドレス：matsuda-mi@osaka-seikei.ac.jp
メールには必ず氏名と学籍番号を書いてください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、「旅行業法」「旅行業約款」の全体像
今後の授業の進め方について、「旅行業法」及び「旅行業約
款」とは何か、本科目の概略を理解する。

第2回

旅行業法①
旅行業法の「目的と手段」及び定義を理解し、登録制度(営業保
証金)、登録の拒否事例等について学ぶ。

第3回

旅行業法②
旅行業の区分、旅行業務取扱管理者、旅行業務取扱料金、旅行業
法約款、標識等について学ぶ。

第4回

旅行業法③
取引条件説明、契約書面の交付等について学ぶ。

第5回

旅行業法④
受託契約、旅程管理、旅行業協会（弁済業務保証金）とその業務
等について学ぶ。

第6回

旅行業法⑤
旅行業の禁止行為・罰則規定、旅行サービス手配業等につい
て学ぶ。

第7回

旅行業約款①
標準旅行業約款：募集型企画旅行契約）用語の定義、特約、旅行
契約等について学ぶ。

第8回

旅行業約款②
標準旅行業約款：募集型企画旅行契約）契約成立、契約内容の変
更、契約解除等について学ぶ。

第9回

旅行業約款③
標準旅行業約款：募集型企画旅行契約）旅行業者の責任（損害賠
償）、旅程保証等について学ぶ。

第10回

旅行業約款④
標準旅行業約款：募集型企画旅行契約）旅行業者の責任（特別補
償）等について学ぶ。

第11回

旅行業約款⑤
標準旅行業約款：受注型企画旅行契約）「募集型」との相違
点、特則等について学ぶ。

第12回

旅行業約款⑥
標準旅行業約款：手配旅行契約）企画旅行との相違点等につい
て学ぶ。
標準旅行業約款：旅行相談契約）旅行契約との相違点等につい
て学ぶ。

第13回

運送・宿泊約款①
JR、国内航空、フェリー、バス、宿泊の約款について学ぶ。

第14回

運送・宿泊約款②

総まとめ(総合演習)

JR、国内航空、フェリー、バス、宿泊の約款について学ぶ。
課題を用い「旅行業法」「旅行業約款」の理解度の確認を行う。

266

振り返りシートの作成。次回に該当する条
文の通読等

4時間

振り返りシートの作成。次回に該当する条
文の通読等

4時間

振り返りシートの作成。次回に該当する条
文の通読等

4時間

振り返りシートの作成。次回に該当する条
文の通読等

4時間

振り返りシートの作成。次回に該当する条
文の通読等

4時間

振り返りシートの作成。次回に該当する条
文の通読

4時間

振り返りシートの作成。次回に該当する条
文の通読等

4時間

振り返りシートの作成。次回に該当する条
文の通読等

4時間

振り返りシートの作成。次回に該当する条
文の通読等

4時間

振り返りシートの作成。次回に該当する条
文の通読等

4時間

振り返りシートの作成。次回に該当する条
文の通読等

4時間

振り返りシートの作成。次回に該当する条
文の通読等)

4時間

振り返りシートの作成。次回に該当する条
文の通読等

4時間

振り返りシートの作成。今までの授業内
容の復習と振り返りシートを確認しておく。

4時間

2574

233

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

スポーツツーリズム論
青野桃子
3・4年

開講時期

前期

単位数

2単位

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
この授業では、スポーツツーリズムを多面的に考察します。日本は成長戦略として観光立国を目指しています。また地域社会の維持の一策とし
て、スポーツによる交流人口や関係人口の増加の必要性も指摘されています。スポーツは「みる」（スポーツ観戦など）、「する」（スポー
ツ実施、スポーツイベント参加など）、「支える」（スポーツボランティアなど）、いずれの側面でも、ツーリズムとの親和性が高くなってい
ます。この授業を通して、今後の日本の産業発展について考察できる力を身につけることを目指します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

スポーツをツーリズムの観点で考察できる。

スポーツツーリズムの基本的な考え方や、関
連ビジネスがどのように行われているか説
明できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

スポーツツーリズムの知識を活用し都市・地
域に対する貢献策を策定できる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
①ミニレポート②グループワーク・発表③期末レポートで評価します。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

ミニレポート

： 毎回の授業終了時に振り返りレポートを提出してもらいます。
40％

グループワーク・発表
40％
期末レポート

： 第10-13回はチーム制をとり、学生の共同学習をおこないます。内容、貢献度、積極性などの観
点から、チーム・個人評価をおこないます。
： 授業内容の理解度を評価します。

20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
日本スポーツツーリズム推進機構編『スポーツツーリズム・ハンドブック』学芸出版社、2015年
ジェームス・ハイアム、トム・ヒンチ著、伊藤央二、山口志郎訳『スポーツツーリズム入門』晃洋書房、2020年

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められます。その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向け
て各自で調べ事前提出メモ執筆に生かしてください。また、後半は授業外学習課題に取り組むためにチーム制を取り共同学習をおこないます。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜2限

場所：

西館4階

研究室
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備考・注意事項： 授業前後の時間にも質問を受け付けます。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス・スポーツツーリズムとは
・講師紹介をおこなう。
・今後の授業の進め方を確認し、スポーツツーリズムのイメー
ジを共有する。

第2回

スポーツ×ツーリズムの背景と変遷
・スポーツの３つの側面「する」「みる」「支える」を確認す
る。
・日本の観光立国戦略について解説する。

第3回

スポーツを「みる」ツーリズム①：メガイベント
メガイベント（オリンピック、ワールドカップ）の観戦ツアーに
ついて解説する。

第4回

スポーツを「みる」ツーリズム②：プロスポーツチーム
プロスポーツチームのスポーツツーリズム戦略を解説する。

第5回

スポーツを「する」ツーリズム①：シーズンスポーツ
スキー、スノボなどのシーズンスポーツ、合宿の誘致などの事
例を解説する。

授業内で紹介した言葉について、わからない
ものは自分で調べる。

4時間

スポーツとツーリズムの共通点につい
て考え、調べる。

4時間

興味のあるスポーツイベントの具体的なツ
アーを調べる。

4時間

興味のあるプロスポーツチームのツーリズ
ム戦略を調べる。

4時間

出身地や身近な地域でおこなわれているス
ポーツの様子を調べる。

4時間

第6回

スポーツを「する」ツーリズム②：スポーツイベント
マラソン、サイクリング、トライアスロンなどの大会がツーリズ
ムと結びつく様子を解説する。

大規模大会と地域の関係に注目して調べる。

4時間

第7回

スポーツを「支える」ツーリズム①：スポーツボランティア

ボランティアの募集状況と条件について調べ
る。

4時間

興味のあるスポーツの移動、遠征にかかわ
る産業を調べる。

4時間

チームで分担、進め方を検討する（企画会
議）

4時間

チームで進捗を確認し、発表資料作成をすす
める（発表準備）

4時間

マラソン大会などのボランティアの役割、意義について考える。
第8回

スポーツを「支える」ツーリズム②：キャンプ・遠征
キャンプ、遠征、移動に関する産業について学ぶ。

第9回

プレゼンテーションに向けて①：企画会議
・第11-13回におこなうプレゼンテーションに向けて、興味関
心に合わせてチーム分けをおこなう。
・今後の進め方について、各チームで企画会議をおこなう。

第10回

プレゼンテーションに向けて②：調査・資料作成
プレゼンテーションのための調査、準備、発表資料の制作をおこ
なう。

第11回

スポーツイベントをツーリズムから考える①経済的効果
スポーツツーリズムの経済的効果に注目したプレゼンテーショ
ンとディスカッションをおこなう。

チームでの作業・復習（発表準備）

4時間

第12回

スポーツイベントをツーリズムから考える②社会的効果
スポーツツーリズムの社会的効果に注目したプレゼンテーショ
ンとディスカッションをおこなう。

チームでの作業・復習（発表準備）

4時間

第13回

スポーツイベントをツーリズムから考える③都市戦略・地方戦
略
スポーツツーリズムの都市戦略・地方戦略に注目したプレゼン
テーションとディスカッションをおこなう。

チームでの作業・復習（発表準備）

4時間

第14回

プレゼンテーションのまとめと振り返り
各チームのプレゼンテーションに対するフィードバック、講
評、総合ディスカッションをおこなう。

チームでの作業・復習

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

起業家実践
児山俊行
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
起業的感覚を養いたい学生を対象にビジネスコンセプト作成のため演習を行う。通常あるような起業のハウ・ツー（How）ではなく「なぜ起業す
るのか」（Why）に焦点を当てる。その際、自らの「好きなモノ・コト」を自己分析も行いつつ深堀りしていく。併せて既存のビジネスに新し
い「意味」を与えていくトレーニングを行う。そして様々な起業家のケースや既存ビジネスもリサーチしながら、大切な人への「贈り物」とし
てのビジネスコンセプトを作り上げ、最終的に全員で発表を行う。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

起業でのコンセプトの重要性を理解し、それ
を生み出す様々な実践的手法を繰り返し訓
練する。

起業コンセプトを生み出す実践的手法を習
得する。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

プロジェクトの基本コンセプトを構築する基
本的な力を習得する。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業態度

： 授業への集中度や発言などの積極性で評価する。
10％

授業レポート

： 授業内容の基本的把握の度合いにより評価する。
35％

授業ごとの課題の提出

： 課題の完成度により評価する。
35％

試験（ビジネスプラン提出）

： ビジネスコンセプトの精緻さと独自性で評価する。
20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
三宅秀道（2012）『新しい市場のつくりかた』（東洋経済新報社）
Ｃ.ステーディル＆L.タンゴー（2014）『デンマークに学ぶ発想力の鍛え方』（クロスメディア・パブリッシング）
尾原和啓（2017）『モティベーション革命』（幻冬舎）
安西洋之＆八重樫文（2017）『デザインの次に来るもの』（クロスメディア・パブリッシング）
ロベルト・ヴェルガンティ（2017）『突破するデザイン』（日経ＢＰ社）

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
特にこの授業の授業外学修課題については、その都度学修成果の提出が求められることに留意すること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法

269

2601

時間：

火曜日２時限

場所：

児山研究室（西館３階西側）

備考・注意事項： 研究室前に掲示しますが、研究日以外の昼休みとオフィスアワーに質問時間を設定します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション―起業家とは
「起業家」の概念について学ぶ。

「起業」と「独立」の違いについて調べる。

4時間

第2回

「モノ」と「コト」

自分が立ち上げたいビジネスの重点が「モ
ノ」か「コト」かを考える。

4時間

「なぜ、それが好きなのか」について理
由を明らかにする。

4時間

起業に際しての「モノ」と「コト」の立てわけを学ぶ。
第3回

「なに」と「なぜ」～理由と本質
新たな事業事例を通じて、それぞれを立ち上げた理由とその新事
業の本質を探る姿勢の重要性を学ぶ。

第4回

「好き嫌い」の「なぜ」
自分自身の「取り扱い説明書」を作成し、自らの「偏
愛」を探る。

自分の「取り扱い説明書」を完成させる。

4時間

第5回

自分の強みと他人の強み

エムグラムを使い自分の特性診断を完成させ
る。

4時間

エムグラムを使いスパーリングを通じて自分の強みを深堀しつ
つ再確認する。
第6回

「自分らしさ」を知る①
今までのワークを参考に、自分自身の「偏愛マップ」を作成す
る。

「偏愛マップ」を完成させる。

4時間

第7回

「意味のイノベーション」について
既存の製品・サービスの意味・役割を変えるイノベーションの意
義について学ぶ。

自分の「ファンタジー」を物語化する。

4時間

第8回

意味変革のための「解釈」の重要性

「ファンタジー」を具現化した製品・サービ
スを考える。

4時間

類似製品・サービスのリサーチを行い、それ
を既存のモノとして意味革新を考える。

4時間

ある製品の既存の意味・役割をいくつかおさ
えたうえで、新しい意味を「吹き込む」

4時間

対象物を見て、そこにどのような意味・役割があるか、さまざま
な解釈を行う。
第9回

意味変革のための「熟考」の重要性
自分の「ファンタジー」を具現化した製品・サービスを他者と批
評しあう。

第10回

新しい意味を「吹き込む」
グレードアップした、自分の「ファンタジー」を具現化した製
品・サービスを他者と批評しあう。

第11回

「アイデアから解釈、熟考へ」
自らの偏愛に関するモノ・コトについて「既存の意味」か
ら「新しい意味」へ転換する際、技術や機能を加えずに行う。

「意味・機能」表の作成。

4時間

第12回

新しい意味の探求

複数の「ストレッチ・トレーニング表」を完
成させる。

4時間

新ビジョンに基づく新ビジネスをフォームに
まとめる。

4時間

発表のためのポスターを作成する。

4時間

～ストレッチ・トレーニング～

製品体験する「ユーザー」ではなく「人」に対する価値を考え
る訓練を行う。
第13回

新しい意味の探求

～ビジョンの作成～

「人」に対して新しい生活・文化「ビジョン」を与える新製
品を考える。
第14回

発表会
「自分らしい」新ビジョンを掲げた、既存の意味を転換した新た
な意味持つ起業プランを全員が発表する。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門インターンシップ
島雅則・東出加奈子・中野毅・苗村淑子・大島博文・鳥羽賢二
2・3年

開講時期

前期・後期

単位数

2

講義・演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本科目では、大学における専門科目の学修と社会での経験とを結びつけることで、大学における学修を深化させ新たな学習意欲を喚起するこ
と、また、自己の職業適性や将来設計について考える機会を得て主体的な職業選択の意識を育むことを目的としています。事前学習では、実習
先企業･団体の概要調査や業界研究、実社会で求められる基本的マナーの研修などを行うとともに、実習期間の達成目標を明確にするために｢イ
ンターンシップ･ポートフォリオ｣を作成します。就業体験先では、それぞれのプログラムに従って、実働5～10日間の実習に取り組みます。事後
学習では、実習を振り返り履修生同士での意見交換を行うとともに、各自が研修結果をまとめ、成果と自己成長の視覚化と言語化のために合同
報告会でプレゼンテーションを行います。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

専門分野に関連した企業の研究と事前学習

受け入れ企業の事業分野と業務に関する知
識、必要とされるスキルについて十分に理
解できる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

専門分野に関連した企業での実習と事後学習

受け入れ企業での業務実践を通じて、必
要な知識・技能を習得しながら自らの課
題を明らかにできる。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

業務を遂行しながら、業務特性と自己の能
力・行動を分析し課題を整理できる。

2 ．DP8.意思疎通

自らの意思や役割、業務成果などを分かりや
すく伝えることができる。

3 ．DP9.役割理解・連携行動

グループや組織内で、自分の役割を理解し
て、その役割を遂行し、組織目的達成に向け
てメンバーと協働することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなします。特に、特別な理由が無い限り、実習中及び報告会の欠
席は厳禁とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

インターンシップ･ポートフォリオ
30％
受入企業・団体による評価

： 事前･事後学修への取組み度。受入先での就業体験目的の把握レベル、及び受入先やその関連業
界の事前調査の内容。就業体験内容の整理と習得した知識・技能並びに自らの課題の明確化、自己
目標の達成度。
： 受け入れ企業での就業態度や業務の理解と遂行、その際の自己の役割認識や協同・連携の度合い。

50％
合同発表会でのプレゼンテーション
20％

： 自身の学修内容と課題をインターンシップでの実習内容を結び付けた形で、分かりやすく伝えてい
るかどうか。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
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参考文献等は特に指定しないが、受け入れ先企業・団体の概要・業界知識などが掲載された専門誌や書籍、有価証券報告書等。インターネッ
ト検索による受け入れ企業や関連業界内容の整理、就職関連ウェブサイト。

履修上の注意・備考・メッセージ
１．本科目は2単位の科目であるため、全体で90時間の学修が求められます。
２．履修上限単位には含まれません。
３．実習参加にあたっては、学業成績とアドバイザー教員の推薦を参考に、学内選考を通過する必要があります。場合によっては、受入先企業
等の面接等が実施されることもあります。
４．事後学修集中講義は夏季休暇中や土曜日にも実施されます。あらかじめ日程を確認し、必ず出席してください。
５．マナー研修やインターンシップ報告会、及びそのリハーサルはスーツ着用です。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

担当によって異なる（初回授業で案内）

場所：

担当教員の研究室

備考・注意事項： 担当教員のオフィスアワーにおいて質問・相談などを受け付けます。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

インターンシップの意義（ガイダンス授業）
インターンシップの現状とそのメリットについて学びます。自
分がインターンシップに参加する目的について考えてもらい、意
思決定のサポートをします。

第2回

事前学修（１）マナー研修１（社会人マナーの意義）
社会人としての基本的マナーについて学び、その意義を考えま
す。（スーツ着用）
※この授業は講師のスケジュールにより日程が変更されることが
あります。

第3回

事前学修（２）マナー研修２（社会人マナーの実践）
社会人としての基本的マナーを実践する際の心構えやポイントに
ついて学びます。（スーツ着用）
※この授業は講師のスケジュールにより日程が変更されることが
あります。

第4回

事前学修（３）業界･実習先企業の研究
実習先企業の強み・弱みや企業を取り巻く環境について調べ、企
業研究シートにまとめ理解を深めます。併せて、自身の名刺を作
成して、その扱い方のマナーについても身に付けます。

第5回

事前学修（４）プロフィールシートの作成
自己PRや実習の志望動機の書き方や基本マナーを学び、実習
先に提出するプロフィールシートを作成します。
※この日、事前学修レポート課題について発表します。

第6回

事前学修（５）｢インターンシップ･ポートフォリオ｣の作成と実
習直前確認
実習前後のマナーやお礼メールの基本を学んだ後、教員の指
導を受けて、実習前の｢インターンシップ･ポートフォリオ｣を仕
上げます。実習先への持参提出物の確認を含めて実習直前チェッ
クを実施します。

第7回

就業体験（実習）：前半
企業等での実習 ― 受入先企業に赴き、前半の実地研修。

第8回

就業体験（実習）：後半

企業等での実習 ― 受入先企業に赴き、後半の実地研修。（合
計で原則70時間）
第9回

事後学修（１）就業体験の共有
各自の就業体験について、学生同士で共有しディスカッショ
ンを通じて相互検討を行います。実習後の｢インターンシッ
プ･ポートフォリオ｣の作成とプレゼン資料の作成要領の説
明を受けた後、自身の就業体験を整理し、報告と発表のための骨
子をまとめる。

第10回

事後学修（２）｢インターンシップ･ポートフォリオ｣の作成（仕
上げ）
担当教員の指導とアドバイスを受けながら、就業体験を踏まえ
た｢インターンシップ･ポートフォリオ｣の作成を進める。

第11回

事後学修（３）プレゼン資料の作成
担当教員のアドバイスを受けながら、合同報告会用のスライ
ドを作成する。

第12回

事後学修（４）プレゼン資料のリハーサル

プレゼン資料の初案を仕上げた後、リハーサルを行い、学生相互
並びに教員も入れてアドバイスを出し合います。
第13回

合同報告会（第１部）
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｢インターンシップ･ポートフォリオ｣のフォー
マットに従い、第１回目入力をする。

4時間

学んだマナーについてふり返り、次回の実践
練習に備える

4時間

学んだマナーについてふり返るとともに、日
常的に実践を繰り返す

4時間

企業研究シートを仕上げ、アドバイザーに提
出し添削を受けます。

4時間

プロフィールシートを仕上げ、アドバイ
ザーに提出し添削を受けます。

4時間

実習前の｢インターンシップ･ポートフォリ
オ｣に修正を加え最終確認の上、期限内に提
出します。（成績評価対象）

4時間

就業体験日誌を記入し、受け入れ先の担
当の方からコメントをいただく。

4時間

就業体験日誌を記入し、受け入れ先の担
当の方からコメントをいただく。お礼
状は、担当教員の下書きチェックを受け、就
業体験終了後速やかに送付する。

4時間

第9回と10回は連続で実施するため、第10回
目の授業外課題に集約する。

4時間

｢インターンシップ･ポートフォリオ｣に修
正を加え最終確認の上、期限内に提出しま
す。（成績評価対象）

4時間

第11回と12回は連続で実施するため、第12回
目の授業外課題に集約する。

4時間

指摘された点を修正するとともに、合同報告
会に向けての準備（時間を計って発表練
習を複数回行うこと。また適宜スライドを修
正すること）

4時間

第13回と14回は２部制で実施するた
め、第14回目の授業外学修に集約する。

4時間

2603
前半の発表者によるプレゼンテーションを行います。他の学
生の発表を視聴し、自らの経験と関連させ学びを深めます。実習
受入先のご担当者のご出席も予定していますので、スーツ着用厳
守のこと。
第14回

合同報告会（第２部）

後半の発表者によるプレゼンテーションを行います。他の学
生の発表を視聴し、自らの経験と関連させ学びを深めます。実習
受入先のご担当者のご出席も予定していますので、スーツ着用厳
守のこと。
１部と２部の全プレゼンテーションの中から優秀発表を選
抜。選ばれた発表者は翌年１月に開催するインターンシップ最終
報告会で、経営学部１年生全員の合同授業で体験報告を行っても
らいます。（優秀選抜チームには景品贈呈を予定）

273

インターンシップ全体の振り返りを行い、就
職活動における自己アピールのポイン
トの一つとして整理する。最終発表会の選抜
者は、担当教員のアドバイスを受け、資
料と発表のブラッシュアップを進める。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

ビジネス実践入門
山崎哲弘
1年

開講時期

後期

単位数

2

講義・演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本講義は大きく理論と実践から構成する。前半はビジネスで求められる論理的思考について学習する。後半は見学や調査などからビジネスの現
場について学ぶ。具体的な学びは以下の通りである。
１．経営というビジネスやマネジメントの世界では何が求められ、今何が問題となっているのかを考える。
２．多様な体験学習を通じて、企業経営と経営学の学びへの関心と動機づけを図る。
３．企業が経営資源（ヒト、モノ、カネ等）を活用して、生産・販売活動を行ない、顧客のニーズにどのように対応しているかの事例から「経
営とは」を学ぶ。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

経営の基本的な知識を身につける

経営のプロセスやマーケティングの４Pを理
解する

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

経営に積極的な取り組みが実践できる

学外連携学修
有り

(連携先：アサヒビール・ナフコ・資生堂を予定)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不合格とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

演習・レポート

： 提出された課題・レポートを授業の内容理解度で評価する
50％

見学、調査への取り組み

： 見学のレポートと調査の発表で評価する
30％

期末レポート
20％

： 「何を学んだかわかるものになっているか」「学びの振り返りができているか」を評価の基準とす
る。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
適宜、授業の中で紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜日１限

場所：

西館２階研究室

備考・注意事項： 月曜日１限をオフィースアワーとしているが、授業前後の質問も歓迎する。その他の連絡の取り方としてEメールで対応す
る。（yamasaki-t@osaka-seikei.ac.jp）Eメール件名としては「ビジネス実践入門について（氏名、学籍番号、グルー
プNO）」とすること。
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授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション
授業の進め方の解説
ビジネス実践入門とは何を学ぶか。
身近なビジネス・よく売れている製品やサービスを調べます。
自身の知っている企業はどのくらいあるか？を考えます。

身近なビジネスを課題で確認

4時間

第2回

ロジカルシンキングとは

配布された参考資料等の復習と予習。講
義で学んだ以外のフレームワーク（ベ
ン図やTOCなど）を調べる。

4時間

配布された参考資料等の復習と予習。また身
近な問題・課題についてロジカルシンキン
グの活用法を考える。

4時間

配布された参考資料等の復習と予習。講
義で学んだ以外のフレームワーク（ブレイン
ストーミングやミメーシス・ミミッ
ク等）を調べる。

4時間

配布された参考資料等の復習と予習。また身
近な問題・課題についてラテラルシンキン
グの活用法を考える。

4時間

配布された参考資料等の復習と予習。講
義で学んだ以外のフレームワーク（フィット
ギャップ分析や認知バイアス等）を調べる。

4時間

配布された参考資料等の復習と予習。また身
近な問題・課題についてクリティカルシンキ
ングの活用法を考える。

4時間

ロジカルシンキングにおける「帰納法」「演繹法」の考え方を解
説します。
またMICEやロジックツリー、IPOといったロジカルシンキン
グのフレームワークを学びます。
第3回

ロジカルシンキングの活用
第2回で学んだフレームワークを活用し、ケーススタディを行い
ます。

第4回

ラテラルシンキングとは

ラテラルシンキングにおける「類推思考」「仮説思
考」の考え方を解説します。
またブレーンストーミングやSCAMPER、シネクテクス法といっ
たラテラルシンキングのフレームワークを学びます。
第5回

ラテラルシンキングの活用
第4回で学んだフレームワークを活用し、ケーススタディを行い
ます。

第6回

クリティカルシンキングとは
クリティカルシンキングにおける「弁証法」「背理
法」の考え方を解説します。
またヒストグラムやフィットギャップ分析、PAC思考といったク
リティカルシンキングのフレームワークを学びます。

第7回

クリティカルシンキングの活用
第6回で学んだフレームワークを活用し、ケーススタディを行い
ます。

第8回

ビジネスの実践を学ぶ
特別講義として、企業経営者を招き、実際のビジネスの現場につ
いて語ってもらう。

見学のための事前学習

4時間

第9回

起業家の思いと苦労を学ぶ

関心を持った企業について調べレポートにま
とめる。

4時間

大阪起業家ミュージアムを見学する。
大阪に所縁のある起業家の活動とその足跡を学ぶ。
【学外授業】
第10回

これからの小売業に求めれれるもの
小売業の実際と役割を求める役割について学ぶ。
マーケティングの４Pや消費者の購買行動(AIDMA)について
も学ぶ。

購買行動と４Pを課題で確認

4時間

第11回

小売業の実際を調査しよう
ナフコの店舗レイアウト調査
ゴールデンゾーン、ショウイングゾーン、ストックゾーンの商
品の違い
販促活動の実際を調べる
【学外授業】

調査レポートをまとめる

4時間

第12回

これからの製造業に求められているもの
製造業はどのようなことをしているのか。
工場の生産工程の違いと生産管理の関連を調べる。

見学先の事前調査をレポートする

4時間

第13回

工場で何を生産しているのか、考えてみよう
アサヒビールの工場見学
工場で生産過程を見てみる。
【学外授業】

工場見学のまとめレポートを作成する

4時間

第14回

授業のまとめと振り返り
まず講義前半の論理的思考について、今後の大学で
の学び（EX:学外連携ＰＢＬ等）や社会でどのように活かせるの
かを確認する。
また講義後半の見学や調査から、自身が感じたことについてグ
ループディスカッションを行い、発表する。

最終レポートのための全体的な復習と学習

4時間

第回

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

スポーツビジネス研究調査
鳥羽賢二・坂中勇亮・青野桃子
1～4年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

坂中：体育協会の職員として、地域スポーツ行政に従事（全14回）
鳥羽：民間企業でスポーツによる社会貢献事業、中央競技団体でスポーツ振興を担当（全14回）

授業概要
スポーツビジネスにはいろいろな仕事がある。するスポーツ分野、みるスポーツ分野、ささえるスポーツ分野から学ぶだけでなく、製造
業・サービス業・情報通信業等どんなスポーツ産業があるのか、開発・営業・経理等どんな職種があるのか、いろいろな角度からスポーツの仕
事の種類と内容についてグループに分かれて、フィールドワークや現場の調査分析によって考えていく。他グループの発表内容への質疑応
答で、情報理解力と質問力もつける。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

スポーツビジネス業界に関する知識

業界経験者の講義やビジネス調査の情報共
有から、スポーツビジネス業界の特徴的な動
向を理解できる

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

スポーツビジネス業界の分析・考察力

集めた情報を元に、調査対象ビジネスに関す
る調査分析と報告資料を作成することができ
る

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

調査した内容から、業界の課題を理解し発
表できる

2 ．DP7.完遂

自分の担当分野について、指定の形式にそっ
た資料を完成させることができる

3 ．DP8.意思疎通

他グループの発表への意見・質問を通じて研
究テーマについての議論と相互理解ができる

4 ．DP9.役割理解・連携行動

グループでの調査・研究・発表を通じて、役
割分担とグループ内連携ができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

グループ発表での評価
60％
他グループへの評価方法・質問内容
10％
授業参加態度

： 発表評価シートによる採点（基準は評価シート参照）。グループ内での貢献度や学習度（発表担
当・調査担当などの役割も考慮）
： 他グループの発表に対して評価シートの適正記入の評価。議論への参加姿勢や、発表者への質
問の有無を考慮
： 他グループの発表内容に対するコメントや質問など、授業全体へ積極関与する姿勢を評価

20％
期末試験（レポート）
10％

： レポート内容、誤字脱字がないこと、わかりやすく書かれているか、文字量などを総合的に評価す
る

使用教科書
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特に指定しない

参考文献等
必要に応じて紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授
業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

各教員によって異なる

場所：

それぞれの研究室

備考・注意事項： 各教員に都度確認を取ること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

全体ガイダンスと調査計画書の検討
年間のガイダンスを行い、年度で実施する課題を明示したうえ
で、初回の共通テーマであるスポーツショップ調査（個人）の調
査計画書を練る。

スポーツショップ調査（個人）計画書の提出

4時間

第2回

グループワーク：課題グループ分け（前半）とスポーツショッ
プ個人調査の項目精査
グループ分けを行い、スポーツショップ調査（個人）についてグ
ループ内でディスカッションする。

スポーツショップ調査（個人）を実施する

4時間

第3回

グループワーク：個人調査のグループ内発表とグループ調
査の計画検討
グループごとに各人が調査した内容を報告し合う。その後、グ
ループで行うスポーツショップ調査の調査項目、時期、切り口に
ついて話し合い、グループごとに研究実施の計画・役割分担と訪
問スケジュールを決める。

スポーツショップ調査報告書（個人）の提出

4時間

第4回

スポーツショップ調査（グループ）の計画書策定

スポーツショップ調査（グループ）を実施す
る

4時間

各グループで発表資料（パワーポイン
ト）を完成させる

4時間

各グループで発表準備（パワーポイント作
成・発表練習）を進める

4時間

各グループで発表準備（パワーポイント作
成・発表練習）を進める

4時間

スポーツショップ調査（グループ）の計画書を策定し、提出す
る。
第5回

スポーツショップ調査のまとめ＆発表資料作成
学外見学・視察をした内容の発表資料を作成する。

第6回

グループ発表１～６班
学外見学・視察をした内容をグループごとに発表。質疑応
答を行うことで、相互理解と議論する力の育成を図る。

第7回

グループ発表７～１２班
学外見学・視察をした内容をグループごとに発表。質疑応
答を行うことで、相互理解と議論する力の育成を図る。

第8回

新テーマ選定と新たな調査計画書作り
各人が新たな調査テーマを選択する。選択テーマ（調査先とし
て甲子園歴史館、Bリーグ、Jリーグ、スケートボードパー
ク、eスポーツ施設または大会、企業ミュージアムを想
定）に従って、グループを構成して、グループ別に視察や訪問ス
ケジュールを立てる。

調査計画書をまとめあげる

4時間

第9回

学外調査１日目

調査の実施を前にHP等で基本事項を押さえる
とともに、調査項目を絞り込む

4時間

選択テーマ（調査先として甲子園歴史館、Bリーグ、Jリーグ、ス
ケートボードパーク、eスポーツ施設または大会、企業ミュージ
アムを想定）に従って、各グループで学外調査を行う。
第10回

学外調査２日目（比較する施設・試合・イベント・リー
グ等で調査を実施）
選択テーマ（調査先として甲子園歴史館、Bリーグ、Jリーグ、ス
ケートボードパーク、eスポーツ施設または大会、企業ミュージ
アムを想定）に従って、比較対象となる施設・試合・イベン
ト・リーグ等で各グループごとに学外調査を行う。

学外調査先の基礎データをあらかじ
め調べ、まとめておく

4時間

第11回

選択テーマ別調査のまとめ＆発表資料作成

各グループで発表資料（パワーポイン
ト）を完成させる

4時間

各グループで発表準備（パワーポイント作
成・発表練習）を進める

4時間

各グループで発表準備（パワーポイント作
成・発表練習）を進める

4時間

各グループで発表準備（パワーポイント作
成・発表練習）を進める

4時間

学外調査を行った内容をまとめ、発表資料を作成する。
第12回

グループ発表A1～A４班
学外見学・視察をした内容をテーマごとに発表し合い、優
劣を決める。質疑応答を行うことで、相互理解と議論する力の育
成を図る。

第13回

グループ発表B１～B４班
学外見学・視察をした内容をテーマごとに発表し合い、優
劣を決める。質疑応答を行うことで、相互理解と議論する力の育
成を図る。

第14回

グループ発表C１～C４班
学外見学・視察をした内容をテーマごとに発表し合い、優
劣を決める。質疑応答を行うことで、相互理解と議論する力の育
成を図る。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

スポーツビジネス体験
植田真司・村田正夫・菅文彦・小島大輔
1・2年

開講時期

後期（集中）

単位数

2

講義（集中講義）

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

村田：柔道運営業務に従事（全14回）
植田：イベント企画、集客、マーケティング業務に従事（全14回）

授業概要
本授業では、スポーツビジネスでもとめられる理論と実践をスポーツイベントで体験を通じて習得する。
今回は、プロバスケットボールの大会現場、及びセレッソ大阪のウォーキングサッカー等において「スポーツボランティア」の実体験を通し
て、実際の大会運営の基礎的な知識及び施設管理について習得を図ることを目的とする。具体的には、大会事前準備、会場のセッティング、チ
ラシの配布、座席への案内、ショップでの販売などを体験する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

バスケットボール、サッカー等に関する大会
運営のボランティアを行う。

大会運営を通じて、スタッフ、選手、観客な
どさまざまな視点から、スポーツビジネ
スに関す実践的な知識を習得する。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

バスケットボール、サッカー等の大会におけ
る役割と競技についての基礎的能力及び専
門に関する知識と理解。

2 ．DP9.役割理解・連携行動

チームとしての取り組みとして、自らの役
割を理解し、メンバーと連携し、目標を達
成する。

学外連携学修
有り

(連携先：ヒューマンスポーツエンタテイメント株式会社)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業態度

： 授業内の活動に対する、主体性、積極性に関して5段階で評価する。
40％

課題レポート（中間及び期末）
40％
プレゼンテーション
20％

： 課題ごとにレポートを提出する。
現状の問題点が分析されているか、具体的な提案がされているかを評価する。
： 学びの内容及び改善点をプレゼンテーションする。
内容だけでなく、プレゼンテーンションの巧拙も評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
特になし。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、全体で90時間の学修が求められる。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

教員によって異なる

場所：

各研究室

備考・注意事項： 担当教員のオフィスアワーを参照
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション
授業の説明、スポーツイベントの紹介を行う。

Bリーグ、Ｊリーグについての調査

4時間

第2回

試合の見学

大阪エヴェッサ、セレッソ大阪について事前
調査

4時間

大阪エヴェッサ、セレッソ大阪について事後
調査

4時間

大阪エヴェッサ、セレッソ大阪の試合を見学し、スタッフの目
線で、観客の動きなどを観察する。
第3回

プロチームについての講義
大阪エヴェッサ、セレッソ大阪の戦略を考え方などを学ぶ。

第4回

学外体験実習１日目準備（大会運営ボランティア）
大会の準備を体験する。
【主な内容】
◆試合当日の設営・封入作業
◆ファンクラブブースでの対応
◆メディアへのスタッツ配布
◆メディアへのスタッツ配布

スポーツマーケティングについて学習する

4時間

第5回

学外体験実習１日目大会中（大会運営ボランティア）
大会中のスタッフの仕事を体験する。
【主な内容】
◆試合競技中のモッパー
◆再入場口・会場入り口でのお客様誘導/対応
◆座席案内
◆来場者アンケートの促進

スポーツマーケティングについて学習する

4時間

第6回

学外体験実習２日目準備（大会運営ボランティア）
大会の準備を体験する。
【主な内容】
◆試合当日の設営・封入作業
◆ファンクラブブースでの対応
◆メディアへのスタッツ配布
◆メディアへのスタッツ配布

スポーツマーケティングについて学習する

4時間

第7回

学外体験実習２日目大会中（大会運営ボランティア）
大会中のスタッフの仕事を体験する。
【主な内容】
◆試合競技中のモッパー
◆再入場口・会場入り口でのお客様誘導/対応
◆座席案内
◆来場者アンケートの促進

スポーツマーケティングについて学習する

4時間

第8回

グループワーク
２日間の前半の大会体験を通じて、課題の発見及び対策などをグ
ループワークする。

課題レポートの作成

4時間

第9回

学外体験実習３日目準備（大会運営ボランティア）
大会の準備を体験する。
【主な内容】
◆試合当日の設営・封入作業
◆ファンクラブブースでの対応
◆メディアへのスタッツ配布
◆メディアへのスタッツ配布

集客イベントについて学習する

4時間

第10回

学外体験実習３日目大会中（大会運営ボランティア）
大会中のスタッフの仕事を体験する。
【主な内容】
◆試合競技中のモッパー
◆再入場口・会場入り口でのお客様誘導/対応
◆座席案内
◆来場者アンケートの促進

集客イベントについて学習する

4時間

第11回

学外体験実習４日目準備（大会運営ボランティア）
大会の準備を体験する。
【主な内容】
◆試合当日の設営・封入作業
◆ファンクラブブースでの対応
◆メディアへのスタッツ配布
◆メディアへのスタッツ配布

集客イベントについて学習する

4時間

第12回

学外体験実習４日目大会中（大会運営ボランティア）
大会中のスタッフの仕事を体験する。
【主な内容】
◆試合競技中のモッパー
◆再入場口・会場入り口でのお客様誘導/対応
◆座席案内
◆来場者アンケートの促進

集客イベントについて学習する

4時間

第13回

グループワーク
グループ毎に、気づいたこと（課題発見）、提案（対策）をディ
スカッションする。

発表資料作成

4時間

第14回

発表会
グループ毎に、気づいたこと（課題発見）、提案（対策）、学ん
だこと、活かしたいこと。
パワーポイントを使って発表する。

期末レポート作成

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

海外スポーツビジネス調査
岡田功・古川拓也・青野桃子
2～4年

開講時期

後期（集中）

単位数

2

講義・演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

岡田：新聞記者として長年、スポーツビジネスの現場を取材。延べ３回留学し、スポーツビジネスを研究し
た（全14回）

授業概要
サッカー界をリードする英プレミアリーグの先進的なビジネスや、テニス全英オープンの舞台となるウィンブルドンに代表されるホスピタリ
ティの重要性について、現地調査を通して学ぶ一方、国内でのフィールドワーク調査も行い、両国のスポ―ビジネスについて比較検討する。実
施は２月中旬～３月上旬の予定。コロナ禍の状況によっては、オンラインによる別プログラムの催行もあり得る。
①リバプールFCのスタジアム調査、試合運営のフィールドワーク
②リバプールFC経営幹部による特別講義
③リバプール以外のプレミアリーグ・チームのスタジアム調査
④ウィンブルドンのスタジアム調査とテニスミュージアム見学
⑤ロンドン五輪施設の後利用調査
⑥セレッソ大阪のスタジアム調査
などを行う。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

スポーツマネジメントの幅広い基礎知識を習
得

メジャーリーグの先進的なスポーツビジネ
ス、マネジメントと日本のプロ野球とを比
較し、違いを理解できる

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

スタジアムやクラブの運営・管理の専門知
識を学び、マネジメントを理解

メジャーリーグの多角的な経営戦略につい
て専門的な知識、経験を積む

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

海外で学ぶこと自体が積極的な行動につなが
り、現地でのさまざまな体験を通してスポー
ツマネジメントの可能性を探る

2 ．DP4.課題発見

米国と日本のスポーツ文化比較からスポーツ
マネジメントの違い、課題をみつける

3 ．DP10.忠恕の心

海外生活を通して助け合い、協働の心を学ぶ

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

現地調査・視察の学習意欲

： 現地で積極的に学習に取り組み、語学の習得にも意欲的に取り組んでいるかを評価
50％

期末レポート
40％
現地特別講義の受講態度

： 事前学習、事後学習において自ら課題をみつけて調査、研究をまとめて作成する期末レポートを評
価
： 外国人講師による講義をどこまで理解できているか、積極的に質問しているか等の受講態度を評価

10％

使用教科書
特に指定しない
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参考文献等
必要に応じて指示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
１．本科目は2単位の科目であるため、全体で90時間の学修が求められます。
２．実習参加にあたっては、アドバイザー教員の推薦を得るとともに、学内選考（書類・面接）を通過する必要があります。
３．研修は冬季休暇中や土・日曜日にも実施されます。あらかじめ日程を確認し、必ず出席してください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜３限

場所：

岡田研究室

備考・注意事項： 受講に関する質問や海外事情など必要な情報の入手はいつでも研究室へ。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

英プレミアリーグのビジネス
英プレミアリーグがどのような収入源から収入を得、どのように
お金を使っているのかなど、プロリーグの基本的な収入・支出構
造について学ぶ。

第2回

リバプールFCのビジネス
プレミアリーグの雄「リバプールFC」がどのようなビジネスを展
開しているかを学ぶ。

第3回

五輪施設の跡利用の実態

夏季五輪施設の後利用問題について、各地の事例を収
集し、学ぶ。
第4回

事前調査（ヨドコウ桜スタジアムの視察）
Jリーグ・セレッソ大阪のヨドコウ桜スタジアムを現地調査する
とともにセレッソ大阪の試合運営を学ぶ。また、日本のＪリー
グのスタジアム、ビジネスの仕組みについても学ぶ。

第5回

現地研修①（特別講義①）
リバプールＦＣの経営幹部による特別講義。スポンサーシップ戦
略などについて学ぶ。

第6回

現地研修②（特別講義②）
リバプールＦＣ幹部による特別講義続編。クラブの多角化経営戦
略などについて学ぶ。

第7回

現地研修③（アンフィールド視察）
リバプールＦＣの本拠地アンフィールドの視察。スタジアムツ
アーに参加し、観客席、スイートルーム、グッズ販売の状況やス
タジアムの歴史などを実地調査し研究する。事前に行ったヨドコ
ウ桜スタジアムと比較してみる。

第8回

現地研修④（プレミアリーグの試合運営を視察）
リバプールFCの試合を観戦するとともに、試合運営について現地
調査を行う。

第9回

現地研修⑤（スタジアム調査）
ロンドンに本拠地を置くアーセナルFCかトゥイッケナムFCのスタ
ジアム調査を行う。リバプールＦＣのアンフィールドとの比
較を重点的に行う。集客の工夫、試合観戦とＩＴ技術の融合など
を体験しながら学ぶ。

英プレミアリーグのクラブの収入構造につい
て、事前に調べて理解する。英語初級会
話の自主学習

4時間

リバプールFCの経営について、事前に調べ
て理解する。または自転車産業の動向につい
て理解を深める。英語初級会話の自主学習

4時間

五輪施設の後利用について、本やネッ
トで調べる。台湾におけるスポーツツーリズ
ムについて本やネットで調べる。英語初級会
話の自主学習

4時間

セレッソ大阪のマネジメントについて事
前に調べる

4時間

リバプールＦＣ経営幹部による特別講義の内
容の振り返り

4時間

リバプールＦＣ経営幹部による特別講義の内
容の振り返り

4時間

アンフィールドの視察調査資料のまとめと整
理

4時間

プレミアリーグの試合運営について関係資
料をまとめ、整理する

4時間

アーセナルFCかトゥイッケナムFCのスタジア
ムの調査資料をまとめる

4時間

第10回

現地研修⑥（ウィンブルドン調査）
テニスの聖地ウィンブルドンを現地調査する。また、併設されて
いるテニスミュージアムも訪ねる。

ウィンブルドンの現地調査資料をまとめる

4時間

第11回

現地研修⑦（ロンドン五輪施設の調査）

ロンドン五輪施設の後利用に関する調査資
料のまとめと整理

4時間

2012年に開催されたロンドン五輪施設の後利用状況について現地
調査する。五輪スタジアム周辺では大学キャンパス建設などがい
まだに続いており、五輪施設を核にした街づくりの実態につい
て学ぶ。
第12回

事後研修、調査報告書の作成
事前調査と現地調査の資料を基に、受講生各自で報告書・レポー
トの作成を行う。

事前調査と現地調査のレポート資料の整理

4時間

第13回

調査報告書の提出

事前調査と現地調査の報告書・レポートの見
直し作業

4時間

発表用資料づくり

4時間

事前調査と現地調査の資料を基に作成した報告書・レポートを完
成させ、提出する。
第14回

発表会
受講生一人一人がフィールドワークで体験したことを発表。ま
た、調査計画をもとに米国と日本のスポーツビジネスの比較も発
表する。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

トップスポーツビジネス論
岡田功・久保田剛
3年

開講時期

後期

2

単位数

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

岡田：新聞記者として長年、国内外のスポーツビジネスの現場を取材した（12回分）
久保田：Jリーグ大宮の元取締役、パナソニックのスポーツ事業センター所長としてスポーツマーケティン
グの現場に詳しい（2回分）

授業概要
米メジャーリーグの経営をベースに、他のプロスポーツリーグや社会人リーグとの比較を通しながら、トップスポーツのビジネスの仕組みと運
営方法を学びます。毎回の授業で取り上げるトピックについて各自調べ、授業内で順次発表してもらいます。また、一部の授業ではトップス
ポーツの現場で働く人をゲストスピーカーに招き、講義していただきます。
本科目は基本的に講義形式で行いますが、Google Classroomや毎回の授業へのコメントシートを活用し、受講生の考えや疑問を共有・検討す
るアクティブラーニングを取り入れます。一部の授業はオンライン形式で行う場合もあります。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

プロスポーツビジネスの専門的知識を習得す
るとともに、研究課題の調査・分析を行いま
す

専門的知識と職業理解を身につけている

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

論理的に考え、自らの研究課題を発見す
る力を身に付ける

2 ．DP5.計画・立案力

豊かな発想力によって、未知の課題にも創造
的に取り組み、研究課題の計画を立案す
る力を身に付ける

3 ．DP8.意思疎通

他者の意見をよく聴き、自己の意図を正
確に伝えることができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

研究発表の評価
30％
期末試験

： 専門性としてテーマや内容の妥当性、オリジナリティー、データ・先行研究の参照▼実践力とし
て論理的構成、資料の活用、プレゼン技術、発表時間、質疑応答の内容▼忠恕として適切なコメン
ト内容を評価する
： 年間を通じてスポーツビジネスの講義内容を理解できていること。

50％
授業への参加度
20％

： 授業中に行うディスカッションへの参加、授業内で提出を求める場合があるミニレポートの提出に
ついて独自の評価指標に基づいて評価します。

使用教科書
指定する
著者
岡田功

タイトル
・

メジャーリーグ
る」

出版社
なぜ「儲か

参考文献等
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・ 集英社新書

出版年
・

2010 年
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必要に応じ、授業内で指示します

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授
業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜3限

場所：

研究室

備考・注意事項： 研究室にはオフィスアワーに関わらずどうぞ
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス、スポーツリーグとその経営構造
初めに講義概要について説明する。その後、成績次第で昇降格の
ある「欧州型」と、チームが固定された「アメリカ型」に大別さ
れるスポーツリーグそれぞれの特徴や強み、弱みなどの理
解を深める。さらにリーグによってそのビジネス構造に違いがあ
ることを学ぶ

スポーツリーグについて、下調べをしておく

4時間

第2回

チケット販売

チケット販売に関するニュースにアンテ
ナを張り、授業での発表の準備をする。ま
た、授業で取り上げるトピックに関連し
て、他チーム、他リーグのデータを調べ、メ
ジャリーグの戦略と比較する

4時間

スイートルーム販売に関するニュースにアン
テナを張り、授業での発表の準備をする。ま
た、授業で取り上げるトピックに関連し
て、他チーム、他リーグのデータを調べ、メ
ジャリーグの戦略と比較する

4時間

スポンサーシップに関するニュースにアンテ
ナを張り、授業での発表の準備をする。ま
た、授業で取り上げるトピックに関連し
て、他チーム、他リーグのデータを調べ、メ
ジャリーグの戦略と比較する

4時間

スタジアム内での飲食物販売に関するニュー
スにアンテナを張り、授業での発表の準備を
する。また、授業で取り上げるトピックに関
連して、他チーム、他リーグのデー
タを調べ、メジャリーグの戦略と比較する

4時間

グッズ販売に関するニュースにアンテ
ナを張り、授業での発表の準備をする。ま
た、授業で取り上げるトピックに関連し
て、他チーム、他リーグのデータを調べ、メ
ジャリーグの戦略と比較する

4時間

放映権に関するニュースにアンテ
ナを張り、授業での発表の準備をする。ま
た、授業で取り上げるトピックに関連し
て、他チーム、他リーグのデータを調べ、メ
ジャリーグの戦略と比較する

4時間

選手年俸とフリーエージェント制度に関す
るニュースにアンテナを張り、授業での発
表の準備をする。また、授業で取り上げるト
ピックに関連して、他チーム、他リー
グのデータを調べ、メジャリーグの戦略と比
較する

4時間

Jリーグのビジネスについて、あらかじめ調べ
ておく

4時間

社会人リーグについて、あらかじめ調べてお
く

4時間

教科書で取り上げた米メジャーリーグのチケット販売戦略、チ
ケットの再販制度と、自身が調べた他球団、他リーグ、また
は他のプロスポーツ競技のチケット販売戦略とを比較・分析、発
表後、ディスカッションする。
第3回

ホスピタリティ

教科書で取り上げた米メジャーリーグのスイートルーム販売戦
略と、自身が調べた他球団、他リーグ、または他のプロスポー
ツ競技の同戦略とを比較・分析、発表後、ディスカッションす
る。
第4回

スポンサーシップと命名権

教科書で取り上げた米メジャーリーグのスポンサーシップ戦
略と命名権戦略を、自身が調べた他球団、他リーグ、また
は他のプロスポーツ競技のスポンサーシップ戦略とを比較・分
析、発表後、ディスカッションする。
第5回

飲食物販売

教科書で取り上げた米メジャーリーグの球場内における飲食物販
売と、自身が調べた他球団、他リーグ、または他のプロスポー
ツ競技の飲食物販売とを比較・分析、発表後、ディスカッショ
ンする。
第6回

グッズ販売

教科書で取り上げた米メジャーリーグのロゴ入りグッズの販売戦
略と、自身が調べた他球団、他リーグ、または他のプロスポー
ツ競技のグッズ販売戦略とを比較・分析、発表後、ディスカッ
ションする。
第7回

放映権

教科書で取り上げた米メジャーリーグの放映権販売と、自
身が調べた他球団、他リーグ、または他のプロスポーツ競技の放
映権販売とを比較・分析、発表後、ディスカッションする。
第8回

選手年俸（FA制度、サラリーキャップ）

教科書で取り上げた米メジャーリーグの選手年俸とフリーエー
ジェント制度と、自身が調べた他球団、他リーグ、または他のプ
ロスポーツ競技における同様の制度・選手年俸とを比較・分
析、発表後、ディスカッションする。
第9回

Jリーグの経営
Jリーグ経営に携わった経験のある講師が、実体験を交えなが
らJリーグクラブ運営の現場について講義する。

第10回

社会人リーグの運営
社会人リーグの運営に携わる講師が、社会人トップリーグ運
営の現場について講義する。
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第11回

ネット事業

教科書で取り上げた米メジャーリーグのネット事業と、自
身が調べた他球団、他リーグ、または他のプロスポーツ競
技のネット事業とを比較・分析、発表後、ディスカッションす
る。
第12回

海外事業

教科書で取り上げたワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢ
Ｃ）を含めた米メジャーリーグの海外事業戦略と、自身が調べ
た他球団、他リーグ、または他のプロスポーツ競技の海外事業戦
略とを比較・分析、発表後、ディスカッションする。
第13回

スター選手の獲得と商業化
教科書で取り上げたMLB球団による日本人スター選手獲得後の商
業化の実例と、自身が調べた他球団、他リーグ、または他のプロ
スポーツ競技の海外事業戦略とを比較・分析、発表後、ディス
カッションする。

第14回

スタジアム建設

教科書で取り上げた米メジャーリーグの相次ぐ新球場建設の実
態と、自身が調べた他球団、他リーグ、または他のプロスポー
ツ競技の同種のトピックとを比較・分析、発表後、ディスカッ
ションする。
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プロクラブのネット事業に関するニュー
スにアンテナを張り、授業での発表の準備を
する。また、授業で取り上げるトピックに関
連して、他チーム、他リーグのデー
タを調べ、メジャーリーグの戦略と比較する

4時間

プロクラブの海外事業に関するニュースにア
ンテナを張り、授業での発表の準備をす
る。また、授業で取り上げるトピックに関
連して、他チーム、他リーグのデー
タを調べ、メジャーリーグの戦略と比較する

4時間

プロクラブによる外国人スター選手の獲得に
よる商業化の実例を探す

4時間

新スタジアム建設に関するニュースにアンテ
ナを張り、授業での発表の準備をする。ま
た、授業で取り上げるトピックに関連し
て、他チーム、他リーグのデータを調べ、メ
ジャーリーグの戦略と比較する

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

スポーツ流通論
菅文彦
3年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
スポーツ流通論では、
①スポーツ品の生産から、どのようにユーザーの手に渡っているのかという構造を学び、②地球規模での生産・販売・消費の中の様々な社会問
題・企業課題についても考察し、③日々の社会・国際問題にも注目することで、流通を取り巻く様々な課題にも目を向ける。
スポーツ流通論の対象は、スポーツ商品にとどまらず、スポーツのサービスも含めて学ぶ。流通・サービスは社会や科学の発展とともに日々変
化している。知識習得のみにとどまらず、時代の進歩を認識して考察できる力を育成することが本科目の目的である。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

ビジネス遂行に伴う流通の実態と必要性の理
解

スポーツ流通の知識習得とビジネスでの課
題を把握し、問題課題を理解する。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

スポーツ流通の具体的事例を自身で考える課
題を実施

流通の業務を実践できるように、流通の問
題に自身で取り組むことができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

スポーツにおける流通に問題意識を持ち、課
題を把握することが出来る。

2 ．DP6.行動・実践

現実社会で日々発生しているスポーツ流通課
題に対し、自己の意見を述べることができ
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
期末レポートもしくは試験での成績を2割、それ以外の授業中での小レポートや発表内容を8割で評価を行う。
小レポートについては講義内容に応じて不定期で行う。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内容からの小テスト・課題レポー ： 授業の内容やゲストスピーカーの講義を理解し、個人の考えを記述できること
ト
80％
期末レポートもしくは試験
20％

： スポーツ流通論の授業の内容から自ら問題意識を持ちテーマを選んで個人での分析と結論が述べら
れること

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
テーマによって参考文献の紹介をすることがある。

履修上の注意・備考・メッセージ
こちらの科目の履修前に、学部共通の「流通論」を単位取得し内容を理解しておくこと。
専門科目の応用内容となるため、グループでの自主的学びや発表なども含まれる。
現場で実際に働いておられるゲストスピーカーからの講義もいただき、その内容からのレポートやグループワークにより、自ら課題を探求す
る授業とする。
履修者は全員Googleクラスルームに登録してもらい、課題提出や情報提供をクラスルームを通じて行う。
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜2限

場所：

研究室（西館３階）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス～スポーツ商品流通の概要
商品の生産を出発点として、どのように自分の手にスポー
ツ品が到達するのかという「流通」の基礎と概観を把握する。

スポーツ流通における生産から消費までの概
要を復習する。

4時間

第2回

スポーツ品の流通戦略（商品製造・販売戦略）
スポーツ品独自の流通戦略の特色を学ぶ。
商品製造は現状アジア圏に集中しており、消費は欧米等先進
国に広がっている。
メーカー・ブランド各社の流通実態を理解する。

スポーツ品の流通戦略の特色を復習する。

4時間

第3回

スポーツ品固有のマーケティングとプロモーション

製品やスポーツブランドの価値向上にマーケ
ティングとプロモーションが重要な事
例を考える。

4時間

消費者としてどのようなチャネルにニーズが
あるかを復習で考えてみる

4時間

スポーツ品であるが故のマーケティングの特色がある。
スポーツ品の流通と「マーケティング」「プロモーショ
ン」は切り離せない。
固有の活動やその背景を理解する。
第4回

販売チャネルとその特性
スポーツの流通の最終消費者への接点にはいくつかのチャネルが
ある。
それぞれのチャネルの違いを把握する。歴史的経緯と現
状の姿を理解する。

第5回

専門店チャネルの現場を学ぶ
専門店の方をゲストスピーカーにお呼びして、その内容を学ぶ。
そのチャネルが、消費者にとってどのように位置づけられている
のか、今後の課題についても考えてもらう。

ゲストスピーカーからの学びをまとめる。

4時間

第6回

量販店チャネルの現場を学ぶ

量販店の特色を理解し、今後の課題について
も検討する。

4時間

チャネルの多様性を理解し、それぞれの特
徴を理解して準備をする。

4時間

スポーツ品の特性からどのように生産・流
通が行われているかを学び、そこから派生し
た問題の事例を見る。

4時間

スポーツイベントでの物販の現実を理解す
る。

4時間

スポーツイベントでの物販の具体例を調査す
る。

4時間

スポーツのサービスは商品から形を変えて拡
大する潜在市場のため、商品市場がどのよう
に代替されるかを考える。

4時間

前回の講義からサービスの発展可能性につい
てグループで議論する。

4時間

スポーツサービスのグローバル展開の一般
化が図れるかを考察する。

4時間

グローバル展開の将来可能性について考える

4時間

量販店の販売についてゲストスピーカーをお呼びして、その内
容を学ぶ。
日本市場での成長の経緯を学び、現在直面する問題を考える。
第7回

スポーツ品販売の全体像
いくつかの典型的なチャネルの現場から学んだことから、日本に
おけるスポーツ品流通の将来像を考える。
消費者にとって、多様な流通チャネルの存在意義は大きい。今
後ECの拡大に対し既存チャネルがどのように取り組むかなどの課
題も考える。
将来にわたりチャネルとして存在意義を維持し、成長するため
の方策を議論する。

第8回

グローバルロジスティックス
グローバル商品調達を実施している企業も多い。
どのようにグローバル視点で商品調達をして、グローバルに供
給をしていくのかを学ぶ。
また、社会的に議論がされてきている、持続可能な調達について
も理解する。

第9回

スポーツイベントでの商品流通
スポーツイベントで物販は大変重要である。
イベント物販において、商品がどのように企画・調達・販売され
ている実態を学ぶ。

第10回

スポーツイベントの流通を考える
前週の講義を受けて、イベントでの販売について、グルー
プで考えてみる。
近年ではプロチームの物販に加え、地方創生イベントなどでも物
販は重要になっている。
イベントでの販売の重要性について、議論・レポート提
出を行う。

第11回

スポーツサービス業の流通を学ぶ
スポーツサービスに係るゲストスピーカーをお呼びして、その内
容を学ぶ。
どのようにして日本市場で拡大をしてきたのかを理解する。

第12回

スポーツサービス産業の市場を考える
スポーツはサービスも市場として非常に重要である。サービ
スの市場も規模は大きい。
スポーツのサービスに関しての流通をとらえて、どのような市
場がなぜ発展しているのかを理解する。

第13回

スポーツサービスのグローバル展開
スポーツのソフトウエアをグローバル展開させるようなビジネ
スが拡大している。
ゲストスピーカーをお呼びして、そのような取り組み
の話を聞き、将来的な新たなビジネス拡大になりうるかを考え
る。

第14回

スポーツサービスのグローバル展開、課題と発表
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スポーツサービスをグローバル展開することに関し、日本にそ
の可能性があるかをグループワークで検討し、発表を実施する。
期末課題を提示して、最終レポートを提出してもらう。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

スポーツファイナンス応用
菅文彦
3年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
スポーツファイナンス応用では、入門で基礎を習得しているという前提で、①現実社会で発生しているスポーツ産業での資金調達・投資・ビジ
ネス活動のそれぞれの内容を見ながら、②スポーツ産業で現在進行している問題や課題を理解しする。さらに、③スポーツの現場で発生してい
るケースを各自あるいはグループワークで問題を深く考えてもらう。
課題として考察検討してもらった内容は、発表と討論の場を設け、社会にでても活用できるレベルの高いコミュニケーション力を養う。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

スポーツビジネス遂行に伴うファイナンス領
域での専門知識の理解。

スポーツ固有のファイナンス領域の知識習
得から課題把握が出来る。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

多様なスポーツビジネスでのファイナン
スの実践への応用。

ケーススタディーによる課題解決。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

スポーツビジネスのファイナンス領域に問題
意識を持ち、課題を発見することが出来る。

2 ．DP6.行動・実践

現実社会で日々発生しているスポーツファイ
ナンス課題に対し、自己の意見を述べること
ができる。

3 ．DP8.意思疎通

課題提出により、文書の記述でのコミュニ
ケーションスキルが向上する。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
授業中での課題提出を80%として評価を行う。期末試験もしくはレポートを20%として計算する。課題提出は期限までに提出したもののみを評
価対象とし、遅れた場合はゼロとする。
授業内の小テスト・小レポートについては内容に応じて随時実施する。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業での課題提出
80％
期末レポート／試験

： 講義内容に関係した具体的問題から、ポイントを把握してその解決が導けること。講義の内
容をベースとして、個人の考えを適切に記述できていること。
： 最終課題テーマで、課題を理解して適切に文書化できること。

20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
講義によって分野を深めたい学生には参考文献の紹介をする。
深めたいテーマに関しては、各自読了すること。

履修上の注意・備考・メッセージ
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2634
スポーツファイナンス応用は、「スポーツファイナンス入門」の習得を前提として、内容を一層深めるための講義となる。「入門」で修得し
た延長での内容となっている。
履修にあたっては簿記・会計などが履修済みであれば内容理解の助けとなり好ましい。
履修者は全員Googleクラスルームに登録してもらい、課題提出や情報提供をクラスルームを通じて行う。
授業中は必ずノートをとり、記述した内容を見直しながらクラスルームの資料を使って復習し、一層理解を深めてもらいたい。
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を講義のスライドを見ながら復習すること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜2限

場所：

研究室（西館３階）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス＋スポーツファイナンス応用の領域
スポーツファイナンス応用の領域と学修の意義をガイダンスで紹
介する。
スポーツで話題となった事象を取り上げ、スポーツビジネ
スと「ファイナンス」の重要性を理解する。

第2回

スポーツ組織でのファイナンス思考での課題解決
ファイナンスにおける数字による定量分析の意義を理解する。
スポーツビジネスにおける課題解決においてファイナンス思考で
の問題解決を行うことの実例から重要性を学ぶ。

第3回

スポーツビジネスのファイナンスアプローチ
「資金供給側からのスポーツビジネス」についての講義から、ス
ポーツビジネスについて受講者で考える。
翌週のグループ討議に向けて、課題に取り組む。

最近のトピックからスポーツファイナン
スの領域を考える。

4時間

課題解決での数量的問題把握と、課題解
決ツールとしての活用を学ぶ

4時間

スポーツビジネスを銀行から見るとどのよう
になるかを課題を通じて復習する

4時間

第4回

グループワーク（スポーツビジネスのファイナンスアプロー
チ）
スポーツビジネスの形態について学び、スポーツビジネスでの資
金の動きを理解する。
前回の授業を受けて課題についてグループワークで理解を深め
る。

スポーツビジネスで多面的にファイナン
ス的アプローチを行う。

4時間

第5回

スポーツのグローバルブランドと企業財務

講義内容を参考に、ブランドの価値について
それぞれ考える

4時間

プロ契約の具体的なやり方を学び、興味あ
るエリアのプロ選手の報酬実態も調べてみ
る。

4時間

次週のグループワークの準備として出され
た課題を完了する。

4時間

スポーツ施設の投資計画・運営計画などの現
実性を振り返る。

4時間

スポーツブランドの財務内容を実際に分析する。財務諸表を理
解し、成長の要素や業績改善方法についても学ぶ。
グローバルブランドの財務諸表の入手方法を伝えるので、実
際に入手してその内容を分析する。
各ブランドの企業内容から、その企業特性も考察する。
第6回

プロリーグの選手契約に関わるファイナンス
スポーツファイナンスの領域の中でプロ・アスリートに支払われ
る報酬についての内容は一般的に年俸金額などでの話題に終始す
る。
プロ選手のチームとの契約に際しては、エージェントを使うこと
が一般的になっており、その具体的内容をエージェントを行って
いる企業より説明を受け、質疑応答を通じて理解を深める。

第7回

スポーツ施設ファイナンス
スポーツ施設に関わるファイナンスでは、建築計画・運営収支な
ど投資金額が莫大なために、一般的な企業の事業運営以上の事
前の分析が重要である。
実践的にどのように行われているかを学び、コストセンターか
らプロフィットセンターへの施設の改革の現実を理解する。

第8回

スポーツ施設ファイナンス（グループワーク）
現代のスポーツ施設に求められる要素の理解の上に、グループ
ワークでその内容を深める討議を実施してもらう。各グルー
プで、モデルケースを設定して、収益計画を立てて、発
表を行う。

第9回

スタジアム建設運営
スタジアムの成り立ちを学修する。スタジアム建設運営をファイ
ナンスの観点から理解し、レポートを作成する。

次週の講義に向けての予備知識を復習する。

4時間

第10回

スタジアム建設運営の実践

施設への投資と運営の収支を理解し、翌
週のグループワークに備える。

4時間

スタジアムのファイナンスに関してのポイン
トを理解し、吹田以外のスタジアムも考察し
てみる。

4時間

政府の政策が自らの将来の仕事にどう影響す
るかを考える

4時間

次週に向けてのグループワークの課題を考え
る

4時間

具体的なスタジアム建設における資金調達と運営収支の事例分
析を行う。
第11回

スポーツ施設の建設運営のグループワーク
スポーツ施設の建設と運営に関してのグループワークとレポー
ト作成を行う。結果をまとめて、報告もしくは発表を行う予定で
ある。

第12回

Bリーグ経営における経営分析実践（ファイナンス分析）
日本におけるスポーツ行政が今後どうなっていくかを、スポー
ツ庁の誕生から存在意義を理解することで学んでいく。
スポーツ行政で目標としていることは何かを理解する。
スポーツイベントなどの経済波及効果についてどのような計算を
しているのかも理解する。

第13回

Bリーグ経営における経営実践（経営責任者からの講義）
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プロスポーツクラブの経営について実際の経営者か
ら話を聞き、チーム経営の実態を学ぶ。
日本においてプロスポーツクラブ経営は容易ではないが、成長へ
のチャレンジの具体的な内容を知る。
第14回

Bリーグ経営に関するグループワーク
プロチーム運営の学びの中から、グループ毎にテーマを決めて議
論をし、報告もしくは発表を実施する。
学期最後のレポート課題を提示する。
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グループワークからレポートもしくは発
表を実施予定

4時間

2651

232

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

テーブルコーディネート実習Ⅰ
土田彩華
2年

開講時期

前期

単位数

1

実習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

食空間コーディネート協会認定講師。大阪・東京にてコーディネーター養成講座を開催。企業研修、デパー
ト催事の講師も行う。大手インテリアメーカー、百貨店、商業施設のディスプレイも手掛け、その他イベン
ト企画やコンテストの開催も行っている。（全14回）
食ビジネスコース指定

授業概要
コーディネートに必要な基礎知識の器・装飾アイテムの知識、セッティング、色彩学、ライティングテクニックなどを学び、快適な食空間演出
方法を考えます。また海外の食文化と日本食文化の、行事・スタイル・マナーの違いも学び、それら行事に合わせたコーディネート実
習を通し文化の違いの理解を深め、表現スキルを磨きます。食卓は、美しいテーブルを作ること以外に、皆で楽しく食事をする場であるこ
と、そして常に相手がいることを心に留め、いかに心豊かな時を過ごせるかを、演習１と２を通し考えていきます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

食空間コーディネート企画・表現力

理論とコーディネートに必要な組み立て力を
つける

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

カラーワークの作成、テーブルコーディネー
トの基礎から応用までの実施

実技を通し、コーディネートに必要な技
術、スタイリングを身につける

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自ら課題、テーマを発見する力をつける

2 ．DP5.計画・立案力

コンセプトある企画力、コーディネートの組
立て力をつける

3 ．DP6.行動・実践

企画表現能力を付ける。グループ課題ではコ
ミュニケーション能力、協調性、積極性をつ
ける

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

試験

： 食空間コーディネートに必要な知識と実習を理解できたか評価する。
50％

提出物
40％
受講状況<積極的参加・マナー>
10％

： テーブルコーディネート企画実習に際し、所定のプリントでの企画力と内容分析力、情報収集
力を評価する。
： グループワークへ積極的に取り組もうとする主体性や、自分の役割を理解し、協働しようとする態
度があったかを評価する。

使用教科書
指定する
著者
フードコーディネーター協会編

タイトル
・

出版社

新フードコーディネーター3級試 ・ 柴田書店
験対応テキスト

参考文献等
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・

2021 年

2651
NPO法人食空間コーディネート協会 ： TALK食空間コーディネートテキスト3級 株式会社優しい食卓
（公社）日本フードスペシャリスト協会 ： 三訂フードコーディネート論
株式会社建帛社

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は1単位の科目であるため、平均すると毎回1時間の授業外学修が求められる。
毎回授業で学んだ内容のポイントを、プリントや教科書の指定されたページを読むことで復習し、「授業外学修課題」の実習企画プリントを丁
寧に仕上げること。
常にショップやインテリアショールーム、レストランなどでの演出方法のテクニックを観察し分析をする。また雑誌・広告・ニュース情報に
も注意を向けトレンド情報にも関心を持ち、コーディネートに反映させれるように分析をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業前後

場所：

実習室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

フードビジネス論と食空間コーディネート概論
フードビジネス論：フード業界でのコーディネーターの役割、仕
事内容・範囲、業界の現状とビジネスに求められる資質を考え
る。

教本P194～197,266～280を読み復習をする。
「食空間コーディネーターの仕事につい
て」レポート調べる

1時間

配布プリントと教
本P202～205，218～224を読み食空間とコー
ディネート構成方法について復習する。

1時間

配布プリントと教本「西洋料理の歴
史」P38～48、「食空間構成～洋
食～」P226～234を読み復習をしておく。

1時間

教本空間構成P226～227を読み復習をしておく
こと。実習の企画組立てシートを丁寧に仕
上げること。（今後丁寧でない場合は再提
出となります。）

1時間

配布プリントと教本コーディネートアイテ
ムP227～231を読み復習をしておくこと。教
本「カラーコーディネー
ト」P224~225を読み予習をしておくこと。

1時間

配布プリントの復習。配色テクニックの課
題を仕上げる。

1時間

食空間コーディネート論：「おいしい」とは何か、おいしいを演
出する「食空間コーディネート」について考える。
食空間の在り方を8つの要素を通し理解し、コーディネートの企
画に必要な「三間・３Ｋ・三風」の意味と重要性を理解す
る。コーディネート企画を作成してみる。
第2回

食空間の構成～洋食・洋食器について～
習

基本セッティング実

外食産業の食空間に求められる事柄と、食空間構成の基本
的な考えを学ぶ。「三間・3K・三風」について。
グループ実習にて、洋食の基本セッティングを作り、テーブル
トップの構成を理解する。実習の企画組立てシートを作成する。
第3回

コーディネートアイテム～洋食器～
ヨーロッパ・日本における「洋食と器の歴史」を学ぶ。
洋食器の種類と扱い方、基本アイテム、特徴を説明。実際に実
物を見て、触り、実感し、それぞれの素材や種類、使う目的を理
解する。

第4回

基本セッティングとテーブルコーディネート実習

洋食のコース別セッティングのメニュー構成と、必要な皿・グラ
ス・カトラリーのセッティングを実習と図面への落とし込みをす
ることで理解する。
テーブルコーディネートの実習を通しコーディネー
トの作り方を学ぶ。
第5回

コーディネートアイテム～フィギュア・キャンドル・センター
ピース・リネン類～
テーブル装飾（フィギュア:キャンドル・センターピース・小物
類）に関して学ぶ。
テーブルリネンについて学ぶ。ナプキンワークの実習。
第１～５回の復習チェックシート（ミニ復習テスト）の実施。

第6回

カラーコーディネートの基本
カラーシステムを知る。色相やトーンを知り、配色テクニッ
クを学ぶ。
食空間における色の心理的影響力について学ぶ。
カラー分析・配色テクニックの実習を行う。

第7回

カーラーコーディネート テーブルコーディネート実習
出されたテーマを、カラーシステムを使い表現するテーブルコー
ディネート実習を行う。

実習の企画組立てシートを完成させる。

1時間

第8回

欧米の行事食と文化①

配布プリントの復習。第5～8回の復習。次回
行う実習の行事を詳しく調べ、コーディネー
トに使えるものを考える

1時間

欧米の行事と食文化について学ぶ。
海外の歳時記のメニュー構成・テーブルセッティングを考える。
第9回

テーブルマナーとサービス ～洋食～
第5～8の復習チェックシート（ミニ復習テスト）の実施
西洋料理のサービス・マナー、席次について学ぶ。

教本P242～247，P256を復習しておく。

1時間

第10回

欧米の行事食と文化②

実習でのコーディネートを、提出用指定用
紙に貼り、コンセプトを完成させる。

1時間

配布プリントと教本P259～264を読み予習をす
ること

1時間

実習でのコーディネートを、提出用指定用
紙に貼り、コンセプトを完成させる。

1時間

実習

グループ実習にて、欧米の歳時記のコーディネートを作る。実
習で作ったコーディネートと行事やメニューに関して発表するこ
とで、欧米の行事の理解を深める。
コーディネートの撮影も行う。
第11回

テーブルマナーとサービス

～プロトコール～

プロトコールの基本理念について学ぶ。
アフタヌーンティーパーティーについて、紅茶文化と歴史につい
て学ぶ。
第12回

ホームパーティーコーディネート実習
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ホームパーティー、家でのおもてなしコーディネートについ
て学ぶ。
ホームパーティー・ティーパーティーのテーブルコーディネー
トを作る。発表と撮影を行う。
第13回

パーティーの歴史
パーティーの種類・スタイル・パーティープラニングつい
て学ぶ。酒・ドリンク類について学ぶ。日本と西洋とのパー
ティーに対しての考え方の違いについて考える。

P95～103を読み復習をする。

1時間

テストに向け総復習をする。

1時間

第９～13回の復習チェックシート（ミニ復習テスト）の実施。
第14回

総復習
復習チェックシートの解説を行い、第1回~13回までのポイン
トの説明。食空間とテーブルコーディネートの理解を深める。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

テーブルコーディネート実習Ⅱ
土田彩華
2年

開講時期

後期

単位数

1

実習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

食空間コーディネート協会認定講師。大阪・東京にてコーディネーター養成講座を開催。企業研修、デパー
ト催事の講師も行う。大手インテリアメーカー、百貨店、商業施設のディスプレイも手掛け、その他イベン
ト企画やコンテストの開催も行っている。（全14回）
食ビジネスコース指定

授業概要
コーディネートに必要な基礎知識の器・装飾アイテムの知識、セッティング、色彩学、ライティングテクニックなどを学び、快適な食空間演出
方法を考えます。また海外の食文化と日本食文化の、行事・スタイル・マナーの違いも学び、それら行事に合わせたコーディネート実
習を通し文化の違いの理解を深め、表現スキルを磨きます。食卓は、美しいテーブルを作ること以外に、皆で楽しく食事をする場であるこ
と、そして常に相手がいることを心に留め、いかに心豊かな時を過ごせるかを、演習１と２を通し考えてゆきます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

食空間コーディネート力

理論とコーディネートに必要な組み立て力を
つける

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

カラーワークの作成、テーブルコーディネー
トの基礎から応用までの実施

実技を通し、コーディネートに必要な技
術、スタイリングを身につける

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自ら課題、テーマを発見する力をつける

2 ．DP5.計画・立案力

コンセプトある企画力、コーディネートの組
立て力をつける

3 ．DP6.行動・実践

企画表現能力を付ける。グループ課題ではコ
ミュニケーション能力、協調性、積極性をつ
ける

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

定期試験

： 食空間コーディネートに必要な知識と技術を理解できたか評価する。
50％

提出物
40％
受講状況<積極的参加・マナー>
10％

： テーブルコーディネートの企画に際し、所定のプリントでの企画力と内容分析力、情報収集力を評
価する。
： グループワークへ積極的に取り組もうとする主体性や、自分の役割を理解し、協働しようとする態
度があったかを評価する。

使用教科書
指定する
著者
フードコーディネーター協会編

タイトル
・

出版社

新フードコーディネーター3級試 ・ 柴田書店
験対応テキスト

参考文献等
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NPO法人食空間コーディネート協会 ： TALK食空間コーディネートテキスト3級 株式会社優しい食卓
（公社）日本フードスペシャリスト協会 ： 三訂フードコーディネート論
株式会社建帛社

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は1単位の科目であるため、平均すると毎回1時間の授業外学修が求められる。
毎回授業で学んだ内容のポイントを、プリントや教科書の指定されたページを読むことで復習し、「授業外学修課題」の実習企画プリントを丁
寧に仕上げること。
季節の節目ごとに行われる身の回りの日本の伝統文化・行事内容を調べ、海外での歳時記との違いをかくにん理解すること。
常にショップやインテリアショールーム、レストランなどでの演出方法のテクニックを観察し分析をする。また雑誌・広告・ニュース情報に
も注意を向けトレンド情報にも関心を持ち、コーディネートに反映させれるように分析をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業前後

場所：

実習室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

イメージ感性分類法

カラーイメージスケールを通し、コーディネートイメージを大き
く８つに分類し、スタイル別イメージの言語、カラー、テイス
トを理解する。
食空間での食とコーディネートのカラーバランスについて考え
る。
第2回

インテリア様式によるテイストとスタイル、格付けについて
西洋の食空間演出に必要な、欧米のインテリア様式を学ぶ。

配布プリントでの8分類を復習し理解する。店
舗・インテリア・食器・ファッションなど食
空間に関わることを、分類別に分析し課
題を作成する。丁寧に作成すること。（丁
寧でない場合は再提出とする）

1時間

配布プリントを用いて復習を行う。実習コー
ディネートを指定の用紙にまとめる。

1時間

配布プリントを用いて復習を行う。雑
誌やネットで、現代的なの盛り付け方、コー
ディネートを探しスタイル別にまとめる。

1時間

講義の内容を配布プリントを用いて復
習を行う。実習コーディネートを指定の用
紙にまとめる。

1時間

復習を配布プリントと教科書を用いて行う。
特に歴史・基本アイテム、洋食器との違いは
まとめ理解しておくこと。教
本P234～239を読み予習をしておく。

1時間

教本P27～31を読み予習をする。

1時間

様式に対してのクラシックからモダンスタイルまで、また格
調を示すフォーマルからカジュアルまでをまとめたマトリック
スでの、各スタイル分布を理解する。
8分類の各に合わせた食器を選びコーディネートをする。
第3回

デザインから考える盛付けと食器の選び方
盛付けの意図を考え、お皿のセレクト方法を学ぶ。テーブルコー
ディネートに必要なお皿の形、大きさ高さ、色をセレク
トし、器を使ったコンセプトの表現方法を考える。

第4回

和食器の基本①

アイテムについて

和食器の基本アイテムについて、真行草について、季節感につい
て学ぶ。
グループ実習にて、和食の基本セッティングを作り、テーブル
トップの構成を理解する。セッティングをもとに、プラニング
シートの作成を行う。
第5回

和食器の基本②

歴史と種類

和食器の歴史、種類と扱い方、特徴を学び、洋食器の特徴と
の違いを考える。
陶器・炻器・磁器の違いを理解する。
その他、漆器、箸についても学ぶ。
和食の基本メニュ構成、「走り・旬・なごり」季節の移ろい
を楽しむ和食文化を理解する。
第6回

日本の行事食と文化① 歳時記1月～6月の文化と食について
日本の歳時記、文化、しつらい、食について学ぶ。
第1～5回の復習チェックシート（ミニ復習テスト）の実施

第7回

日本の行事食と文化② 歳時記7~12月の文化と食について
日本の歳時記、文化、しつらい、食について学ぶ。
日本料理の歴史、本膳料理・懐石料理・会席料理の違いについ
て学ぶ。

教本P15～26を読み予習をする。

1時間

第8回

日本の歳時記のコーディネート企画・実習

実習内容を指定の企画コンセプト用紙に纏め
る。

1時間

グループ実習にて、日本の歳時記のテーブルコーディネー
トを作り、発表と撮影を行う。
第9回

陰陽五行と日本文化について
身近にある陰陽五行の文化について学ぶ。
日本酒について、酒の種類と器について学ぶ。
第6～9回の復習チェックシート（ミニ復習テスト）の実施

配布プリントを読み復習をする。

1時間

第10回

クロスオーバーテーブルコーディネート① 和・洋食器の特
徴について
和食器と洋食器の違いを復習し理解する。クロスオーバーのコー
ディネートについて学ぶ。

実習内容を指定の企画コンセプト用紙に纏め
る。和と洋の食器の違い・特徴を復習する。

1時間

配布プリントと教本P248～251を読み復習をす
る。

1時間

和と洋の器を使い、コーディネートをする。
グループ実習にて、各グループごとにテーマを決め、コーディ
ネート企画を考え、テーブルコーディネートを作る。発表と撮
影を行う。
第11回

テーブルマナーとサービス

～和食～

和食のサービスとマナーについて学ぶ。和食と洋食の基本セッ
ティング（復習）も作り、西洋との違いを確認する。
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第12回

クロスオーバーテーブルコーディネート② 和と洋のコーディ
ネート実習
和と洋の器を使い、コーディネートをする。
グループ実習にて、各グループごとにテーマを決め、コーディ
ネート企画を考え、テーブルコーディネートを作る。発表と撮
影を行う。

実習内容を指定の企画コンセプト用紙に纏め
る。

1時間

第13回

クロスオーバーテーブルコーディネート③

実習内容を指定の企画コンセプト用紙に纏め
る。和と洋の食器の特徴を再復習し、クロス
オーバーコーディネートについてまとめる。

1時間

配布プリント、チェックシート、教
本を用いテストに向け復習を行う

1時間

発表と撮影

和と洋の器を使い、コーディネートをする。
グループ実習にて、各グループごとにテーマを決め、コーディ
ネート企画を考え、テーブルコーディネートを作る。発表と撮
影を行う。
第14回

総復習
配布プリント、教本、復習チェックシートを用い総復習を行う。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

旅行業取扱管理者演習
松田充史・松野麻里子
2年

開講時期

前期

単位数

2単位

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

長年旅行会社にて着型観光および地域イベントの企画・立案・商品造成および運営を担当。また自治体プロ
モーションなどをおこなってきた。（第1・14回）

授業概要
本授業では、観光における唯一の国家試験である旅行業務取扱管理者資格の問題演習を通じて、旅行実務等について体系的に学ぶ。JR・航
空・バス・フェリー・宿泊で構成される5分野の運賃・料金の知識、国内観光資源（＝地理）といった旅行会社のみならず、あらゆる観光関連事
業者に必要とされる知識を体系的に学び、観光における唯一の国家試験である「旅行業務取扱管理者資格」を習得することを目標としている。
9月上旬に実施される旅行業務取扱管理者試験を受験する学生が履修し、合わせて「旅行業法関連法規」も履修することが望ましい。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

旅行実務への理解

旅行業務取扱責任者資格の知識を得ること
で、旅行実務の理解を深める。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

旅行・観光業界に必要な知識を身につけられ
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とする。
（出席回数が授業回数の3分の2に満たない場合成績処理を行わない）
定期試験
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

演習

： 授業で行う演習を独自のルーブリックに基づいて60点満点で評価します。
60％

定期試験
40％

： 国内旅行業務取扱管理者資格の必要知識を40点満点で評価します。合格相当の知識があれば40点と
します。

使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社

出版年

旅行業実務シリーズ３

・

国内運賃・料金

・ JTB総合研究所

・

2022 年

旅行業実務シリーズ４

・

国内観光資源

・ JTB総合研究所

・

2022 年

参考文献等
・『2021～2022年版)ユーキャンの旅行業務取扱管理者 観光資源（国内・海外）ポケット問題集＆要点まとめ 』自由国民社
・『国内旅行業務取扱管理者試験対策：科目別速習問題集』JTB総合研究所

履修上の注意・備考・メッセージ
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・必ず使用教科書を購入すること。
・国家試験「旅行業務取扱管理者試験」を必ず受験すること。
・本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
・旅行業務取扱管理者資格試験の科目は広範囲におよび、本授業の学習だけでは不足である。授業外においても
自主的かつ積極的に予習・復習を行うこと。
・「旅行業法関連法規論」も合わせて履修することが望ましい。
・原則毎回の授業には出席すること。欠席の場合は必ず欠席届を提出すること。
・教育研究支援センター「旅行業務取扱管理者試験（国内）対策講座」も受講することが望ましい。
①5/12（木）5限、②5/19（木）5限、③5/26（木）5限、④6/2（木）5限、⑤6/9（木）5限、⑥6/16（木）5限、⑦6/23（木）5限、⑧6/30（木）
5限、⑨7/7 （木）5限、⑩7/14（木）5限、⑪⑫9/1（木）3-4限、⑬⑭9/2（金）3-4限

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日3時限（13:10～14:50）

場所：

西館2階：松田研究室(個人研究室15)

備考・注意事項： 質問は授業の前後にも答えるが、メールでも対応する。
アドレス：matsuda-mi@osaka-seikei.ac.jp
メールには必ず氏名と学籍番号を書くこと。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、「運賃・料金」「観光資源（=地
理)」の全体像
今後の授業の進め方について、「運賃・料金（JR、航空、バ
ス、フェリー、宿泊）」及び
「観光資源(＝地理)」の概略を含め、旅行業務取扱管理者試験に
ついて理解する。

振り返りシートの作成。教科書の該当する箇
所の通読等。

4時間

第2回

国内観光資源（１）北海道、東北地方

振り返りシートの作成。教科書の該当する箇
所の通読等。

4時間

振り返りシートの作成。教科書の該当する箇
所の通読等。

4時間

振り返りシートの作成。教科書の該当する箇
所の通読等。

4時間

振り返りシートの作成。教科書の該当する箇
所の通読等。

4時間

振り返りシートの作成。学習内容の復習、例
題の理解等。

4時間

振り返りシートの作成。学習内容の復習、例
題の理解等。

4時間

振り返りシートの作成。学習内容の復習、例
題の理解等。

4時間

振り返りシートの作成。学習内容の復習、例
題の理解等。

4時間

振り返りシートの作成。学習内容の復習、例
題の理解等。

4時間

振り返りシートの作成。学習内容の復習、例
題の理解等。

4時間

振り返りシートの作成。学習内容の復習、例
題の理解等。

4時間

振り返りシートの作成。学習内容の復習、例
題の理解等。

4時間

振り返りシートの作成。学習内容の復習、例
題の理解等。

4時間

それぞれの地域の観光地、特に世界遺産に登録されているもの
を学習する。その他、祭り、名産品、文学作品、民謡などその地
域に関連して観光資産になるものを中心に学習する。
特に、半島、岬、湖の正しい位置を把握する。
第3回

国内観光資源（２）東北、関東、中部地方
それぞれの地域の観光地、特に世界遺産に登録されているもの
を学習する。その他、祭り、名産品、文学作品、民謡などその地
域に関連して観光資産になるものを中心に学習する。
特に、半島、岬、湖の正しい位置を把握する。

第4回

国内観光資源（３）中部、近畿、中国地方
それぞれの地域の観光地、特に世界遺産に登録されているもの
を学習する。その他、祭り、名産品、文学作品、民謡などその地
域に関連して観光資産になるものを中心に学習する。
特に、半島、岬、湖の正しい位置を把握する。

第5回

国内観光資源（４）四国、九州、沖縄地方
それぞれの地域の観光地、特に世界遺産に登録されているもの
を学習する。その他、祭り、名産品、文学作品、民謡などその地
域に関連して観光資産になるものを中心に学習する。
特に、半島、岬、湖の正しい位置を把握する。

第6回

JR運賃・料金（１）JRの概要
JRの概要（運賃と料金の違い、年齢区分等）及び運賃の基本等に
ついて学ぶ。

第7回

JR運賃・料金（２）JR運賃
運賃の例外、割引（往復、学生、重複）及び発売日、有効期
間、途中下車等について学ぶ。

第8回

JR運賃・料金（３）特急料金
特急料金の基本、新幹線7路線と運行列車に関する知識等につい
て学ぶ。

第9回

JR運賃・料金（４）新幹線
特急料金：新幹線内乗継等について学ぶ。

第10回

JR運賃・料金（５）乗継割引
特急料金：乗継割引等について学ぶ。

第11回

JR運賃・料金（６）グリーン料金等
その他の料金（グリーン、寝台、個室）、山形・秋田新幹線等に
ついて学ぶ。

第12回

JR運賃・料金（７）払戻・変更、団体
運賃・料金に関する払戻・変更、団体の取り扱い等につい
て学ぶ。

第13回

国内航空
年齢区分、予約、購入期限、有効期間、運賃概要、取消・払戻
等について学ぶ。

第14回

バス、フェリー、宿泊
年齢区分、運賃・料金の詳細、購入期限、有効期間、取消・払戻
等について学ぶ。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習１【経営】
児山俊行・千代原亮一・海野大・中井秀樹・笠岡恵理子・澤田彩
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
専門演習１では経営コースが目指す「マネジメント能力が発揮できる人材の育成」の基盤づくりに取り組みます。そのため前期は後期ととも
に、現代のビジネスとマネジメントの基礎力を育てることを目指し、特に前期は理論的基礎の修得を中心に行います。その際、理論とはいって
も具体的な企業事例の分析・考察を通じ、授業内や課外での個人学習やグループ活動によって進めていきます。これは後期からの実践的演
習の準備ともなります。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

現代の様々な経営事象について基本的知
識を諸事例を調べて分析・考察し発表・議
論する。

自ら問題意識をもって、問題に対して適
切に調べまとめ、発表・議論することができ
る。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

経営現象を観察して因果関係を理解し、そこ
にある（発展・停滞の）課題を見出す。

学外連携学修
有り

(連携先：株式会社滋賀レイクスターズ（海野ゼミ）、大阪モノレール（中井）)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業態度

： 授業への集中度や質疑応答などの積極性で評価する。
10％

授業での活動の評価
45％
グループワーク活動
20％
試験（レポート）
25％

： グローバルな視点やそれに基づく思考が深まっているいるかどうか、授業での発表や議論、課
題の提出などの成果で評価する。
： 提示された課題解決へのグループ活動での自己の役割遂行や解決提案の策定などの成果で評価す
る。
： 自らの演習を振り返りながら学びの修得度と自身のどこが成長したかについてふりかえるレポー
トを作成し評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
参考文献は必要に応じて紹介・指示する予定。
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履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

各教員のオフィスアワー

場所：

担当教員の研究室（西館２・３階）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション：現代の経営事象の特徴、研究倫理教育
現代に顕著となってきている経営事象の特徴についての概要講
義を行い、演習内容や進め方について全体的説明を行なう。ま
た、研究倫理教育の実施。

１年次の経営学領域授業の復習

4時間

第2回

現代のビジネス課題の現状

現在のビジネスのトピックスについて調べ
る。

4時間

現代のビジネス課題についてグループ活動を通じて調べ分析、考
察する。
第3回

現代のビジネス課題～会社の形態の変化
会社の形態の変化についてグループ活動を通じて調べ分析、考
察する。

企業形態の変遷について調べる。

4時間

第4回

現代のビジネス課題～経営組織のあり方
経営組織のあり方についてグループ活動を通じて調べ分析、考
察する。

経営組織の変遷について調べる。

4時間

第5回

現代のビジネス課題～有効な経営戦略
有効な経営戦略についてグループ活動を通じて調べ分析、考察す
る。

経営戦略のタイプについて調べる。

4時間

第6回

現代のビジネス課題～経営のグローバル化
経営のグローバル化についてグループ活動を通じて調べ分析、考
察する。

経営のグローバル化の変遷について調べる。

4時間

第7回

現代のビジネス課題～人的資源管理
人的資源管理についてグループ活動を通じて調べ分析、考察す
る。

人的資源管理の変遷について調べる。

4時間

第8回

現代のビジネス課題～マーケティング
マーケティングについてグループ活動を通じて調べ分析、考察す
る。

マーケティングの変遷について調べる。

4時間

第9回

現代のビジネス課題～生産管理
生産管理についてグループ活動を通じて調べ分析、考察する。

生産管理の変遷について調べる。

4時間

第10回

現代のビジネス課題～情報システム
情報システムについてグループ活動を通じて調べ分析、考察す
る。

情報システムの発展について調べる。

4時間

第11回

現代のビジネス課題～財務管理
財務管理についてグループ活動を通じて調べ分析、考察する。

財務管理の流れについて調べる。

4時間

第12回

現代のビジネス課題～ベンチャー企業
ベンチャー企業についてグループ活動を通じて調べ分析、考察す
る。

ベンチャー企業の歴史について調べる。

4時間

第13回

現代のビジネス課題～企業の社会的責任
企業の社会的責任についてグループ活動を通じて調べ分析、考
察する。

企業の社会的責任の発展について調べる。

4時間

第14回

現代のビジネス課題～ナレッジマネジメント
ナレッジマネジメントについてグループ活動を通じて調べ分
析、考察する。

知識創造経営への発展について調べる。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習１【スポーツ】
植田真司・藤森梓・村田正夫・胡山喬・小島大輔・青野桃子・鳥羽賢二
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
専門演習１では、卒業研究を行う上で必要となる知識や能力を身につけます。スポーツマネジメントの研究対象領域や調査方法等の基本
的な考え方を学んでいきます。それらの講義や活動を通して以下の4点を目指します。
①スポーツマネジメントにおける研究対象領域を理解する。
②研究の基本的な手法を学ぶ
③エビデンスに基づいた説明や主張ができるようになる。
④スポーツに関する事象に興味関心を持ち、自ら問いを立てることができるようになる。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

研究の基本的な手法

研究の基本的な手法を身に付けている。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

スポーツマネジメントにおける研究対象領域

スポーツマネジメントにおける研究対象領
域を理解している。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

エビデンスに基づいた説明や主張ができる。

2 ．DP4.課題発見

研究/企画書に関する知識を習得し自らの課
題を発見できる。

3 ．DP6.行動・実践

スポーツに関する事象に興味関
心を持ち、自ら問いを立てることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

演習課題への取り組み
40％
プレゼンテーション評価

： 「何を学んだかわかるものになっているか」、「学びの振返りが出来ているか」を評価の基準とす
る。
： 独自のルーブリックに基づき評価する。

40％
講義に対する態度や姿勢

： 普段の講義に対する態度や学習での姿勢を評価する。
10％

期末レポート

： 独自のルーブリックに基づき評価する。
10％
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使用教科書
特に指定しない

参考文献等
必要に応じて紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

教員によって異なる

場所：

各研究室

備考・注意事項： 各教員に都度確認を取ること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

専門演習１の狙いと研究倫理について
専門演習１の概要を確認し、レポート・論文、プレゼンテーショ
ンを実施する上での諸注意事項を学びます。

第2回

研究とは何か・卒業論文の全体像
研究と勉強、レポートと論文の違い、卒業研究における問題設
定について学び、卒業論文のテーマについて議論します。

スポーツマネジメント領域の内容を確認し
て授業に臨むこと

4時間

「興味を持てそう、おもしろそうな研究テー
マ」をあげてみること

4時間

第3回

文献調査の理解（１）解説、演習
文献調査の方法、先行研究の検討方法について学び、実際に論文
検索サイトを用いてスポーツマネジメント領域の研究を調べても
らいます。さらに、各自が関心のある論文の内容をまとめてもら
います。

自身が調べた論文の内容をまとめること

4時間

第4回

文献調査の理解（２）課題の提出・発表

論文の内容を紹介する資料を準備してくるこ
と

4時間

授業内で提示された調査方法についてまとめ
ること

4時間

既存研究の調査方法に対する検討結果をまと
め、発表用資料を作成すること

4時間

授業内で提示された統計データの分析をまと
めること

4時間

統計データの分析結果をまとめ、プレゼン
テーション用の資料を作成してくること。

4時間

インタビュー調査を実施して結果をまとめて
くること

4時間

簡単なインタビュー調査を行って結果をまと
め、プレゼンテーション用の資料を作成して
くること

4時間

自身が興味を持ったスポーツマネジメン
トの研究領域を確認しておくこと

4時間

簡単なアンケート調査を実施して結果をまと
める

4時間

アンケート調査の結果をまとめ、プレゼン
テーション用の資料を準備してくること

4時間

専門演習1の学修内容と自身が会得した知
識・能力の振り返りを行うこと

4時間

各自がまとめてきた論文の内容についてプレゼンテーションして
もらいます。
第5回

データの特性と収集方法の理解（１）解説、演習
一次データ、二次データの違い、調査の方法、参考文
献の書き方などについて学び、既存研究の調査方法について検
討してもらいます。

第6回

データの特性と収集方法の理解（２）課題の提出・発表
既存研究の調査方法に対する検討結果ついてプレゼンテーショ
ン・議論してもらいます。

第7回

統計を用いた研究の理解（１）解説、演習
統計を用いた研究方法について学びます。実際にスポーツマネジ
メントに関連する統計データを提示し、その内容を分析してもら
います。

第8回

統計を用いた研究の理解（２）課題の提出・発表
統計データの分析結果についてプレゼンテーションしてもらいま
す。

第9回

インタビュー調査の理解（１）解説、演習
インタビュー調査を用いた研究方法について学びます。また、授
業内で簡単なインタビュー調査を実施してもらいます。

第10回

インタビュー調査の理解（２）課題の提出・発表
ゼミ内で、各自が行ったインタビュー調査の結果を発表してもら
います。また、プレゼンテーション終了後には、より良いインタ
ビュー調査を行うための改善点について議論します。

第11回

スポーツマネジメント領域の理解
卒業研究のプロポーザル発表会を聴講し、発表に対してコメン
トしてもらいます。

第12回

アンケート調査の理解（１）解説、演習
アンケート調査を用いた研究方法について学びます。そ
の上で、アンケートを作成して簡単な調査を行ってもらいます。

第13回

アンケート調査の理解（２）課題の提出・発表
前回の授業で実施したアンケート調査の結果を分析して、プレゼ
ンテーションしてもらいます。

第14回

まとめ
本講義のまとめを行います。研究手法の振り返りとスポーツマネ
ジメント領域の再確認を行います。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習１【食】
髙畑能久
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

大手総合食品メーカーの中央研究所で研究・商品開発および新規事業を経験。その後、グループ経営本部 経
営企画部にて事業戦略の立案および投融資などを担当。（全14回）

授業概要
専門演習１・２では、生産地・食品工場・小売店などでの体系的な視察や演習を通して食ビジネスの幅広いフィールド（フードチェーン）の仕
組みを学びます。
この授業では、食に関わるマクロ環境・製造業・流通業・一次産業などの最新情報を調査・分析して経営分析資料を作成します。さらに、連携
先の食品企業から提示されたPBL課題「オリジナル弁当を開発・販売しよう」にグループワークで取り組むことにより、新商品の企画・開発およ
び販売促進などについて体験学修します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

経営分析資料の作成、企業との連携授業によ
るPBL学修（商品開発・販売促
進）に取り組みます。

グループで協力し、与えられた課題に対し
て関連する情報を集め、問題点を把握し、改
善策を提案することができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

PBL課題に関わる消費者がもつ課題を発見す
ることができる。

2 ．DP5.計画・立案力

商品開発と販売促進の計画を立案することが
できる。

3 ．DP6.行動・実践

計画に従って、グループで行動・実践するこ
とができる。

4 ．DP7.完遂

困難な課題であってもあきらめず、最後まで
やり遂げることができる。

5 ．DP9.役割理解・連携行動

グループ内で自らの役割を理解し、周囲の期
待に応えることができる。

学外連携学修
有り

(連携先：ニッポンハムグループの中日本フード株式会社、佐竹食品株式会社)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなされます。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内のワーク
20％
ポートフォリオ（学びの記録）
20％
中間・期末発表会
40％
期末レポート
20％

： グループ内で自らの役割を理解し、周囲の期待に応えることができたかどうか、あきらめずに最
後までやり遂げることができたかどうかを評価します。
： PBL学修により何を学んだのか分かるものになっているか、学びの振り返りができているかを評
価します。
： PBL課題に対し、関連情報を集め、問題点を把握し、改善策を提案することができたかどうか、成
果を良くアピールできたかどうかを評価します。
： 指定された日時までに提出されたレポートについて、独自の視点から課題に対する効果的な解答で
きているかを評価します。
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使用教科書
特に指定しない

参考文献等
日本大学食品ビジネス学科編（2016年）『人を幸せにする食品ビジネス学入門』オーム社。
朝倉敏夫、井澤裕司、新村猛、和田有史（2018年）『食科学入門-食の総合的理解のために-』昭和堂。
その他、必要に応じて紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習すること。
日頃からテレビ、新聞、雑誌、Webサイト等を活用し、食ビジネスに関するニュースや最新情報の把握に努めてください。
※なお、連携先の都合に合わせて、授業の順番や内容を一部変更する場合がある。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜２限

場所：

髙畑研究室（西館2階）

備考・注意事項： 授業の前後以外で質問したい場合は、メールにて受け付けます（takahata@osaka-seikei.ac.jp）。件名には必ず、所属・学
籍番号・氏名を明記してください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション・研究倫理
授業の進め方などの説明後、研究倫理や食ビジネスの現場で役
立つマナーについて学びます。また、グループメン
バーと話し合いリーダー選出やチームビルディングも行います。

第2回

経営分析資料①（章立て・各章のテーマ設定）
最新情報を収集・整理し、グループ毎に経営分析資料の章立て
を行った後、食品業界にとって重要なテーマを選び、各章
毎のテーマ設定と担当者を決めます。

第3回

経営分析資料②（情報収集・資料作成）
各自で担当したテーマの情報収集を行い、各テーマ毎に経営分析
資料を作成します。

第4回

経営分析資料③（資料作成・発表準備）
各自で作成した資料をグループ毎にまとめ、互いに共有しま
す。グループ毎に発表準備を行います。

第5回

経営分析資料④（成果発表）
グループ毎に成果発表と質疑応答を行います。成果発表の様
子を撮影した動画を視聴ながらグループ毎に振り返りします。発
表用パワーポイントは事前に提出してください。

第6回

特別授業（PBL課題の提示）
連携先の企業からゲストスピーカー（専門家）を招いて特別授
業を開講します。市場動向や商品開発のヒントを学ん
だ後、PBL課題について説明を受けます。

第7回

商品企画・開発①（アイデア出し）
前回の特別授業の内容を踏まえ、各自で市場調査を行い、新商
品のアイデアを出し合います。

第8回

商品企画・開発②（商品企画書の作成）
複数の商品アイデアを絞込みグループ毎に商品企画書を作
成し、連携先へ提案します。

研究倫理の冊子を読み直しておいてくださ
い。

4時間

食ビジネスに関する業界新聞やWebサイトの記
事を持ち寄ってください。

4時間

食ビジネスに関する業界新聞やWebサイトの記
事を持ち寄ってください。

4時間

グループ毎に成果発表の準備を行ってくださ
い。

4時間

グループ毎に成果発表の振り返りを行ってく
ださい。

4時間

各自で市場調査を行い、商品アイデアを考え
てきてください。

4時間

グループ毎にアイデアから新商品の企画
書を作成してください。

4時間

グループ毎に選ばれた新商品の企画書をブ
ラッシュアップしてください。

4時間

第9回

商品企画・開発③（商品企画書のブラッシュアップ・試作）
連携先から選ばれた商品企画書をブラッシュアップして最終の商
品企画書を再提案します。必要に応じ、連携先のテストキッチ
ンで試作を行う。

各自で試作のレポートを作成してください。

4時間

第10回

学外授業①（農場実習）

各自で農場実習のレポートを作成してくださ
い。

4時間

グループ毎にオリジナルのPOPを作成してくだ
さい。

4時間

グループ毎にオリジナルのPOPを作成してくだ
さい。

4時間

各自で売場実習のレポートを作成してくださ
い。

4時間

期末レポートは、指定された日時までに提
出してください。この授業で学んだこと
の振り返りを行ってください。

4時間

生産地を訪問し、外部講師による農業経営、農業技術と水産技
術（栽培技術／漁法・養殖技術）、農林水産・中小企業向け金融
支援制度等に関する講義を受けた後、圃場での農場実習および収
穫作物の試食体験などを行います。
第11回

販促物（POP）①（アイデア出し）
企画・開発した新商品を店頭で販売する際に必要な販促
物POPのアイデアを出し、連携先へ提案します。

第12回

販促物（POP）②（制作）
企画・開発した新商品を店頭で販売する際に必要な販促
物POPを制作し、連携先へ提案します。

第13回

学外授業②（売場実習）
メーカー営業を理解するため連携先の店舗を訪問し、業務内
容の説明、バックヤード見学、商品試食やシフトを組み企画・開
発した新商品の販売実習を行います。

第14回

PBL成果発表会
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グループ毎に一連のPBL学修を通して学んだ成果をパワーポイン
トを用いて発表します。また、他のグループの発表に対して質疑
応答を行ってください。発表用パワーポイントは事前に提出して
ください。授業の最後に期末レポートの課題を提示します。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習１【公共】
池田千恵子・山岡淳・佐野淳也
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

担当教員のうち佐野淳也は、環境・国際協力・福祉・まちづくりなど幅広い分野でNPO・市民活動やソーシャ
ルベンチャー（社会的企業）を実践してきた。

授業概要
この専門演習１【公共】は、経営学部経営学科公共政策コース２年生対象の前期必修科目です。現在日本では人口減少や自然災害、パンデ
ミック等の影響により、これまで行政が提供してきた公共サービスに加え、NPOや社会的企業などの「新たな公共」主体による革新的な課題解
決の力が必要とされています。本演習では、世界や地域の課題を公共政策的な視点で捉え、多様な人々と協働してよりよい社会を実現してい
く上での知識とスキルを学ぶことを目的とします。
具体的には、世界や日本においてこれからどのような変化や公共的課題が生まれ、その中でどのようなキャリアを創造的に築いていけるのか
を考えます。そして人口減少が激しく進行する日本において、どのように多様な主体の協働によるまちづくりを実現していけるのかをコミュニ
ティデザインや社会関係資本などの視点から実践的に学びます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

世界や日本における変化や課題、まちづくり
やコミュニティデザイン、社会関係資本など
に関する基本的理解や知識を学ぶ。

世界や日本にこれから起きる変化と、まちづ
くりの基本概念、その中での自身のキャリ
ア構築の方向性について、自分の言葉で説
明できる。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

話し合いを円滑に進める技法であるファシリ
テーションについて理解する。まちづくり
の方法論や理論について学ぶ。

グループワークにおいて話し合いの促進をす
る技術を身につける。まちづくりの基本概
念と協働の主体、社会関係資本やコミュニ
ティデザインなどについて説明できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

人口減少が進む日本社会と地域における課
題を発見できる。

2 ．DP8.意思疎通

グループワークを通して自分の意見を簡
潔に説明し、他者の意見を傾聴して理
解し、互いの意見を撚り合わせて新たな解を
つくったり、場の合意形成を導くことができ
る。

3 ．DP9.役割理解・連携行動

グループワークにおいて自分の役割や専門
性を掴み、それを通してより良い学びや創造
的な合意形成に向けて積極的に場づくりがで
きる。

4 ．DP10.忠恕の心

他者の思いに心を傾けて傾聴し、立
場の違う意見についてもその背景を理
解し、共感することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とする。
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成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への主体的参加と学び
40％
創造的な協同学習への貢献
10％
中間レポート

： 授業への出席状況や主体的学習態度、内省的な学びの深化をワークシートや毎回の授業ふりかえ
り課題を通して評価する。
： グループワークに積極的に参加し、自分の強みを活かして役割を果たし、創造的な協同学習に貢
献できたかを評価する。
： 授業前半からの学びや考察を論述したレポートを各自提出し、独自ルーブリックに従い評価する。

20％
期末レポート
30％

： 確かな専門性や汎用的な力をどれくらい養うことが出来たかを、各人自己評価するとともにグルー
プメンバー間で相互評価を行い、自己の成長を客観視した上で最終ふりかえりレポートとして記
述した内容を評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
「LIFE SHIFT(ライフ・シフト)」リンダ グラットン, アンドリュー スコット／東洋経済新報社
「コミュニティデザインの時代-自分たちで「まち」をつくる (中公新書)」山崎 亮／中央公論新社
「はじめてのまちづくり学」山崎義人／学芸出版社
「人口減少×デザイン」筧裕介／英治出版
「幸せのメカニズム 実践・幸福学入門」前野 隆司／講談社

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加えて、社会や市民と行政に関する新聞、テレビ、インターネット等での報道に常に留意しておくこと。
なお授業内容の順序については、適宜変更することがありうる。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

各教員のオフィスアワー

場所：

各研究室

備考・注意事項： 上記以外での対応は、各教員にあらかじめメール等で連絡すること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

【クラス合同】授業オリエンテーション
授業全体のねらいや構成、スケジュール、成績評価やレポート課
題などについて受講生に説明を行う。本演習ではアクティ
ブ・ラーニングを重視していることを説明し、能動的学習者とし
て受け身ではなく主体的に本演習を共同創造する立場で授業に参
加してほしい旨伝える。教員と学生及び受講生どうしの関係構
築を目的としたグループワークを行い、アクティブ・ラーニン
グを行う基盤となる安全・安心の場づくりを行う。

授業計画を読んで理解しておく

4時間

第2回

【クラス合同】対話のスキルとマインド

ファシリテーションに関する知識を予習して
おく

4時間

アクティブ・ラーニングやグループワークを有効に行ってい
く上で重要な、対話のスキルとマインドとしてのファシリテー
ションの基本的考え方を紹介する。議論／対話／会話の違いを解
説し、互いを理解し受容しあい、学びを共同創造する知的営みと
してのダイアローグ（対話）概念について説明する。その上で、
「話し合いを円滑に進める技法」としてのファシリテーショ
ンの基礎スキルである ①場のデザインスキル（共有）②対人関
係（コミュニケーション）のスキル（発散）③構造化のスキ
ル（収束）④合意形成のスキル（決定）について学ぶ実
習を行う。
第3回

【クラス合同】2100年に向けて私たちにできること（ゲスト授
業）
気候温暖化や環境保護など、地球規模の課題解決に向けたアク
ションを起こしている同世代の実践者を授業ゲストにお招き
し、活動の背景にある思いや目指す社会像、そして学生へのメッ
セージを語っていただく。同世代のロールモデルとして活躍す
るゲストとの質疑応答や交流を通して、受講生が今後のキャリ
アや生き方を考える機会とする。

ゲストの活動内容について予習し、質問内
容を考えておく

4時間

第4回

【クラス合同】人生100年時代とライフシフト
2050年には女性の平均余命が90歳を超えると予測され、日本社
会は本格的な人生100年時代に移行しつつある。まさに人生100年
時代をこれから生きて働いていく受講生たちと、リンダ・グラッ
トンによる「ライフシフト」の考え方を手がかりに、創造的な人
生とキャリアを今後作っていく上で何が重要なのか、大学生
活を通して何を学んでいけば良いのか、グループワークを通し
て探求する。

「ライフシフト」について事前に調べておく

4時間

第5回

【クラス合同】コミュニティデザインとは何か？（佐野淳也）

コミュニティデザインの言葉の意味や事例に
ついて事前に調べておく

4時間

インバウンドとパンデミックによる地域の影
響について事前に情報収集しておく

4時間

コミュニティデザインとは「人がつながるしくみをつくる」こと
である。人口減少により行政や自治体の予算及び人員も縮
小し、また少子高齢化によって地域の活力も失われてい
く中で、いかに地域課題解決の担い手を発掘し、その主体
性を育み、また主体同士の関係性を創っていけるが極めて重要と
なっている。そうしたまちづくりの関係構築としてのコミュニ
ティデザインの基本的な考え方と技法を学ぶ。
第6回

【クラス合同】インバウンドとパンデミックによる地域の影
響（池田千恵子）
京都市下京区菊浜におけるインバウンドによる宿泊施設の急
激な増加とそれに伴う地域への影響（路線価、商業施設の変
化）について解説する。また、COVID‐19による地域の変容につ
いて合わせて紹介する。これらを通じて、持続可能な地域につい
てグループワークを通じて検討する。
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第7回

【クラス合同】地域包括ケアとまちづくり（山岡淳）
高齢者が在宅での生活を続けていくための地域包括ケアシステ
ムと、それを通したまちづくりのあり方について学ぶ。

第8回

2100年までに起こること
博報堂生活総合研究所の「未来年表」などを参考に、これから
の世界で何か起きるのかを学ぶ。人生100年時代において22世
紀まで存命する受講生も少なくないことを念頭に、2100年まで
に世界がどう変化していくのかを概観する。地球温暖化やAI革
命、シンギュラリティなど世界的に取り組むべき課題と、これか
ら起きる大きな変化について学び、その中で個人としてどうい
うキャリアを創っていくのかを考える。また2100年までの日
本で起きる変化を予測し、そこで生まれる公共的課題と解決の方
法について考える。特に、2100年に日本の人口は約6千万人にな
ると予測され、急激な人口減少時代を迎える日本社会独自の課
題を捉え、その解決策としての地域自治やAIやドローン、自動運
転などのテクノロジーの進化についても考える。また地域社
会や基礎自治体において、今後どのような変化が予測され、それ
に対しどのような対策が必要なのか、都市と農村の共生の視点か
ら考える。

第9回

まちづくりの主体と「新たな公共」
従来、公共は主に行政が担うものであったが、現代においては行
政の他に「新たな公共」と呼ばれるNPOや住民組織、社会的企
業やコミュニティ・ビジネスなど、その担い手が多様化してお
り、そうした多様な主体の連携や協働により地域課題を解
決し、地域の未来を共創していくことが重要となっている。そう
した多様なまちづくりの主体を紹介し、その主体間の協働やネッ
トワークをどのように創っていけば良いのかを考える。

第10回

世界のまちづくり事例
創造的なまちづくりを進める世界の事例について学ぶ。

第11回

日本のまちづくり事例
日本国内の都市部における参加と協働によるまちづくり先進事
例を紹介し、そうした活動がどのように可能になっているのか
を考える。また日本の農山漁村や離島部は、急激な人口減少や少
子高齢化に よって、様々な危機に直面している。そうした危
機にしなやかに対処し、創造的なまちづくりを行っている事
例を、レジ リエンスや関係人口の視点から紹介する。

第12回

社会関係資本：信頼とお互い様の絆
「社会関係資本」（ソーシャル・キャピタル）とは、信頼と互酬
性に基づく絆（ネットワーク）のことであり、それを社会や地
域が共同で所有する資本として捉える社会学の概念である。こ
の社会関係資本の基礎概念と種類について学び、社会関係資
本を地域でどのように紡いでいったら良いのかをグループワー
クを通して考える。

事後学習：様々なパターンの高齢者の生活に
ついてまとめる

4時間

世界や日本の課題と未来予測について予習し
ておく

4時間

行政・企業・NPOの３つのセクターの違いにつ
いて予習しておく

4時間

海外の先進的なまちづくりについて予習して
おく

4時間

国内のまちづくり事例（都市部／農村部）に
ついて事前に調べておく

4時間

社会関係資本の概念について事前に調べてお
く

4時間

第13回

しあわせな地域のつくりかた：幸福学から考える
ポジティブ心理学や政治経済学、医学などを基本に学際的な学
問として発展しつつある「幸福学」について概観し、そ
の考え方や知見をまちづくりにどのように活かしていけるのか
を考える。

幸福学について事前に調べておく

4時間

第14回

【クラス合同】授業全体まとめ
授業全体をふりかえり、どのような知識や情報が身につき、ま
たグループワークなど通してどのようなスキルや能力が磨かれた
を各人で考え、グループワークで共有する。後期の専門演
習２に向け、夏休み期間中にどのような経験や学びを積むこと
が必要かについても考える。

授業全体のふりかえりシートを記入する

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習１【国観】
西釜義勝・本間哲也
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
国際的に事業展開する「多国籍企業」について，経営組織・製品・流通システム・マーケティング・競争戦略など，さまざまなテー
マを取り上げる。それらの主題に対し，個人やグループで主体的に文献調査・ケース学習・フィールド学習などを行う。１年次に履修した学び
の諸技能を土台に，さらに本演習を通じて経営研究に必要な調査・考察・報告の基礎的な訓練を積み，今後の国際キャリアコースにおける学
習および研究に必要な力を養う。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

製造業、サービス業を中心に基本的知
識を自らで調べて発表し、議論する。

自ら問題意識をもって、問題に対して適
切に調べまとめ、発表・議論することができ
る。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

社会現象を観察して因果関係を理解し、そこ
にある課題を見出す。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、不合格とする。
フィールド調査参加、プレゼンテーション内容、発表のスキル、期末レポートで評価する。
独自のルーブリックに基づいて５段階で評価する。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業参加・発言
30％

： 積極的に調査に参加し、役割を果たしたかどうかについて、独自のルーブリックに基づいて評価す
る。

期中課題（プレゼンテーション・レ
： 個人およびグループでの研究成果の発表内容、発表のスキルなど独自のルーブリックに基づいて評
ポート等）
価する。
50％
期末レポート

： 深く内容を掘り下げているか、考察は十分かなど独自のルーブリックに基づいて評価する。
20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
適宜、講義中に紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜3時限目（西釜），水曜3時限目（本間）

場所：

各教員研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

授業ガイダンス・国際経営と多国籍企業

本科目の目的・内容・授業の進め方・評価方法など
授業ツール（教育プラットフォーム・ビデオ会議システム・発
表ボードなど）の使い方
「国際経営」「多国籍企業」とは何か

シラバスを読み直し，内容を確認する。授業
内容を確認し，「国際経営」「多国籍企
業」といった語の意味を次回授業時に説明で
きるようにしておく。

4時間

第2回

研究と学術文献・研究倫理
学術論文・学術書の特徴，文献検索の方法（講義と実習）
適切な引用の仕方，および適切な研究の手続き（研究倫理の確
認）

課題に取り組み，文献検索の手順を修得する

4時間

第3回

多国籍企業とグローバル企業

課題に取り組み，今回の学修内容を整理・報
告する。

4時間

振り返り課題に取り組み，自己評価と相互評
価を行う。

4時間

振り返り課題に取り組み，自己評価と相互評
価を行う。

4時間

事業の国際展開の類型，事例（個人およびグループでの調査・ま
とめ）
第4回

製造業の国際展開(1)：調査と考察
製造業の多国籍化・グローバル化の形態，国際展開の利点と問題
点など（調査・考察）

第5回

製造業の国際展開(2)：報告と討議
前週の調査・考察結果の報告と相互検討

第6回

外食産業(1)：調査と考察
外食産業，特にチェーン店展開の多国籍化・グローバル化に関す
る，研究文献や事例（調査・整理）

報告資料の作成と報告準備

4時間

第7回

外食産業(2)：報告と討議

振り返り課題に取り組み，自己評価と相互評
価を行う。

4時間

前週の調査・考察結果の報告と相互批評
第8回

地域研究(1)：調査と分析
世界の特定地域の，経済・政治・文化の特徴調査。ビジネスター
ゲットとしての特定国分析

報告資料の作成と報告準備

4時間

第9回

地域研究(1)：報告と検討

振り返り課題に取り組み，自己評価と相互評
価を行う。

4時間

前週の調査・考察結果の報告と相互批評
第10回

フィールド学習(1)：事前学習
学外連携先企業および同社の業界に関する調査

調査内容の報告資料完成と現地調査準備

4時間

第11回

フィールド学習(2)：現地調査

振り返り課題に取り組み，今回の調査を整
理する

4時間

学外連携先企業の活動の実地調査
第12回

フィールド学習(3)：考察
前回の調査結果整理と考察，課題解決の発案

報告資料の完成と報告準備

4時間

第13回

フィールド学習(4)：成果発表

振り返り課題に取り組み，自己評価と相互評
価を行う。

4時間

第１回からの授業内容を総復習し，期末レ
ポートを作成する。

4時間

前回までの調査・検討結果の報告
第14回

まとめ
学期の振り返りとまとめ，期末課題
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習１【国観】
中野毅・松田充史・金蘭正・原田弘之
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本演習では、日本が基幹産業のひとつとして位置づける「観光」について現状を把握しながら、これまでの研究の流れや観光産業の仕組みなど
を幅広く学んでいきます。具体的には、文献研究等を行い、経営学の主要な概念（例えば経営組織、流通システム、マーケティング、経営戦略
等）を用い、さまざまなケースも取り上げ観光産業の課題に関する考察を行います。また外部講師による講義も取り入れ、グローバルな視野に
たった持続可能な観光に対する理解を深めます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

観光産業や地域観光について基本的知
識を自らで調べて発表し、議論する。

自ら問題意識をもって、問題に対して適
切に調べまとめ、発表・議論することができ
る。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

観光産業の経営の仕組みを解説します。
観光産業の経営の仕組みを学びます。

観光産業の経営戦略を立案できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

収集した文献、資料から、業界の課題を検
討できる。

2 ．DP7.完遂

与えられた課題に対し、指定の形式に沿っ
たレポートを完成することができる。

3 ．DP9.役割理解・連携行動

グループワークにおいて、みずからの役
割を理解し、連携して作業することができ
る。

学外連携学修
有り

(連携先：UNWTO)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、不合格とする。
フィールド調査の参加、プレゼンテーション内容、発表のスキル、テスト、最終レポートを独自のルーブリックに基づいて評価する。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末レポート
30％
プレゼンテーション
20％
受講態度

： プロジェクトテーマに沿って書かれているか、指定の形式に沿って書かれているかについて独
自のルーブリックに基づいて評価する。
： グループおよび個人の研究成果の発表内容、発表のスキルなど独自のルーブリックに基づいて評
価する。
： 演習への積極的な取り組み方に対し、独自のルーブリックに基づいて評価する。

20％
ポートフォリオ（学びの記録）
30％

： 「何を学んだかわかるものになっているか」、「学びのふりかえりができているか」を独自のルー
ブリックに基づいて評価する。

使用教科書
指定する
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著者

タイトル

高橋一夫、柏木千春編著

・

出版社

１からの観光事業論

・ 碩学舎

出版年
・

2016 年

参考文献等
随時、文献、論文等紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金/火3限、中野/火4限、松田/水3限、原田/

場所：

各研究室（西館）

備考・注意事項： 質問は各担当教員へのメールでも受け付けます。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

イントロダクション、研究倫理
授業の目的や目標、進め方など前期・後期授業の概要を説
明し、卒業論文までのプロセスを解説する。
「研究倫理教育」：研究倫理、著作権と個人情報の取り扱いにつ
いての確認を行う。

第2回

観光産業と観光の現状
現在日本における観光の現状を把握する。
観光関連の研究の紹介を行い、どのような課題について研
究が行われているかを学ぶ。

第3回

観光産業の経営課題１（旅行業分野：旅行会社）
旅行会社の仕組みと経営の観点から課題を考察する。
旅行会社に関する事前提示文献についてグループで概要をまと
め、発表し共有する。

第4回

観光産業の経営課題２（旅行業分野：OTA）
旅行会社の仕組みと経営の観点から課題を考察する。
OTA（オンライン・トラベル・エージェント）に関する事前提示
文献についてグループで概要をまとめ、発表し共有する。

第5回

観光産業の経営課題３（宿泊業分野）
宿泊業の仕組みと経営の観点から課題を考察する。
宿泊業（特にホテル経営）に関する事前提示文献についてグルー
プで概要をまとめ、発表し共有する。ホテル以外の宿泊業（旅
館、民泊等）についても考察する。

第6回

観光産業の経営課題４（ブライダル分野）
ブライダル業の仕組みと経営の観点から課題を考察する。
ブライダル業に関する事前提示文献についてグループで概要をま
とめ、発表し共有する。

第7回

観光産業の経営課題５（航空ビジネス）
航空事業の仕組みと経営の観点から課題を考察する。
航空事業に関する事前提示文献についてグループで概要をまと
め、発表し共有する。

第8回

観光産業の経営課題６（鉄道事業）
鉄道事業の仕組みと経営の観点から課題を考察する。
鉄道事業に関する事前提示文献についてグループで概要をまと
め、発表し共有する。
他の交通事業（バス、船舶）についても考察する。

第9回

外部講師による講演会
外部講師による講義により、グローバル社会における持続可
能な観光を考察する。

図書館等での文献検索方法を復習しておくこ
と

4時間

観光産業についての最新の情報をネッ
ト等で調べ、クラスで共有できるようにまと
めておく。

4時間

教科書の第6章「旅行業」を読んでまとめてお
く。

4時間

教科書の第5章「観光とWebビジネス」を読ん
でまとめておく。

4時間

教科書の第7章「宿泊業」を読んでまとめてお
く。

4時間

ブライダル業に関する事前配布文献を読んで
まとめておく。

4時間

教科書の第8章「航空輸送業」を読んでまとめ
ておく。

4時間

教科書の第9章「鉄道事業」を読んでまとめて
おく。

4時間

事前に配布の資料を読んでまとめておく。ま
た疑問点、質問を準備する。

4時間

第10回

グループ発表会
提示された課題に対し、その解決策をグループでまとめ、発表す
る。
各発表に対し、その内容を議論する。

グループ発表会に向け、準備をしておく。

4時間

第11回

観光産業の経営課題７（テーマパーク事業分野）

教科書の第10章「テーマパーク」、第1章「観
光事業のマネジメント特性」を読んでまとめ
ておく。

4時間

興味ある観光分野を絞り、教科書以外の文
献を2つ以上探しておく。

4時間

他学生発表の評価をする。個人発表にむけ準
備をしておく。

4時間

テーマパーク事業の仕組みと経営の観点から課題を考察する。
テーマパーク事業に関する事前提示文献をグループで概要をまと
め、発表し共有する。
第12回

個人テーマ設定と文献研究
個人で興味ある観光産業分野を特定し、テーマを設定し、検索し
た文献をまとめる。

第13回

個人発表会１（前半）
個人でまとめた興味ある観光産業分野の発表
会を2回に分け催す（前半）。各自プレゼン、質疑応答に対応す
る。
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第14回

個人発表会２（後半）、演習のまとめ
個人でまとめた興味ある観光産業分野の発表
会を2回に分け催す（後半）。各自プレゼン、質疑応答に対応す
る。
演習全体の総括。
期末レポート課題の提供。
レポート作成にあたり研究倫理のもと、著作権と個人情
報の取り扱いについて再確認する。

313

他学生発表の評価をする。個人発表にむけ準
備をしておく。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習２【経営】
児山俊行・千代原亮一・海野大・中井秀樹・笠岡恵理子・澤田彩
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
専門演習２では経営コースが目指す「マネジメント能力が発揮できる人材の育成」の基盤づくりに取り組みます。そのため後期は前
期に引き続き、現代のビジネスとマネジメントの基礎力を育てることを目指し、特に後期は実践的基礎の修得を中心に行います。その際、企
業へのヒアリングやアンケートを行うなど、授業内や課外での個人学習やグループ活動によって経営の実践力を養います。これは３年次から
の本格的演習の準備ともなります。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

経営実践について基本的知識を自らで調
査・分析・考察し、発表・議論する。

自ら問題意識をもって、問題に対して適
切に調べまとめ、発表・議論することができ
る。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

経営事象を観察して因果関係を理解し、そこ
にある（発展・停滞の）課題を見出す。

学外連携学修
有り

(連携先：株式会社滋賀レイクスターズ（海野ゼミ）、大阪モノレール（中井）)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業態度

： 授業への集中度や質疑応答などの積極性で評価する。
10％

授業での活動の評価
45％
グループワーク活動
20％
試験（レポート）
25％

： グローバルな視点やそれに基づく思考が深まっているいるかどうか、授業での発表や議論、課
題の提出などの成果で評価する。
： 提示された課題解決へのグループ活動での自己の役割遂行や解決提案の策定などの成果で評価す
る。
： 自らの演習を振り返りながら学びの修得度と自身のどこが成長したかについてふりかえるレポー
トを作成し評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
参考文献は必要に応じて紹介・指示する予定。
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履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

各教員のオフィスアワー

場所：

担当教員の研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、後期の演習の進め方について
現代の経営事象について、分野ごとに顕著となってきている特
徴についての概要講義を行い、演習内容や進め方について全体的
説明を行なう。

第2回

調査・マーケティングリサーチとは
調査の意義や調査の種類（定量調査と定性調査）、マーケティン
グにおける調査とその活用（事例を交えて）について学ぶ。

第3回

調査の技法（定性調査編）
「調査設計～調査実施～集計分析～報告の流れ」の事例から調査
設計のポイント（課題、仮説、対象者条件、質問項目 な
ど）を学び、インタビューの基本を修得する。

第4回

調査の技法 （定量調査編）
定量調査の基本と調査票作成のポイント（質問文、選択肢、集計
計画）、そして分析の流れについて学ぶ。

第5回

企業研究の開始
事業分野ごとに調査対象企業を決定する。

各自、関心ある分野の最新ニュースを調べ整
理する。

4時間

当日の授業内容（マーケティングリサー
チ）についての復習を行う。

4時間

当日の授業内容（マーケティングリサー
チの定性的技法）について復習を行う。

4時間

当日の授業内容（マーケティングリサー
チの定量的技法）について復習を行う。

4時間

関心ある事業分野の企業について調べ整理す
る。

4時間

第6回

企業研究①（対象企業の抱える課題の抽出）
対象企業の抱える課題を抽出し、その背景や要因を分析する。

対象企業の歴史を調べ整理する。

4時間

第7回

企業研究②（課題解決策の策定計画の作成）
対象企業の課題解決策の策定計画を作成する。

対象企業の現在の経営状況を調べる。

4時間

第8回

企業研究③（課題解決の方向性についての議論）
対象企業の課題解決の方向性について議論する。

類似の課題解決事例を調べ整理する。

4時間

第9回

企業研究④（調査項目の検討）
解決案策定のための調査項目を挙げ、調査方法を検討する。

調査項目と調査方法を整理して確定する。

4時間

第10回

企業研究⑤（調査結果の収集および整理）
調査結果を収集・整理し分析、発表。教員や他学生から示唆をも
らう。

調査を実施する。

4時間

第11回

企業研究⑥（調査の中間結果の分析および考察）
調査の中間結果を分析・考察し、最終案の方向性をいくつか決め
る。

調査を継続する。

4時間

第12回

企業研究⑦（解決策の最終案のブラッシュアップ）
調査の最終結果を分析、考察し、最終案の方向性と概略を定め
る。

解決案をブラッシュアップする。

4時間

第13回

企業研究⑧（解決案の策定）
調査の最終結果にもとづき、解決案策定を行う。

解決案をまとめる。

4時間

第14回

発表会

発表資料の完成。発表方法など諸準
備に取り組む。

4時間

各グループから課題解決の提案について発表を行う。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習２【スポーツ】
植田真司・藤森梓・村田正夫・胡山喬・小島大輔・青野桃子・鳥羽賢二
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
専門演習２では、卒業研究を行う上で必要となる知識や能力を身につけます。スポーツマネジメントの研究対象領域や調査方法等の基本
的な考え方を学んでいきます。それらの講義や活動を通して以下の4点を目指します。
①スポーツマネジメントにおける研究対象領域を理解する。
②研究の基本的な手法を学ぶ
③エビデンスに基づいた説明や主張ができるようになる。
④スポーツに関する事象に興味関心を持ち、自ら問いを立てることができるようになる。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

研究の基本的な手法

研究の基本的な手法を身に付けている。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

スポーツマネジメントにおける研究対象領域

スポーツマネジメントにおける研究対象領
域を理解している。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

エビデンスに基づいた説明や主張ができるよ
うになる。

2 ．DP4.課題発見

研究/企画書に関する知識を習得し自らの課
題を発見できる。

3 ．DP5.計画・立案力

自らの課題に対して計画し立案できる。

4 ．DP6.行動・実践

スポーツに関する事象に興味関
心を持ち、自ら問いを立てることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

演習課題への取り組み
70％
研究計画書の評価

： 「何を学んだかわかるものになっているか」、「学びの振返りが出来ているか」を評価の基準とす
る。
： 独自のルーブリックに基づき評価する。

10％
講義に対する態度や姿勢

： 普段の講義に対する態度やグループ学習での姿勢を評価する。
10％

期末レポート

： 独自のルーブリックに基づき評価する。
10％
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使用教科書
特に指定しない

参考文献等
必要に応じて紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

教員によって異なる

場所：

各研究室

備考・注意事項： 用事がある際は、随時担当教員に事前に確認をとること
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

専門演習２の狙いと進め方について
専門演習２の概要を確認し、卒業論文の計画を作成するまでのプ
ロセスを学びます。

専門演習１の振返りをしてくること

4時間

第2回

研究論文としての文章作法

授業内で提示されたレポートをさらに改善で
きないか検討すること

4時間

興味・関心を持った中間発表内容についてま
とめること

4時間

授業時に使用したデータを別の集計方法で分
析してみること

4時間

実際のデータを入手し、平均、検定等の統計
的手法を実践すること

4時間

実際のデータを入手し、相関、因果関係
等の統計的手法を実践すること

4時間

KJ法を実践してわかった点をまとめておくこ
と

4時間

実際の資料を入手し、内容分析を試みてみる
こと

4時間

授業時に提示された資料以外で観察と分
析を実践してみること

4時間

予めスポーツマネジメントに関するど
の様な事象に興味があるのか考えてくること

4時間

予めスポーツマネジメントに関するど
の様な事象に興味があるのか考えてくること

4時間

良いレポート・論文の条件、知的な文章を書くポイント、文章
力をアップさせる方法について学び、レポートの改善方法につい
て検討してもらいます。
第3回

卒業研究中間発表会の見学
４年生の卒業研究中間発表会の見学を行い、発表に対してコメン
トしてもらいます。

第4回

定量的分析の理解（１）：単純/クロス集計
集計方法の違いとその特徴について学び、データの集計とその分
析をしてもらいます。

第5回

定量的分析の理解（２）：平均、検定等
平均、検定等の統計的手法を用いて、データを分析してもらいま
す。

第6回

定量的分析の理解（３）：相関、因果関係等
相関、因果関係等の統計的手法の用いて、実際のデータを分析し
てもらいます。

第7回

定性的分析の理解（１）：KJ法
KJ法等を用いた定性的データの整理手法について学び、グルー
プで実践してもらいます。

第8回

定性的分析の理解（２）：内容分析
内容分析等の定性的データの分析方法について学び、資
料を基に分析を体験してもらいます。

第9回

定性的分析の理解（３）：参与観察と分析
参与観察の手法と注意点について学び、参与観察とその分析を体
験してもらいます。

第10回

スポーツマネジメント研究の概観（１）グループA
スポーツマネジメントにおける研究領域を概観します。自身の卒
業論文として興味のあるテーマを考えます。
・スポーツの価値、スポーツの社会・経済的価値、スポー
ツが生まれる意味
・スポーツとＳＤＧｓ、商品企画開発、地域経済学、スポーツマ
ンシップ
・スポーツ政策論、学校運動部活動政策
・スポーツ行政、地域スポーツ組織、スポーツ少年団、スポー
ツ史

第11回

スポーツマネジメント研究の概観（２）グループB
スポーツマネジメントにおける研究領域を概観します。自身の卒
業論文として興味のあるテーマを考えます。
・スポーツリーグ・クラブの経営、メガスポーツイベント、スタ
ジアムの建設・ファイナンス・運営
・スポーツイベント、イベント企画・計画、スポンサー、地域活
性化
・スポーツ経済学、グローバルビジネス、海外事情、地域活性
化とスポーツ、地方創生
・スポーツ社会学、余暇ツーリズム、レジャースタディーズ

第12回

研究計画の作成
ゼミの教員が提示するテーマを基に、各自が興味・関心のある研
究課題を選定して量的調査を用いた研究計画を立ててもらいま
す。

研究計画の概要書を作成すること

4時間

第13回

卒業研究発表会の見学

興味・関心を持った発表内容についてまとめ
ること

4時間

４年生の卒業研究発表会の見学を行い、発表に対してコメントし
てもらいます。
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第14回

まとめ
本講義のまとめを行います。研究手法の振り返りとスポーツマネ
ジメント領域の再確認を行います。

318

専門演習1の学修内容と自身が会得した知
識・能力の振り返りを行うこと

4時間

2715
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習２【食】
伴みずほ
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
専門演習１・２では、生産地・食品工場・小売店などでの体系的な視察や演習を通して食ビジネスの幅広いフィールド（フードチェーン）の仕
組みを学びます。この授業では、フードチェーンのうち生産地、卸売市場、物流センター、小売までの商品の流れを学んだあと、小売り販売
店の売場にフォーカスした販促手法を学びます。また、大阪府中央卸売市場等の連携先から与えられたPBL課題に対し、関連する情報の収集・整
理を行い、企画提案および売場実習を行います。また学期末には一連のPBL学修成果を連携先の方々（大阪府中央卸売市場等）に対し発
表を行い総評を頂きます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

大阪府中央卸売市場等の連携授業であ
るPBL学習に取り組みます。

グループ毎に協力し、与えられた課題に対し
て関連する情報を集め、問題点を把握、改善
策を提案することができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

与えられた課題について、真因を探ることが
できる。

2 ．DP5.計画・立案力

仮説を検証するために必要な計画を立案する
ことができる。

3 ．DP6.行動・実践

立案した計画に従い、やるべき行動を実践す
ることができる。

4 ．DP7.完遂

困難でもあきらめずに、最後までベス
トを尽くすことができる。

5 ．DP9.役割理解・連携行動

グループ内で自分の役割を理解し、その役
割を果たすことができる。

学外連携学修
有り

(連携先：大阪府中央卸売市場他)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなす。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内のワーク
20％
ポートフォリオ（学びの記録）
20％
発表会
40％
期末レポート
20％

： グループ内で自分の役割を理解し、その役割を果たすことができたかどうか、途中であきらめず
に最後までベストを尽くすことができたかどうか評価します。
： PBL学修に取り組み、何を学んだかわかるものになっているか、学びの振り返りができているか
を評価します。
： 与えられた課題に対して、関連する情報を集め、問題点を把握し、改善策を提案することができた
かどうか、グループで協力し成果をアピールできたかどうか評価します。
： 指定された日時までに提出された期末レポートについて、独自の視点から課題に対する効果的な解
決策を提案出来ているかを評価します。

使用教科書
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特に指定しない

参考文献等
食のPOPイラスト＆タイトル マール社
売れる！！手書きPOP マール社
新POP入門 マール社
POPのパターンとレイアウト マール社
年中行事カットCD－ROM マール社
フードサービス用語辞典: 現場で役立つ外食マン必携の経営用語576
青果物購買行動の特徴と店頭マーケティング 農林統計出版

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
授業の順番や内容を変更する場合があります。
市場見学を行う（zoom)
1回/14回。
青果売り場見学を行う
2回/14回。
食品工場の見学を行う
1回/14回。
売場実習を行う
1回/14回。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日4時間目

場所：

研究室（西館2階）

備考・注意事項： 質問はメールでも応じます。ban-m@osaka-seikei.ac.jp（タイトルには氏名、学籍番号を記入のこと）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーションおよびPBL課題確認
連携先からのPBL課題を確認します。
専門演習１で学んだ生産地で外部講師により受けたPBL課
題や、圃場見学や生産者との意見交換などを、各グループで整
理した内容をお互い発表し情報を共有することで理解を深めま
す。
小売店におけるPBL課題への過去の取組みを参考にし、授
業の進め方を説明します。グループメンバーと話し合いリー
ダー選出やチームビルディングなどを行います。

グループ毎にPBL課題のための市場調査準
備を行うこと

4時間

第2回

職場見学（卸売市場・物流センター・小売り販売店・PBL課題提
示）
卸売市場・物流センター・小売り販売店を視察し、業務内容説
明、店舗見学、商品試食や企業人との意見交換を行います。ま
た、PBL課題について説明を受けます。

職場見学のレポート作成を行うこと

4時間

第3回

売場作り提案（フィールド調査・小売り販売店見学）

フィールド調査のpptおよび原稿作成を行うこ
と

4時間

売場作り提案を行うにあたって、業態別（百貨店、大型スー
パー、道の駅、コンビニ、個人商店、生産地等）の売場づくり
を調査します。
第4回

売場作り提案（POP理論）
売場作り提案を行うにあたって、第４・５回を通して外部講師に
よるPOP技術を習得します。
販売促進のための広告媒体であるPOP広告（Point of purchase
advertising）の理論を学びます。

特別授業の内容を復習すること

4時間

第5回

売場作り提案（POP作成）
売場作り提案を行うにあたって、第４・５回をとおして外部講
師によるPOP技術を習得します。
販売促進のための広告媒体であるPOP広告により、人を惹きつ
け人を動かす文章を書く方法を学びます。

特別授業のレポートを作成すること

4時間

第6回

企画書の立案

グループ毎に企画書を作成すること。コンセ
プト作りは専門演習１で学んだ考え方を復
習しておくこと

4時間

企画書の作成
連携先からのPBL課題について、複数のアイデアの中から各グ
ループで整理した企画書を作成します。最終の企画書は連携
先に提出します。企画書は、第7回、8回において見直します。
第7回

売場の作製①（POPのアイデア出し）
企画内容に従い、売場を実際に商品を陳列しながら作ります。商
品がよく売れるようグループで工夫を凝らしたPOP作成も同
時に行います。
また、各グループの代表者は、売り場実習当日のシフト表の作
成、現場での役割を確認します。

グループ毎にPOP等を作成すること

4時間

第8回

売場の作製②（POPの作成と商品の陳列）
企画内容に従い、売場を実際に商品を陳列しながら作ります。商
品がよく売れるようグループで工夫を凝らしたPOP作成も同
時に行います。
また、各グループの代表者は、売り場実習当日のシフト表の作
成、現場での役割を確認します。最終の企画書を連携先に提出し
ます。

グループ毎にPOP等を作成すること

4時間

第9回

売場実習事前打ち合わせ（実習先での商品の陳列確認：学外）
企画内容に従い、売場を実際に商品を陳列しながら作ります。商
品がよく売れるようグループで工夫を凝らしたPOP作成も同
時に行います。
また、各グループの代表者は、売り場実習当日のシフト表の作
成、現場での役割を確認します。

グループ毎にPOP等を作成すること

4時間

第10回

売場実習（学外）

売場実習のレポート作成を行うこと

4時間
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実際の売り場で、グループで作成した企画書の売場を作り（商品
陳列、POPなど）商品を販売します。現場ではシフ
ト表に従い与えられた役割を果たしながら、接客およびデータ収
集を行います。また売り場でのバックヤード作業も経験します。
第11回

成果発表会の準備①（役割分担・成果のリストアップ）
一連の演習を通して学んだ成果を発表するため、パワーポイン
トと発表原稿を作成します。
グループ毎に発表練習も行ってください。

グループ毎にpptと原稿を準備すること

4時間

第12回

成果発表会の準備②と予演会
一連の演習を通して学んだ成果を発表するため、パワーポイン
トと発表原稿を作成します。
発表練習を行い最終確認を行います。

グループ毎に発表練習を行うこと

4時間

第13回

職場見学（工場）
工場の仕事を理解するため企業を訪問し、業務内容説明、工場見
学、商品試食や企業人との意見交換を行います。

見学内容のレポートを作成して下さい

4時間

第14回

成果発表会

期末レポートは指定された日時までに提出し
て下さい

4時間

連携先を招いてグループ毎に一連の演習を通して学んだ成果をパ
ワーポイントを用いて発表します。グループの発表に対する連携
先からの質問や意見に対応してください。
授業の最後に期末レポートの課題を提示します。
一連の成果内容のレポート作成とこの1年間を通しての振り返り
も行ってください。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習２【公共】
池田千恵子・佐野淳也・山岡淳
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

担当教員のうち佐野淳也は、環境・国際協力・福祉・まちづくりなど幅広い分野でNPO・市民活動やソーシャ
ルベンチャー（社会的企業）を実践してきた。

授業概要
この専門演習2【公共】は、経営学部経営学科公共政策コース２年生対象の前期必修科目です。現在日本では人口減少や自然災害、パンデミッ
ク等の影響により、これまで行政が提供してきた公共サービスに加え、NPOや社会的企業などの「新たな公共」主体による革新的な課題解
決の力が必要とされています。本演習では、世界や地域の課題を公共政策的な視点で捉え、多様な人々と協働してよりよい社会を実現してい
く上での知識とスキルを学ぶことを目的とします。
本授業では、前期の専門演習１での学びを踏まえ、まちづくり課題に主体的に取り組むことを通して、実践力や構想力を身につけます。具体
的には、吹田市を舞台に市役所やＮＰＯ、商工業者の方などからまちづくりや組織運営などの課題を伺い、各クラスでその解決アイデ
アを考え、何らかのアクションを実践することを通し、まちづくり実践についての専門性や課題解決力を養うことを目標とします。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

地域社会を診る視点や分析手法、多様なまち
づくり主体（行政・事業者・NPO・住民組
織）への理解と主体間の協働のありかた
に関する知識

RESASなどの地域データ分析ツールを用い
て、地域の統計データから地域の状況や課
題、未来像について分析することができ
る。まちづくりの主体と協働について、自
分の言葉で説明できる

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

まちづくり及び協働に関する基礎知識を踏ま
え、グループで協同でまちづくり課題に応え
る解決策を編み出し、それを期限内にまちづ
くり団体のニーズに応える形で実践する

地域課題への有効な解決アイデアをグルー
プで生み出し、カウンターパートとコミュニ
ケーションを取りながら期限内にそのアイデ
アを実践し、期待される成果を納めることが
できる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

地域社会やまちづくりに関わる組織の課
題を発見できる

2 ．DP5.計画・立案力

まちづくりや組織の課題に対し、創造
的な解をもたらすアクションを協同で計
画・立案できる

3 ．DP6.行動・実践

計画・立案したまちづくりアクションを協
同で実践できる

4 ．DP7.完遂

当初想定したビジョンに向け、自身の役
割を発揮し、諦めずに最後までプロジェク
トを完遂できる

5 ．DP9.役割理解・連携行動

協同学習やグループ実践における自分の強み
や役割を認識し、しっかり役割を果たしつ
つグループメンバーや外部の協力者、カウン
ターパートと柔軟に連携行動を取ることがで
きる

学外連携学修
有り

(連携先：吹田市（行政／事業者／NPOなど）)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
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原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を不可とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への主体的参加と学び
40％

： 授業への出席状況や主体的学習態度、内省的な学びの深化をワークシートや毎回の授業ふりかえ
り課題を通して評価する

創造的な協同学習実践（PBL）への貢
： PBLにおけるグループワークや社会実践に積極的に参加し、自分の強みを活かして役割を果た
献
し、創造的な協同学習実践に貢献できたかを評価する
10％
プロジェクト学習（PBL）としての実
： PBLとして各クラスやグループで地域課題に対してどのような創造的な解を生み出し実践した
践内容や成果物
か、その成果の質に対して評価を行う
20％
期末レポート
30％

： 確かな専門性や汎用的な力をどれくらい養うことが出来たかを、各人自己評価するとともにグルー
プメンバー間で相互評価を行い、自己の成長を客観視した上で最終ふりかえりレポートとして記
述した内容を評価する

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
「地元がヤバい…と思ったら読む 凡人のための地域再生」木下斉／ダイヤモンド社
「社会調査の基礎」 (放送大学教材)
「地方創生大全」木下 斉
「歩いて読みとく地域デザイン: 普通のまちの見方・活かし方」山納洋
「日本の地方政府-1700自治体の実態と課題 (中公新書) 新書」曽我謙悟

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

各教員のオフィスアワー

場所：

各研究室

備考・注意事項： 上記以外での対応は、各教員にあらかじめメール等で連絡すること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

【クラス合同】授業オリエンテーション： 地域を診る視点と分
析手法
授業全体の概要説明とともに、地域を調査し、フィールドワー
クする上での基本的な見方や方法論を共有

授業計画を読んで理解しておく

4時間

第2回

【クラス合同】吹田市のまちづくり
吹田市の概況やまちづくりの課題、また現在行われている施
策や活動などについて学ぶ

吹田市のまちづくり状況を各人調べておく

4時間

第3回

PBL①：まちづくりフィールドワークの方法と視点

フィールドワークの方法論について予習して
おく

4時間

まちづくり関係者にどんな質問をしたいか事
前に考えておく

4時間

フィールドワークの中でインタヴューした内
容や写真・動画などを各人整理しておく

4時間

まちづくりフィールドワークの方法論を学び、次週のフィールド
ワークに向けた質問票の準備などを分担して行う
第4回

PBL②：吹田市のまちづくりフィールドワーク
吹田市の駅前や商店街、NPOの活動スペースなど、まちづくり
に関するスポットを歩いて関係者にお話を聞く

第5回

PBL③：まちづくりフィールドワークの発見の共有とまとめ
前回のまちづくりフィールドワークで得た情報や発見を整
理し、全体で共有する

第6回

PBL④：地域課題の把握（問いの提示と仮説づくり）
地域のステークホルダーの方から、本演習で取り組むまちづく
り課題について提示を受けた上で、それに対しどのような解決
策が考えられるかを各クラス内で検討を行う

まちづくり課題解決の案を各人考えておく

4時間

第7回

PBL⑤：地域課題の解決方法考案（アクションアイデア）

授業で提案したい自分のアイデアを事前にブ
ラッシュアップしておく

4時間

他クラスの受講生にも伝わるように、わかり
やすいプレゼンを準備しておく

4時間

各人でアクションプランを私案とし
て考え、提案できる形で準備しておく

4時間

クラスとして実施可能な計画を事前に各人
考えておく

4時間

各人で役割分担し、事前に準備をそれぞ
れ行う

4時間

課題解決の具体的のアイデアをブレーンストーミング形
式で考え、それを全体共有しながらよりよいアイデアへとブラッ
シュアップしていく
第8回

【クラス合同】中間発表（地域課題解決アイデア内容共有）
各クラスで検討した課題解決アイデアについて、クラス合同で発
表会を行い、お互いに実現に向けた改善点をフィードバックしあ
う

第9回

PBL⑥：地域課題解決アクションプラン作り
前回の授業で考案したまちづくり課題解決アイデアを、実際に実
行に移すための具体的な方法とプランつくりを行う

第10回

PBL⑦：地域課題解決アクション準備
課題解決アクションについて、「いつ・どこで・何を・誰に対
象に・どのように」といった５W１Hで考え、実施に向けた準
備を行う

第11回

PBL⑧：地域課題解決アクション推進１（最終準備）
課題解決アクション実施に向けた最終準備を行う
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第12回

PBL⑨：地域課題解決アクション推進２（実施）
課題解決アクションの実施を地域のステークホルダーとの協
働の上で行う

実施に向けた準備を各人役割分担し行う

4時間

第13回

PBL⑩：地域課題解決アクション推進３（評価）

実施したアクションの成果や反省
点を書き出しておく

4時間

成果発表のためのプレゼンを各人役割分担し
て準備する

4時間

実施したアクションの成果や反省点などを振り返り、整理して自
己評価を行う
第14回

【クラス合同】授業全体まとめ／学びのふりかえり
３クラス合同で課題解決アクションの成果を共
有し、学び合う。その上で、本演習全体の成果や各人の学びや成
長についても共有する
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232

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習２【国観】
西釜義勝・本間哲也
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
「専門演習１」に引き続き，国際的に事業展開する「多国籍企業」について，経営組織・製品・流通システム・マーケティング・競争戦略な
ど，さまざまなテーマを取り上げる。それらの主題に対し，個人やグループで主体的に文献調査・ケース学習・フィールド学習などを行う。本
演習を通じて経営研究に必要な調査・考察・報告の基礎的な訓練を積み，３年次以降の国際キャリアコースにおける専門的な研究を円滑に進め
られるようにすることを目指す。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

製造業、サービス業を中心に基本的知
識を自ら で調べて発表し、議論する。

自ら問題意識をもって、問題に対して適
切に調べまとめ、発表・議論することができ
る。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

社会現象を観察して因果関係を理解し、そこ
にある課題を見出す。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、不合格とする。
フィールド調査参加、プレゼンテーション内容、発表のスキル、期末レポートで評価する。
独自のルーブリックに基づいて５段階で評価する。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への参加・貢献
30％
期中課題（口頭発表・レポートなど）
50％
期末レポート

： 積極的にプロジェクトに参加し、役割を果たしたかどうかについて、独自のルーブリックに基づい
て評価する。
： 個人およびグループでの研究成果の発表内容、発表のスキルなど独自のルーブリックに基づいて評
価する。
： 深く内容を掘り下げているか、考察は十分かなど独自のルーブリックに基づいて評価する。

20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
適宜講義中に紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜3時限目（西釜），水曜３時限目（本間）

場所：

各教員研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

授業ガイダンス・数値情報の扱い方(1)：概念の理解

本科目の目的・内容・授業の進め方・評価方法など
授業ツール（教育プラットフォームなど）の使い方，文献検索方
法などの確認
基本的記述統計指標，グラフの書き方
第2回

数値情報の扱い方(2)：応用課題
実際のデータ加工および分析

シラバスを読み直し，内容を確認する。「専
門演習１」の成果を踏まえ，自己の目標設
定をする。課題に取り組み，学修内容を整
理する。

4時間

課題に取り組み，今回の学修内容を整理す
る。

4時間

第3回

グローバル人材
他国製企業が求める人材像（個人およびグループでの調査・討
議）

レポート作成

4時間

第4回

国際ビジネスと言語
国際ビジネスにおける「言葉の壁」と対処方法（調査・考察）

レポート作成

4時間

第5回

通信販売業(1)：調査と考察
通販企業の多国籍化・グローバル化・Ｅコマース化に関する，研
究文献や事例（調査・整理）

報告資料の作成と報告準備

4時間

第6回

通信販売業(2)：報告と討議

振り返り課題に取り組み，自己評価と相互評
価を行う。

4時間

前週の調査・考察結果の報告と相互批評
第7回

地域研究(1)：調査と分析
世界の特定地域の，経済・政治・文化の特徴調査。ビジネスター
ゲットとしての特定国分析

報告資料の作成と報告準備

4時間

第8回

地域研究(2)：報告と検討

振り返り課題に取り組み，自己評価と相互評
価を行う。

4時間

前週の調査・考察結果の報告と相互批評
第9回

フィールド学習(1)：事前学習
学外連携先企業および同社の業界に関する調査

調査内容の報告資料完成と現地調査準備

4時間

第10回

フィールド学習(2)：現地調査

振り返り課題に取り組み，今回の調査を整
理する

4時間

振り返り課題に取り組み，今回の学修内
容を整理する。

4時間

学外連携先企業の活動の実地調査
第11回

フィールド学習(3)：ケース学習
学外連携先企業による事例・課題提示

第12回

フィールド学習(4)：考察
前回の調査結果整理と考察，課題解決の発案

報告資料の完成と報告準備

4時間

第13回

フィールド学習(5)：成果発表

振り返り課題に取り組み，自己評価と相互評
価を行う。

4時間

第１回からの授業内容を総復習し，期末レ
ポートを作成する。

4時間

前回までの調査・検討結果の報告
第14回

まとめ
学期の振り返りとまとめ，期末課題
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習２【国観】
中野毅・松田充史・金蘭正・原田弘之
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本演習では、日本が基幹産業の一つとして位置づける「観光」について現状を把握しながら、これまでの研究の流れや観光産業の仕組み、地
域の観光振興事業など幅広く学んでいきます。具体的には、フィールド調査や文献研究等を行い、経営学の主要な概念（例えば流通システ
ム、経営組織、マーケティング戦略等）を用いて企業のみならず地域の課題に関する考察を行い理解を深めます。本演習を通じて、企業や地
域における経営者や経営に関わる人材に求められる総合的な課題解決力や思考力を身につけることができます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

観光産業や地域観光について基本的知
識を自らで調べて発表し、議論する。

自ら問題意識をもって、問題に対して適
切に調べまとめ、発表・議論することができ
る。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

収集した資料から、業界の課題を検討でき
る。

学外連携学修
有り

(連携先：ＪＴＢ・堺市・池田市など)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、不合格とする。
フィールド調査参加、プレゼンテーション内容、発表のスキル、最終レポートを独自のルーブリックに基づいて評価する。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

フィールド調査参加
20％
プレゼンテーション
30％
期末レポート
50％

： 積極的にプロジェクトに参加し、グループ活動内の役割を果たしたかどうかについて、独自のルー
ブリックに基づいて5段階で評価する。
： グループの研究成果の発表内容、発表のスキルなど独自のルーブリックに基づいて5段階で評価す
る。
： 深く内容を掘り下げているか、考察は十分かなど独自のルーブリックに基づいて5段階で評価す
る。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
高橋 一夫、柏木 千春 他
吉兼 秀夫、国枝 よしみ 他

『1からの観光事業論』 （碩学舎 2016）
『地域創造のための観光マネジメント講座』

（学芸出版社

2016）

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

327

2718

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

松田/金3限、金/火3限、中野/火4限、原田

場所：

各研究室（西館）

備考・注意事項： 各担当教員のオフィスアワーは、初回授業で再度確認してください。
オフィスアワー時間以外も、教員が研究室にいる時は質問に応じる。
また、質問は各担当教員のメールでも受け付けます
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

イントロダクション
授業の目的や目標、進め方など後期授業の概要を説明する。卒
論までのプロセスを確認しながら、前期で学んだこと
を振り返る。観光関連の研究の紹介については、地域探
究を行い、どのような課題があるか、その解決策を議論する。
また、研究倫理のもと、著作権と個人情報の取り扱いについて
の確認も行います。

第2回

調査・フィールドワークとは
調査の手法の違いと特性について解説します。卒業論文で調査を
する場合に必要となるので内容を理解して不明な点は必ず質問す
ること。

第3回

定性調査
フィールドワーク調査についてグループ討論する。

第3回授業で学習した内容を復習のこと

4時間

第4回

外部講演 地域の現状と課題①（都市観光）
都市観光の現状を把握する。ニューツーリズムや着型観光、観光
戦略などについて、実際の取り組みから議論する。

外部講演に関する内容を復習すること

4時間

第5回

外部講演 地域の現状と課題②（地域づくり）
観光による地域創生の現状を把握する。なぜ観光に取り組むのか
などについて、実際の取り組みから議論する。

外部講演に関する内容を復習すること

4時間

第6回

地域探究①（与件の整理）
前回の外部講演による議論から、地域の現状と課題をまとめ
る。地域探究の進め方をグループで行う。

資料を整理しまとめておく

4時間

第7回

地域探究②（課題を具体化する）
前回取り組んだ与件の整理から、研究対象を絞り、研究対象につ
いてより詳細に先行研究や先行事例の調査を行い、グループで探
究する課題を具体的に考える。

先行研究や先行事例を調べておく

4時間

第8回

フィールドワーク事前学習

フィールドワークに向け、対象地
域の取り組みを調べておく

4時間

研究対象のフィールドワークを計画する。地域を取り巻く役
割や機能、価値などを理解する。

前期の授業の復習をしておくこと

第２回授業で学習した内容を復習のこと

4時間

4時間

第9回

フィールドワーク
各グループに分かれて、フィールドワークに行く。調査内容をま
とめ次週発表する。

フィールドワーク発表の準備をしておく

4時間

第10回

フィールドワーク発表会の準備
フィールドワークの結果をグループで議論し、事前に検討した課
題の解決策を考える。それをパワーポイントにまとめ発表原
稿を作成する。

発表のリハーサルを行っておく

4時間

第11回

フィールドワーク発表会①（1日目）
発表をおこなう。

質疑応答を考えておく

4時間

第12回

フィールドワーク発表会②（2日目）
他のゼミ生の発表を聞き、提案および仮説の検証をおこなう。

発表会から得た解決策について考えておく

4時間

第13回

フィールドワーク事後学習
発表後ディスカッションし、どのような点がすぐれている
か等をグループで話しあう。卒業研究テーマについて検討をはじ
める。

グループでの議論をまとめておく

4時間

第14回

学習のまとめ
演習全体の総括を行う。
期末レポート課題提供。
レポート作成にあたり研究倫理のもと、著作権と個人情
報の取り扱いについて再確認をおこなう。

これまでの学習内容を復習、まとめておく

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習３【経営】
山崎哲弘
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
専門演習３では、人的資源管理論の諸管理を学ぶとともに、労政時報など人事系専門紙などから具体的な企業の人事施策例を調査し、今後企
業における人材育成施策や人事評価などがどのように変化していくのか、また求められるのかを皆さんとともに探求していく。前半は指定のテ
キストを輪読し、グループ学習・発表を行う。後半は各自の興味・関心ごとに個人研究を行い、最終的には研究計画書のアウトラインまで作
成することを目標とする。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

文献購読やニュースの情報理解を通して基礎
知識を習得する

幅広い教養とスキルを身に付ける

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

人的資源管理の専門知識と研究課題の調査分
析を行う

課題の発見力・解決力を身に付ける

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自らの研究の課題を発見する力を身に付ける

2 ．DP6.行動・実践

様々な活動に積極的に参加し、自ら体
験し、実践に活かせる

3 ．DP8.意思疎通

自主的に発言・行動し、他社を巻き込むこと
ができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題提出

： 与えられた課題に対して、論理的に論述できているかどうかを評価する。
50％

授業態度
30％
期末レポート
20％

： チームで取り組む課題については「主体的に取り組めているか」「他者と協調性を持って取り組め
ているか」の２点から評価する。また課題発表は報告の内容によって評価する。
： 「何を学んだかわかるものになっているか」「学びの振り返りができているか」を評価の基準とす
る。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
太田肇（2008）『日本的人事管理論』中央経済社。
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履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜日１限

場所：

西館２階研究室

備考・注意事項： 通常開講時間以外の実施を行います。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンスー専門演習と卒業研究に関する説明
授業計画の説明と大学での研究活動に関する基本の理解。
研究倫理教育の実施。

第2回

プレゼン演習とレクチャー
ゼミメンバーの自己紹介、レポートと論文の違いについて学習す
る。

第3回

個人研究テーマの探索
各自興味があるテーマについて、現状を調査し、問題意識や明ら
かにしたい点を発表する（３分程度）

第4回

テキストまとめ＆個人研究①
発表担当者は、「第１章１、２節」をまとめた配布資
料を配り、発表を行う。
個人研究：テーマ（仮）の発表

第5回

テキストまとめ＆個人研究②
発表担当者は、「第１章３、４、５節」をまとめた配布資
料を配り、発表を行う。
個人研究：テーマ（修正版）および問題意識の発表

第6回

テキストまとめ＆個人研究③
発表担当者は、「第２章１、２節」をまとめた配布資
料を配り、発表を行う。
個人研究：課題に対する現状分析の発表

第7回

テキストまとめ＆個人研究④
発表担当者は、「第２章３節」をまとめた配布資料を配り、発
表を行う。
個人研究：テーマに関する文献調査の報告

第8回

テキストまとめ＆個人研究⑤
発表担当者は、「第２章４節、第３章１節」をまとめた配布資
料を配り、発表を行う。
個人研究：テーマに関する文献調査の報告

第9回

テキストまとめ＆個人研究⑥
発表担当者は、「第３章２、３節」をまとめた配布資
料を配り、発表を行う。
個人研究：テーマに関する課題について

第10回

テキストまとめ＆個人研究⑦
発表担当者は、「第３章４、５節」をまとめた配布資
料を配り、発表を行う。
個人研究：テーマに関する課題について

第11回

テキストまとめ＆個人研究⑧
発表担当者は、「第４章１、２節」をまとめた配布資
料を配り、発表を行う。
個人研究：テーマに関する研究方法の発表

第12回

テキストまとめ＆個人研究⑨
発表担当者は、「第４章３、４節」をまとめた配布資
料を配り、発表を行う。
個人研究：研究計画書の発表１

自身の興味のある分野について考えてお
く。また与えられた自己紹介課題を作成す
る。

4時間

各自、興味のある分野についての発表資料を
まとめる。

4時間

指定テキストの第1章のまとめ及び個人研
究テーマ資料作成

4時間

指定テキストの第1章のまとめ及び個人研
究テーマ資料作成

4時間

指定テキストの第２章のまとめ及び個人研
究テーマ資料作成

4時間

指定テキストの第２章のまとめ及び個人研
究テーマ資料作成

4時間

指定テキストの第３章のまとめ及び個人研
究テーマ資料作成

4時間

指定テキストの第３章のまとめ及び個人研
究テーマ資料作成

4時間

指定テキストの第３章のまとめ及び個人研
究テーマ資料作成

4時間

指定テキストの第4章のまとめ及び個人研
究テーマ資料作成

4時間

指定テキストの第4章のまとめ及び個人研
究テーマ資料作成

4時間

指定テキストの終章のまとめ及び個人研
究テーマ資料作成

4時間

第13回

テキストまとめ＆個人研究⑩
発表担当者は、「第４章５節、終章」をまとめた配布資
料を配り、発表を行う。
個人研究：研究計画書の発表２

個人研究の最終発表資料の作成

4時間

第14回

研究計画書の作成
テキストの総括
個人研究：研究計画書のスケジュール作成

前期の取り組みを振り返る

4時間

330

2723

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習３【経営】
中井秀樹
3年

開講時期

前期

2

単位数

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
社会におけるICTの利活用に関して、様々な調査・研究を行う。特に、今後の専門的な研究活動に備えて、比較的短い期間での調査・報
告を行う事で、研究活動の実践的経験を積むと同時にその精度を高めていく。
また、研究における批判的思考能力の向上を目指して、アカデミックディベートを実施する予定であり、可能であれば学外との連携でのディ
ベートなどにも参加する。
年度末には、次年度取組予定の卒業研究に関する調査活動を開始する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

調査活動に必要となる様々なスキルや実
際に調査することによる知識の習得を目
指す。

論文執筆や発表のスキルの修得し、きちん
と執筆・発表ができる

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

自己や他者の考えに触れ、その内容につい
て論理的矛盾点などの検証を行う

ディベート活動により、批判的思考が身につ
き、自己評価・他者評価をきちんとできる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

身近な環境における技術の応用や工夫に気
付き、分析ができる

2 ．DP6.行動・実践

様々な活動に積極的に参加し、自ら体験を
し、実践に活かせる

3 ．DP8.意思疎通

グループでの活動におけるコミュニケーショ
ンがきちんとできる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への参加・貢献度
50％
報告内容
30％
ポートフォリオ（学びの記録）
10％
試験(期末レポート)
10％

： 各人の活動やグループにおける活動での積極性や発言の度合いなどで評価
活動への参加および発言がない場合は、0点とする
： 提出物や発表の内容によって評価
発表・レポートはルーブリック評価を行う
： 「何を学んだかわかるものになっているか」、「学びのふりかえり
ができているか」を評価の基準とする。
： 15回の学びに対してのふりかえりときちんと行えており、今後の学修目標の設定に結び付けられて
いる。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
参考文献等:なし
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履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜4限

場所：

西館3階研究室

備考・注意事項： 通常開講時間以外の実施を行う場合があります。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス-専門演習と卒業研究に関する説明と理解授業計画の説明と大学での研究活動に関する基本の理解。

時事関連の調査

4時間

第2回

プレゼン演習１ 自己紹介
内容としてはよく認識している自己の情報を用いて、自己紹介と
して発表資料の作成とプレゼンテーションを行う事で、プレゼ
ン技能の現状認識を行う。

時事関連の調査

4時間

第3回

プレゼン演習２ 事例紹介による自己技能の向上
調査した事例紹介をプレゼンテーションを行う。
主に自己の能力について、新しい取り組みによる技能向上を目
指し、次回の目標設定につなげる。

時事関連の調査

4時間

第4回

プレゼン演習３ 事例紹介による他者技能の確認
調査した事例紹介をプレゼンテーションを行う。
主に他社の実施を観察し、内容の理解にとどまらず、プレゼン技
能についての客観的な認識と橋上のための知見を得る。

時事関連の調査

4時間

第5回

事例研究１ テーマ決定
自己テーマの選択・決定の実施
様々な資料から、ショートタームのテーマ選定を行い、研究計
画を立てる。

時事関連の調査

4時間

第6回

事例研究２ テーマの調査
テーマ研究における調査活動
決定したテーマに関しての調査活動を行う。

時事関連の調査

4時間

第7回

事例研究３ 資料整理、発表準備
論理的展開のための資料集めと整理・管理

時事関連の調査

4時間

第8回

報告会

時事関連の調査、発表資料の指摘事項の確
認と訂正

4時間

テーマ内容の報告を行い、学修者間で評価を行う。
第9回

事例研究４ テーマ決定
自己テーマの選択・決定の実施
様々な資料から、ショートタームのテーマ選定を行い、研究計
画を立てる。

時事関連の調査

4時間

第10回

事例研究5テーマの調査
テーマ研究における調査活動
決定したテーマに関しての調査活動を行う。

時事関連の調査

4時間

第11回

事例研究6 資料整理、発表準備
論理的展開のための資料集めと整理・管理

時事関連の調査

4時間

第12回

報告会

時事関連の調査、発表資料の指摘事項の確
認と訂正

4時間

テーマ内容の報告を行い、学修者間で評価を行う。
第13回

グループによる課題解決学習 役割分担
グループによる課題への取り組み

時事関連の調査

4時間

第14回

グループによる課題解決学習 まとめとふりかえり
グループによる課題への取り組み

時事関連の調査、学修ポートフォリオ

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習３【経営】
笠岡恵理子
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
この授業では、財務諸表を構成する貸借対照表と損益計算書における会計項目について学習し、財務諸表から得られる情報、および財務諸
表が持つ社会で果たす役割の重要性と意義について理解することを目的とする。同時に、各会計基準における論点についても学習すること
で、今後の個人研究への課題策定につなげていく。また、実際の企業における財務およびESG等の非財務情報を用いて企業を分析することで、情
報分析能力を身につけていく。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

財務諸表から得られる情報とその情報の分析
方法を理解する。

専門的知識の修得とその知識を用いて情
報の分析を行うことができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自らの研究課題を発見できる力を養う。

2 ．DP6.行動・実践

研究課題の計画を立て、実行できる力を身に
つける。

3 ．DP8.意思疎通

研究課題について、ディスカッションおよ
びプレゼンテーションできる力を身につけ
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

提出課題
40％
授業への積極的参加
30％
期末レポート

： 与えられた課題について、授業で学習した内容を踏まえて、論理的に記述されているかで評価す
る。
： グループワークおよびプレゼンテーションについて、積極性および他との協調性を持って、相
手に伝わる説明ができているかという点から評価を行う。
： 授業内容の理解度を評価する。

30％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
桜井久勝『財務諸表講義（第22版）』中央経済社、2021年。
井上達男、山地範明『エッセンシャル財務会計（第4版）』中央経済社、2021年。
平松一夫編著『IFRS国際会計基準の基礎（第6版）』中央経済社、2020年。

履修上の注意・備考・メッセージ
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本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜2限目

場所：

個人研究室（西館2F）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス：授業計画および研究倫理
ゼミにおけるこれからの授業計画と研究倫理教育に関する説
明を行う。

第2回

グループワーク（１）課題の発見とディスカッション
課題解決に向けて必要な会計に関する知識についての説
明を行い、それに基づいてグループでディスカッショ
ンを行い、意見を出し合う。

自己紹介を行うので、各自事前に準備してお
くこと。次回の授業に向けて与えられた課
題に対するアイデアを考えておく。

4時間

資料作成に向けて、より効果的なプレゼン
テーションを行うために必要な情報を集めて
おく。

4時間

第3回

グループワーク（２）発表資料作成
第2回で行ったディスカッションを基にして、発表資料の作
成を行う。

発表資料の作成

4時間

第4回

グループワーク（３）発表

発表内容に関する改善点について考え、配
布された用紙にまとめておく。

4時間

次週に向けて、損益計算書における売上総利
益、営業利益、経常利益、税引前当期純利
益、当期純利益について、および貸借対照
表における資産、負債、純資産の意味を調べ
ておく。

4時間

次週に向けて、各自授業中に与えられた企業
会計原則の一般原則に関する課
題に取り組み、発表に向けての資料作
成を行う。

4時間

次週に向けて、各自授業中に与えられた資産
評価の基準に関する課題に取り組み、発
表に向けての資料作成を行う。

4時間

次週に向けて、各自授業中に与えられた現金
預金の範囲、有価証券の範囲と区分に関す
る課題に取り組み、発表に向けての資料作
成を行う。

4時間

次週に向けて、各自授業中に与えられた棚卸
資産の範囲と区分、および払出単価の決定方
法に関する課題に取り組み、発表に向けて
の資料作成を行う。

4時間

次週に向けて、各自授業中に与えられた有形
固定資産の減価償却方法に関する課
題に取り組み、発表に向けての資料作
成を行う。

4時間

次週に向けて、各自授業中に与えられた無形
固定資産の種類に関する課題に取り組み、発
表に向けての資料作成を行う。

4時間

次週に向けて、各自授業中に与えられた負
債の項目に関する課題に取り組み、発
表に向けての資料作成を行う。

4時間

次週に向けて、各自授業中に与えられた純資
産の項目に関する課題に取り組み、発
表に向けての資料作成を行う。

4時間

第3回で準備した資料を用いて発表を行う。発表後に行う質疑応
答やコメントを踏まえて、内容にどのような改善が必要かを考え
る。
第5回

グループワーク（４）課題に対する内容の改善

第4回における質問やコメントを踏まえて、どのような内容の改
善が必要かについてグループでディスカッションし、その改善に
ついて発表を行う。
第6回

財務諸表の内容と社会的役割

貸借対照表と損益計算書の内容とそこから得られる情報につい
て学習する。また、財務諸表が持つ機能と社会的役割について
も検討する。
第7回

会計理論と会計基準
会計基準の設定と問題点、および企業会計原則の一般原則につい
て学習する。各自与えられた課題について、内容を調べ、資
料を作成し、発表を行う。

第8回

利益測定と資産評価

現金主義と発生主義、および資産評価の基準について学習す
る。各自与えられた課題について、内容を調べ、資料を作
成し、発表を行う。
第9回

現金預金と有価証券

現金および預金の範囲、およびお有価証券の範囲と区分、取得原
価、期末評価について学習する。各自与えられた課題につい
て、内容を調べ、資料を作成し、発表を行う。
第10回

棚卸資産

棚卸資産の範囲と区分、取得原価、払出単価の算定方法、期末評
価について学習する。各自与えられた課題について、内
容を調べ、資料を作成し、発表を行う。
第11回

有形固定資産
有形固定資産とは、有形固定資産の取得原価、減価償却方法、お
よび期末評価について学習する。各自与えられた課題につい
て、内容を調べ、資料を作成し、発表を行う。

第12回

無形固定資産
無形固定資産の種類、取得原価、および償却について学習す
る。各自与えられた課題について、内容を調べ、資料を作
成し、発表を行う。

第13回

負債
負債の範囲と区分、流動負債、固定負債、引当金、および偶発債
務について学習する。各自与えられた課題について、内
容を調べ、資料を作成し、発表を行う。
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第14回

純資産
純資産の構成、資本金と資本剰余金および留保利益について学
習する。各自与えられた課題について、内容を調べ、資料を作
成し、発表を行う。
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これまでに配布した資料の復習を行い、今
後の研究課題について考えておく。

4時間

2725
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習３【経営】
児山俊行
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
専門演習３では新製品・新サービスの開発・イノベーションについて考えていきます。例えば、テクノロジーの進展が自動的に人々の生活をよ
りよくするとは限りません。生活の「意味」を変革する「デザイン」的発想があってこそ、人々と企業自らに価値創造の喜びを与えるからで
す。従来の狭い「デザイン」の枠を飛び越えた新たな「デザイン」、また新たなイノベーションによる「文化開発」のあり方を、テキス
トを読み込んでゼミナールに参加した学生間の議論を通じて探っていきたい。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

テキストの予習による基礎知識を習得し
た上でのゼミナール議論を通じて、一層の専
門的知識の理解を深めていく。

議論を通じてのイノベーションの立体的理解

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

イノベーションによる組織成果の成否の要
因を分析する力の習得

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業態度

： 授業への集中度や質疑応答などの積極性で評価する。
10％

授業ごとの課題の提出
70％
試験（レポート）
20％

： 課題の提出などの成果で評価する。提示された課題解決へのグループ活動での自己の役割遂行や解
決提案の策定などの成果で評価する。
： 自らの演習を振り返りながら学びの修得度と自身のどこが成長したかについてふりかえるレポー
トを作成し評価する。

使用教科書
指定する
著者
三宅秀道

タイトル
・

出版社

新しい市場のつくりかた

参考文献等
参考文献は必要に応じて紹介・指示する予定。
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・ 東洋経済新報社

出版年
・

2012 年

2725

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日２限

場所：

担当教員の研究室（西館３F西側）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション―イノベーションとは何か
イノベーションの定義について学ぶ。また、研究倫理教育の実
施。

イノベーションの多義性について調べる。

4時間

第2回

デザインによるイノベーション

ジョブズのイノベーションの歴史につい
て調べる。

4時間

モノに意味を与える「デザイン」―ジョブズの発明より
第3回

デザインと意味①
全ての製品が持つ意味について―メイド・イン・イタリーを考え
る

ユニークなイタリア製品を調べる

4時間

第4回

デザインと意味②

ユニークな（過去の）日本製品について調べ
る。

4時間

日本の最近の家電メーカーの新製品につい
て調べる

4時間

デザインについての諸説の理解
第5回

ラジカルなイノベーションとは
ユーザー中心のイノベーションと意味のイノベーションの違いに
ついて

第6回

技術とデザインの「結婚」
Wiiと任天堂、スウォッチの事例研究

任天堂の製品の歴史について調べる

4時間

第7回

デザインによる価値創造

プロダクトライフサイクルに基づく新製
品の成長・成熟化について調べる

4時間

プロダクトライフサイクルからの解放
第8回

中間テスト
今までの「デザイン」と意味のイノベーションの確認と理解
度を見る。

デザイン展示会への参加

4時間

第9回

社会文化の解釈者たち
クリエイティブな人々との「対話」の重要性

ウォシュレットの誕生について調べる

4時間

第10回

微弱な徴候をつかむ
地理的近接性と「対話」

水泳帽の普及について調べる

4時間

第11回

新たなビジョンの構築
アレッシィやアルテミデの製品についての事例研究

アレッシィ製品の特性や売れ行きを調べる。

4時間

第12回

「対話」の重要性
イタリアや北欧のデザイナーたちから学ぶ

ユニークなイタリア＆北欧製品を調べる。

4時間

第13回

経営者とデザイン
新ビジョンを得るための経営者の役割について考える

歴代の著名な起業家について調べる

4時間

第14回

最終テスト

ラジカルな意味イノベーションとデザインと
の関連について総体的理解度の確認

4時間

ラジカルな意味イノベーションとデザインとの関連について総体
的理解度の確認
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習３【経営】
稲村昌南
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
「グローバリゼーションとローカライゼーション」を大きなテーマとして経営と情報に関する基礎知識を習得し、ICTを活用した企業のグローバ
ルな活動を概念レベルで理解できるようにすることを目標とします。一方で、データ分析の基本的な手法を学習し、情報の利活用能力の向
上も目指します。なお、14回の授業のうちの5回については、主体性や協調性といった社会で求められる汎用的な能力の育成を目的としたグルー
プ学習を実施します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

自己表現力

自分の考えを明確にプレゼンテーションでき
る。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

情報活用力

問題解決のために適切に情報を活用できる。

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

自主的に発言・行動し、他者を巻き込むこと
ができる。

2 ．DP7.完遂

課題や自分に課せられたタスクを最後までや
り遂げることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可となることがある。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末レポート
40％
取組む姿勢
30％
ポートフォリオ（学びの記録）
30％

： 「自分の考えを明確かつ論理的に表現できているか」、「課題テーマに対して適切な情報を収集で
きているか」という2つの観点から評価する。
： チームで取り組む課題については「グループワークに主体的に取り組めているか」、「他者と協調
性を持って取り組めているか」という2つの観点から評価する。
： 「何を学んだかわかるものになっているか」、「学びのふりかえりができているか」を評価の基
準とする。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
適宜、指示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日3時間目
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場所：

西館3階45研究室

備考・注意事項： classroom上での連絡も可能
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

研究倫理について
研究における著作権と個人情報保護の重要性について理解しま
す。

第2回

情報化の進展
就労人口、GDPといった数値から情報化の意味を理解します。

第3回

企業経営と情報化（１）情報化のプロセス
情報化は、産業の情報化、情報の産業化、企業の情報化といっ
たプロセスを経て深化していったことを確認します。

第4回

企業経営と情報化（２）企業の知識集約化
企業があらゆる情報を駆使して経営している姿を学びます。

第5回

企業のグローバル戦略
企業に押し寄せるグローバル化の波がどのような課題を突きつけ
ているか学びます。

第6回

ローカライゼーション
日本企業が現地化（ローカライゼーション）という課題に直
面し、どのように対応しようとしているかを学びます。

研究における著作権の侵害に関する事例とそ
の問題点について調査します。

4時間

社会が情報化している具体的な事例につい
て調査します。

4時間

スマートアグリなど近年の情報化の広がりに
ついて調査します。

4時間

企業のデータ活用の事例について調査しま
す。

4時間

自動車産業に起きている課題について調査し
ます。

4時間

ローカライゼーションに成功している日本企
業の事例について調査します。

4時間

第7回

グローバライゼーション
日本企業が海外の子会社をどのようにコントロールして世界戦
略を展開しているかを学びます。

トヨタの世界戦略について調査します。

4時間

第8回

グループ学習（１）ブレーンストーミングとKJ法

グループの中で決められた自分の課題を次
週までに行います。

4時間

グループの中で決められた自分の課題を次
週までに行います。

4時間

グループの中で決められた自分の課題を次
週までに行います。

4時間

グループの中で決められた自分の課題を次
週までに行います。

4時間

課題テーマに対して、できるだけ多くの意見を出し合います。
第9回

グループ学習（２）問題の発見
出された意見の中から、課題テーマに対して重要と思われる問
題を抽出します。

第10回

グループ学習（３）提案書の作成
問題に対してそれを解決すると思われる提案をまとめます。

第11回

グループ学習（４）プレゼン準備
発表資料をパワーポイントで作成します。

第12回

グループ学習（５）提案のプレゼンテーション
各グループの提案をプレゼンし、意見交換します。

次週までにふり返りシートを完成させます。

4時間

第13回

データ分析実習（１）表とグラフの作成、相関分析

表とグラフの作成に関する課題を完成させま
す。

4時間

時系列分析を使った課題を完成させます。

4時間

データ分析の基本となる表計算とグラフの作成および相関分
析を学びます。
第14回

データ分析実習（２）時系列分析
周期的な売上の傾向を見るための時系列分析の方法を学びます。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習３【公共】
大島博文
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

政令市で都市計画・防災・交通・総合計画・統計等の新規施策立案・計画策定・経営業務を経験。公益財団法
人であるシンクタンクで地域に関するまちづくり・福祉・環境・防災・災害復興等の政策立案・コンサルティ
ング業務、研修等の人材育成業務を担当。（全14回）

授業概要
公共経営、都市政策、地域防災をテーマとした書籍を指定し、分担して内容を調べ発表（ペアワーク）することで、専門分野の知識を理解す
る。また、自治体と連携してフィールドワークを実施する。具体的には自治体広報の業務を体験することで、住民ニーズの適確な理解、ニー
ズに応じた政策の立案、政策の実施、広報といった一連の業務を体験することで、専門的な知識やスキルを修得する。また、新しい公共を目
指して企業や住民との協働により自治体業務を進めることを体験することで、協働力を修得する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

行政等における情報収集、資料作成、プレゼ
ン、業務実践のための知識・技能を理解す
る。

行政等における情報収集、資料作成、プレゼ
ン、業務実践のための知識・技能を自分なり
の視点で説明することができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

行政等における情報収集、資料作成、プレゼ
ン、業務実践のための知識・技能を修得す
る。

行政等における情報収集、資料作成、プレゼ
ン、業務実践のための知識・技能を修
得し、実践することができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

解決が必要な課題を発見できる。

2 ．DP5.計画・立案力

課題解決のための政策を立案できる。

3 ．DP6.行動・実践

立案した政策を実践できる。

学外連携学修
有り

(連携先：摂津市)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末レポート

： 情報収集、自己表現の観点から評価する。
40％

授業への貢献

： 授業内でのペアワーク、グループワーク、取り組む姿勢の観点から評価する。
30％

ポートフォリオ（学びの記録）
30％

： 自らが記述するポートフォリオにおいて学修成果が適切に表現され、効果がみられるかという観
点から評価する。

使用教科書
特に指定しない
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参考文献等
授業内で適宜指示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加えその回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日５時間目

場所：

西館3階37研究室

備考・注意事項： 連絡を取りたい場合はメールでも可（oshima@osaka-seikei.ac.jp)
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

研究倫理について
研究における著作権と個人情報保護の重要性について理解する。

第2回

プレゼン演習１

レポート作成

レポート作成のポイント等を学ぶ。
第3回

プレゼン演習２

研究発表のポイント

研究発表のポイントを学ぶ。
第4回

事例研究

テーマの検討

研究を行うテーマの選び方等を学ぶ。
第5回

地域課題に関する分析
公共経営、都市政策、地域防災をテーマとして、地域課題の現
状と分析方法について学ぶ。

第6回

事例研究を行うテーマの選定
公共経営、都市政策、地域防災をテーマとして、連携自治体か
ら提示を受ける地域課題の中から研究するテーマを検討する。

第7回

地域課題に関するヒアリング（グループワーク）
選定した地域課題に関するテーマに基づき、連携自治体に対し
てヒアリングを実施する。

第8回

ヒアリング内容の整理、分析（グループワーク）
連携自治体よりヒアリングした内容を整理、分析する。

第9回

地域課題を解決するための解決策の検討（グループワーク）
地域課題を解決するための解決策の検討を行う。

研究における著作権の侵害に関する事例とそ
の問題点について調査する。

4時間

参考書等によるレポート作成に関する復習に
より理解を深める。

4時間

参考書等による研究発表に関する復習によ
り理解を深める。

4時間

参考書等によるテーマ選定等に関する復習に
より理解を深める。

4時間

参考書等による地域課題の分析に関する復
習により理解を深める。

4時間

テーマを選定できるよう、関連情報の収
集・理解のための学修を行う。

4時間

連携自治体にヒアリングを行えるよう項
目や内容について検討しておく。

4時間

ヒアリング内容を整理、分析できるようヒア
リング内容をまとめておく。

4時間

地域課題の解決策を検討できるようヒアリン
グ内容の整理、分析を行っておく。

4時間

第10回

地域課題解決に向けた中間発表（グループ発表）
地域課題の解決策について中間発表を行う。連携自治体により評
価・コメントを受ける。

発表資料、プレゼンの準備を行う。

4時間

第11回

解決策の再検討（グループワーク）

発表内容の再検討ができるよう連携自治体か
ら受けた評価・コメントを整理・分析してお
く。

4時間

地域課題の解決策の発表内容について、連携自治体により受け
た評価・コメント等を参考としながら、再検討する。
第12回

地域課題解決に向けた最終提案発表（グループ発表）
地域課題の解決策についてグループ発表を行う。連携自治体によ
り評価・コメントを受ける。

発表資料、プレゼンの準備を行う。

4時間

第13回

発表内容の実践
発表した内容の一部を連携自治体の協力を得て実践する。

発表内容の実践に向けた準備を行う。

4時間

第14回

まとめとふり返り

今後の学修に結びつけられるよう、学んだこ
と全体についてしっかり復習する。

4時間

これまでの学習内容を整理し理解を深めるとともに、今後学修す
べき点等について考える。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習３【公共】
大塚康央
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

茨木市において、企画、都市計画、まちづくり計画、住民参加などを経験したのち、副市長として政策立
案、実施、評価全般を担当。（全14回）

授業概要
公共を支える主要な主体である地方自治体について、人口動向、地勢や産業、政策内容とその特色などを、ゆかりのある自治体を対象に、総合
的、概括的に調査研究する。この過程を通じて、行政が果たしている社会的問題、公共的問題の解決の取り組みや地域の魅力づくり政策を理
解するとともに、住民が地域に果たす役割についても考察する。各自、各項目について調査し、発表することを繰り返し実施し、質疑応
答を重なることで自治体経営や政策の特徴を理解する。この過程を通じて、大学生活での研究の進め方（資料収集、分析、まとめ）を学ぶとと
もに、公共を担う人材としての必要な能力、知識の養成を図る。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

自治体研究を通じて、公共政策の目的や役
割、進め方を理解する。

公共政策を進めるための組織、法制度、政策
手段、関係するアクターなどについて、包括
的にとらえ理解する。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

自治体の政策形成の背景（問題、課題や地
域の特性）と具体的な政策、施策の関係を論
理的に理解する。

公共政策、公共経営の実際を総合的に把
握し、問題の把握から解決の手段などを構
築することができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

地域の状況を分析することで、解決が必
要な問題、課題を発見することができる。

2 ．DP5.計画・立案力

課題解決に必要な政策、事業を企画立
案し、現行制度の中でどのように進めていく
ことができるかを示すことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

各調査項目のまとめ（レポート）・発 ： 調査項目に関する調査を適切に行い、必要なデータの収集、分析を行うことができている
表
か（5回を予定）
30％
発表に対する質問、意見交換などの授 ： 他の発表に対する意見、質問や、他の発表を受けての自分の調査へのフィードバックができている
業への参
か。
20％
最終まとめ（自治体調査報告）
50％

： 総合的な自治体研究のまとめについて、当該自治体の現状と課題、特徴と魅力、政策方針などを総
合的に分析・評価することができているか。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
北山俊哉、稲継裕昭編（2021）『テキストブック地方自治（第3版）』東洋経済新報社

履修上の注意・備考・メッセージ
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本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むとともに、授業内容の復習、次回授業に向け予習すること。
特に、各自が自ら資料の収集、分析、まとめ等を行う主体的な活動を基本に進めていくことになる。計画的に準備し実行できるよう留意し
て取り組むことが求められる。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水3限

場所：

西館4階研究室

備考・注意事項： 上記以外でも、質問、相談があれば対応する。あらかじめメール等で予定を確認すること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

専門演習と、3年次、4年次の取り組みについて
専門演習で実施すること（調査項目）の理解
獲得したい知識、能力などの目標を定め、学修に取り組むこと
の理解
研究倫理教育の実施

第2回

対象自治体の報告
調査研修対象とする自治体について、選定理由、選定時点での当
該自治体の理解、重点的に調査したいことの説明・報
告を行い、調査方法について考察し必要な準備項目を確認する。

第3回

調査発表1－1（人口動向等）
前半グループメンバーにより「人口等」の調査結果についての報
告・発表を行う。
質疑、意見交換を通じて、今後の調査の進め方について考察す
る。

第4回

調査発表1‐2（人口動向等）
後半グループメンバーにより「人口等」の調査結果等について
の報告、発表を行う。
前半メンバーへの指摘、アドバイスを踏まえ、あらかじめ見直し
を行ったうえで報告・発表すること。
前半メンバーは、自ら調査した事項と指摘による見直しを踏まえ
た質疑アドバイスを行い、調査分析の質を高める。

第5回

調査発表2‐1（文化・歴史）
前半グループメンバーにより「文化・歴史」に関する調査結果に
ついての報告・発表を行う。
質疑、意見交換を通じて、今後の調査の進め方について考察す
る。

第6回

調査発表2‐2（文化・歴史）
後半グループメンバーにより「文化・歴史」の調査結果等につい
ての報告、発表を行う。
前半メンバーへの指摘、アドバイスを踏まえ、あらかじめ見直し
を行ったうえで報告・発表すること。
前半メンバーは、自ら調査した事項と指摘による見直しを踏まえ
た質疑アドバイスを行い、調査分析の質を高める。

第7回

調査発表3‐1（財政状況）
前半グループメンバーにより「財政状況」に関する調査結果につ
いての報告・発表を行う。
質疑、意見交換を通じて、今後の調査の進め方について考察す
る。

第8回

調査発表3-2（文化・歴史）
後半グループメンバーにより「財政状況」の調査結果等について
の報告・発表を行う。
前半メンバーへの指摘、アドバイスを踏まえ、あらかじめ見直し
を行ったうえで報告・発表すること。
前半メンバーは、自ら調査した事項と指摘による見直しを踏まえ
た質疑アドバイスを行い、調査分析の質を高める。

第9回

調査発表4-1（首長・議会）
前半グループメンバーにより「首長・議会」に関する調査結果に
ついての報告・発表を行う。
質疑、意見交換を通じて、今後の調査の進め方について考察す
る。

第10回

調査発表4-2（首長・議会）
後半グループメンバーにより「首長・議会」の調査結果等につい
ての報告・発表をを行う。
前半メンバーへの指摘、アドバイスを踏まえ、あらかじめ見直し
を行ったうえで報告・発表すること。
前半メンバーは、自ら調査した事項と指摘による見直しを踏まえ
た質疑アドバイスを行い、調査分析の質を高める。

第11回

調査発表5‐1（政策・計画）
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研究対象自治体の選定資料の作成、学修目
標、成長目標の設定と身につけたい能力、課
題の分析

4時間

対象自治体の調査（人口動向、地勢、産業な
ど）実施

4時間

発表で得た指摘やアドバイスを踏まえ、調
査の充実を図る。また、次の調査項目の資料
収集等と発表内容のまとめを行う。

4時間

発表で得た指摘やアドバイスを踏まえ、調
査の充実を図る。また、次の調査項目の資料
収集等と発表内容のまとめを行う。

4時間

発表で得た指摘やアドバイスを踏まえ、調
査の充実を図る。また、次の調査項目の資料
収集等と発表内容のまとめを行う。

4時間

発表で得た指摘やアドバイスを踏まえ、調
査の充実を図る。また、次の調査項目の資料
収集等と発表内容のまとめを行う。

4時間

発表で得た指摘やアドバイスを踏まえ、調
査の充実を図る。また、次の調査項目の資料
収集等と発表内容のまとめを行う。

4時間

発表で得た指摘やアドバイスを踏まえ、調
査の充実を図る。また、次の調査項目の資料
収集等と発表内容のまとめを行う。

4時間

発表で得た指摘やアドバイスを踏まえ、調
査の充実を図る。また、次の調査項目の資料
収集等と発表内容のまとめを行う。

4時間

発表で得た指摘やアドバイスを踏まえ、調
査の充実を図る。また、次の調査項目の資料
収集等と発表内容のまとめを行う。

4時間

発表で得た指摘やアドバイスを踏まえ、調
査の充実を図る。また、次の調査項目の資料
収集等と発表内容のまとめを行う。

4時間

2733
前半グループメンバーにより「政策・計画」に関する調査結果に
ついての報告・発表を行う。
質疑、意見交換を通じて、今後の調査の進め方について考察す
る。
第12回

調査発表5‐2（政策・計画）
後半グループメンバーにより「政策・計画」の調査結果等につい
ての報告・発表をを行う。
前半メンバーへの指摘、アドバイスを踏まえ、あらかじめ見直し
を行ったうえで報告・発表すること。
前半メンバーは、自ら調査した事項と指摘による見直しを踏まえ
た質疑アドバイスを行い、調査分析の質を高める。

第13回

総括・まとめの発表1
調査を通じて気づいたことのとりまとめを行い、対象自治体の特
徴、魅力と課題などについて調査・分析を行ったことによ
り深く理解・把握できたことを発表。
今後の学修や学生生活にどのように活かしていくかについても発
表する。

第14回

総括・まとめの発表２，全体振り返り
調査を通じて気づいたことのとりまとめを行い、対象自治体の特
徴、魅力と課題などについて調査・分析を行ったことによ
り深く理解・把握できたことを発表。
今後の学修や学生生活にどのように活かしていくかについても発
表する。
この授業で得たものについて全体で話し合い共有する。
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発表で得た指摘やアドバイスを踏まえ、調
査の充実を図る。また、次の調査項目の資料
収集等と発表内容のまとめを行う。

4時間

後期での学修や、今後の大学での活動につい
て方向性を定め準備を始める。

4時間

後期での学修や、今後の大学での活動につい
て方向性を定め準備を始める。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習３【公共】
山岡淳
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
専門演習３では、履修者が個々人の関心に応じたテーマを設定し、テーマに関連する地域の課題の実例を収集し、先行研究によって理論的に体
系化する。その際に必要となる報道・論文・書籍から収集・整理能力を身に付け、最終的には、3000文字程度のレポートとその内容を報告する
ことを目標とする。
各講義は学生による報告を主体に行い、受講生は隔回での報告と、毎回の全報告に対するコメントまたは感想を求める。各受講生のテーマの共
通の現場がある場合は、実地訪問も行う。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

各種報道から情報を収集し、整理を行う。

テーマに関連する地域課題の実例を10事例以
上収集し整理する。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

書籍や論文から情報を収集し、整理を行う。

テーマに関連する書籍を2冊以上および論
文3報以上を読み込み整理する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

テーマに関連する課題を発見する。

2 ．DP6.行動・実践

テーマに応じた学習を自ら計画し実行する。

3 ．DP7.完遂

報告会において報告を行う。

4 ．DP8.意思疎通

他の報告者への建設的なコメント・意
見を行う。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
報告回数が5回に満たない、報告会の欠席、レポートの未提出、いずれかに該当する者は単位の取得を認めない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

講義内の発表

： 講義内の発表の内容に応じて評価する
30％

他の報告へのコメント

： 講義内での他の報告へのコメントの内容に応じて評価する
20％

報告会

： 報告会での報告の内容に応じて評価する
25％

期末レポート

： 期末レポート(3000文字以上)の内容に応じて評価する
25％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
参考文献は各受講生のテーマに応じて支持する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組み、次回の報告に向けて準備をすること。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
場所：
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

テーマの設定
個人で取り扱うテーマを設定する。また、次回以降の報告で必
要となる事例の収集方法について取り扱う。

第2・3回での報告の準備

4時間

第2回

テーマに応じた課題の報告(1)

第4・5回での報告の準備・論文と書籍のリス
トアップ

4時間

テーマに応じた課題を報告する。また、第4回以降で必要とな
る論文と書籍の検索方法についてレクチャーする。
第3回

テーマに応じた課題の報告(2)
テーマに応じた課題を報告する。

第4・5回での報告の準備

4時間

第4回

報道の紹介(2)
テーマに応じた報道と収集・整理し報告する。

第6・7回での報告準備

4時間

第5回

報道の紹介(2)
テーマに応じた報道と収集・整理し報告する。

第6・7回での報告準備

4時間

第6回

論文の紹介(1)
テーマに応じた論文の内容を整理し報告する。

第8・9回での報告準備

4時間

第7回

論文の紹介(2)
テーマに応じた論文の内容を整理し報告する。

第8・9回での報告準備

4時間

第8回

書籍の紹介(1)
テーマに応じた書籍の内容を整理し報告する。

第10・11回での報告準備

4時間

第9回

書籍の紹介(2)
テーマに応じた書籍の内容を整理し報告する。

第10・11回での報告準備

4時間

第10回

小括(1)

報告会のための資料整理、追加で必要な情
報の取得

4時間

報告会のための資料整理、追加で必要な情
報の取得

4時間

ここまでの4回の報告内容についてまとめて報告する。
第11回

小括(2)
ここまでの4回の報告内容についてまとめて報告する。

第12回

報告資料の作成(1)
報告会のための資料を作成する。

報告会のための資料整理

4時間

第13回

報告資料の作成(2)
報告会のための資料を作成する。

報告会のための資料整理

4時間

第14回

報告会

報告会内でのコメントをもとに専門演習４ま
でに必要な学習内容を整理する

4時間

専門演習3での学びについて報告を行う。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習３【スポーツ】
青野桃子
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
卒業研究に向けて、スポーツに関する文献や先行研究を批判的に読み込むことを学びます。そして、個別の問題関心を研究課題へと発展させて
いきます。主なテーマは、スポーツ文化とは何か、スポーツの価値、意義、スポーツの教育的活用などです。
個人、グループでおこなう研究発表、ディスカッションを通じて問題意識を深めます。４年次に卒業研究がスムーズにおこなえるよう、研究手
法や文献読解の方法も確認し、準備をすすめます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

文献、先行研究を通して、基礎知識を習得す
る。

幅広い教養やスキルを身につける。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

専門的知識、研究手法を学ぶ。

専門的知識を獲得する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自ら研究課題を発見する。

2 ．DP5.計画・立案力

研究計画を立案する。

3 ．DP6.行動・実践

計画に基づいて、実際に研究を進める。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

論文・企画書の評価
30％
研究過程の評価

： テーマ選定が研究課題に対して適切であるかどうか、データや先行研究が参照できているかどうか
を評価する。
： 研究に取り組む姿勢、自主性、グループでの活動においては協調性を評価する。

30％
研究発表の評価

： 自身の研究について、論理的に、資料にもとづいて発表ができていることを評価する。
10％

ポートフォリオ（学びの記録）

： 学んだことについて理解ができているかどうかを評価する。
30％

使用教科書
特に指定しない
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参考文献等
授業のなかで適宜紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜2限

場所：

西館4階

研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス
ゼミの目的や進め方を確認する。研究倫理教育をおこなう。

研究倫理についての予習復習

4時間

第2回

卒業論文執筆にむけて
研究とは何か、卒業論文執筆に向けて取り組むべきことを確認す
る。

自身の研究課題についての情報収集

4時間

第3回

問題意識の検討1：グループディスカッション
各自の問題意識について引き続きディスカッションをおこなう。
質問やコメントに対して、関心の広げ方を学ぶ。

自身の研究課題についての情報収集

4時間

第4回

問題意識の検討2：リサーチクエスチョンの設定
ディスカッションの内容を踏まえて、問題意識をリサーチクエス
チョンへと深めていく。

自身の研究課題についての情報収集

4時間

第5回

研究課題に関する情報収集1：資料・データ収集
研究に関連する資料、データの収集方法について学ぶ。

研究課題に関する資料・データ収集

4時間

第6回

研究課題に関する情報収集2：文献調査
研究に関連する文献の収集方法について学ぶ。

研究課題に関する文献収集

4時間

第7回

研究課題に関する情報収集3：先行研究調査
研究に関連する先行研究の収集方法について学ぶ。

研究課題に関する先行研究収集

4時間

第8回

卒業研究中間発表会の見学
4年生の卒業研究中間発表を聴講する。

前期中間発表の聴講

4時間

第9回

４年生の卒業研究発表の評価
４年生の卒業研究発表についてゼミでディスカッションし、評
価をおこなう。

４年生の卒業研究発表の内容の復習

4時間

第10回

研究進捗状況の報告1：先行研究で明らかになっていること
各自の問題関心をもとに、先行研究をレビューし、その結果を報
告する。

報告資料の作成・復習

4時間

第11回

研究進捗状況の報告2：今後明らかにすべき点
各自の問題関心をもとに、先行研究をレビューし、その結果を報
告する。

報告資料の作成・復習

4時間

第12回

研究進捗状況の報告3：研究方法・計画の立案
各自の問題関心をもとに、先行研究をレビューし、その結果を報
告する。

報告資料の作成・復習

4時間

第13回

前期期末発表会の準備
期末発表会の準備として、当日使用する資料の作成をおこなう。

発表用資料の作成

4時間

第14回

前期期末発表会（ゼミ内）
前期学んだことをもとに、今後の研究計画を発表し、検討する。

資料の作成・復習

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

専門演習３【スポーツ】
植田真司
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

該当する
商品開発、新規事業企画、ブランド戦略展開（全14回）

実務経験の概要

授業概要
自らの卒業研究へとつながるように、スポーツマネジメントに関する諸分野の研究を主体的に進めていきます。また、課題を主体的に探究する
うえで、先行研究についての精読・発表を通じて自らの問題意識を深めていきます。
植田研究室では、スポーツ用品・用具を中心にマーケティングと商品企画について学びます。前半は、文献購読や事例調査などで商品企画の基
本を学びます。後半は商品コンセプト、ターゲット、ポジショニングなど商品企画における課題を見つけ探求していきます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

商品企画の文献購読などを通して基礎知
識を習得する

幅広い教養やスキルを身に付ける

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

商品企画の専門的知識と研究課題の調査、分
析を行う

専門的知識と研究課題の調査、分析を行う

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自らの研究の課題を発見する力を身に付ける

2 ．DP5.計画・立案力

研究の課題の計画を立案する力を身に付ける

3 ．DP6.行動・実践

研究の課題の計画を立案し、発表会などで実
践していく力を身に付ける

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

試験（論文・企画書）

30％
研究過程の評価
30％
研究発表の評価

10％
学びの記録

： 専門性としてテーマの妥当性
研究テーマは学部・学科・コースの専門性と適合的か、
内容の妥当性・論点の明確さ、テーマや設定課題に対して適切な内容となっているか、
データと先行研究の参照など
： 取り組む姿勢
意思疎通、自発的行動、協調性（グループ研究のみ）、忠恕の心を持ったコメントなど
： 専門性として
内容の妥当性・オリジナリティ、データ・先行研究の参照など
実践力として
論理的構成、資料の活用、発表技術、発表時間、質疑応答など
： 何を学んだかわかるものになっている。学びのふりかえりができている。

30％
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使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業内で指示します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜日

５限

場所：

研究室

西館３F

備考・注意事項： 研究室にはオフィスアワーに関わらずどうぞ。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンスおよび研究倫理に関する講義
専門演習3の計画と諸注意を伝える。また、専門演習や卒業研
究に取り組むことの意義について学ぶ。

専門演習３の研究計画を作成

4時間

第2回

商品企画の基礎知識の習得

商品企画のさまざまな分野と基礎知識を習
得するため、文献購読を行う。

4時間

商品企画のさまざまな分野と基礎知識を習
得するため、文献購読を行う。

4時間

商品企画のさまざまな分野と基礎知識を習
得するため、文献購読を行う。

4時間

商品企画学のさまざまな分野と基礎知識を習
得するため、文献購読を行う。

4時間

商品企画のさまざまな分野と基礎知識を習
得するため、文献購読を行う。

4時間

中間発表を通じて自らの研究計画の見直し
を行う。

4時間

商品企画のさまざまな分野と基礎知識を習
得するため、文献購読を行う。

4時間

商品企画のさまざまな分野と基礎知識を習
得するため、文献購読を行う。

4時間

商品企画のさまざまな分野と基礎知識を習
得するため、文献購読を行う。

4時間

商品企画のさまざまな分野と基礎知識を習
得するため、文献購読を行う。

4時間

商品企画のさまざまな分野と基礎知識を習
得するため、文献購読を行う。

4時間

期末発表のために、資料・発表方法を検討す
る。

4時間

発表内容の準備と発表後の修正

4時間

アイデアを出す

。

商品企画のさまざまな分野と基礎知識を習得するため、文献・企
画書の購読を行う。
第3回

商品企画の基礎知識の習得

アイデアを広げる。

商品企画のさまざまな分野と基礎知識を習得するため、文献・企
画書の購読を行う。
第4回

商品企画の基礎知識の習得

アイデアを比較する。

商品企画のさまざまな分野と基礎知識を習得するため、文献・企
画書の購読を行う。
第5回

学外での市場調査

アイデアにつなげる。

学外で現場を見ることで新たな気づきを得る。
第6回

商品企画の基礎知識の習得

アイデアを絞る。

商品企画のさまざまな分野と基礎知識を習得するため、文献・企
画書の購読を行う。
第7回

商品企画の基礎知識の習得
商品企画の基礎知識の習得
し込み、各自発表

第8回

第9回

アイデアを研究計画に落と

商品企画の基礎知識の習得
商品企画の基礎知識の習得
し込み、各自発表

アイデアを研究計画に落と

商品企画の基礎知識の習得

現状把握

商品企画のさまざまな分野と基礎知識を習得するため、文献・企
画書の購読を行う。
第10回

商品企画の基礎知識の習得

原因追求

商品企画のさまざまな分野と基礎知識を習得するため、文献・企
画書の購読を行う。
第11回

商品企画の基礎知識の習得

対策検討

商品企画のさまざまな分野と基礎知識を習得するため、文献・企
画書の購読を行う。
第12回

4回生の卒論中間発表会の聴講
4回生の卒業論文中間発表を聴講する。

第13回

ゼミ内

期末発表準備

ゼミ内期末発表のために、資料・発表方法を検討する。
第14回

期末発表会
ゼミ内前期期末発表を行う。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習３【スポーツ】
岡田功
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

新聞記者として長年、国内外のスポーツビジネスの現場を取材。折に触れて日本のプロスポーツクラブに経
営のアドバイスを行ってきた（全14回）

授業概要
米メジャーリーグの経営を深掘りして学ぶとともに、他球団や他リーグまたは他のプロスポーツ競技との比較を通して、プロスポーツビジネ
スの仕組みと基礎になる考え方を徹底的に学びます。またゼミでは、毎回の授業で取り上げるトピックについて発表してもらうことに加え、毎
週のニュースの中から興味を持ったトピックや個人研究につながりそうなトピックをレポートにまとめ、順次発表してもらいます。４年生
時の卒業研究に向けた準備ともなります。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

プロスポーツビジネスに関する文献購読など
を通して基礎知識を習得します

確かな専門性を磨くための幅広い教養やスキ
ルを身に付ける

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

プロスポーツビジネスの専門的知識を習得す
るとともに、研究課題の調査・分析を行いま
す

専門的知識と職業理解を身につけている

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

論理的に考え、自らの研究課題を発見す
る力を身に付ける

2 ．DP5.計画・立案力

豊かな発想力によって、未知の課題にも創造
的に取り組み、研究課題の計画を立案す
る力を身に付ける

3 ．DP8.意思疎通

他者の意見をよく聴き、自己の意図を正
確に伝えることができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業テーマに関するゼミ内発表
60％
研究過程の評価
30％
ポートフォリオ（学びの記録）
10％

： 授業テーマに関するゼミ内発表において、内容の妥当性、論理的構成、発表技術、発表時間、質疑
応答の様子などを評価する
： 取り組む姿勢として、意思疎通、自発的行動、協調性（グループ研究）、忠恕の心を持ったコメン
トなどを評価する
： 「何を学んだかわかるものになっているか」「学びのふりかえりができているか」を評価の基準と
する

使用教科書
指定する
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著者

タイトル

岡田功

・

メジャーリーグ
る」

出版社
なぜ「儲か

・ 集英社新書

出版年
・

2010 年

参考文献等
必要に応じ、授業内で指示します

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授
業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜３限

場所：

研究室

備考・注意事項： 研究室にはオフィスアワーに関わらずどうぞ
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンスおよび研究倫理教育
専門演習３の進め方と諸注意を伝える。また、専門演習や卒業研
究に取り組むことの意義について学ぶ。また、レポートや論
文を作成するにあたって必要な研究倫理教育も行う。

第2回

チケット販売①：シーズンチケット、グループチケット、シン
グルチケット、変動価格制

教科書で取り上げた米メジャーリーグのチケット販売戦略と、自
身が調べた他球団、他リーグ、または他のプロスポーツ競技のチ
ケット販売戦略とを比較・分析し、発表する。
第3回

チケット販売②：再販制度、スイートルーム

教科書で取り上げた米メジャーリーグのチケット販売戦略（再販
制度とスイートルーム）と、自身が調べた他球団、他リーグ、ま
たは他のプロスポーツ競技の同戦略とを比較・分析し、発表す
る。
第4回

スポンサーシップ

教科書で取り上げた米メジャーリーグのスポンサーシップ戦
略と、自身が調べた他球団、他リーグ、または他のプロスポー
ツ競技のスポンサーシップ戦略とを比較・分析し、発表する。
第5回

命名権

教科書で取り上げた米メジャーリーグの命名権販売と、自
身が調べた他球団、他リーグ、または他のプロスポーツ競技の命
名権販売とを比較・分析し、発表する。
第6回

飲食物販売

教科書で取り上げた米メジャーリーグの球場内における飲食物販
売と、自身が調べた他球団、他リーグ、または他のプロスポー
ツ競技の飲食物販売とを比較・分析し、発表する。
第7回

グッズ販売

教科書で取り上げた米メジャーリーグのロゴ入りグッズの販売戦
略と、自身が調べた他球団、他リーグ、または他のプロスポー
ツ競技のグッズ販売戦略とを比較・分析し、発表する。

専門演習３の進め方と諸注意をよく聞く。研
究倫理について理解を深める

4時間

チケット販売に関するニュースにアンテ
ナを張り、ゼミでの発表の準備をする。ま
た、授業で取り上げるトピックに関連し
て、他チーム、他リーグのデータを調べ、メ
ジャリーグの戦略と比較する

4時間

チケットの再販制度やスイートルーム販
売に関するニュースにアンテナを張り、ゼ
ミでの発表の準備をする。また、授
業で取り上げるトピックに関連して、他チー
ム、他リーグのデータを調べ、メジャリー
グの戦略と比較する

4時間

スポンサーシップに関するニュースにアンテ
ナを張り、ゼミでの発表の準備をする。ま
た、授業で取り上げるトピックに関連し
て、他チーム、他リーグのデータを調べ、メ
ジャリーグの戦略と比較する

4時間

命名権ビジネスに関するニュースにアンテ
ナを張り、ゼミでの発表の準備をする。ま
た、授業で取り上げるトピックに関連し
て、他チーム、他リーグのデータを調べ、メ
ジャリーグの戦略と比較する

4時間

スタジアム内での飲食物販売に関するニュー
スにアンテナを張り、ゼミでの発表の準備を
する。また、授業で取り上げるトピックに関
連して、他チーム、他リーグのデー
タを調べ、メジャリーグの戦略と比較する

4時間

グッズ販売に関するニュースにアンテ
ナを張り、ゼミでの発表の準備をする。ま
た、授業で取り上げるトピックに関連し
て、他チーム、他リーグのデータを調べ、メ
ジャリーグの戦略と比較する

4時間

第8回

春の中間発表（4年生の卒論中間発表）を聞く
4年生の卒論中間発表を聞く

4年生の卒論中間発表を聞き、評価する

4時間

第9回

放映権

放映権に関するニュースにアンテ
ナを張り、ゼミでの発表の準備をする。ま
た、授業で取り上げるトピックに関連し
て、他チーム、他リーグのデータを調べ、メ
ジャリーグの戦略と比較する

4時間

選手年俸とフリーエージェント制度に関す
るニュースにアンテナを張り、ゼミでの発
表の準備をする。また、授業で取り上げるト
ピックに関連して、他チーム、他リー
グのデータを調べ、メジャリーグの戦略と比
較する

4時間

教科書で取り上げた米メジャーリーグの放映権販売と、自
身が調べた他球団、他リーグ、または他のプロスポーツ競技の放
映権販売とを比較・分析し、発表する。
第10回

選手年俸とフリーエージェント制度
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教科書で取り上げた米メジャーリーグの選手年俸とフリーエー
ジェント制度と、自身が調べた他球団、他リーグ、または他のプ
ロスポーツ競技における同様の制度・選手年俸とを比較・分
析し、発表する。
第11回

各自の研究テーマの進捗報告①前半＝6人発表
期末に各自が発表する研究テーマについて議論し、テーマを固め
る。

第12回

各自の研究テーマの進捗報告②後半＝6人発表
期末に各自が発表する研究テーマについて議論し、テーマを固め
る。

第13回

前期期末発表準備・ゼミ内発表と質疑応答
期末発表の準備として、ゼミ内発表と質疑を行い、本発表に備え
る。

第14回

前期期末合同発表会
スポーツマネジメント学科専門演習３を行っている各ゼミ合
同で、ゼミ代表による前期期末発表会を行う。
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議論からの課題を考察して、自己のテー
マを深める

4時間

議論からの課題を考察して、自己のテー
マを深める

4時間

期末発表のために、資料・発表方法を検
討し、指摘事項については期末発表までに修
正をする

4時間

前期期末発表会の準備を行う

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習３【スポーツ】
菅文彦
3

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
自らの卒業研究へとつながるように、スポーツマネジメントに関する研究を主体的に進めていきます。主なテーマは、スポーツ政策、スポー
ツを通じた地域活性化、地域スポーツクラブ経営です。先行研究についての精読・発表を通して自らの問題意識を深め、その問題意識を基づ
くディスカッションを通じて、自身の研究のリサーチ・クエスション（RQ）を発見します。 また、フィールドワーク実践も重視します。4年
時の卒業研究の論文作成と研究発表に向けて準備を行います。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

スポーツ政策やスポーツを通じた地域活性
化などの文献購読なと？を通して基礎知
識を習得します

幅広い教養やスキルを身に付ける

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

スポーツ政策ややスポーツを通じた地域活性
化の専門的知識と研究課題の調査、分
析を行う

専門的知識と研究課題の調査、分析を行う

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自らの研究の課題を発見する力を身に付ける

2 ．DP5.計画・立案力

研究の課題の計画を立案する力を身に付ける

3 ．DP6.行動・実践

研究の課題の計画を立案し、発表会など
を通じて実践していく力を身に付ける

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

試験：論文・企画書の評価
30％
研究過程の評価
30％
試験：研究発表の評価
10％
ポートフォリオ（学びの記録）

： 専門性としてテーマの妥当性・論点の明確さ、テーマや設定課題に対して適切な内容となっている
か、データと先行研究の参照、主張や提案の根拠
： 取り組む姿勢として意思疎通、自発的行動、協調性(グループ研究のみ)、忠恕の心を持ったコメン
ト
： 専門性として内容の妥当性・オリジナリティ、データ・先行研究の参照 実践力として論理的構
成、資料の活用、発表技術、発表時間 協調性、質疑応答 忠恕として不適切な内容
： 「何を学んだかわかるものになっているか」、「学びの振返りが出来ているか」を評価の基準とす
る
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30％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業の中で適宜紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日2限

場所：

担当教員の研究室

備考・注意事項： 質問などいつでも歓迎します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンスおよび研究倫理に関する講義
ゼミの目的や進め方について確認します。あわせて研究倫理教
育を実施します。

研究倫理に関する予習復習

4時間

第2回

各自の問題意識を深堀りするディスカッション１ キーワー
ド選出
各自の問題意識をテーマに全体でディスカッションを行い、本質
的な問いを見つけ出すことを試みます。

自身の関心テーマ領域に関する時事的な話
題・動向を調べる。

4時間

第3回

各自の問題意識を深堀りするディスカッション2 関連連想キー
ワード構造化
各自の問題意識をテーマに全体でディスカッションを行い、本質
的な問いを見つけ出すことを試みます。

自身の関心テーマ領域に関する時事的な話
題・動向を調べる。

4時間

第４回

各自の問題意識を深堀りするディスカッション3 リサーチクエ
スション形成
各自の問題意識をテーマに全体でディスカッションを行い、本質
的な問いを見つけ出すことを試みます。

自身の関心テーマ領域に関する時事的な話
題・動向を調べる。

4時間

第5回

関心分野の情報収集

関心分野・領域に関わる資料・データを収
集する。

4時間

関心分野・領域に関わる文献・先行研究を収
集する。

4時間

【資料・データ編】

研究に関連する資料やデータの収集・整理の方法を習得します。
第6回

関心分野の情報収集

【文献・先行研究編】

研究に有用な文献や先行研究の収集・整理の方法を習得します。
第7回

関心分野の情報収集 【文献レビュー】
収集した文献のレビュー方法を習得します。

前期中間発表の発表準備・聴講

4時間

第8回

前期中間発表
前期の卒業研究中間発表を聴講します。

前期中間発表の発表準備・聴講

4時間

第9回

研究プロセスを学ぶ

関心分野・領域におけるる素朴な疑問や問い
を明らかにする。

4時間

関心分野・領域におけるる素朴な疑問や問い
に対する簡易な仮説を作ってみる。

4時間

作成してみた簡易な仮説を検証するために妥
当な調査方法は何かを考えてみる。

4時間

プロポーザル内容に関するコメント・質
問の提起。

4時間

考察の書き方について参考文献・先行研
究を通読する。

4時間

期末発表で得たコメントをもとに計画書のブ
ラッシュアップを行う。

4時間

【リサーチクエスション（RQ）】

RQとは何かを知り、RQを立てる道筋を学びます。
第10回

研究プロセスを学ぶ

【仮説の構築】

研究における仮説構築の重要性を知り、仮説を立てる道筋を学び
ます。
第11回

研究プロセスを学ぶ

【調査】

調査方法の選定について学びます。
第12回

卒業研究プロポーザル聴講
４年生の卒業研究プロポーザルを聴講して、卒業研究の基本的枠
組みと構成を理解する。

第13回

研究プロセスを学ぶ

【考察】

研究における考察の位置づけを知り、考察をまとめる方法を学び
ます。
第14回

前期期末発表
前期期末発表を行います。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習３【スポーツ】
藤森梓
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
専門演習では、２年間を通して卒業論文を作成します。なお、本格的に卒業研究をスタートさせるのは４回生になってからですが、３回生の専
門演習ではその準備を行います。専門演習３では、卒業研究を行う上で必要なリサーチスキルおよび研究のバックグランドとなる専門知識の習
得を目指すと同時に、実践的な課題探求・解決能力のトレーニングも行います。具体的な専門演習のテーマについては、受講生の意向を尊重し
つつ、担当者と相談の上で決定します。なお、担当者の専門領域は、「経済一般・グローバルビジネス・国際問題」となります。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

自身の研究分野に関連した幅広い教養と知
識の習得

卒業研究のバックグラウンドの知識として役
立てる

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

研究を遂行する技術・能力の習得

卒業研究の自分自身で進めることができる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

研究の課題発見

2 ．DP5.計画・立案力

研究課題の計画の立案を行う

3 ．DP6.行動・実践

発表などの実践力を身に付ける

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ評価を「不可」とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

レポート（研究プロポーサル）の評価
50％
ポートフォリオ（学びの記録）
30％
研究発表の評価
20％

： 専門性としてテーマの妥当性、内容の妥当性・論点の明確さ、データと先行研究の参照、独自
性・社会的意義 実践力として論理的構成、文章の体裁、表現の推敲、研究の完遂 忠恕として適
切な内容
： 「何を学んだかわかるものになっているか」、「学びのふりかえりができているか」を評価の基
準とする
： 専門性として内容の妥当性・オリジナリティ、データ・先行研究の参照 実践力として論理的構
成、資料の活用、発表技術、発表時間 協調性、質疑応答 忠恕として適切な内容

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
研究分野に関連する文献を多数、紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
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本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日3限

場所：

研究室（西館2階）

備考・注意事項： 随時、研究や学生生活を含め、幅広く相談に乗ります。オフィスアワー以外も気軽に研究室にお越しください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション：専門演習３の意義につて
卒業研究とはどのようなものか、その概要について説明しま
す。また、卒業研究を進める上での研究倫理について、本
学の定めるガイドラインに従って解説します。

卒業研究のイメージをつかむ

4時間

第2回

研究テーマを探求する①～研究とは何かを考える～
自分自身の興味や関心を整理し、どのような研究ができそうなの
かを検証します。

資料・文献の検索

4時間

第3回

研究テーマを探求する②～研究分野を知る～
自分自身が興味・関心のある研究領域について、現状を認
識し、どのようなテーマが設定可能なのかを考えます。

資料・文献の検索

4時間

第4回

研究テーマを探求する③～資料・文献検索～
自分自身が興味ある研究分野について、関連の資料や文献を検
索します。

資料・文献の検索

4時間

第5回

研究テーマを探求する④～問題意識の共有～
各自の研究分野に関する問題意識をディスカッションや意見交
換を通して共有します。

資料・文献の検索

4時間

第6回

研究テーマを探求する⑤～問題意識の醸成～
これまで収集した文献・資料をまとめ、自分自身の研究テーマに
ついて深く探求します。

資料・文献の検索

4時間

第7回

研究テーマを探求する⑥～研究領域の検証～
研究領域について理解を深め、自分自身の研究テーマのポジショ
ニングを行う。

資料・文献の検索

4時間

第8回

ゼミ発表会の準備～発表資料の作成～
発表のための、資料・発表方法を検討します。

期末発表の準備・研究計画書の作成

4時間

第9回

ゼミ内発表会①（研究内容の報告）
ゼミ内で研究計画を発表し、その内容について議論します。

研究発表の準備及び振り返り

4時間

第10回

ゼミ内発表会②（各自の研究内容についてのディスカッショ
ン）
ゼミ内で研究計画を発表し、その内容について議論します。

研究発表の準備及び振り返り

4時間

第11回

ゼミ内発表会③（修正コメントを踏まえた研究計画の再発表）
ゼミ内で研究計画を発表し、その内容について議論します。

研究発表の準備及び振り返り

4時間

第12回

卒論中間発表会の見学
4回生の卒論発表会を見学し、卒業研究に対するイメージをつか
みます。

4回生の研究内容を評価する

4時間

第13回

卒論中間発表会の振り返り
4回生の卒論発表会の内容についてゼミ内で議論します。

4回生の研究内容を評価する

4時間

第14回

前期の振り返り
研究発表の内容を振り返り、今後の研究計画を立てます。

研究計画書の再検討・修正

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習３【スポーツ】
田村匡
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

スポーツイベントやスポーツ施設、スポーツマネジメントに係る組織、資金、運営方法等について業務とし
て取り組んできた。（全１４回）

授業概要
自らの卒業研究へとつながるように、スポーツマネジメントに関する諸分野の研究を主体的に進めていきます。また、課題を主体的に探究する
うえで、先行研究についての精読・発表を通じて自らの問題意識を深めていきます。
田村研究室では、毎週ニュースから個人研究につながるトピックをレポートにまとめて発表・質疑応答することで、スポーツビジネスのさまざ
まな分野や基礎知識を習得し、自らの研究課題を発見します。
個人のテーマを探しながら、最終的には4年生に向けて卒業研究の論文作成と研究発表に向けて準備を行います。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

スポーツマネジメントの文献購読などを通し
て基礎知識を習得する

幅広い教養やスキルを身に付ける

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

スポーツマネジメントの専門的知識と研究課
題の調査、分析を行う

専門的知識と研究課題の調査、分析を行うこ
とができる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自らの研究の課題を発見する力を身に付ける

2 ．DP5.計画・立案力

研究の課題の計画を立案する力を身に付ける

3 ．DP6.行動・実践

研究の課題の計画を立案し、発表会などで実
践していく力を身に付ける

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ本学のガイドラインのとおりとする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

論文・企画書の評価
30％
研究過程の評価

： 専門性としてテーマの妥当性
研究テーマは学部・学科・コースの専門性と適合的か、内
容の妥当性・論点の明確さ、テーマや設定課題に対して適切な内容となっているか、データと先行
研究の参照、主張や提案の根拠
： 取り組む姿勢として意思疎通、自発的行動、協調性（グループ研究のみ）

20％
研究発表の評価
10％
ポートフォリオ（学びの記録）
20％
期末レポート

： 専門性として内容の妥当性・オリジナリティ、データ・先行研究の参照 実践力としはて論理的構
成、資料の活用、発表技術、発表時間 協調性、質疑応答
： 「何を学んだかわかるものになっているか」、「学びの振返りが出来ているか」を評価の基準とす
る
： 授業終了後のレポート

20％
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使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業内で指示します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日2限目

場所：

個人研究室

備考・注意事項： メールにて質問してください。オフィスにこられる場合、予約ください。tamura-t@osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンスおよび研究倫理に関する講義
専門演習3の計画と諸注意を伝える。また、専門演習や卒業研
究に取り組むことの意義について学ぶ。また、研究倫理教育を実
施する。

自分の研究したい事柄について事前調査する

4時間

第2回

グループワーク：研究テーマ１選定のための議論

毎週ニュースからトピックを取り上げ発表す
る。質疑応答ができるように問題意識をもっ
て情報を集めておく。

4時間

毎週ニュースからトピックを取り上げ発表す
る。質疑応答ができるように問題意識をもっ
て情報を集めておく。

4時間

毎週ニュースからトピックを取り上げ発表す
る。質疑応答ができるように問題意識をもっ
て情報を集めておく。

4時間

議論からの課題を考察して、自己のテー
マを深める

4時間

３つのグループにわけ、スポーツ＆ビジネス・マネジメントの研
究テーマ１を選ぶ。
第3回

グループワーク：研究テーマ１についての情報収集と調査
研究テーマ１についての情報収集と調査をインターネッ
ト等を使いニュースや資料等を探索し調査する。

第4回

グループワーク：研究テーマ１についての発表準備
研究テーマ１について、グループワークによる発表の準
備を行う。

第5回

各グループごとの研究テーマ１の発表会
各グループごとに研究テーマ１について発表と質疑応答を実施す
る。また他の班について質問を行う。質疑応答の後、各グルー
プごとに反省会を行う。

第6回

グループワーク：研究テーマ２についての選定、情報収集と調
査
新たなグループに分かれ、研究テーマ２を決める。早速、そ
のテーマ２についての情報収集と調査を行う。

卒業発表から自己のテーマを見直す

4時間

第7回

グループワーク：研究テーマ２についての議論、発表準備

指摘された修正事項について検討、研究テー
マ等を修正する

4時間

研究テーマ２について、グループ内で議論し、発表準備を行う。
第8回

前期中間発表会を聴講する。
４年生の行う前期中間発表を聴講する。

４年生の中間発表の評価等を行う

4時間

第9回

各グループごとの研究テーマ２についての発表会
各グループごとに研究テーマ２について発表と質疑応答を実施す
る。また他の班について質問を行う。質疑応答の後、各グルー
プごとに反省会を行う。

自分の研究テーマと4年生のテーマ等との比較

4時間

第10回

各自の研究テーマの選定

議論からの課題を考察して、自己のテー
マを深める

4時間

議論からの課題を考察して、自己のテー
マを深める

4時間

議論からの課題を考察して、自己のテー
マを深める

4時間

指摘事項に関して、期末発表までに修正をす
ること。

4時間

前期期末発表の準備（資料等）を行う。

4時間

自己のテーマの選定を行う。仮でもよいので各自の研究テー
マの報告を順番に発表して、ゼミ内で批評と議論を行う。
第11回

各自の研究テーマの進捗報告
自己のテーマの進捗と先行研究や仮説についての報告を順番に発
表して、ゼミ内で批評と議論を行う。

第12回

各自の研究テーマの資料収集と調査研究
自己のテーマの資料収集と調査研究を行う。発表資料の作成を自
分で行う。

第13回

前期期末発表準備・ゼミ内発表質疑応答
期末発表の準備として、ゼミ内発表と質疑を行い、本発表に備え
る。

第14回

前期期末発表会
前期期末発表会にて自分の研究テーマの発表を行う。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習３【スポーツ】
古川拓也
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
自らの卒業研究へとつながるように、前半では研究手法や論文作成技法について、後半ではスポーツ政策に関連する研究の概観をしつつ自
身の研究計画を立案していきます。あつかう研究のキーワードは「スポーツ政策」「スポーツ実施率向上政策」「競技力向上政策」「スタジア
ム・アリーナ政策」「学校運動部活動政策」「総合型地域スポーツクラブ政策」などです。専門演習3ではこれらのキーワードをベースに資
料を集めていきながら、自身で執筆する卒論のテーマを確定することを目指します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

研究関連の文献購読などを通して基礎知
識を習得します

幅広い教養やスキルを身に付ける

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

研究関連の専門的知識と研究課題の調査、分
析を行う

専門的知識と研究課題の調査、分析を行う

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自らの研究の課題を発見する力を身に付ける

2 ．DP5.計画・立案力

研究の課題の計画を立案する力を身に付ける

3 ．DP6.行動・実践

研究の課題の計画を立案し、発表会などで実
践していく力を身に付ける

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

論文・企画書の評価
30％
研究過程の評価
30％
研究発表の評価

10％
ポートフォリオ（学びの記録）
15％

： 専門性としてテーマの妥当性
研究テーマは学部・学科・コースの専門性と適合的か、内
容の妥当性・論点の明確さ、テーマや設定課題に対して適切な内容となっているか、データと先行
研究の参照 主張や提案の根拠
： 取り組む姿勢として意思疎通、自発的行動、協調性（グループ研究のみ）、忠恕の心を持ったコメ
ント
： 専門性として内容の妥当性・オリジナリティ、データ・先行研究の参照
実践力としはて論理的構成、資料の活用、発表技術、発表時間
協調性、質疑応答
忠恕として不適切な内容
： 「何を学んだかわかるものになっているか」、「学びの振返りが出来ているか」を評価の基準とす
る
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： 独自のルーブリックに基づき評価します。
15％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業内で指示します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日1・2限（9：00～12：00）

場所：

研究室

西館2階

備考・注意事項： 研究室にはオフィスアワーに関わらずどうぞ。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンスおよび研究倫理に関する講義
専門演習3の計画と諸注意を伝える。また、専門演習や卒業研
究に取り組むことの意義について学ぶ。

研究倫理の振返り

4時間

第2回

論文を執筆する前に

改めて、自身が関心を持つ研究領域ならび
に事象について、実態の把握に努めること

4時間

自身が興味を持つ事象について、簡易的な緒
言構成を考えてみること

4時間

自身が興味を持つ事象について、先行研
究を検索しまとめてくること

4時間

自身が興味を持つ事象について、研究方
法の作成してみること

4時間

自身が興味を持つ事象について、予想され
る結果を作成すること。また、ど
の様な図と表で表現することが相応しい
か考えてみること。

4時間

自身が興味を持つ事象について、予想され
る結果を踏まえて、何を考察すべきか考えま
とめてくること

4時間

自身の関心のある研究テーマについて考えて
おきましょう。

4時間

先行研究を用いて、自身の考えを主張する課
題に取組むこと。

4時間

・研究とは何か？
・卒業論文に取組む姿勢として心がけておくこと
・批判的に読む・考える
・問いを立てる
第3回

タイトル・緒言
・タイトル設定の考え方
・問題の所在
・解決すべき課題

第4回

先行研究の検討方法
・文献検索の手法
・仮説の設定
・先行研究のまとめ方

第5回

研究の手法
・定量調査、定性調査
・対象者
・調査時の心得

第6回

結果と図表

・結果には何を書くか
・図と表の読み取り方
第7回

考察
・研究において、何を考察することが考察なのか
・考察の方法

第8回

春の中間発表会を聞く
4年生の卒業研究の中間発表会を聴講します。

第9回

文献の引用
・引用するとは
・引用の方法

第10回

スポーツ政策研究の概観－研究の範囲から国策を対象とした研
究について－
・スポーツ政策研究の範囲
・スポーツ実施に関する研究
・競技力向上政策に関する研究
・スポーツキャリアに関する研究

自身が興味を持つ事象について、先行研
究を探しておくこと

4時間

第11回

スポーツ政策研究の概観－非営利セクターに着目した研究－

自身が興味を持つ事象について、先行研
究を探しておくこと

4時間

・学校運動部活動政策の研究
・競技団体に関する研究
第12回

研究計画プレゼンテーションに向けて－研究テーマの設定－
自身の研究計画についてプレゼンテーションを行います。
これまで学んだ視点から、研究計画を立案してみましょう。

研究テーマに関して実態を調べてくること

4時間

第13回

研究計画プレゼンテーション－研究計画の立案－
自身の研究計画についてプレゼンテーションを行います。
これまで学んだ視点から、研究計画を立案してみましょう。

研究テーマに関して計画を立案してくること

4時間

第14回

研究計画プレゼンテーション－プレゼンテーション－
自身の研究計画についてプレゼンテーションを行います。
誰もがわかりやすいように、発表の工夫を心がけましょう。

研究テーマに関して発表資料を作成すること

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

専門演習３【スポーツ】
坂中勇亮
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

該当する
・スポーツ協会に勤務し、スポーツ行政に従事（全１４回）

実務経験の概要

授業概要
自身の卒業研究につながるように、スポーツマネジメントに関する諸分野の研究を主体的に進めていきます。また、課題を主体的に探究す
る中で、先行研究についての精読・発表を通じて自らの問題意識を深めます。 特に、担当教員の専門領域であるスポーツ行政を中心とした課
題について、各自の関心や問題意識より、４年生で作成する卒業論文に向けての準備を進めると共に、ゼミ内での議論や中間発表会を通じて研
究内容の充実を図っていきます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

各自の研究に関連する資料や先行研究の購
読を通じて、研究の基礎となる知識を習得す
る

各自の研究に関連する幅広い知識と教
養を身に付ける

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

各自の研究報告を通じて、研究を進める能
力やプレゼンする能力を習得する。

研究を遂行する能力や発表する能
力を身に付ける

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

研究課題の発見

2 ．DP5.計画・立案力

研究課題の計画の立案を行う

3 ．DP6.行動・実践

発表などの実践力を身に付ける

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

研究発表の評価
10％
研究過程の評価
30％
論文・企画書の評価

30％
ポートフォリオ（学びの記録）
10％

： 専門性として内容の妥当性・オリジナリティ、データ・先行研究の参照
実践力として論理的構成、資料の活用、発表技術、発表時間
忠恕として不適切な内容
： 取り組む姿勢として意思疎通、自発的行動、協調性（グループ研究のみ）忠恕の心を持ったコメン
ト
： 専門性としてテーマの妥当性、内容の妥当性・論点の明確さ、データと先行研究の参照、独自
性・社会的意義
実践力として論理的構成、文章の体裁、表現の推敲、研究の完遂
忠恕として不適切な内容
： 「何を学んだかわかるものになっているか」、「学びのふりかえりができているか」を評価の基
準とする
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： ルーブリックに基づき評価します
20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
必要に応じて、授業内で指示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日

場所：

研究室

13：00－15：00

備考・注意事項： 本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むこと
に加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

専門演習３のガイダンス及び研究倫理に関する講義
専門演習３の授業計画と研究倫理について説明する

専門演習３の進め方と諸注意をよく聞く。研
究倫理についての理解を深める。

4時間

第2回

研究テーマの検討
ゼミ選択の際に作成した研究計画書に基づいて、興味・関心のあ
る研究テーマについて考える

研究に関連する資料・文献の収集

4時間

第3回

研究テーマについての報告
自身が興味・関心のあるテーマをまとめゼミ内で報告する

研究に関連する資料・文献の収集

4時間

第4回

先行研究の収集

研究に関連する先行研究を最低５本は収集す
る

4時間

研究テーマに関連する先行研究の検索方法について学ぶ
第5回

先行研究のまとめ
研究テーマに関連する先行研究の内容をまとめる

研究に関連する先行研究の内容をまとめる

4時間

第6回

先行研究の報告
前回の授業でまとめた先行研究についてゼミ内で報告する

ゼミ内での報告内容を振り返る

4時間

第7回

研究課題の決定
これまでの授業(研究テーマの選定・先行研究レビュー)を通じ
て、各自が取り組む研究課題を決定する。

自身の研究課題を決定する

4時間

第8回

卒業研究中間発表会の見学
４年生の卒業研究中間発表会を見学して、今後の研究につい
て考える。

４年生の卒業研究の内容を振り返る

4時間

第9回

４年生の卒業研究中間発表会の評価
ゼミ内での議論を通して、４年生の卒業研究について評
価を行う。

４年生の卒業研究の内容を振り返る

4時間

第10回

研究の進捗状況の報告（グループ１）

ゼミ内での議論を通して、各自の研究内
容を再考する。

4時間

ゼミ内での議論を通して、各自の研究内
容を再考する。

4時間

ゼミ内での議論を通して、各自の研究内
容を再考する。

4時間

各自の研究に関して、研究テーマ及び先行研究レビューの結
果を報告し、ゼミ内で議論する。
第11回

研究の進捗状況の報告（グループ２）
各自の研究に関して、研究テーマ及び先行研究レビューの結
果を報告し、ゼミ内で議論する。

第12回

研究の進捗状況の報告（グループ３）
各自の研究に関して、研究テーマ及び先行研究レビューの結
果を報告し、ゼミ内で議論する。

第13回

前期期末発表会の準備（発表用資料の作成）
期末発表会の準備として、発表時に使用する資料を作成する

発表用資料の作成

4時間

第14回

前期期末発表会（ゼミ内での発表会）
前期期末発表を行い、今後の研究計画について検討する。

前期期末発表の準備を行う

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習３【食】
髙畑能久
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

大手総合食品メーカーの中央研究所で研究・商品開発および新規事業を経験。その後、グループ経営本部 経
営企画部にて事業戦略の立案および投融資などを担当。（全14回）

授業概要
この授業では、興味をもった分野の先行研究・事例を調査し、自ら設定した研究課題を探究するため仮説を立て、多くの選択肢の中から最
適な検証手段を選択し、調査研究の過程を通して、その解決策を探究します。研究倫理、文献検索の方法、実地調査の進め方、専門知識やスキ
ルを修得しながら、自ら主体的に卒業研究に取り組むことが求められます。食ビジネスの新たな価値創造と更なるスキルアップを目
指し、食の安全マネジメント、食品開発、食の持続可能性を中心とした研究領域に挑戦します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

研究倫理、文献検索の方法、実地調
査の進め方、専門知識やスキルを修得し、主
体的に卒業研究に取り組む。

自ら設定した研究課題を解決するため仮
説を立て、最適な検証手段を選択し、その解
決策を探究する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自ら研究課題を設定し、その真因を探ること
ができる。

2 ．DP5.計画・立案力

仮説を検証するため、最適な検証手段やアク
ションプランを策定できる。

3 ．DP6.行動・実践

主体的に行動し、PDCAサイクルを回しなが
ら実践できる。

4 ．DP7.完遂

困難な課題であっても最後まであきらめずに
やり遂げることができる。

5 ．DP10.忠恕の心

誠実で思いやりのある人、周囲から頼りにさ
れる人になることを目指す。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなされます。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内のワーク
20％
ポートフォリオ（学びの記録）
20％
中間・期末発表
40％
試験（期末レポート）
20％

： 課題設定および仮説検証のプロセスが妥当かつ効果的であったか、主体的な取り組み姿勢であった
かどうかを評価します。
： 卒業研究を通して何を学んだのか分かるものになっているか、学びの振り返りができているかを評
価します。
： 発表内容（専門性・実践力）が適切であり、自らの主張を伝えられたかどうか、相手の意図を理
解して適切に応答できたかどうかを評価します。
： 指定された日時までに提出された期末レポート（研究計画、概要含む）について、問いに対して明
確に主張し、エビデンスを示して論述できているかを評価します。

使用教科書
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特に指定しない

参考文献等
戸田山和久（2017年）『新版 論文の教室-レポートから卒論まで-』NHK出版。
その他、テーマ毎に必要に応じて紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
※各自のテーマ毎の進捗状況に合わせ、授業の順番や内容を一部変更する場合がある。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜２限

場所：

髙畑研究室（西館２階）

備考・注意事項： 授業の前後以外で質問したい場合は、メールにて受け付けます（takahata@osaka-seikei.ac.jp）。件名には必ず、所属・学
籍番号・氏名を明記してください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

卒業研究の進め方・研究倫理
卒業研究の進め方、研究倫理、文献検索や資料収集、図書館の活
用方法、ビジネスマナーについて学びます。

第2回

研究テーマの設定①（アイデア出し）
興味をもった課題の現状と今後の動向を見据え、先行研究や先行
事例の調査を行い、各自で解決すべき最も重要なテーマとは何か
を考えます。

第3回

研究テーマの設定②（課題を具体化する）
前回考えた研究領域についてより詳細に先行研究や先行事例の調
査を行い、変革が求められる領域を特定し、各自で研究した
いテーマを具体的に考えます。

第4回

研究テーマの設定③（課題を絞り込む）
前回考えた研究領域をさらに細分化し、先行研究や先行事例の調
査を行い、各自で卒業研究として取り組めるテーマを絞り込みま
す。

第5回

仮説を立てる①（真因を探る）
前回絞り込んだ研究テーマについて、想定される真因や対策につ
いて仮説を立てます。

第6回

仮説を立てる②（解決策を考える）
前回考えた研究テーマの仮説について、その根拠を示し、最
適な解決策を検討します。

第7回

仮説を立てる③（検証する）
前回考えた研究テーマの仮説、解決策について妥当であるか（矛
盾がないか）を検証します。

研究倫理に関する事例を調べておいてくださ
い。

4時間

各自でテーマ設定のため先行研究・事例の調
査を行ってください。

4時間

各自でテーマ設定のため先行研究・事例の調
査を行ってください。

4時間

各自でテーマ設定のため先行研究・事例の調
査を行ってください。

4時間

各自で仮説を立てるための情報収集、分
析を行ってください。

4時間

各自で仮説を立てるための情報収集、分
析を行ってください。

4時間

各自で仮説を検証するための情報収集、分
析を行ってください。

4時間

第8回

ゼミ内中間発表会の準備
ここまで検討してきた研究テーマと仮説、その解決策を発表する
ためパワーポイントと発表原稿を作成します。

各自で発表練習を行ってください。

4時間

第9回

ゼミ内中間発表会

各自で中間発表の振り返りを行ってくださ
い。

4時間

各自でアクションプランを作成してくださ
い。

4時間

各自でアクションプランを作成してくださ
い。

4時間

研究テーマの進捗状況をパワーポイントを用いて発表し、質疑応
答します。他のゼミ生の発表に対するコメントを記入します。発
表用パワーポイントは事前に提出してください。
第10回

検証手段の立案①（調査対象を選ぶ）
自ら立てた仮説を検証するため調査対象や方法を考え、最適な検
証手段を選択します。

第11回

検証手段の立案②（調査内容を決める）
前回選定した調査対象や方法、検証手段に沿って、具体的にアク
ションプランを作成します。

第12回

コース期末発表会の準備
ここまで取り組んできた研究テーマと仮説、調査対象と方法、検
証手段を発表するため発表用パワーポイントと発表原稿を作成し
ます。

各自で発表練習を行ってください。

4時間

第13回

コース期末発表会（前半）

各自で期末発表の振り返りを行ってくださ
い。

4時間

各自で期末発表の振り返りを行ってくださ
い。試験（期末レポート）は指定された日
時までに提出してください。また、前
期で学んだことを踏まえ、各自で夏休みの研
究計画を立ててください。

4時間

研究テーマの進捗状況をパワーポイントを用いて発表し、質疑応
答します。他のゼミ生の発表に対するコメントを記入します。発
表用パワーポイントは事前に提出してください。
第14回

コース期末発表会（後半）

研究テーマの進捗状況をパワーポイントを用いて発表し、質疑応
答します。他のゼミ生の発表に対するコメントを記入します。発
表用パワーポイントは事前に提出してください。
授業の最後に、試験（期末レポート）の課題を提示します。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習３【食】
伴みずほ
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
専門演習では、興味をもった分野の先行研究・事例を調査し、自ら設定した研究課題を解決するため仮説を立て、調査研究の過程を通してそ
の解決策を提案します。研究倫理、文献検索の方法、フィールド調査の進め方など、専門知識やスキルを習得しながら自ら主体的に卒業研
究に取り組むことが求められます。食ビジネスの新たな価値創造を目指し、食の安全マネジメント、食と健康、食の持続可能性を中心とし
たテーマに挑戦します。専門演習3では興味をもった分野の先行研究・事例を調査し課題を発見に取り組みます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

研究倫理、文献検索の方法、フィールド調
査の進め方、専門知識やスキルを習得し、主
体的に卒業研究に取組む。

自ら設定した課題を解決するため仮
説を立て、最適な検証手段を立案し、その解
決策を提案する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自ら課題を設定し、その真因を探ることがで
きる。

2 ．DP5.計画・立案力

仮説を検証するために必要な検証手段、計
画を立案できる。

3 ．DP6.行動・実践

自ら行動に対してPDCAサイクルを回しなが
ら実践できる。

4 ．DP7.完遂

困難な課題であっても最後まであきらめずに
やり遂げることができる。

5 ．DP10.忠恕の心

誠実で思いやりのある人、周囲から頼りにさ
れる人になることを目指す。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内のワーク
20％
ポートフォリオ（学びの記録）
20％
中間・期末発表
40％
試験（期末レポート）
20％

： 課題設定および仮説検証のプロセスが妥当、効果的であったかどうか、自主的な取り組み姿勢で
あったかどうかを評価します。
： 卒業研究に取り組み、何を学んだかわかるものになっているか、学びの振り返りができているか
を評価します。
： 発表内容が適切であり、自らの主張を伝えられたかどうか、相手の意図を理解して適切に応答でき
たかどうかを評価します。
： 指定された日時までに提出された期末レポート（研究計画、概要含む）について、独自の問い
に対して明確な答えを主張し、論証できているかを評価します。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
参考書：「現代の食生活と消費行動」斎藤修監修、農林統計出版
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履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
授業の順番や内容を変更する場合があります。
専門書や報文の輪読を行います。各自でpptの資料準備を行っておいてください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日4時間目

場所：

研究室（西館2階）

備考・注意事項： 質問はメールでも応じます。ban-m@osaka-seikei.ac.jp（タイトルには氏名、学籍番号を記入のこと）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

卒業研究の進め方および研究倫理
卒業研究の進め方、研究倫理について学び、文献検索や資料収
集、図書館の活用方法、ビジネスマナーなどについても習得しま
す。

第2回

研究テーマの設定①（アイデア出し）
食ビジネスの現状と将来の課題を見据え、先行研究や先行事
例の調査を行い、各自で解決すべき最も重要なテーマとは何か
を考えます。

第3回

研究テーマの設定②（課題を具体化する）
前回考えた研究領域の先行研究調査をより詳細に行い、変
革が求められる領域を特定し、各自で研究したいテーマを具体
的に考えます。

第4回

研究テーマの設定③（課題を絞り込む）
前回考えた研究領域をさらに細分化し、先行研究の調査より、各
自で卒業研究として取り組めるテーマを絞り込みます。

第5回

仮説を立てる①（真因を探る）
前回絞り込んだ研究テーマについて想定される真因と対策につい
て仮説を立てます。

第6回

仮説を立てる②（解決策を考える）
前回考えた研究テーマの仮設について、その根拠を示し、最
適な解決策を検証します。

第7回

仮説を立てる③（検証する）
前回考えた研究テーマの仮設について、解決策について妥当であ
るか（矛盾がないか）を検証します。

研究倫理に関する事例を調べておいてくださ
い。

4時間

テーマ設定のため先行研究の調査を行ってく
ださい。

4時間

各自でテーマ設定のため先行研究の調
査を行ってください。

4時間

各自でテーマ設定のため先行研究の調
査を行ってください。

4時間

各自で仮説を立てるための情報収集、分
析を行ってください。

4時間

仮説を立てるための情報収集、分析を行って
ください。

4時間

仮説を立てるための情報収集、分析を行って
ください。

4時間

第8回

ゼミ内発表会の準備
ここまで検討してきた研究テーマと仮説、その解決策を発表する
ためパワーポイントと発表原稿を作成します。

各自で発表練習を行ってください。

4時間

第9回

ゼミ内中間発表会

各自で中間発表の振り返りを行ってくださ
い。

4時間

各自でアクションプランを作成してくださ
い。

4時間

各自でアクションプランを作成してくださ
い。

4時間

研究テーマの進捗状況をパワーポイントを用いて発表し、質疑応
答します。他のゼミ生の発表に対するコメントをコメントシー
トに記入します。
発表に使用したパワーポイントは提出してください。
第10回

検証手段の立案①（調査対象を選ぶ）
自ら立てた仮説を検証するため調査対象や方法を考え、最適な検
証手段を選択します。

第11回

検証手段の立案②（調査内容を決める）
前回選定した調査対象や方法、検証手段に沿って、具体的にアク
ションプランを作成します。

第12回

コース期末発表会の準備
ここまで検討してきた研究テーマと仮説、調査の対象と方法、検
証手段を発表するためパワーポイントと発表原稿を作成します。

各自で発表練習を行ってください。

4時間

第13回

コース期末発表会（前半）

各自で期末発表の振り返りを行ってくださ
い。

4時間

試験（期末レポート）は指定された日時まで
に提出して下さい。各自で期末発
表の振り返りを行ってください。また、前
期で学んだことを踏まえ、各自で夏休みの計
画を立ててください。

4時間

卒業研究の進捗状況をパワーポイントを用いて発表し、質疑応
答します。他のゼミ生の発表に対するコメントをコメントシー
トに記入します。
発表に使用したパワーポイントは提出してください。
第14回

コース期末発表会（後半）

卒業研究の進捗状況をパワーポイントを用いて発表し、質疑応
答します。他のゼミ生の発表に対するコメントをコメントシー
トに記入します。
発表に使用したパワーポイントは提出してください。
授業の最後に試験（期末レポート）の課題を提示します。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習４【経営】
中井秀樹
3年

開講時期

後期

2

単位数

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
社会におけるICTの利活用に関して、様々な調査・研究を行う。特に、今後の専門的な研究活動に備えて、比較的短い期間での調査・報
告を行う事で、研究活動の実践的経験を積むと同時にその精度を高めていく。
また、研究における批判的思考能力の向上を目指して、アカデミックディベートを実施する予定であり、可能であれば学外との連携でのディ
ベートなどにも参加する。
年度末には、次年度取組予定の卒業研究に関する調査活動を開始する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

調査活動に必要となる様々なスキルや実
際に調査することによる知識の習得を目
指す。

論文執筆や発表のスキルの修得し、きちん
と執筆・発表ができる

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

自己や他者の考えに触れ、その内容につい
て論理的矛盾点などの検証を行う

ディベート活動により、批判的思考が身につ
き、自己評価・他者評価をきちんとできる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

身近な環境における技術の応用や工夫に気
付き、分析ができる

2 ．DP6.行動・実践

様々な活動に積極的に参加し、自ら体験を
し、実践に活かせる

3 ．DP8.意思疎通

グループでの活動におけるコミュニケーショ
ンがきちんとできる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への参加・貢献度
50％
報告内容
30％
ポートフォリオ（学びの記録）
10％
試験（期末レポート）

： 各人の活動やグループにおける活動での積極性や発言の度合いなどで評価
活動への参加および発言がない場合は、0点とする
： 提出物や発表の内容によって評価
発表・レポートはルーブリック評価を行う
： 「何を学んだかわかるものになっているか」、「学びのふりかえり
ができているか」を評価の基準とする。
： 卒業研究計画に関する最終レポートを提出し、研究の実現可能性などから評価を行う。

10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
参考文献等:なし
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履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜4限

場所：

西館3階研究室

備考・注意事項： 通常開講時間以外の実施を行う場合があります。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

これまでのふりかえりと今後の計画
前期の活動を踏まえた後期の研究活動に対する計画を考える

時事関連の調査

4時間

第2回

プレゼン演習１ 自己紹介
前期に実施した内容をブラッシュアップし、自己流の自己紹
介に挑戦する。
主に自己の能力について、新しい取り組みによる技能向上を目
指し、次回の目標設定につなげる。

時事関連の調査

4時間

第3回

プレゼン演習２ 事例紹介による自己技能の向上
調査した事例紹介をプレゼンテーションを行う。
主に自己の能力について、新しい取り組みによる技能向上を目
指し、次回の目標設定につなげる。

時事関連の調査

4時間

第4回

プレゼン演習３ 事例紹介による他者技能の確認
調査した事例紹介をプレゼンテーションを行う。
主に他社の実施を観察し、内容の理解にとどまらず、プレゼン技
能についての客観的な認識と橋上のための知見を得る。

時事関連の調査

4時間

第5回

事例研究１ テーマ決定
自己テーマの選択・決定の実施
様々な資料から、ショートタームのテーマ選定を行い、研究計
画を立てる。

時事関連の調査

4時間

第6回

事例研究２ テーマの調査
テーマ研究における調査活動
決定したテーマに関しての調査活動を行う。

時事関連の調査

4時間

第7回

事例研究３ 資料整理、発表準備
論理的展開のための資料集めと整理・管理

時事関連の調査

4時間

第8回

報告会

時事関連の調査、発表資料の指摘事項の確
認と訂正

4時間

テーマ内容の報告を行い、学修者間で評価を行う。
第9回

事例研究４ テーマ決定
自己テーマの選択・決定の実施
様々な資料から、ショートタームのテーマ選定を行い、研究計
画を立てる。

時事関連の調査

4時間

第10回

事例研究5テーマの調査
テーマ研究における調査活動
決定したテーマに関しての調査活動を行う。

時事関連の調査

4時間

第11回

事例研究6 資料整理、発表準備
論理的展開のための資料集めと整理・管理

時事関連の調査

4時間

第12回

報告会

時事関連の調査、発表資料の指摘事項の確
認と訂正

4時間

テーマ内容の報告を行い、学修者間で評価を行う。
第13回

グループによる課題解決学習 役割分担
グループによる課題への取り組み

時事関連の調査

4時間

第14回

グループによる課題解決学習 まとめとふりかえり
グループによる課題への取り組み

時事関連の調査、ポートフォリオの作成

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習４【経営】
児山俊行
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
卒業論文を視野にその準備を行っていきます。
①まず、最も重要な「問題や課題の発見」から行います。現象を当たり前と思った ところから、ビジネスでも組織でも停滞が起こります。した
がって、常に社会や組織の問題や課題を見つけることは、自己と環境を変えるために不可欠な事柄です。
②活字に苦手な人が多い世の中です。よって、当演習ではあえて書籍を中心に論文作成を進めていきます。もちろん、必要に応じてアンケー
トなど実施してもらいます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

製品開発における基本的プロセスと現代的課
題を理解する。

ビジネスの実情・背景を理解し、基本的視
角を持つことができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

社会現象を観察して因果関係を理解し、そこ
にある（発展・停滞の）課題を見出すことが
できる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業態度

： 授業への集中度や質疑応答などの積極性で評価する。
10％

授業中での活動

： 授業での発表や議論、授業前に提出された課題などの成果で評価する。
35％

課題作成
35％
試験（レポート）
20％

： 提示された課題解決へのグループ活動での自己の役割遂行や解決提案の策定などの成果で評価す
る。
： 自らの演習を振り返りながら学びの修得度と自身のどこが成長したかについてふりかえるレポー
トを作成し評価する。

使用教科書
指定する
著者
三宅秀道

タイトル
・

出版社

新しい市場のつくりかた

参考文献等
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・ 東洋経済新報社

出版年
・

2012 年
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参考文献等:学生の卒業論文のテーマごとに指導します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜２限と昼休み

場所：

研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション
日本企業の製品開発の事例を通じて、製品開発プロセスに関す
る学びについての動機づけを行う。また、研究倫理教育の実施。

テキスト第5章前半の読了とレジメ作成

4時間

第2回

大組織病
模倣型製品開発について理解する。

テキスト第５章後半の読了とレジメ作成

4時間

第3回

「現場の本社主義」（黎明期の特性）
工業黎明期の製品開発について理解する。

テキスト第６章前半の読了とレジメ作成

4時間

第4回

「現場の本社主義」（事例研究）
具体的な例（水着）の製品開発について議論する。

テキスト第６章中盤の読了とレジメ作成

4時間

第5回

「現場の本社主義」（組織のあり方）
アイデアを生かしやすい組織について理解する。

テキスト第６章後半の読了とレジメ作成

4時間

第6回

価値のエコシステムのデザイン（改善と革新）
製品の改善と革新の違いについて理解する。

テキスト第７章前半の読了とレジメ作成

4時間

第7回

価値のエコシステムのデザイン（文化人類学的素養の必要性）
製品開発における文化人類学的素養の重要性を理解する。

テキスト第７章後半の読了とレジメ作成

4時間

第8回

製品のステータス
過去の製品事例を通じて、製品のステータス特性を理解する。

テキスト第８章前半の読了とレジメ作成

4時間

第9回

製品の仲間づくり
ハーレーダビットソンを事例とした製品をめぐる「仲間づく
り」について理解する。

テキスト第８章中盤の読了とレジメ作成

4時間

第10回

「ラグジュアリー」製品とは
ラグジュアリーの特性について、製品開発の視点から議論する。

テキスト第８章後半の読了とレジメ作成

4時間

第11回

ビジネス分野以外の視野
具体的な例（椅子）を通じて、製品と生活の関係を理解する。

テキスト第９章前半の読了とレジメ作成

4時間

第12回

産官学連携の可能性
産官学連携による製品開発の可能性について議論する。

テキスト第９章後半の読了とレジメ作成

4時間

第13回

地域コミュニティにおける製品開発（知識のマネジメント）
企業と社会間での知識のマネジメントについて理解する。

テキスト第10章前半の読了とレジメ作成

4時間

第14回

地域コミュニティにおける製品開発（満足解を求めて）
企業のユーザーの「満足解」への探求について議論する。

テキスト第10章後半の読了とレジメ作成

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習４【経営】
稲村昌南
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本演習では、近年のモノづくりにおける戦略的な観点から「モジュール化」をテーマとしてグローバルな規模で展開されるビジネス活動につい
て理解を深めます。一方、3年次に本格化する就職活動を見据え、企業研究・業界研究も行います。なお、前期と同様、14回の授業のうち
の5回については、企業や社会が抱える課題の解決を行うグループ学習を実施します。また、卒業研究発表会に参加し、卒業論文作成に向けた意
識の向上も図ります。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

自己表現力

自分の考えを明確にプレゼンテーションでき
る。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

情報活用力

問題解決のために適切に情報を活用できる。

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

自主的に発言・行動し、他者を巻き込むこと
ができる。

2 ．DP7.完遂

課題や自分に課せられたタスクを最後までや
り遂げることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可となることがある。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末レポート（研究計画書）
40％
取組む姿勢
30％
ポートフォリオ（学びの記録）
30％

： 「研究テーマについての背景が一定のデータに基づいて示されているか」、「研究目的がテー
マに対して適切か」という2つの観点から評価する。
： チームで取り組む課題については「グループワークに主体的に取り組めているか」、「他者と協調
性を持って取り組めているか」という2つの観点から評価する。
： 「何を学んだかわかるものになっているか」、「学びのふりかえりができているか」を評価の基
準とする。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
適宜、指示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日3時間目
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場所：

西館3階45研究室

備考・注意事項： classroom上での連絡も可能
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

イノベーションの重要性を考える
国の経済的成長と企業のイノベーション力の関係について考えま
す。

第2回

日本のモノづくりの現状と課題
家電業界を中心に日本のモノづくりが苦戦している現状とその背
後にある課題について考えます。

第3回

モジュール化の意味
モジュールとは何か、またモジュール化とはどのような現
象か学びます。

第4回

モジュール生産方式とは何か
モジュール生産方式の特徴について学びます。

第5回

日本企業とモジュール化
モジュール化が日本のモノづくりにどのような影響を与えた
か考えます。

第6回

ICTの活用とイノベーション（１）クローズドイノベーション
日本企業の伝統的な製品開発手法について学びます。

第7回

ICTの活用とイノベーション（２）オープンイノベーション
オープンなインターネット環境を利用した製品開発手法につい
て学びます。

第8回

グループワーク（１）ブレーンストーミングとKJ法
課題テーマに対して、できるだけ多くの意見を出し合います。

第9回

グループワーク（２）課題の抽出
出された意見の中から、課題テーマに対して重要と思われる問
題を抽出します。

第10回

グループワーク（３）提案書の作成
問題に対してそれを解決すると思われる提案を企画案としてまと
めます。

第11回

グループワーク（４）プレゼン準備
発表資料をパワーポイントで作成し、発表のポイントをグループ
メンバーで話し合います。

特許数ランキングと国別のイノベーショ
ン力ランキングについて調査します。

4時間

日本家電メーカーの世界におけるポジショ
ンについて調査します。

4時間

製品のモジュール化が進んでいる業界につい
て調査します。

4時間

モジュール生産方式のメリットについて調
査します。

4時間

日本のモノづくりのメリットとデメリットに
ついて調査します。

4時間

「擦り合わせ」型のメリットデメリットにつ
いて調査します。

4時間

「組み合わせ型」のメリットとデメリットに
ついて調査します。

4時間

グループの中で決められた自分の課題を次
週までに行います。

4時間

グループの中で決められた自分の課題を次
週までに行います。

4時間

グループの中で決められた自分の課題を次
週までに行います。

4時間

グループの中で決められた自分の課題を次
週までに行います。

4時間

第12回

グループワーク（５）提案のプレゼンテーション
各グループの提案をプレゼンし、意見交換します。

ふり返りシートを次週までに完成させます。

4時間

第13回

企業研究－情報収集と分析、論点整理－

企業研究・業界研究のプレゼン資料を作成し
ます。

4時間

評価シートを参考に、ふりかえりシートを完
成させます。

4時間

企業研究・業界研究を行うに当たっての資料収集と分析の観
点、および論点整理の仕方について学びます。
第14回

企業研究発表
発表者は自身の分析資料とプレゼンするとともに、他の学生は発
表者の発表内容とプレゼン技術を評価します。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習４【経営】
笠岡恵理子
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
この授業では、財務諸表を作成する際のルールである会計基準について、会計処理の方法および開示項目を理解するとともに、それぞれの会計
基準における論点についても学習を行っていく。また、財務情報だけでなく、企業のCSR（企業の社会的責任）やSDGs（持続可能な開発目標）へ
の取り組みなどの非財務情報の重要性についても検討を行っていく。これらの学習を通じて、会計に関する知識の理解を深め、研究方法を習
得していくことを目的としている。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

個人研究の調査・発表を行う。

会計における問題を発見し、それを論理
的に解決できる力を身につける。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自らの研究課題を発見できる力を養う。

2 ．DP6.行動・実践

研究課題の計画を立て、実行できる力を身に
つける。

3 ．DP8.意思疎通

研究課題について、ディスカッションおよ
びプレゼンテーションできる力を身につけ
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

提出課題
40％
授業への積極的参加
30％
期末レポート

： 与えられた課題について、授業で学習した内容を踏まえて、論理的に記述されているかで評価す
る。
： グループワークおよびプレゼンテーションについて、積極性および他との協調性を持って、相
手に伝わる説明ができているかという点から評価を行う。
： 授業内容の理解度を評価する。

30％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
桜井久勝『財務諸表講義（第22版）』中央経済社、2021年。
井上達男、山地範明『エッセンシャル財務会計（第4版）』中央経済社、2021年。
平松一夫編著『IFRS国際会計基準の基礎（第6版）』中央経済社、2020年。

履修上の注意・備考・メッセージ
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本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜2限目

場所：

個人研究室（西館2F）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス：前期の振り返りと今後の授業計画、および論
文の書き方
前期における学習内容の振り返り、ゼミにおけるこれからの授業
計画、および論文の書き方についての説明を行う。

収益と費用の意義、および収益と費用の分
類について調べる。

4時間

第2回

収益と費用

リース会計の意義、およびリース取引の分
類について調べる。

4時間

減損会計の意義、減損処理の対象となる資
産および減損の兆候について調べる。

4時間

退職給付の意義、および退職給付会計におけ
る構成要素について調べる。

4時間

金融商品の意義、および金融商品の認識につ
いて調べる。

4時間

企業結合の意義、および企業結合の会計処
理について調べる。

4時間

第2回から第7回で学習したこと
を振り返り、個別研究のテーマを考える。

4時間

個別研究のテーマ設定とそれに関連する文献
調査を行った結果をパワーポイントにまと
め、発表の準備をする。

4時間

発表から得られたコメントを基にして、研究
内容の構成を考え直す。

4時間

収集を行った文献およびデータから、これら
の情報をどの章や節で取り扱うのかを考え
る。

4時間

これまでの研究内容を小論文にまとめ、完
成させるとともに、発表の際に伝えるべき内
容について考える。

4時間

繰り返し発表を練習し、質疑応答に対して
も十分な準備をしておく。

4時間

発表によるコメントを受け、小論文におい
て改訂を行うべき箇所を考える。

4時間

これまで研究してきたことを振り返り、次年
度の研究内容および研究計画を考える。

4時間

収益と費用の意義、収益と費用の分類、および収益と費用の認
識と測定について学習する。
第3回

リース会計
リース会計の意義、リース取引の分類、ファイナンス・リース取
引の会計処理、およびオペレーティング・リースの会計処理につ
いて学習する。

第4回

減損会計
減損会計の意義、減損処理の対象となる資産、減損の兆候と減損
損失の認識、減損損失の測定等について学習する。

第5回

退職給付会計
退職給付の意義、退職給付債務と退職給付に係る負債、および退
職給付費用の算定について学習する。

第6回

金融商品会計
金融商品の意義、金融資産および金融負債の発生および消滅の認
識、金融資産および金融負債の貸借対照表額等について学習す
る。

第7回

企業結合会計
企業結合の意義、企業結合の会計処理、取得の会計処理、株式交
換および株式転換の処理、および共同支配企業の形成と共通支配
下の取引等の会計処理について学習する。

第8回

文献調査と個別研究（1）研究テーマの設定
個別に財務会計において興味のあるテーマを設定し、文献調
査を行う。

第9回

文献調査と個別研究（2）研究テーマの発表
各自興味のあるテーマおよび第8回の授業で調査を行った内容に
ついて、発表を行う。

第10回

文献調査と個別研究（3）研究資料の収集
第8回の文献調査に加え、必要なデータ等の収集を行う。

第11回

文献調査と個別研究（4）研究内容のまとめ
テーマに沿って調査した内容を小論文にまとめる。

第12回

文献調査と個別研究（5）発表の準備
これまで行ってきた研究内容について、パワーポイントを作
成し、発表の準備をする。

第13回

文献調査と個別研究（6）研究内容の発表
これまで調査した研究内容について、発表を行う。

第14回

文献調査と個別研究（7）小論文の内容の改訂
第13回における研究内容の発表から得られたコメントを基にし
て、内容の改訂を行う。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習４【経営】
山崎哲弘
3年

開講時期

後期

2

単位数

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
専門演習４では、人的資源管理論の諸管理を学ぶとともに、労政時報など人事系専門紙などから具体的な企業の人事施策例を調査し、今後企
業における人材育成施策や人事評価などがどのように変化していくのか、また求められるのかを皆さんとともに探求していく。また３年次末よ
り本格化する就職活動を見据え、企業研究や業界研究も行います。
また、研究における批判的思考能力の向上を目指して、アカデミックディベートを実施する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

個人の研究テーマに関した専門的知識と研究
課題の調査、分析を行う

専門的知識と研究課題の調査、分析を行う

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

個人研究の調査・発表を行う

論文執筆や発表のスキルの修得し、きちん
と執筆・発表ができる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自らの研究の課題を発見する力を身に付ける

2 ．DP5.計画・立案力

研究課題の計画を立案する力を身に付ける

3 ．DP6.行動・実践

計画に基づき行動し、発表会などでプレゼン
テーションできる力を身に付ける

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題提出

： 与えられた課題に対して、論理的に論述できているかどうかを評価する。
50％

授業態度
30％
期末レポート
20％

： チームで取り組む課題については「主体的に取り組めているか」「他者と協調性を持って取り組め
ているか」の２点から評価する。また課題発表は報告の内容によって評価する。
： 「何を学んだかわかるものになっているか」、「学びのふりかえり
ができているか」を評価の基準とする。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
高橋伸夫（2004）『虚妄の成果主義』日経BP社。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜日１限
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場所：

西館２階研究室

備考・注意事項： 通常開講時間以外の実施を行います。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

これまでのふりかえりと今後の計画
前期の活動を踏まえた後期の研究活動に対する計画を考える

各自の学習分野についてレビューを行う

4時間

第2回

文献調査と論文指導①
研究の進め方をレクチャーする。レポートと論文の違いを確認す
る。

興味のある分野の文献を読み、まとめる

4時間

第3回

文献調査と論文指導②
各自の学習分野についてレビューした内容を発表する。

興味のある分野の文献を読み、まとめる

4時間

第4回

文献調査と論文指導③
前回発表したレビュー内容について、小論文の形式でまとめる。

興味のある分野の文献を読み、まとめる

4時間

第5回

文献調査と論文指導④
学習分野について、最終的に取り組んでいくテーマを決定する。

研究を行う分野の文献を読み、まとめる

4時間

第6回

文献調査と論文指導⑤
各自で取り組んでいる研究テーマの現状分析を行い、そのまとめ
た内容を発表する（一人５分程度）

研究を行う分野の文献を読み、まとめる

4時間

第7回

発表とディスカッション
前回発表した内容をもとに、ディスカッションを行う

研究を行う分野の文献を読み、まとめる

4時間

第8回

事例研究①
研究テーマに関する業界や企業などについて、グループによる調
査活動を行う。
初回は、チーム分けとテーマ決め、役割分担を決定する。

チームメンバーと協働で調査活動を行う

4時間

第9回

事例研究②
各メンバーが決まった役割分担をもとに資料収集を行う。

チームメンバーと協働で調査活動を行う

4時間

第10回

事例研究③
各メンバーが収集した資料について、必要性の有無など検
討し、取捨選択を行う。

チームメンバーと協働で調査活動を行う

4時間

第11回

事例研究④
企業の人事担当者による企業目線の採用動向などについての特別
講義を実施する。

チームメンバーと協働で調査活動を行う

4時間

第12回

事例研究⑤
特別講義の内容も踏まえ、事例研究報告の資料を作成する

チームメンバーと協働で調査活動を行う

4時間

第13回

事例研究⑥
最終発表用の事例研究報告資料を作成する

チームメンバーと協働で調査活動を行う

4時間

第14回

事例研究発表
グループによる事例研究報告を行う

次年度の研究スケジュールを作成する

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習４【スポーツ】
青野桃子
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
卒業研究に向けて、スポーツ文化に対する各自の問題関心を主体的に深めていくことを目指す。前期の専門演習３で学習したことをふまえ
て、先行研究や既存のデータを収集し、批判的に読み解く力を発展させる。また、ゼミ内での発表とディスカッションを繰り返しおこなうこと
で、他者に自身の研究を伝える方法、議論の展開の方法を実践的に学ぶ。最終的に、卒業研究だけでなく、批判的思考、論理的思考、議論す
る能力の向上も目指す。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

文献、先行研究を通して、基礎知識を習得す
る。

幅広い教養やスキルを身につける。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

専門的知識、研究手法を学ぶ。

専門的知識を獲得する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自ら研究課題を発見する。

2 ．DP5.計画・立案力

研究計画を立案する。

3 ．DP6.行動・実践

計画に基づいて、実際に研究を進める。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

論文・企画書の評価
30％
研究過程の評価

： テーマ選定が研究課題に対して適切であるかどうか、データや先行研究が参照できているかどうか
を評価する。
： 研究に取り組む姿勢、自主性、グループでの活動においては協調性を評価する。

30％
研究発表の評価

： 自身の研究について、論理的に、資料にもとづいて発表ができていることを評価する。
10％

ポートフォリオ（学びの記録）

： 学んだことについて理解ができているかどうかを評価する。
30％

使用教科書
特に指定しない
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参考文献等
授業のなかで適宜紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜2限

場所：

西館4階

研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス
ゼミの目的や進め方を確認する。研究倫理教育をおこなう。
前期の活動を振り返る。

前期のゼミ・議論の復習

4時間

第2回

研究内容について再考する
前期に取り組んできたことを復習し、後期の研究計画を再検討す
る。

後期の研究計画の再考

4時間

第3回

先行研究の再検討
再検討した研究計画を踏まえて、先行研究を収集する。

先行研究の収集

4時間

第4回

先行研究の報告1：先行研究で明らかになっていること
収集した先行研究についてまとめ、報告をおこなう。

自身の研究課題についての情報収集

4時間

第5回

先行研究の報告2：今後明らかにすべきこと
収集した先行研究についてまとめ、報告をおこなう。

研究課題に関する資料・データ収集

4時間

第6回

研究の進捗報告1：研究手法の確認
研究テーマおよび先行研究レビューの結果を報告し、議論を通し
て今後の課題を明らかにする。

研究課題に関する文献収集

4時間

第7回

研究の進捗報告2：研究スケジュールの設定
研究テーマおよび先行研究レビューの結果を報告し、議論を通し
て今後の課題を明らかにする。

研究課題に関する先行研究収集

4時間

第8回

４年生の卒業研究中間発表会の見学
４年生の卒業研究中間発表を聴講する。

発表会の内容理解

4時間

第9回

４年生の卒業研究発表の評価
４年生の卒業研究発表についてゼミでディスカッションし、評
価をおこなう。

４年生の卒業研究発表の内容の復習

4時間

第10回

卒業研究計画書発表会の準備（研究計画書の作成）
研究計画書発表会の準備として、現時点の研究計画書を作成す
る。

報告資料の作成・復習

4時間

第11回

卒業研究計画書発表会の準備（研究計画書の報告）
作成した計画書について、ゼミ内で報告・議論をおこなう。

議論の復習

4時間

第12回

卒業研究計画書発表会の準備（発表資料の作成）
計画書についての議論をもとに、発表資料の作成をおこなう。

報告資料の作成

4時間

第13回

卒業研究計画書発表会
卒業研究計画書について発表をおこない、現時点での研究の見
通しを明らかにする。

資料の作成、議論の復習

4時間

第14回

４年生卒業研究発表会の見学
４年生の卒業研究発表会を聴講する。

卒業研究についての再考

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習４【スポーツ】
岡田功
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

新聞記者として長年、国内外のスポーツビジネスの現場を取材。折に触れて日本のプロスポーツクラブに経
営のアドバイスを行ってきた（全14回）

授業概要
米メジャーリーグの経営を深掘りして学ぶとともに、他球団や他リーグまたは他のプロスポーツ競技との比較を通して、プロスポーツビジネ
スの仕組みと基礎になる考え方を徹底的に学びます。またゼミでは、毎回の授業で取り上げるトピックについて発表してもらうことに加え、毎
週のニュースの中から興味を持ったトピックや個人研究につながりそうなトピックをレポートにまとめ、順次発表してもらいます。４年生
時の卒業研究に向けた準備ともなります。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

プロスポーツビジネスに関する文献購読など
を通して基礎知識を習得します

確かな専門性を磨くための幅広い教養やスキ
ルを身に付ける

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

プロスポーツビジネスの専門的知識を習得す
るとともに、研究課題の調査・分析を行いま
す

専門的知識と職業理解を身につけている

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

論理的に考え、自らの研究課題を発見す
る力を身に付ける

2 ．DP5.計画・立案力

豊かな発想力によって、未知の課題にも創造
的に取り組み、研究課題の計画を立案す
る力を身に付ける

3 ．DP8.意思疎通

他者の意見をよく聴き、自己の意図を正
確に伝えることができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業テーマに関するゼミ内発表
60％
研究過程の評価
30％
ポートフォリオ（学びの記録）
10％

： 授業テーマに関するゼミ内発表において、内容の妥当性、論理的構成、発表技術、発表時間、質疑
応答の様子などを評価する
： 取り組む姿勢として、意思疎通、自発的行動、協調性（グループ研究のみ）、忠恕の心を持ったコ
メントなどを評価する
： 「何を学んだかわかるものになっているか」「学びのふりかえりができているか」を評価の基準と
する

使用教科書
指定する
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著者

タイトル

岡田功

・

メジャーリーグ
る」

出版社
なぜ「儲か

・ 集英社新書

出版年
・

2010 年

参考文献等
必要に応じ、授業内で指示します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授
業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜３限

場所：

研究室

備考・注意事項： 研究室にはオフィスアワーに関わらずどうぞ
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、専門演習４の意義について
専門演習4の計画と諸注意を伝える。また、前期の活動を踏まえ
て、後期の研究活動の取り組み方を考える。

専門演習4の計画と諸注意をよく理解する

4時間

第2回

副業収入

スポーツビジネスに関するニュースにアンテ
ナを張り、ゼミでの発表の準備をする。ま
た、授業で取り上げるトピックに関連し
て、他チーム、他リーグのデータを調べ、メ
ジャーリーグの戦略と比較する

4時間

スポーツビジネスに関するニュースにアンテ
ナを張り、ゼミでの発表の準備をする。ま
た、授業で取り上げるトピックに関連し
て、他チーム、他リーグのデータを調べ、メ
ジャーリーグの戦略と比較する

4時間

スポーツビジネスに関するニュースにアンテ
ナを張り、ゼミでの発表の準備をする。ま
た、授業で取り上げるトピックに関連し
て、他チーム、他リーグのデータを調べ、メ
ジャーリーグの戦略と比較する

4時間

スポーツビジネスに関するニュースにアンテ
ナを張り、ゼミでの発表の準備をする。ま
た、授業で取り上げるトピックに関連し
て、他チーム、他リーグのデータを調べ、メ
ジャーリーグの戦略と比較する

4時間

スポーツビジネスのさまざまな分野と基礎知
識を習得するため、文献購読を行う

4時間

スポーツビジネスのさまざまな分野と基礎知
識を習得するため、文献購読を行う

4時間

教科書で取り上げた米メジャーリーグの副業収入戦略と、自
身が調べた他球団、他リーグ、または他のプロスポーツ競技の副
業収入戦略とを比較・分析し、発表する。
第3回

新球場建設

教科書で取り上げた米メジャーリーグの相次ぐ新球場建設の実
態と、自身が調べた他球団、他リーグ、または他のプロスポー
ツ競技の同種のトピックとを比較・分析し、発表する。
第4回

ネット事業

教科書で取り上げた米メジャーリーグのネット事業と、自
身が調べた他球団、他リーグ、または他のプロスポーツ競
技のネット事業とを比較・分析し、発表する。
第5回

海外事業、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC)

教科書で取り上げたワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢ
Ｃ）を含めた米メジャーリーグの海外事業戦略と、自身が調べ
た他球団、他リーグ、または他のプロスポーツ競技の海外事業戦
略とを比較・分析し、発表する。
第6回

論文査読ゼミ内発表会①3人
スポーツビジネスのさまざまな分野と基礎知識を習得するた
め、各個人の卒業研究テーマに沿った文献購読を行う。

第7回

論文査読ゼミ内発表会②3人
スポーツビジネスのさまざまな分野と基礎知識を習得するた
め、各個人の卒業研究テーマに沿った文献購読を行う。

第8回

秋の中間発表（4年生卒論中間発表会）を聞く
4年生卒論中間発表会を聞く。

4年生卒論中間発表会を聞き、評価する

4時間

第9回

論文査読ゼミ内発表会③3～4人

スポーツビジネスのさまざまな分野と基礎知
識を習得するため、文献購読を行う

4時間

スポーツビジネスのさまざまな分野と基礎知
識を習得するため、文献購読を行う

4時間

期末発表会のために、資料・発表方法を検
討する

4時間

スポーツビジネスのさまざまな分野と基礎知識を習得するた
め、各個人の卒業研究テーマに沿った文献購読を行う。
第10回

論文査読ゼミ内発表会④3～4人
スポーツビジネスのさまざまな分野と基礎知識を習得するた
め、各個人の卒業研究テーマに沿った文献購読を行う。

第11回

卒論計画書の準備と発表資料まとめ
期末発表会に向けて、資料・発表方法を検討する。

第12回

卒論計画期末発表会（ゼミ内発表会）
ゼミ内で、卒論計画の期末発表会を行う。

後期期末発表会に向けて準備を行う

4時間

第13回

卒論計画の合同発表会
全ゼミ合同で、代表者による期末発表会を行う。

合同発表会を聞き、評価を行う

4時間

第14回

4年生卒論発表会の見学
4年生の卒論発表会の見学を行う。

4年生卒業研究発表会の見学を行い、評価する

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習４【スポーツ】
菅文彦
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
自らの卒業研究へとつながるように、スポーツマネジメントに関する研究を主体的に進めていきます。主なテーマは、スポーツ政策、スポー
ツを通じた地域活性化、地域スポーツクラブ経営です。先行研究についての精読・発表を通して自らの問題意識を深め、その問題意識を基づ
くディスカッションを通じて、自身の研究のリサーチ・クエスション（RQ）を発見します。 また、フィールドワーク実践も重視します。4年
時の卒業研究の論文作成と研究発表に向けて準備を行います。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

スポーツ政策やスポーツを通じた地域活性
化などの文献購読どを通して基礎知識を習
得します

幅広い教養やスキルを身に付ける

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

スポーツ政策ややスポーツを通じた地域活性
化の専門的知識と研究課題の調査、分
析を行う

専門的知識と研究課題の調査、分析を行う

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自らの研究の課題を発見する力を身に付ける

2 ．DP5.計画・立案力

研究の課題の計画を立案する力を身に付ける

3 ．DP6.行動・実践

研究の課題の計画を立案し、発表会など
を通じて実践していく力を身に付ける

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

試験：論文･企画書の評価
30％
研究過程の評価
30％
試験：研究発表の評価
10％

： 専門性としてテーマの妥当性 容の妥当性・論点の明確さ、テーマや設定課題に対して適切な内
容となっているか、データと先行研究の参照、主張や提案の根拠
： 取り組む姿勢として意思疎通、自発的行動、協調性(グループ研究のみ)、忠恕の心を持ったコメン
ト
： 専門性として内容の妥当性・オリジナリティ、データ・先行研究の参照 実践力として論理的構
成、資料の活用、発表技術、発表時間 協調性、質疑応答 忠恕として不適切な内容
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ポートフォリオ（学びの記録）
30％

： 「何を学んだかわかるものになっているか」、「学びの振返りが出来ているか」を評価の基準とす
る

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業の中で適宜紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日2限

場所：

担当教員の研究室

備考・注意事項： 質問などいつでも歓迎します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション
ゼミの目的や進め方について確認します。

第2回

先行研究の抽出・レビュー
各自の研究テーマに示唆を与える先行研究を選んでレ
ビューを行います。

検証資料と反証資料の両側面からのエビデン
ス収集に努めること。

4時間

検証資料と反証資料の両側面からのエビデン
ス収集に努めること。

4時間

第3回

卒業研究中間発表会の聴講
卒業研究中間発表会の聴講を通して、研究計画の立案・実施・分
析方法のプロセスを理解する。

計画発表内容に対するコメント・質問の提起

4時間

第4回

着眼点

検証資料と反証資料の両側面からのエビデン
ス収集に努めること。

4時間

反証資料の両側面からのエビデンス収
集に努めること。

4時間

フィードバック内容をもとに研究意義の文章
化する。

4時間

フィードバック内容をもとに研究意義の文
章を改良する。

4時間

中間発表を聴講し、自らの研究テーマの見
直し、補強を実施する。

4時間

自らの研究テーマの見直し、補強を実施す
る。

4時間

検証資料と反証資料の両側面からのエビデン
ス収集に努めること。

4時間

～何が明らかで、何を明らかにすべきか～

先行研究をふまえて、各自の研究テーマ・領域でまだ明らかに
なっていないことは何かを追究します。
第5回

研究テーマ・目的の設定
各自の研究テーマ・目的の設定を試みます。

第6回

研究の個人的意義・学術的意義・社会的意義
設定した研究テーマ・目的が如何なる意義（個人的・学術的・社
会的）を持っているのか考えてみます。

第7回

研究意義フィードバック
文章化した研究意義の内容についてフィードバックを行います。

第8回

後期卒業研究中間発表
卒業研究中間発表を聴講します。

第9回

後期中間発表の振り返り
後期卒業研究中間発表の振り返りを行います。

第10回

研究計画書の作成
各自のテーマ・目的に沿った研究計画書の作成を進めます。

第11回

研究計画書フィードバック
研究計画書の内容についてフィードバックを行います。

研究計画書をいったん仕上げる。

4時間

第12回

研究計画書の完成

ゼミの他メンバーの計画書を自身のものを比
較すること。

4時間

期末発表で得たコメントやフィードバックを
もとに卒業研究計画書を改良する。

4時間

4年生卒業研究発表会の聴講をふまえて自
身の研究計画を見直す。

4時間

フィードバックをもとに記述形式や内容、ロジックの確認をもと
に計画書を完成させます。
第13回

後期期末発表会
後期期末発表を行います。

第14回

4年生卒業研究発表会の聴講
4年生卒業研究発表会を聴講します。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習４【スポーツ】
藤森梓
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
専門演習では、２年間を通して卒業論文を作成します。なお、本格的に卒業研究をスタートさせるのは４回生になってからですが、３回生の専
門演習ではその準備を行います。専門演習４では、卒業研究の方向性を定め、関連する分野の知識を深めていきます。また、学外授業など
も取り入れながら、実践的な課題探求・解決能力のトレーニングも行います。具体的な専門演習のテーマについては、受講生の意向を尊重しつ
つ、担当者と相談の上で決定します。なお、担当者の専門領域は、「経済一般・グローバルビジネス・国際問題」となります。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

自身の研究分野に関連した幅広い教養と知
識の習得

卒業研究のバックグラウンドの知識として役
立てる

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

研究を遂行する技術・能力の習得

卒業研究の自分自身で進めることができる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

研究の課題発見

2 ．DP5.計画・立案力

研究課題の計画の立案を行う

3 ．DP6.行動・実践

発表などの実践力を身に付ける

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ評価を「不可」とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

レポート（研究プロポーサル）の評価
50％
ポートフォリオ（学びの記録）
30％
研究発表の評価
20％

： 専門性としてテーマの妥当性、内容の妥当性・論点の明確さ、データと先行研究の参照、独自
性・社会的意義 実践力として論理的構成、文章の体裁、表現の推敲、研究の完遂 忠恕として適
切な内容
： 「何を学んだかわかるもになっているか」、「学びのふりかえりができているか」を評価の基準と
する
： 専門性として内容の妥当性・オリジナリティ、データ・先行研究の参照 実践力として論理的構
成、資料の活用、発表技術、発表時間 協調性、質疑応答 忠恕として適切な内容

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
研究分野に関連する文献を多数、紹介します。
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履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日3限

場所：

研究室（西館2階）

備考・注意事項： 随時、研究や学生生活を含め、幅広く相談に乗ります。オフィスアワー以外も気軽に研究室にお越しください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション：専門演習４の意義につて
専門演習４のガイダンスを行い、後期の研究スケジュールについ
て説明します。

3回生後期の研究スケジュールを考える

4時間

第2回

「卒業研究」の意義について考える
前期の内容を復習しながら、卒業研究の目的について考えます。

卒業研究の概要を理解する

4時間

第3回

4回生の中間発表会の見学

4回生の卒業研究を評価しながら、自分自
身の研究計画について考える

4時間

4回生の中間発表会を見学し、自らの卒業研究との関連性につい
て考えます。
第4回

Literature Reviewの作成①～先行研究の整理～
これまで収集した先行研究に関する情報を整理します。

先行研究を熟読する

4時間

第5回

Literature Reviewの作成②～先行研究を評価する～
具体的なLiterature Reviewの作成方法を学びます。

Literature Reviewを作成する

4時間

第6回

仮説の設定①～仮説の立て方を学ぶ～
自らの研究テーマに対して、どのように仮説を立てればいいの
か、その方法について学びます。

仮説の立て方について理解を深める

4時間

第7回

仮説の設定②～先行研究の熟読～
先行研究の熟読を通して、自分自身の問題意識を明確化します。

先行研究を読んで、仮説の立て方を学ぶ

4時間

第8回

仮説の設定③～具体的な仮説を考える～
これまでの調査・研究で得た知識をもとに、各自の卒業論文の仮
説を設定します。

自らの卒論の中での仮説を考える

4時間

第9回

研究計画の立案①～調査・研究手法を考える～
先行研究などを参考に、各自の調査・研究手法について考えま
す。

様々な研究手法を理解する

4時間

第10回

研究計画の立案②～調査・研究計画の検討～
各自の調査・研究の具体的な進め方について考えます。

詳細な研究計画書を作成する

4時間

第11回

研究計画の立案③～研究計画書の評価～
ゼミ内で研究計画を発表し、意見交換を行います。

コメントを踏まえて研究計画書を改訂する

4時間

第12回

期末発表会の準備～発表資料の作成・検討～
期末発表のために、資料・発表方法を検討します。また、ゼ
ミ内で各自の研究計画を発表し、その内容について議論します。

期末発表会の資料を作成する

4時間

第13回

期末発表会

期末発表を振り返り、自身の研究計画を再検
討する

4時間

4回生の卒業研究を評価しながら、自分自
身の研究計画について考える

4時間

期末発表を行い、自らの研究計画の方向性・問題点について検
証します。
第14回

卒論公聴会の見学
4回生の卒論公聴会を見学し、自らの卒業研究との関連性につい
て考えます。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

専門演習４【スポーツ】
植田真司
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

該当する
商品開発、新規事業企画、ブランド戦略展開（全14回）

実務経験の概要

授業概要
この研究室では、スポーツ用品の企画はもとより社会問題をスポーツで解決することをテーマに、商品企画やスポーツの活用について学びま
す。
また、実践的にスポーツ業界企業（mizuno、asics、adidas、nikeなど）や先進的な企業（TDL、Coca-Cola、McDonald'sなど）の具体的な成功事
例を通して、企画開発等について学びます。
さらに、自ら企画書が作成できるように、アイデアの出し方から、調査の仕方、企画書の書き方、プレゼンテーションの方法まで学びます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

商品企画の文献購読などを通して基礎知
識を習得します

幅広い教養やスキルを身に付ける

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

商品企画の専門的知識と研究課題の調査、分
析を行う

専門的知識と研究課題の調査、分析を行う

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自らの研究の課題を発見する力を身に付ける

2 ．DP5.計画・立案力

研究の課題の計画を立案する力を身に付ける

3 ．DP6.行動・実践

研究の課題の計画を立案し、発表会などで実
践していく力を身に付ける

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

試験（論文・企画書）

30％
研究過程の評価
30％
研究発表の評価

10％

： 専門性としてテーマの妥当性
研究テーマは学部・学科・コースの専門性と適合的か、
内容の妥当性・論点の明確さ、テーマや設定課題に対して適切な内容となっているか、
データと先行研究の参照など
： 取り組む姿勢として
意思疎通、自発的行動、協調性（グループ研究のみ）、忠恕の心を持ったコメントなど
： 専門性として
内容の妥当性・オリジナリティ、データ・先行研究の参照
実践力として
論理的構成、資料の活用、発表技術、発表時間、質疑応答まど
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学びの記録

： 何を学んだかわかるものになっているか。学びのふりかえりができているか。
30％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業内で指示します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜日

5限

場所：

研究室

西館3F

備考・注意事項： 研究室にはオフィスアワーに関わらずどうぞ。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション：専門演習4の意義について
専門演習4の計画と諸注意を伝える。また、前期の活動を踏まえ
て、後期の研究活動の取り組み方を考える。

専門演習4の計画と諸注意をよく理解する。

4時間

第2回

商品企画の基礎知識の習得

商品企画のさまざまな分野と基礎知識を習
得するため、文献購読または調査を行う。

4時間

（市場調査、ターゲット）

商品企画のさまざまな分野と基礎知識を習得するため、文献購
読を行う。
第3回

中間発表会の聴講
4年生の卒業研究中間発表の聴講

中間発表を評価する

4時間

第4回

商品企画の基礎知識の習得

商品企画のさまざまな分野と基礎知識を習
得するため、文献購読または調査を行う

4時間

商品企画のさまざまな分野と基礎知識を習
得するため、文献購読を行う。

4時間

商品企画のさまざまな分野と基礎知識を習
得するため、文献購読または調査を行う

4時間

商品企画のさまざまな分野と基礎知識を習
得するため、文献購読または調査を行う

4時間

商品企画のさまざまな分野と基礎知識を習
得するため、文献購読または調査を行う

4時間

（製品企画手順）

商品企画のさまざまな分野と基礎知識を習得するため、文献購
読を行う。
第5回

商品企画の基礎知識の習得

（PRODUCT）

商品企画のさまざまな分野と基礎知識を習得するため、文献購
読を行う。
第6回

商品企画の基礎知識の習得

（PRICE）

商品企画のさまざまな分野と基礎知識を習得するため、文献購
読を行う。
第7回

商品企画の基礎知識の習得

（PROMOTION）

商品企画のさまざまな分野と基礎知識を習得するため、文献購
読を行う。
第8回

商品企画の基礎知識の習得

（PLACE）

商品企画のさまざまな分野と基礎知識を習得するため、文献購
読を行う。
第9回

ビジネスモデルの研究分析
さまざまなビジネスモデルについて検証し比較する。

ビジネスモデルの調査と作成

4時間

第10回

ビジネスモデルの作成
ビジネスモデルの作成とグループディスカッション

ビジネスモデルの作成

4時間

第11回

ゼミ内での発表会 前半
発表に対する意見交換

研究内容の見直し

4時間

第12回

ゼミ内での発表会 後半
発表に対する意見交換。

期末発表のために、資料・発表準備

4時間

第13回

後期期末発表会
期末発表を行う。

期末発表のために、資料・発表準備

4時間

第14回

4年生卒業研究発表会の聴講
前期期末発表を行う。

自らの研究内容を見直す

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習４【スポーツ】
古川拓也
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
創造性が高い卒業論文を執筆するためには、既存の研究で何がわかっているのか、わかっていないことは何かを明確にすることが大切です。専
門演習４では、自らの卒業研究へとつながるように、前半では専門演習３で身につけた先行研究の検討手法に基づいて先行研究を精読しま
す。後半では、各々の研究計画についてゼミ内でディスカッションしつつ研究の質を高めていきます。最終的に、卒業論文のみならず、批判的
思考や論理的思考、議論する能力、質疑応答の能力が高まることを目指します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

先行研究や文献などを通して基礎知識を習
得します

幅広い教養やスキルを身に付ける

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

専門的知識と研究課題の調査、分析を行う

専門的知識と研究課題の調査、分析手法を習
得する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自らの研究の課題を発見する力を身に付ける

2 ．DP5.計画・立案力

研究の課題の計画を立案する力を身に付ける

3 ．DP6.行動・実践

研究の課題の計画を立案し、発表会などで実
践していく力を身に付ける

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

論文・企画書の評価
30％
研究過程の評価
30％
研究発表の評価

10％

： 専門性としてテーマの妥当性
研究テーマは学部・学科・コースの専門性と適合的か、内
容の妥当性・論点の明確さ、テーマや設定課題に対して適切な内容となっているか、データと先行
研究の参照 主張や提案の根拠
： 取り組む姿勢として意思疎通、自発的行動、協調性（グループ研究のみ）、忠恕の心を持ったコメ
ント
： 専門性として内容の妥当性・オリジナリティ、データ・先行研究の参照
実践力としはて論理的構成、資料の活用、発表技術、発表時間
協調性、質疑応答
忠恕として不適切な内容
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ポートフォリオ（学びの記録）
15％
期末レポート

： 「何を学んだかわかるものになっているか」、「学びの振返りが出来ているか」を評価の基準とす
る
： 独自のルーブリックに基づき評価します。

15％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業内で指示します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日1・2限（9：00～12：00）

場所：

研究室

西館2階

備考・注意事項： 研究室にはオフィスアワーに関わらずどうぞ。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション：専門演習３の意義について
専門演習4の計画と諸注意を伝える。また、前期の活動を踏まえ
て、後期の研究活動の取り組み方を考える。

専門演習３の振返りをしておくこと

4時間

第2回

先行研究の検討－スポーツ実施・参加に関する研究－
課題の論文を提示します。概要の把握と研究に関するディスカッ
ションを中心に進めていきます。

課題論文を読んでくること

4時間

第3回

先行研究の検討－競技力向上政策に関連する研究－
課題の論文を提示します。概要の把握と研究に関するディスカッ
ションを中心に進めていきます。

課題論文を読んでくること

4時間

第4回

先行研究の検討－エリートアスリートに関する研究－
課題の論文を提示します。概要の把握と研究に関するディスカッ
ションを中心に進めていきます。

課題論文を読んでくること

4時間

第5回

先行研究の検討－競技団体に関する研究－
課題の論文を提示します。概要の把握と研究に関するディスカッ
ションを中心に進めていきます。

課題論文を読んでくること

4時間

第6回

先行研究の検討－スポーツ施設に関する研究－
課題の論文を提示します。概要の把握と研究に関するディスカッ
ションを中心に進めていきます。

課題論文を読んでくること

4時間

第7回

先行研究の検討－ユース・スポーツに関する研究－
課題の論文を提示します。概要の把握と研究に関するディスカッ
ションを中心に進めていきます。

課題論文を読んでくること

4時間

第8回

秋の中間発表会を聞く

自身の関心がある研究テーマを考えておくこ
と

4時間

自身の関心テーマについて、仮説を考えま
しょう。

4時間

自身の関心テーマについて、研究計画を作り
ましょう。

4時間

卒業研究の中間発表会を聴講し、自身の研究イメージを高めると
ともに、研究に対する批判的思考スキルを身につけましょう。
第9回

研究計画プレゼンテーション－テーマの設定－
研究計画のプレゼンテーションを行います。
先行研究の検討から仮説を考えましょう。

第10回

研究計画プレゼンテーション－研究計画の策定－
研究計画のプレゼンテーションを行います。
テーマ、目的、調査計画、予想される結果が一貫性を保っている
か、確認します。

第11回

研究計画プレゼンテーション－発表－
研究計画のプレゼンテーションを行います。
聞き手の人たちも傾聴し、積極的に質疑を行いましょう。

プレゼンテーションの準備をしてくること。

4時間

第12回

卒論計画発表準備

期末発表のために、資料の作成並びに発表練
習をしてくること

4時間

期末発表のために、資料の作成並びに発表練
習をしてくること

4時間

4年生卒業研究発表会の見学をしたうえで感
想・自身の研究に生かすことができること
を整理しておくこと

4時間

期末発表のために、資料・発表方法を検討します。
第13回

3年の卒論計画発表
自身の卒業研究発表会を行います。

第14回

4年生卒業研究発表会の見学
4年生卒業研究発表会の見学を行います。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習４【スポーツ】
田村匡
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

スポーツイベントやスポーツ施設、スポーツマネジメントに係る組織、資金、運営方法等について業務とし
て取り組んできた。（全１４回）

授業概要
自らの卒業研究へとつながるように、スポーツマネジメントに関する諸分野の研究を主体的に進めていきます。また、課題を主体的に探究する
うえで、先行研究についての精読・発表を通じて自らの問題意識を深めていきます。
田村研究室では、学外でのインターカレッジコンペティション等を通じて他流試合を行い、企画から調査、資料のまとめ、発表までを体験しま
す。
個人のテーマを探しながら、最終的には4年生に向けて卒業研究の論文作成と研究発表に向けて準備を行います。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

スポーツマネジメントの文献購読などを通し
て基礎知識を習得する。

幅広い教養やスキルを身に付ける

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

スポーツマネジメントの専門的知識と研究課
題の調査、分析を行う。

専門的知識と研究課題の調査、分析を行う

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自らの研究の課題を発見する力を身に付ける

2 ．DP5.計画・立案力

研究の課題を立案する力を身に付ける

3 ．DP6.行動・実践

研究の課題の計画を立案し、発表会などで実
践していく力を身に付ける

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ本学のガイドラインのとおりとする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

論文・企画書の評価
30％
研究過程の評価

： 専門性としてテーマの妥当性
研究テーマは学部・学科・コースの専門性と適合的か、内
容の妥当性・論点の明確さ、テーマや設定課題に対して適切な内容となっているか、データと先行
研究の参照、主張や提案の根拠
： 取り組む姿勢として意思疎通、自発的行動、協調性（グループ研究のみ）

20％
研究発表の評価
10％
ポートフォリオ（学びの記録）
20％
期末レポート

： 専門性として内容の妥当性・オリジナリティ、データ・先行研究の参照 実践力としはて論理的構
成、資料の活用、発表技術、発表時間 協調性、質疑応答
： 「何を学んだかわかるものになっているか」、「学びの振返りが出来ているか」を評価の基準とす
る
： 授業終了後のレポート
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20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業内で指示します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日2限目

場所：

個人研究室

備考・注意事項： メールにて質問してください。オフィスにこられる場合、予約ください。tamura-t@osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション：専門演習４の意義について
専門演習４の計画と諸注意を伝える。また、前期の活動を踏まえ
て、後期の研究活動の取り組み方を考える。

学外提案競技等について調べ、理解する

4時間

第2回

インターカレッジコンペティション等の学外提案競技会の説明

グループに分かれて、どのようなテーマ、内
容で発表を行うのか、検討する

4時間

グループに分かれて企画提案素案について検
討し、作成する。

4時間

インターカレッジコンペティション等の学外の提案競技会につい
ての説明と、それに参加するために心構え等を理解する。
まずは企画の骨子をどのようにするか、グループで考えていく。
第3回

企画提案の素案の作成
学外提案競技会に発表するための企画づくり。グループでのブレ
インストーミングや過去の事例等を学び、自分たちがどのよう
なテーマで企画を作成していくのか、討議する。

第4回

企画提案素案の相互議論
企画提案の素案をもとに相互議論し、内容を深める。何が問題
点で何が課題かを明確にする。

議論からの課題を考察し提案内容を深める。

4時間

第5回

企画提案素案のさらなる資料収集と調査
企画提案を検討、問題点、課題、解決方法について相互議論す
る。また資料収集やインターネット上の調査等を行う。場合によ
りアンケート調査を行う。

議論からの課題を考察し提案内容を深める。

4時間

第6回

資料や調査を元にした相互議論とまとめ

レポート作成。議論からの課題を考察し
て、自己のテーマを深める。

4時間

レポート作成。議論からの課題を考察し
て、自己のテーマを深める。

4時間

各自の視点から４年生の中間発表を評価す
る。

4時間

議論からの課題を考察して、企画内容を深め
る

4時間

議論からの課題を考察して、企画内容を深め
る

4時間

発表資料作成。議論からの課題を考察し
て、自グループの企画内容を深める。

4時間

資料や調査を元にして相互議論し、内容を深める。研究目的や研
究方法にいきつもどりつしながら提案内容をまとめていく。
第7回

素案から企画書案へ
具体的に提案内容を企画書へ固定化していく。最終的なプレゼン
テーションに向けて作業を行う。

第8回

後期中間発表会を聞く
４年生の行う中間発表会に出席、自分ごととして様々な視点か
ら発表を聴講する。

第9回

提案する企画内容の再検討
提案する企画内容を再検討し、内容を深化するとともに、プレゼ
ンテーションの準備を行う。

第10回

企画書作成とプレゼンテーション内容の練上げ
企画書を作成する。さらにプレゼンテーション内容を練り上げて
いく。

第11回

各グループの発表内容等の相互議論
自グループのテーマを順番に発表して、ゼミ内で批評と議
論を行う。それをもとに、発表内容を修正し、さらにブラッシュ
アップしていく。

第12回

インターカレッジコンペティション提案発表会準備
インターカレッジコンペティション提案発表会の準備を行う。

発表のために、資料準備・発表練習をする。

4時間

第13回

インターカレッジコンペティション発表会実施

発表に対するコメント等を参考にし、自
分の卒業研究に活用する

4時間

4年時の卒業研究に向けてのテーマの再検
討を行う。

4時間

インターカレッジコンペティションにて発表をする。他校や関係
社会人の眼前にてこれまで準備してきた内容を披露、質疑応
答に答える。
第14回

４年生卒業研究発表会の聴講
４年生の卒業研究発表会を聴講する。自分ごととして様々な視
点から発表を聴講する。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

専門演習４【スポーツ】
坂中勇亮
3年

開講時期

後期

単位数

２

演習

該当する
・スポーツ協会に勤務し、スポーツ行政に従事（全１４回）

実務経験の概要

授業概要
自身の卒業研究につながるように、スポーツマネジメントに関する諸分野の研究を主体的に進めていきます。また、課題を主体的に探究す
る中で、先行研究についての精読・発表を通じて自らの問題意識を深めます。 特に、担当教員の専門領域であるスポーツ行政を中心とした課
題について、各自の関心や問題意識より、４年生で作成する卒業論文に向けての準備を進めると共に、ゼミ内での議論や中間発表会を通じて研
究内容の充実を図っていきます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

各自の研究に関連する資料や先行研究の購
読を通じて、研究の基礎となる知識を習得す
る

各自の研究に関連する幅広い知識と教
養を身に付ける

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

各自の研究報告を通じて、研究を進める能
力やプレゼンする能力を習得する。

研究を遂行する能力や発表する能
力を身に付ける

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

研究課題の発見

2 ．DP5.計画・立案力

研究課題の計画の立案を行う

3 ．DP6.行動・実践

発表などの実践力を身に付ける

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

レポート（論文・企画書の評価）

30％
研究過程の評価
30％
試験（研究発表の評価）
10％
ポートフォリオ（学びの記録）
30％

： 専門性としてテーマの妥当性、内容の妥当性・論点の明確さ、データと先行研究の参照、独自
性・社会的意義
実践力として論理的構成、文章の体裁、表現の推敲、研究の完遂
忠恕として不適切な内容
： 取り組む姿勢として意思疎通、自発的行動、協調性（グループ研究のみ）忠恕の心を持ったコメン
ト
： 専門性として内容の妥当性・オリジナリティ、データ・先行研究の参照
実践力として論理的構成、資料の活用、発表技術、発表時間
忠恕として不適切な内容
： 「何を学んだかわかるものになっているか」、「学びのふりかえりができているか」を評価の基
準とする
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使用教科書
特に指定しない

参考文献等
必要に応じて、授業内で指示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日

場所：

研究室

13：00－15：00

備考・注意事項： 本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むこと
に加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

専門演習４のガイダンス及び研究倫理について
専門演習４の計画と諸注意を伝える。また、前期の活動を踏まえ
て、後期の研究活動の取り組み方を考える。

専門演習４の計画と諸注意から学期計画を立
案する

4時間

第2回

各自の研究内容について再検討する
前期に取り組んできた研究内容を評価し、研究の方向性を再検
討する。

これまでの研究内容及び進捗状況を確認する

4時間

第3回

先行研究の再検討
再検討した研究内容について、各自で先行研究を調べて内容をま
とめる。

研究に関連する先行研究の内容をまとめる

4時間

第4回

先行研究の報告（グループ１）
前回の授業でまとめた先行研究についてゼミ内で報告する

ゼミ内での報告内容を振り返る

4時間

第5回

先行研究の報告（グループ２）
前々回の授業でまとめた先行研究についてゼミ内で報告する

ゼミ内での報告内容を振り返る

4時間

第6回

研究の進捗状況の報告（グループ１）

ゼミ内での議論を通して、各自の研究内
容を再考する。

4時間

ゼミ内での議論を通して、各自の研究内
容を再考する。

4時間

中間発表会の内容を振り返り、各自の研究内
容を再考する。

4時間

各自の研究に関して、研究テーマ及び先行研究レビューの結
果を報告し、ゼミ内で議論する。
第7回

研究の進捗状況の報告（グループ２）
各自の研究に関して、研究テーマ及び先行研究レビューの結
果を報告し、ゼミ内で議論する。

第8回

４年生の卒業研究中間発表会の見学
４年生の卒業研究中間発表会を見学して、各自の研究につい
て考える。

第9回

卒論研究計画書発表会の準備（研究計画書の作成）
研究計画書発表会の準備として、現段階での研究計画書を作成す
る。

発表用資料の作成

4時間

第10回

卒論研究計画書発表会の準備（ゼミ内での報告）

ゼミメンバーや指導教員より指摘された事
項を修正する

4時間

研究計画書発表会の準備として、前回の授業で作成した研究計画
書についてゼミ内で報告する。
第11回

卒論研究計画書発表会の準備（発表会用資料の作成）
研究計画書発表会の準備として、発表用資料を作成する。

発表用資料を作成して完成させる

4時間

第12回

卒論研究計画書発表会の準備（ゼミ内での発表）

ゼミ内発表会での指摘事項や質問事項に対す
る対応を検討する

4時間

発表会を踏まえて、今後の研究計画を検討す
る。

4時間

卒業研究に向けてのテーマ及び内容につい
て、再度、検討を行う。

4時間

前回の授業で作成した発表会資料に基づきゼミ内で発表する。
第13回

卒論研究計画書発表会
卒論研究計画書発表会を行い、現段階での研究計画について発
表する。

第14回

４年生卒業研究発表会の見学
４年生卒業研究発表会の見学を行う
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習４【食】
伴みずほ
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
専門演習では、専門演習３での学びを踏まえ、興味をもった分野の先行研究・事例を調査し、自ら設定した研究課題を解決するため仮
説を立て、調査研究の過程を通してその解決策を提案します。研究倫理、文献検索の方法、フィールド調査の進め方など、専門知識やスキ
ルを習得しながら自ら主体的に卒業研究に取り組むことが求められます。食ビジネスの新たな価値創造を目指し、食の安全マネジメン
ト、食と健康、食の持続可能性を中心としたテーマに挑戦します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

研究倫理、文献検索の方法、フィールド調
査の進め方、専門知識やスキルを習得し、主
体的に卒業研究に取組む。

自ら設定した課題を解決するため仮
説を立て、最適な検証手段を立案し、解決
策を提案できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自ら課題を設定し、その真因を探ることがで
きる。

2 ．DP5.計画・立案力

仮説を検証するために必要な検証手段、計
画を立案できる。

3 ．DP6.行動・実践

自ら行動に対してPDCAサイクルを回しなが
ら実践できる。

4 ．DP7.完遂

困難な課題であっても最後まであきらめずに
やり遂げることができる。

5 ．DP10.忠恕の心

誠実で思いやりのある人、周囲から頼りにさ
れる人になることを目指す。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなす。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内のワーク
20％
ポートフォリオ（学びの記録）
20％
中間・期末発表
40％
試験（期末レポート）
20％

： 課題設定および仮説検証のプロセスが妥当、効果的であったかどうか、自主的な取り組み姿勢で
あったかどうかを評価します。
： 卒業研究に取り組み、何を学んだかわかるものになっているか、学びの振り返りができているか
を評価します。
： 発表内容が適切であり、自らの主張を伝えられたかどうか、相手の意図を理解して適切に応答でき
たかどうかを評価します。
： 指定された日時までに提出された期末レポート（研究計画、概要含む）について、独自の問い
に対して明確な答えを主張し、論証できているかを評価します。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
テーマ毎の進捗に応じて紹介します。
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履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
授業の順番や内容を変更する場合があります。
専門書や報文の輪読を行います。
各自でpptの資料準備を行っておいてください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日4時間目

場所：

研究室（西館2階）

備考・注意事項： 質問はメールでも応じます。ban-m@osaka-seikei.ac.jp（タイトルには氏名、学籍番号を記入のこと）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーションおよび卒業研究の進め方
卒業論文・要旨の執筆方法、研究計画書の作成、知的財産権（特
許・商標・意匠など）について学びます。

第2回

フィールド調査①（計画を立てる）
アンケート調査やヒアリング調査などの計画（5W1H）を立案しま
す。

第3回

フィールド調査②（調査票の作成）
インタビュー調査や市場調査などの調査票の作成を行います。
企業ではなく、ヒトを対象とした調査の場合は、事前に倫理審
査を受けます。

第4回

フィールド調査③（調査の実施）
インタビュー調査や市場調査などの調査票を配布し、記入を依
頼します。

第5回

フィールド調査④（調査票の回収・集約）
インタビュー調査や市場調査などの調査票を回収し、集約を行い
ます。

第6回

フィールド調査⑤（結果の解析）
前回集約したインタビュー調査や市場調査などの調査票を解
析、独自の視点から結果を考察します。

知的財産権に関する事例を調べておいてくだ
さい。

4時間

フィールド調査のための資料作成を行ってく
ださい。

4時間

フィールド調査のための資料作成を行ってく
ださい。

4時間

フィールド調査のための資料作成を行ってく
ださい。

4時間

フィールド調査結果の回収、集約を行ってく
ださい。

4時間

フィールド調査結果の分析を行ってくださ
い。

4時間

第7回

ゼミ内中間発表会の準備
これまで取り組んできた卒業研究の進捗状況を発表するためパ
ワーポイントと発表原稿を作成します。

各自で発表練習を行ってください。

4時間

第8回

ゼミ内中間発表会

各自で中間発表の振り返りを行ってくださ
い。

4時間

卒業研究の進捗状況をパワーポイントを用いて発表し、質疑応
答します。他の発表に対するコメントシートも記入します。
発表に使用したパワーポイントは提出してください。
第9回

研究計画書の作成①（社会的・学術的背景、目的）
卒業論文のタイトル・目的・背景を考え、先行研究・事例を踏ま
え研究計画書に記入します。

研究計画書を作成してください。

4時間

第10回

研究計画書の作成②（明らかにすること・企画する内容）
卒業論文で何を明らかにするのか、企画するのかを考え、研究計
画書を作成します。

研究計画書を作成してください。

4時間

第11回

研究計画書の作成③（予想される結果・意義）
卒業論文の想定される結果、その意義を考え、研究計画書を作
成します。

次週までに研究計画書を提出してください。

4時間

第12回

期末発表会の準備
これまで取り組んできた研究成果を発表するためパワーポイン
トと発表原稿を作成します。

各自で発表練習を行ってください。

4時間

第13回

コース期末発表会（前半）

各自で期末発表の振り返りを行ってくださ
い。

4時間

各自で期末発表の振り返りを行ってくださ
い。試験（期末レポート）は指定された日
時までに提出してください。また、後
期で学んだことを踏まえ、各自で春休みの計
画を立ててください。

4時間

卒業研究の進捗状況をパワーポイントを用いて発表し、質疑応
答します。他の発表に対するコメントシートも記入します。
発表に使用したパワーポイントは提出してください。
第14回

コース期末発表会（後半）

卒業研究の進捗状況をパワーポイントを用いて発表し、質疑応
答します。他の発表に対するコメントシートも記入します。
発表に使用したパワーポイントは提出してください。
授業の最後に試験（期末レポート）の課題を提示します。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習４【食】
髙畑能久
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

大手総合食品メーカーの中央研究所で研究・商品開発および新規事業を経験。その後、グループ経営本部 経
営企画部にて事業戦略の立案および投融資などを担当。（全14回）

授業概要
この授業では、専門演習３での学びを踏まえ、興味をもった分野の先行研究・事例を調査し、自ら設定した研究課題を探究するため仮
説を立て、多くの選択肢の中から最適な検証手段を選択し、調査研究の過程を通して、その解決策を探究します。研究倫理、文献検索の方
法、実地調査の進め方、専門知識やスキルを修得しながら、自ら主体的に卒業研究に取り組むことが求められます。食ビジネスの新たな価値創
造と更なるスキルアップを目指し、食の安全マネジメント、食品開発、食の持続可能性を中心とした研究領域に挑戦します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

研究倫理、文献検索の方法、実地調
査の進め方、専門知識やスキルを修得し、主
体的に卒業研究に取り組む。

自ら設定した研究課題を解決するため仮
説を立て、最適な検証手段を選択し、解決
策を探究する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自ら研究課題を設定し、その真因を探ること
ができる。

2 ．DP5.計画・立案力

仮説を検証するため、最適な検証手段やアク
ションプランを立案できる。

3 ．DP6.行動・実践

主体的に行動し、PDCAサイクルを回しなが
ら実践できる。

4 ．DP7.完遂

困難な課題であっても最後まであきらめずに
やり遂げることができる。

5 ．DP10.忠恕の心

誠実で思いやりのある人、周囲から頼りにさ
れる人になることを目指す。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなされます。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内のワーク
20％
ポートフォリオ（学びの記録）
20％
中間・期末発表
40％
試験（期末レポート）
20％

： 課題設定および仮説検証のプロセスが妥当かつ効果的であったか、主体的な取り組み姿勢であった
かどうかを評価します。
： 卒業研究を通して何を学んだのか分かるものになっているか、学びの振り返りができているかを評
価します。
： 発表内容（専門性・実践力）が適切であり、自らの主張を伝えられたかどうか、相手の意図を理
解して適切に応答できたかどうかを評価します。
： 指定された日時までに提出された期末レポート（研究計画、概要含む）について、問いに対して明
確に主張し、エビデンスを示して論述できているかを評価します。

使用教科書
特に指定しない
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参考文献等
戸田山和久（2017年）『新版 論文の教室-レポートから卒論まで-』NHK出版。
その他、テーマ毎に必要に応じて紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
※各自のテーマ毎の進捗状況に合わせ、授業の順番や内容を一部変更する場合がある。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜２限

場所：

髙畑研究室（西館２階）

備考・注意事項： 授業の前後以外で質問したい場合は、メールにて受け付けます（takahata@osaka-seikei.ac.jp）。件名には必ず、所属・学
籍番号・氏名を明記してください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

卒業研究の進め方
卒業論文の構成や研究計画書の作成、知的財産権（特許・商
標・意匠など）について学びます。

知的財産権に関する事例を調べておいてくだ
さい。

4時間

第2回

実地調査①（計画を立てる）
アンケート調査やインタビュー調査などの具体的な調査計
画（5W1H）を検討します。

各自で調査計画の作成を行ってください。

4時間

第3回

実地調査②（調査票の作成）

各自で実地調査のため調査票を作成を行って
ください。

4時間

各自でフィールド調査のため調査票を作
成を行ってください。

4時間

各自で実地調査結果の回収、集計を行ってく
ださい。

4時間

各自で実地調査結果の解析、考察を行ってく
ださい。

4時間

アンケート調査やインタビュー調査などの調査票を作成しま
す。企業（法人）ではなく、個人を対象とした調査の場合は、事
前に倫理審査を受ける必要があります。
第4回

実地調査③（調査の実施）
アンケート調査やインタビュー調査などの調査票を配布し、記
入を依頼します。

第5回

実地調査④（調査票の回収・集計）
アンケート調査やインタビュー調査などの調査票を回収し、集
計を行います。

第6回

実地調査⑤（結果および考察）
前回集計したアンケート調査やヒアリング調査などの調査結
果を解析し、独自の視点から結果を考察します。

第7回

ゼミ内中間発表会の準備
これまで取り組んできた卒業研究の進捗状況を発表するため発表
用パワーポイントと発表原稿を作成します。

各自で発表練習を行ってください。

4時間

第8回

ゼミ内中間発表会

各自で中間発表の振り返りを行ってくださ
い。

4時間

卒業研究の進捗状況をパワーポイントを用いて発表し、質疑応
答します。他のゼミ生の発表に対するコメントを記入します。発
表用パワーポイントは事前に提出してください。
第9回

研究計画書の作成①（社会的・学術的背景、目的）
卒業論文のタイトル・目的・背景を考え、先行研究・事例を踏ま
え研究計画書を作成します。

各自で研究計画書を作成してください。

4時間

第10回

研究計画書の作成②（明らかにすること、企画すること）
卒業論文で何を明らかにするのか、何を企画するのかを考え、研
究計画書を作成します。

各自で研究計画書を作成してください。

4時間

第11回

研究計画書の作成③（予想される結果、意義）
卒業論文の想定される結果と意義を考え、研究計画書を作成しま
す。

次週までに研究計画書を提出してください。

4時間

第12回

期末発表会の準備
これまで取り組んできた研究成果を発表するため発表用パワーポ
イントと発表原稿を作成します。

各自で発表練習を行ってください。

4時間

第13回

期末発表会（前半）

各自で期末発表の振り返りを行ってくださ
い。

4時間

各自で期末発表の振り返りを行ってくださ
い。試験（期末レポート）は指定された日
時までに提出してください。また、後
期で学んだことを踏まえ、各自で春休みの計
画を立ててください。

4時間

卒業研究の進捗状況をパワーポイントを用いて発表し、質疑応
答します。他のゼミ生の発表に対するコメントを記入します。発
表用パワーポイントは事前に提出してください。
第14回

期末発表会（後半）

卒業研究の進捗状況をパワーポイントを用いて発表し、質疑応
答します。他のゼミ生の発表に対するコメントを記入します。発
表用パワーポイントは事前に提出してください。
授業の最後に試験（期末レポート）の課題を提示します。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習４【公共】
大島博文
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

政令市で都市計画・防災・交通・総合計画・統計等の新規施策立案・計画策定・経営業務を経験。公益財団法
人であるシンクタンクで地域に関するまちづくり・福祉・環境・防災・災害復興等の政策立案・コンサルティ
ング業務、研修等の人材育成業務を担当。（全14回）

授業概要
本授業は、卒業論文のテーマ選択に資する知識、スキルを学ぶための個人研究をベースとした学習を行う。選択した研究テーマに関する専門
書を指定し、内容を調べ発表することで、専門分野の知識を理解する。また、自治体と連携して選択テーマに関する調査を実施する。具体的に
は自ら自治体と交渉して連携自治体を設定し、地域課題を解決するための政策を立案したうえで、自治体に中間提案する。自治体から得た評
価・コメントに基づき提案内容を再検討し、再提案を行う。繰り返し提案を行うことで、政策立案等のスキルの向上を図る。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

行政等における情報収集、資料作成、プレゼ
ン、業務実践のための知識・技能を理解す
る。

行政等における情報収集、資料作成、プレゼ
ン、業務実践のための知識・技能を自分なり
の視点で説明することができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

行政等における情報収集、資料作成、プレゼ
ン、業務実践のための知識・技能を修得す
る。

行政等における情報収集、資料作成、プレゼ
ン、業務実践のための知識・技能を修
得し、実践することができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

解決が必要な課題を発見できる。

2 ．DP5.計画・立案力

課題解決のための政策を立案できる。

3 ．DP6.行動・実践

立案した政策を実践できる。

学外連携学修
有り

(連携先：自治体)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末レポート

： 情報収集、自己表現の観点から評価する。
40％

授業への貢献

： 授業内での発表、取り組む姿勢の観点から評価する。
30％

ポートフォリオ（学びの記録）
30％

： 自らが記述するポートフォリオにおいて学修成果が適切に表現され、効果がみられるかという観
点から評価する。

使用教科書
特に指定しない
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参考文献等
授業内で適宜指示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加えその回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日５時間目

場所：

西館3階37研究室

備考・注意事項： 連絡を取りたい場合はメールでも可（oshima@osaka-seikei.ac.jp)
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第１回

ガイダンス、専門演習と卒業研究に関する理解
授業計画の説明と大学での研究活動に関する基本の理解。

参考書等による大学での研究活動に関する復
習により理解を深める。

4時間

第２回

事例研究を行うテーマの選定
事例研究を行うテーマを検討し選択する。選択したテーマについ
て連携できる自治体を検討する。

参考書等により事例研究テーマを検討する。

4時間

第3回

専門書要約の発表
選択したテーマに基づく専門書の内容の要約について発表す
る。また発表内容についてディベートを行う。

専門書の要約を発表できるよう準備する。

4時間

第4回

専門書要約の整理・分析

専門書の要約を整理・分析できるよう準備す
る。

4時間

連携自治体、事例を検討できるよう準備す
る。

4時間

連携自治体にヒアリングできるよう準備す
る。

4時間

発表した専門書要約の内容についてディベート等で得た示唆
等に基づき整理・分析を行う。
第5回

連携自治体、事例の検討
研究テーマに基づき連携する自治体、事例の検討を行い発表す
る。

第6回

連携自治体へのヒアリング、事例調査の実施
連携自治体に対して、選定した事例に関してヒアリン
グを行う。ヒアリング内容を発表する。

第7回

政策提案の検討
ヒアリング等で明確となった地域課題解決に向けた政策につい
て検討し、発表する。

ヒアリング内容を整理・分析しておく。

4時間

第8回

政策内容の中間提案
地域課題解決に向けた政策について、連携自治体に対して中間
的に提案し、評価・コメントを受ける。

中間提案できるよう政策提案の準備をする。

4時間

第9回

政策提案の再検討

政策提案の再検討ができるよう連携自治
体の評価・コメントを整理・分析する。

4時間

政策提案に対する連携自治体の評価・コメントを参考にして、政
策提案の再検討を行い、発表する。
第10回

最終提案内容の発表
地域課題解決に向けた最終提案を発表し、ディベート等を行う。

最終提案の内容を発表できるよう準備する。

4時間

第11回

最終提案内容の再検討
地域課題解決に向けた再検討内容を発表し、ディベー
ト等を行う。

最終提案を再検討する。

4時間

第12回

連携自治体に対する最終提案
地域課題解決に向けた政策について、連携自治体に対して最終提
案し、評価・コメントを受ける。

政策の最終提案ができるよう準備する。

4時間

第13回

最終提案に関する報告、評価・分析
連携自治体に対して行った最終提案について報告を行い、評
価・分析を受ける。

最終提案関する報告をまとめる。

4時間

第14回

まとめとふり返り

今後の学修に結びつけられるよう、学んだこ
と全体についてしっかり復習する。

4時間

これまでの学習内容を整理し理解を深めるとともに、今後学修す
べき点等について考える。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習４【公共】
大塚康央
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

茨木市において、企画、都市計画、まちづくり計画、住民参加などを経験したのち、副市長として政策立
案、実施、評価全般を担当。（全14回）

授業概要
専門演習4では、関心のある分野を対象に、先行研究や事例調査を行い当該分野に関する知識を身につけ卒業論文執筆に必要な能力を習得す
る。対象とする分野と問題の選定、仮説を立て、文献の収集、精読、事例調査、仮説の検証や課題の分析等の研究過程を通じて、必要な知
識と研究を進める能力を身につける。
また、同様の分野での研究を進めるメンバーと協力して調査研究と論文・レポートを作成することで、一層の知識・能力を習得する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

文献読解や事例調査を通じて、研究活動に必
要な知識・能力を修得する。

仮説の設定や検証の方法を身につけ、設定し
た研究課題に取り組むスキルを獲得する。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

公共哲学、法・社会制度を十分理解したうえ
で、公共分野における課題解決案を提案でき
る。

公共的問題の原因を明らかにすること、現
在のシステム、法制度を知ったうえで、課題
解決に必要な制度などを考えるスキルを獲
得する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

問題意識と課題を発見する力を身につけ、仮
説を立てることができる。

2 ．DP5.計画・立案力

仮説を検証するために必要な検証作業を行う
ことができる。

3 ．DP9.役割理解・連携行動

チームでの課題設定と分析を効率的に行うこ
とで、果たす役割を理解し協働の取り組みが
できる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
ゼミへの参加、取り組み姿勢や貢献（質疑への参加など）、設定した課題の調査分析内容、レポート・論文の内容により評価する。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

個人研究レポート
40％
チーム活動成果と貢献

： 設定した研究課題について、資料・文献の収集・理解や仮説の検証、文章の体裁などの点から評
価する
： チームによる課題分析における役割と貢献度、チーム成果の内容の妥当性を評価する。

20％
ポートフォリオ（学びの記録）
20％
ゼミへの参加・貢献
20％

： 学びの内容や取り組み姿勢、修得した知識・能力、修得が必要なスキルなどについて自己分析がで
きているかを評価する。
： メンバーの研究に対する質問や意見の表明など、ゼミ全体での学びを高めるための行動を評価す
る。

使用教科書
特に指定しない
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参考文献等
研究課題の内容に基づき、適宜、紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、設定した研究課題に主体的に取り組むことが基本となる。指摘された事項については振り返り、調
査研究を深める姿勢で臨むことが必須である。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月4限

場所：

西館4階研究室

備考・注意事項： あらかじめ、メール等で予定を確認すれば対応できます。また、簡易な事項についてはメール等で対応することも」可能で
す。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

専門演習4の進め方
専門演習4の進め方と注意事項の説明
各自の目標（専門演習4での学びで身につけたい知識と能力、そ
のために取り組む事項）の設定
研究課題選定の指示

第2回

研究課題と仮説の確認
選定した課題と仮説について報告し、質疑、意見交換を行う。
必要に応じて、研究課題の見直しについて検討する。
先行研究の調査を行う。
ゼミ内での報告のグループ分けを行う。

第3回

先行研究・文献調査2（グループ1）
グループ1（前半発表担当）のメンバーから先行研究・文献調
査で把握した内容を報告し、ゼミ内で仮説の妥当性について意見
交換し、考察する。

第4回

先行研究・文献調査2（グループ2）
グループ2（後半発表担当）のメンバーから先行研究・文献調
査で把握した内容を報告し、ゼミ内で仮説の妥当性について意見
交換し、考察する。

第5回

研究の進捗状況報告1
グループ1（前半発表担当）のメンバーによる進捗状況の報
告を行う。
ゼミ内での意見交換により、内容の充実を図る。

第6回

研究の進捗状況報告2
グループ2（後半発表担当）のメンバーによる進捗状況の報
告を行う。
ゼミ内での意見交換により、内容の充実を図る。

第7回

個人研究成果報告1
グループ1（前半発表担当）のメンバーによる個人研究成果の報
告
質疑応答により研究の評価を行う。

第8回

個人研究成果報告2
グループ2（後半発表担当）のメンバーによる個人研究成果の報
告
質疑応答により研究の評価を行う。

第9回

チーム研究1（チーム分けと課題設定）
研究したいテーマを報告し、同種のテーマごとにチームを編成す
る。
チームで意見交換を行い、仮説の設定、検証の方法の確認、チー
ムでの役割と情報共有の方法など、チーム活動に必要な事
項を定め確認する。

第10回

チーム活動進捗報告1

各チームから、調査研究活動を報告し、ゼミ全体で意見交
換を行う。
第11回

チーム活動報告2
各チームから、調査研究活動を報告し、ゼミ全体で意見交
換を行う。
報告資料（スライド若しくは調査研究成果の概要まとめペー
パー）の作成を進める。

第12回

チーム活動成果報告
各チームから、調査研究成果を報告する。
ゼミ全体で質疑応答を行う。
卒業研究計画書の作成準備に取り組む。

401

研究対象とする分野及び問題を考え選定す
る。選定理由を明らかにし、仮説を立てる。

4時間

対象とする課題に関する先行研究の調査とま
とめを行う。

4時間

設定した仮説を検証するために必要な資
料の収集を行い、仮説の検証作業を進める。

4時間

設定した仮説を検証するために必要な資
料の収集を行い、仮説の検証作業を進める。

4時間

ゼミ内での意見交換を通じて、研究内容の充
実を図るための調査や資料の分析を進める。

4時間

ゼミ内での意見交換を通じて、研究内容の充
実を図るための調査や資料の分析を進める。

4時間

評価内容、指摘事項を振り返り、今後の研究
計画にどのように活かしていくかを整理す
る。

4時間

評価内容、指摘事項を振り返り、今後の研究
計画にどのように活かしていくかを整理す
る。

4時間

チーム活動で定まった役割を果たすための調
査、研究を進める。チームメンバーとの情報
共有と意見交換を重ねる。

4時間

チームでの調査研究活動をさらに進める。ゼ
ミで指摘された事項について考察し、調査研
究の方法や内容の充実を図る。チーム内で
の意思疎通に留意する。

4時間

チーム活動成果のまとめを、チームで連携し
て進める。報告準備を行う。

4時間

チーム活動の振り返りを行い、今後の研究活
動に活かす事項をまとめておく。卒業研究計
画をまとめる。

4時間

2798
第13回

卒業研究計画書の発表
卒業研究で取り組む課題についてそれぞれ報告し、ゼミ生から
の意見・質問を受け、今後の研究計画の見直し、検討を行う。

第14回

まとめと振り返り、今後の調査研究について
ゼミで学修し得た知識、情報や能力、さらに伸ばしたいスキルに
ついて自己分析を行い、今後の研究活動に活かしていくことを考
察しまとめる。
次年度の卒業研究について、進め方を確認する。
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アドバイスの内容な意見を踏まえて、研究計
画の充実を進める。

4時間

卒業研究に向けた研究計画書を再確認し、ど
のように進めていくかの詳細な計画をまとめ
る。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習４【公共】
山岡淳
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
専門演習４では、履修者が専門演習３で学んだ内容を発展させ、その課題解決のために現在行われている手法やデータの収集と現場でのヒアリ
ングに加え、引き続き論文や書籍からの情報の収集を行う。その際に必要となるを手法を身に付け、最終的には、専門演習3の内容と総
合し、6000文字程度のレポートとその内容を報告することを目標とする。
各講義は学生による報告を主体に行い、受講生は隔回での報告と、毎回の全報告に対するコメントまたは感想を求める。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

書籍や論文から情報を収集し、整理を行う。

テーマに関連する書籍を2冊以上および論
文3報以上を読み込み整理する。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

インタビュー調査を企画し実施する。

インタビュー調査を1回以上企画し実施す
る。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

テーマに関連する課題を発見する。

2 ．DP5.計画・立案力

インタビュー調査を計画する。

3 ．DP7.完遂

学んだ内容を報告会において報告を行う。

4 ．DP8.意思疎通

他の報告者への建設的なコメント・意
見を行う。

学外連携学修
有り

(連携先：受講者のテーマに応じた関連団体)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
報告回数が5回に満たない、報告会の欠席、レポートの未提出、いずれかに該当する者は単位の取得を認めない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

講義内の発表

： 講義内の発表の内容に応じて評価する
25％

他の報告へのコメント

： 講義内での他の報告へのコメントの内容に応じて評価する
20％

インタビュー調査の実施

： インタビュー調査の内容に応じて評価する
10％

報告会

： 報告会での報告の内容に応じて評価する
20％

期末レポート

： 期末レポート(6000文字程度)の内容に応じて評価する
25％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
参考文献は各受講生のテーマに応じて指示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
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本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組み、次回の報告に向けて準備をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
場所：
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

専門演習3での学びの復習報告(1)
専門演習３で学んだことを報告する。第3・4回で取り扱うデー
タの取得方法について学ぶ。

第3・4回での報告の準備、書籍・論文の選定

4時間

第2回

専門演習3での学びの復習報告(2)
専門演習３で学んだことを報告する。

第3・4回での報告の準備、書籍・論文の選定

4時間

第3回

テーマに応じたデータに関する報告(1)
テーマに関するデータを取得し報告する。第5・6回で取り扱う課
題の解決事例の収集方法について学ぶ。

第5・6回での報告の準備

4時間

第4回

テーマに応じたデータに関する報告(2)
テーマに関するデータを取得し報告する。

第5・6回での報告の準備

4時間

第5回

課題解決に向けた取り組みの報告(1)

ここまでの報告のまとめとインタ
ビュー先の選定

4時間

ここまでの報告のまとめとインタビュー先と
の日程調整

4時間

テーマに関して既に実施されている取り組みの事例について報
告する。第7回以降で実施するインタビュー先の選定方法に関し
て説明する。
第6回

課題解決に向けた取り組みの報告(2)
テーマに関して既に実施されている取り組みの事例について報
告する。

第7回

インタビュー調査の設計
インタビュー先を選定し、アポイントを行い、調査項目を設定す
る。

インタビュー先への持参資料の整理

4時間

第8回

インタビュー調査の実施
インタビュー調査を実施し、その結果をまとめる。

インタビュー調査の取りまとめ

4時間

第9回

論文・書籍に関する報告(1)
テーマに関する論文・書籍について整理し報告する。

第10・11回での報告の準備

4時間

第10回

論文・書籍に関する報告(2)
テーマに関する論文・書籍について整理し報告する。

第10・11回での報告の準備

4時間

第11回

インタビュー調査に関する報告(1)
インタビュー調査の内容を取りまとめ、報告する。

報告会に向けた報告資料の整理

4時間

第12回

インタビュー調査に関する報告(2)
インタビュー調査の内容を取りまとめ、報告する。

報告会に向けた報告資料の整理

4時間

第13回

報告資料の作成
報告会に向けた発表資料を作成する。

報告会のための発表練習

4時間

第14回

報告会

報告会内でのコメントをもとに専門演習５ま
でに必要な学習内容を整理する

4時間

泉温演習４での学びを発表する。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習５【経営】
山崎哲弘
4年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
経営学、特に人的資源管理論に関する諸問題について学術的な知見をもとに、個々に設定した研究テーマに沿って調査、研究を行う。専門演
習５では、研究を進めていく上で必要な先行研究のレビューを実施し、卒業論文の全体構成案を作成する。特に後半の講義ではこれまでの調
査・研究内容についての中間報告を行い、指摘された事項をもとに研究のブラッシュアップを行う。中間報告までのスケジュールは講義計
画の通りであるが、必要に応じて授業時間外の指導も実施する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

自身の研究テーマにおける基本的知識や課
題を理解する

研究テーマにおける現状や背景を理解すると
ともに、その課題解決向けた論理的思考
力を身に付ける。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

適切な研究課題の発見

2 ．DP5.計画・立案力

問題解決に向けた論理的思考力の醸成

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

平常点

： 授業中の質疑応答など授業に対する積極性など取り組み姿勢から評価する。
10％

課題発表

： 中間報告を中心に、授業中の発表内容により評価する。
40％

期末試験（論文概要）

： 期末試験として、卒業論文概要の提出を課し、その内容により評価する。
50％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
特になし。
個々の研究テーマに応じて別途指定する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その会の授業内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習すること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜日１限

場所：

西館２階研究室（14）

備考・注意事項： 通常開講時間以外に実施します。

405

2802
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

研究方法および研究倫理
自身の研究内容について、進捗状況を報告する。
著作権や個人情報保護などの研究倫理について学ぶ。

第2回

研究テーマの決定と内容の検討（１）
各自の卒論テーマの決定およびテーマの妥当性の検討、研究の目
的を議論する。

第3回

研究テーマの決定と内容の検討（２）
各自の卒論テーマの決定およびテーマの妥当性の検討、研究の目
的を議論する。

第4回

研究テーマの決定と内容の検討（３）
各自の卒論テーマの決定およびテーマの妥当性の検討、研究の目
的を議論する。

第5回

研究テーマの決定と内容の検討（４）
各自の卒論テーマの決定およびテーマの妥当性の検討、研究の目
的を議論する。

第6回

卒論内容の中間報告（前半）
各自の卒論テーマに沿って、進捗状況の報告を行う。

第7回

卒論内容の中間報告（後半）
各自の卒論テーマに沿って、進捗状況の報告を行う。

第8回

中間報告の振り返り
ゼミ全体で中間報告の振り返りを行い、適宜研究内容の修
正を行う。

J-STAGEなどで先行文献を調査し、概要をまと
める。

4時間

J-STAGEなどで先行文献を調査し、概要をまと
める。

4時間

J-STAGEなどで先行文献を調査し、概要をまと
める。

4時間

J-STAGEなどで先行文献を調査し、概要をまと
める。

4時間

J-STAGEなどで先行文献を調査し、概要をまと
める。

4時間

J-STAGEなどで先行文献を調査し、概要をまと
める。

4時間

J-STAGEなどで先行文献を調査し、概要をまと
める。

4時間

J-STAGEなどで先行文献を調査し、概要をまと
める。

4時間

第9回

卒業論文の作成（１）
各自が設定したテーマに基づき、章立てまで作成し、研究内
容に論理矛盾が生じていないか、テーマに即した内容かどうか
を議論する。

章立て構成の精緻化を行う。

4時間

第10回

卒業論文の作成（２）
各自が設定したテーマに基づき、章および節まで作成し、研究内
容に論理矛盾が生じていないか、テーマに即した内容かどうか
を議論する。

章および節の構成の精緻化を行う。

4時間

第11回

卒業論文の作成（３）
各自が設定したテーマに基づき、章および節、項まで作成し、研
究内容に論理矛盾が生じていないか、テーマに即した内容かどう
かを議論する。

章および節、項の構成の精緻化を行う。

4時間

第12回

卒業論文の作成（４）
各自が設定したテーマに基づき、卒業論文全体について、研究内
容に論理矛盾が生じていないか、テーマに即した内容かどうか
を議論する。

前期末報告の準備を行う。

4時間

第13回

前期末報告（前半）
研究の進捗に関する期末報告を行い、今後の研究の進め方につい
ての確認を行う。

卒業論文全体の構成の精緻化を行う。

4時間

第14回

前期末報告（後半）
研究の進捗に関する期末報告を行い、今後の研究の進め方につい
ての確認を行う。

卒業論文全体の構成の精緻化を行う。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習５【経営】
児山俊行
4年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
卒業論文作成とそれに向けての指導を行っていきます。
①専門演習４で、収集・分析した資料群の本格的なまとめを行います。
②それと受講生の興味関心を踏まえて、論文のテーマを決定いたします。
③さらに、必要な文献・資料・調査を行っていきます。
④その過程で、問題設定から結論に至る「ストーリー」を考えていきます。
③それに沿って、不足しているエビデンスの収集・分析を行っていきます。
⑥論文構成の要素を固めていきます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

自らの研究テーマにおける基本的知識・情
報と現代的課題を理解する。

テーマ分野の実情・背景を理解し、基本的視
角を持つことができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

テーマ分野のビジネス事象を観察して因果関
係を理解し、そこにある（発展・停滞の）課
題を見出すことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業態度

： 授業への集中度や質疑応答などの積極性で評価する。
10％

授業中での活動

： 授業での発表や議論、授業前に提出された課題などの成果で評価する。
50％

試験（論文）

： テーマ研究へのアプローチ策定や研究の具体的成果で評価する。
40％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
各自の研究テーマに沿って推薦・指示します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日２限

場所：

担当教員の研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーションと卒論の進め方
自分の興味のある分野に関連する基本文献と論文作成の全体的プ
ロセスの確認。また、研究倫理教育の実施。

関心ある分野の基本文献読み進める。

4時間

第2回

基本文献についての内容把握（前半）
各自が読み進める基本文献（前半）の要旨を発表して、その正
確な内容把握のためにゼミ内で議論を行う。

関心ある分野の基本文献読み進める。

4時間

第3回

基本文献についての内容把握（中盤）
各自が読み進める基本文献（中盤）の要旨を発表して、その正
確な内容把握のためにゼミ内で議論を行う。

関心ある分野の基本文献読み進める。

4時間

第4回

基本文献についての内容把握（後半）
各自が読み進める基本文献（後半）の要旨を発表して、その正
確な内容把握のためにゼミ内で議論を行う。

関心ある分野の基本文献読み進める。

4時間

第5回

研究テーマの絞り込み
各自が読了した基本文献内容にもとづいて、ゼミ内議論を通じ
て研究テーマを絞りこみ、より具体的なものにするよう試みる。

研究対象を分析する切り口を考える。

4時間

第6回

研究テーマの決定
各自が読了した基本文献内容にもとづいて、ゼミ内議論を通じ
て研究テーマを絞りこみ、より具体的なものに決定する。

研究対象を分析する切り口を考える。

4時間

第7回

論文の基本構成の策定
設定したテーマに則し、ゼミ内議論を通じて論文の基本構
成を考える。

論文の基本構成案を作成する。

4時間

第8回

論文の基本構成と第二アプローチの決定
設定したテーマに則し、ゼミ内議論を通じて論文の基本構
成と次のアプローチとを決定する。

第二アプローチのアクション案の策定。

4時間

第9回

論文作成への第二アプローチ（序盤）
論文の基本構成から、次に行うべきアクション（文献探索・資料
収集・フィールドワーク等）について報告する。

各自で研究上のアクションを行う。

4時間

第10回

論文作成への第二アプローチ（中盤）
継続しているアクション（文献サーベイ・資料収集・フィールド
ワーク等）について報告する。

各自で研究上のアクションを行う。

4時間

第11回

論文作成への第二アプローチ（後半）
継続しているアクション（文献サーベイ・資料収集・フィールド
ワーク等）についてまとめの報告する。

各自で研究上のアクションのまとめを行う。

4時間

第12回

論文作成への第三アプローチ案の策定

各自の研究上の次なるアクション案を考え
る。

4時間

各自の研究上の次なるアクション案を考え
る。

4時間

中間発表案の作成。

4時間

基本文献と第二アクションの成果を踏まえ、次のアクション（文
献サーベイ・資料収集・フィールドワーク等）についてゼミ内議
論を通じて考える。
第13回

論文作成への第三アプローチ案の決定
基本文献と第二アクションの成果を踏まえ、次のアクション（文
献サーベイ・資料収集・フィールドワーク等）についてゼミ内議
論を通じて決定する。

第14回

論文中間発表の準備
教員指導のもとで、各自論文の中間発表の構成と内容の作成。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習５【経営】
中井秀樹
4年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
大学での研究活動の集大成として、卒業研究を行い、卒業論文または卒業作品の作成を行う。１年間を通じて、自分の選定したテーマに沿っ
た調べ学習と中間報告を行い、アドバイスを受けて調査を実施する。また、他者の発表についても学習の一環として、きちんと内容の理
解に努め、可能な範囲でアドバイスをするなど、切磋琢磨し自己の成長を促すとともに、互いのさらなる成長を目指す。
学年末には卒業研究を卒業論文・研究発表会で発表する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

これまでの講義で得た知識を研究活動への適
用する。

卒業研究の完了及び卒業論文発表会の実施

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

スケジュールに従って、自発的・自律的に行
動し、研究活動を行う

2 ．DP7.完遂

期日までの各種課題の提出及び発表などの実
践活動をやり遂げる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への参加・貢献度
40％
課題発表

： 授業中の発言や発表時の積極的態度
他者の発表時のコメント
： 研究進捗の確認のための発表の内容により評価する

40％
試験（論文概要）

： 期末課題として論文概要の提出を課し内容により評価する
20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
参考文献等:なし

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜4限

場所：

西館3階研究室

備考・注意事項： nakai-hi@osaka-serikei.ac.jp
卒論提出まで気を抜かずにしっかり頑張りましょう
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授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

卒論テーマ学修および中間報告、年間研究計画の再検討、研究
倫理に関する確認
各自のテーマに沿って、進捗状況の報告を交代で行う。
他者の発表時には、コメントなどをする。
お互いに、発表の聴講・評価をすることで、切磋琢磨する。
卒業研究計画書を再度作成し、今後の研究計画についての再検
討を行う。
研究活動を遂行する上でも研究倫理に関しての実質的な確
認を行う。

個別テーマ研究

4時間

第2回

卒論テーマ学修における調査準備

個別テーマ研究、発表資料の指摘事項の確
認と訂正

4時間

個別テーマ研究、発表資料の指摘事項の確
認と訂正

4時間

個別テーマ研究、発表資料の指摘事項の確
認と訂正

4時間

個別テーマ研究、発表資料の指摘事項の確
認と訂正

4時間

各自のテーマに沿って、調査活動を行い、必要な資料の準備や調
査のための準備を行う
第3回

卒論テーマ学修
準備によって建てた研究計画に合わせて調査活動を行う。
必要な個所については、適宜指導教員や他の教員への相
談を経て、適切に研究計画の遂行を行う。

第4回

卒論テーマ学修における中間発表(1回目)・発表(グループ1)
各自のテーマに沿って、進捗状況の報告を交代で行う。
他者の発表時には、コメントなどをする。
お互いに、発表の聴講・評価をすることで、切磋琢磨する。

第5回

卒論テーマ学修における中間発表(1回目)・発表(グループ2)
各自のテーマに沿って、進捗状況の報告を交代で行う。
他者の発表時には、コメントなどをする。
お互いに、発表の聴講・評価をすることで、切磋琢磨する。

第6回

卒論テーマ学修における中間発表(1回目)・発表(グループ３)
各自のテーマに沿って、進捗状況の報告を交代で行う。
他者の発表時には、コメントなどをする。
お互いに、発表の聴講・評価をすることで、切磋琢磨する。

個別テーマ研究

4時間

第7回

卒論テーマ学修における調査
1回目の中間発表を経て、研究活動の調整を行った上で、研究活
動を継続する。
必要であれば、研究計画の修正も含めて、随時指導教員と相
談の上で、進めていく。

卒論テーマ学修の目次作成

4時間

第8回

卒論テーマ学修における中間発表(2回目)の準備

個別テーマ研究、発表資料の指摘事項の確
認と訂正

4時間

個別テーマ研究、発表資料の指摘事項の確
認と訂正

4時間

個別テーマ研究、発表資料の指摘事項の確
認と訂正

4時間

個別テーマ研究、発表資料の指摘事項の確
認と訂正

4時間

個別テーマ研究、発表資料の指摘事項の確
認と訂正

4時間

個別テーマ研究、発表資料の指摘事項の確
認と訂正

4時間

個別テーマ研究、発表資料の指摘事項の確
認と訂正

4時間

おおよその研究内容の確定を行い、目次を設定することで、論
文の展開についてを整理し、まとめる。
その際、論理的展開やそれに必要なエビデンスの提示についても
きちんと計画を立てておくこと。
第9回

卒論テーマ学修における中間発表(2回目)の準備
具体的な研究方法や実行についての目途を立て、これについて研
究方法における問題点やその解決方法なども含めて、2回目中間
発表として報告するための準備を行う。
なお、この発表はゼミ内での発表に加えて、コースが実施するプ
レ中間発表の内容にも適用されるものとして準備を行う。

第10回

卒論テーマ学修における中間発表(2回目)

発表(グループ１)

各自のテーマに沿って、進捗状況の報告を交代で行う。
他者の発表時には、コメントなどをする。
お互いに、発表の聴講・評価をすることで、切磋琢磨する。
第11回

卒論テーマ学修における中間発表(2回目)

発表(グループ２)

各自のテーマに沿って、進捗状況の報告を交代で行う。
他者の発表時には、コメントなどをする。
お互いに、発表の聴講・評価をすることで、切磋琢磨する。
第12回

卒論テーマ学修における中間発表(2回目)

発表(グループ３)

各自のテーマに沿って、進捗状況の報告を交代で行う。
他者の発表時には、コメントなどをする。
お互いに、発表の聴講・評価をすることで、切磋琢磨する。
第13回

卒論テーマ学修および中間報告のふりかえり
2回目発表における指摘事項や質疑応答などを経て、課題とし
て挙がった点や、新たな課題解決のための視点などを整
理し、振り返りと行うとともに、プレ中間発表に向けた準
備を行う。

第14回

前期まとめと夏季休業期間の活動計画の設計
夏期休業期間中にどのように研究活動を進めるのかについて、き
ちんと計画を立て、他の活動ときちんと両立する形での研究活
動スケジュールを改めて組みなおす。
また、プレ中間発表や中間発表に向けた準備についてもしっかり
と行う得るように、準備する。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習５【経営】
稲村昌南
4年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本演習では、これまでの学習を基に、主に経営と情報の観点から卒業論文のテーマを設定し、まずはそれに関する情報収集と資料整理の方
法を学びます。それから、それらを基に論点の洗い出しを行うとともに論文の目的としてのゴールに向かうまでの全体の構成を練っていきま
す。どのような内容の論文になりそうかおおまかなあらすじまでを考えます。主なスケジュールは講義計画の通りですが、授業時間外にも指
導を行う場合があります。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

情報収集活用力

問題解決のために適切に情報を活用できる

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

問題解決の筋道を論理的に組み立てることが
できる

2 ．DP4.課題発見

社会において解決すべき課題を抽出すること
ができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可となることがある。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

取組みの適正性
30％
資料整理と論文の構成

： 論文作成の取り組みにおいて「文章に論理性と簡潔性があるか」、「テーマに対して収集した情
報に適正性はあるか」という2つの観点から評価する。
： 「論文を組み立てるために抽出したキーワードに論理的矛盾はないか」という観点から評価する。

30％
期末試験（口頭発表）
40％

： 「テーマに対する背景が適切か」、「論文の目的が明確でその道筋が示されているか」という２つ
の観点から評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
適宜、指示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日3時間目

場所：

西館3階45研究室

備考・注意事項： classroom上での連絡も可能
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授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

研究計画書の作成（1）研究の背景（研究倫理について）

設定したテーマに関する社会的・学術的背景についてどのよう
なデータや先行研究を基にするのが適切かを考察します。ま
た、研究における著作権と個人情報保護の重要性について理解し
ます。
第2回

研究計画書の作成（2）研究目的の設定
設定したテーマに関して、どこに焦点を当て何を明らかにするの
かを決定します。

研究における著作権及び個人情報保護の意
味について復習するとともに、論文テー
マの背景について整理して次週までに提出し
ます。

4時間

研究の目的について整理して文章にまとめま
す。

4時間

第3回

研究計画書の作成（3）研究の意義について
各自で設定した研究目的がどのような社会的意義を持つのか明ら
かにします。

研究の意義について文章にまとめます。

4時間

第4回

研究計画書の作成（4）研究方法とスケジュール

いつまでに何を明らかにするのか大まかなス
ケジュール表を作成します。

4時間

調査や資料収集を行い、裏付けとなるデー
タや資料を追加します。

4時間

3000文字で記述した研究の背景について文
章を修正して完成させます。

4時間

どのような方法・プロセスで研究目的を達成するのかについて検
討します。
第5回

研究の背景の文章化（3000文字）
1回目の授業で検討したデータや先行研究を用いて、研究の背
景について3000文字で記述します。

第6回

文章の書き方について
句読点の適切な入れ方や作文と違う論文の書き方などを学び、各
自が3000文字で記述した研究の背景について見直します。

第7回

研究計画書（4年次版）の作成
研究の背景、目的、意義、研究スケジュールを記載した研究計画
書（4年次版）を作成します。

研究計画書（4年次版）を完成させます。

4時間

第8回

研究計画書の発表

裏付けとなるデータや資料について再考し
て必要があれば追加します。

4時間

計画書で指摘を受けた箇所について、どうす
れば改善できるか各自で考え、報告できる準
備をします。

4時間

調査や資料収集を行い、結論の裏付けとな
るデータや資料を追加します。

4時間

発表の内容に沿って必要なデータ等を探し追
加します。

4時間

コメント受けた点については次週までに解
決してきます。

4時間

追加・修正すべき点については次週までに解
決してきます。

4時間

発表会でのコメントや評価を基に今後の計
画を作成します。

4時間

各自5分程度で計画書を発表し、矛盾する点などがないかどう
か議論します。
第9回

研究計画書の問題点の把握
第三者による研究計画書の評価を返却し、要件を満たす個
所と満たさない箇所について各自が認識します。

第10回

研究計画書修正案の作成
研究計画書の修正案を発表します。

第11回

プレ発表会資料の作成
研究計画書を基にコースで行う卒論プレ発表会用のパワーポイン
ト資料を作成します。

第12回

プレ発表会資料の確認
各自が作成した発表会用資料について論理矛盾はないか教員から
のコメントを受けます。

第13回

プレ発表用資料の修正版の提出
教員から指摘を受けた個所を修正した修正版のプレ発表資料を提
出します。

第14回

経営コースプレ発表会の実施
コースの中の2ゼミ合同で研究計画書ベースのプレ発表会を実
施し、副査教員およびコース教員からのコメントを受けます。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習５【スポーツ】
青野桃子
4年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
スポーツマネジメントに関する諸問題について、学術的な知見を持ちながら、各自の研究テーマへのアプローチ法を整理し、研究計画の作
成とプレゼンテーションをおこなう。ゼミ内でディスカッションをおこない、多面的に問題をとらえることを目標とする。そして、先行研
究を批判的に検討することで、問題関心を深め、オリジナリティのある卒業研究を目指す。また最終的に、卒業研究だけでなく、批判的思
考、論理的思考、議論する能力の向上も目指す。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

文献、先行研究を通して、基礎知識を習得す
る。

幅広い教養やスキルを身につける。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

専門的知識、研究手法を学ぶ。

専門的知識を獲得する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自ら研究課題を発見する。

2 ．DP5.計画・立案力

研究計画を立案する。

3 ．DP6.行動・実践

計画に基づいて、実際に研究を進める。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

論文・企画書の評価
50％
研究過程の評価

： テーマ選定が研究課題に対して適切であるかどうか、データや先行研究が参照できているかどう
か、論理的構成、文章の体裁を評価する。
： 研究に取り組む姿勢、自主性、グループでの活動においては協調性を評価する。

30％
研究発表の評価

： 自身の研究について、論理的に、資料にもとづいて発表ができていることを評価する。
20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業のなかで適宜紹介します。
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履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜2限

場所：

西館4階

研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス
ゼミの目的や進め方を確認する。研究倫理教育をおこなう。

３年ゼミ・議論の復習

4時間

第2回

研究テーマの決定
研究テーマを決定し、テーマの妥当性、研究目的について検討す
る。

研究テーマに関する先行研究の検討

4時間

第3回

先行研究・参考文献収集
決定した研究テーマにそった、先行研究・文献を収集する。

先行研究の収集

4時間

第4回

論文構成の作成
収集した先行研究・文献をもとに、論文の構成を作成する。

論文構成の作成・修正

4時間

第5回

抄録の作成
発表会に向けて、各自の研究について抄録を作成する。

抄録の作成・修正

4時間

第6回

ゼミ内発表会の実施
発表会に向けて、ゼミ内で発表会を実施する。

議論の復習

4時間

第7回

中間発表会用の資料作成
ゼミ内での議論をふまえて、中間発表会用の資料を完成させる。

資料の作成

4時間

第8回

卒業研究中間発表会
卒業研究中間発表会をおこなう。

発表会の復習

4時間

第9回

研究テーマに関する予備調査の検討
調査方法、調査対象、妥当性について検討する。

調査方法、調査対象、妥当性についての検討

4時間

第10回

研究テーマに関する調査資料の作成
調査を実施するための資料を完成させる。

調査資料作成

4時間

第11回

研究テーマに関する予備調査の実施
研究に関する予備調査を実施する。

予備調査のまとめ

4時間

第12回

予備調査の回収・集計、仮説の検討
予備調査の結果をもとに、仮説を立てる。

仮説の設定

4時間

第13回

研究テーマに関する本調査の検討：研究方法
調査方法の妥当性、具体的な調査項目について検討する。

資料の作成、議論の復習

4時間

第14回

研究テーマに関する本調査の検討：調査対象

資料の作成、議論の復習、スケジュールの設
定

4時間

調査対象、実施時期、内容について検討する。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

専門演習５【スポーツ】
植田真司
4年

開講時期

前期

単位数

2

演習

該当する
商品開発、新規事業企画、ブランド戦略展開（全14回）

実務経験の概要

授業概要
スポーツビジネスに関する諸問題について学術的な知見を持ちながら、各自の研究テーマへのアプローチ法を整理し、研究計画の作成およびプ
レゼンテーションを行う。また、研究を進めていく上で関連研究の調査、アイデアの出し方について学び、各自の研究へ実践します。 植田研
究室では、スポーツビジネス、特に商品企画、ビジネスモデルを中心とした課題について、各自の関心や問題意識より、卒業論文及び企画
書の作成にむけて演習を行い、各自が主体的に情報収集、事例研究、アンケート調査などを行う。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

商品企画の幅広い教養と知識の習得

幅広い知識と教養

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

商品企画の専門知識とスキルの習得

専門知識と理解

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

研究の課題発見

2 ．DP5.計画・立案力

研究課題の計画の立案を行う

3 ．DP6.行動・実践

発表などの実践力を身に付ける

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

試験（論文・企画書）

50％
研究過程の評価
40％
研究発表の評価

10％

： 専門性としてテーマの妥当性、内容の妥当性・論点の明確さ、データと先行研究の参照、独自
性・社会的意義
実践力として論理的構成、文章の体裁、表現の推敲、研究の完遂
忠恕として適切な内容
： 取り組む姿勢として意思疎通、自発的行動、協調性（グループ研究のみ）忠恕の心を持ったコメン
ト
： 専門性として内容の妥当性・オリジナリティ、データ・先行研究の参照
実践力として論理的構成、資料の活用、発表技術、発表時間
協調性、質疑応答
忠恕として適切な内容

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
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卒論を完成させるために先行研究、引用参考文献など合わせて10本以上を自ら用意する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜日

5限

場所：

研究室

西館3F
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンスおよび研究倫理に関する講義
専門演習5の計画と諸注意を伝える。また、前期の活動を踏まえ
て、卒業研究の取り組みに向け、先行研究や優秀論文を紹介す
る。

第2回

研究テーマの決定
テーマ決定後、テーマの妥当性、必要性、研究の目的について検
討する。

第3回

先行研究・参考文献の収集
テーマ決定後、テーマの妥当性、必要性、研究の目的について検
討する。

第4回

論文構想の作成
テーマ決定後、テーマの妥当性、必要性、研究の目的について検
討する。

第5回

研究テーマに関する予備調査の検討
調査方法、調査対象、その妥当性について検討する。

研究テーマの決定、先行研究・参考文献の収
集、論文構想の作成

4時間

研究テーマの決定、先行研究・参考文献の収
集、論文構想の作成

4時間

研究テーマの決定、先行研究・参考文献の収
集、論文構想の作成

4時間

研究テーマの決定、先行研究・参考文献の収
集、論文構想の作成

4時間

調査方法、調査対象、その妥当性について検
討する。

4時間

第6回

研究テーマに関する調査資料の作成
調査を実施するための資料を完成させる。

調査を実施するための資料を完成させる。

4時間

第7回

研究テーマに関する予備調査の実施
各自の研究に関する予備調査を実施する。

各自の研究に関する予備調査を実施する。

4時間

第8回

研究テーマに関する予備調査の回収・集計および仮説の検討

各自の研究に関する予備調査の結果をもと
に仮説を立てる。

4時間

調査方法、調査対象、その妥当性について検
討する。

4時間

各自の研究に関する予備調査の結果をもとに仮説を立てる。
第9回

研究テーマに関する本調査の妥当性の検討
調査方法、調査対象、その妥当性について検討する。

第10回

ゼミ内の発表 前半
中間発表会に向け、各自の研究についてディスカッションする

発表会に向け、各自の研究について資料作成

4時間

第11回

ゼミ内の発表 後半
中間発表会に向け、各自の研究についてディスカッションする

発表会に向け、各自の研究について資料作成

4時間

第12回

卒業研究前期中間発表会
卒業研究前期中間発表会を行う

卒業研究前期中間発表の準備を行う

4時間

第13回

卒業研究前期中間発表後の振り返り

ゼミ内において発表会での振り返り
を行い、適宜修正を加えていく。

4時間

調査方法、調査対象、その妥当性について検
討する。

4時間

ゼミ内において発表会での振り返りを行い、適宜修正を加えてい
く。
第14回

研究テーマに関する本調査の検討

ふりかえり

調査方法、調査対象、その妥当性について振り返る
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習５【スポーツ】
岡田功・村田正夫
4年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

新聞記者として長年、国内外のスポーツビジネスの現場を取材。折に触れて日本のプロスポーツクラブに経
営のアドバイスを行ってきた（全14回）

授業概要
スポーツビジネスなどに関する諸問題について学術的な知見を持ちながら、各自の研究テーマへのアプローチ法を整理し、研究計画の作成およ
びプレゼンテーションを行う。また、研究を進めていく上で関連研究の調査、事例調査、定量調査、定性調査について学び、各自の研究に活
用していきます。岡田研究室では、事例分析や先行研究を通して経営学分野のさまざまな基礎知識を習得し、その中で学生とは個別に卒業研究
論文と発表に向けて準備を行います。
個別指導が多くなると思われるため、効果的にオンラインによる指導も併行する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

経営学の文献講読などを通して基礎知識を習
得する

幅広い教養やスキルを身につける

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

経営学の専門的知識と研究課題の調査、分
析を行う

専門的知識と研究課題の調査、分析を行う

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自らの研究の課題を発見する力を身につける

2 ．DP5.計画・立案力

研究の課題の計画を立案する力を身につける

3 ．DP6.行動・実践

研究の課題の計画を立案し、発表会などで実
践していく力を身につける

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

卒業研究の計画書と中間発表

50％
研究過程の評価
40％
試験（研究発表の評価）
10％

： 専門性としてテーマの妥当性、内容の妥当性・論点の明確さ、データと先行研究の参照、独自
性・社会的意義
実践力として論理的構成、文章の体裁、表現の推敲、研究の完遂
忠恕として適切な内容
： 取り組む姿勢として意思疎通、自発的行動、協調性（グループ研究のみ）忠恕の心を持ったコメン
ト
： 専門性として内容の妥当性・オリジナリティ、データ・先行研究の参照 実践力として論理的構
成、資料の活用、発表技術、発表時間

使用教科書

417
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特に指定しない

参考文献等
論文を完成させるために先行研究、引用参考文献など合わせて10本以上を自ら用意する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授
業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜３限

場所：

研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

専門演習5のガイダンス、研究倫理教育
専門演習5の計画と諸注意を伝える。また、前期の活動を踏まえ
て、卒業研究の取り組みに向け、先行研究や優秀論文を紹介す
る。また、論文作成にあたって必要な研究倫理教育も行う。

研究テーマを絞り込む

4時間

第2回

研究テーマの絞り込み
研究テーマの妥当性、必要性、研究の目的について検討する。

研究テーマについて資料を収集する

4時間

第3回

研究テーマの決定
研究をテーマ決定する

研究テーマに関する資料収集を行う

4時間

第4回

先行研究・参考文献の収集

先行研究・参考文献の収集を進め、研究目
的の明確化を図る

4時間

先行研究・参考文献のさらなる収
集を進め、研究目的を固める

4時間

先行研究・参考文献の収集を進め、研究目的の明確化を図る。
第5回

先行研究・参考文献のさらなる収集
先行研究・参考文献のさらなる収集を進め、研究目的を固める。

第6回

仮説の検討
仮説について検討する。

仮説について検討する

4時間

第7回

論文構成の検討
論文の構成について検討を進める。

論文の構成について検討を進める

4時間

第8回

研究テーマに関する調査資料の作成
研究テーマに関する調査資料を作成する。

研究テーマに関する調査資料を完成させる

4時間

第9回

研究テーマに関する予備調査の検討

調査方法、調査対象、その妥当性について検
討する

4時間

調査方法、調査対象、その妥当性について検討する。
第10回

卒業研究プロポーザル発表会の準備
卒業研究プロポーザル発表会の準備として発表資料の作
成を行う。

卒業研究プロポーザル発表の準備を行う

4時間

第11回

卒業研究プロポーザル発表会の発表資料完成
卒業研究プロポーザル発表会の発表資料を精査し、適宜修
正を加える。

卒業研究プロポーザル発表の準備を行う

4時間

第12回

卒業研究プロポーザル発表会の実施

発表会での振り返りを行い、適宜修正を加え
ていく

4時間

卒業研究プロポーザル発表会を行う。
第13回

研究テーマに関する予備調査の実施
研究テーマに関する予備調査を実施する。

研究テーマに関する予備調査を実施する

4時間

第14回

研究テーマに関する本調査の検討

調査方法、調査対象、その妥当性について検
討する

4時間

調査方法、調査対象、その妥当性について検討する。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習５【スポーツ】
菅文彦・羽藤文彦
4年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
スポーツマネジメントに関する諸問題について学術的な知見を持ちながら、各自の研究テーマを掲げて、研究計画、研究成果の作成および発
表を行う。研究テーマの選定においては、研究の個人的意義・学術的意義・社会的意義から検討する。
研究を進めていく上で、リサーチ・クエスションと仮説をの明確化に努め、次に、妥当な研究方法を選定し、その手法を体得する。研究方
法は文献調査のみとせず、質問紙調査やヒアリング調査などの実施を旨とし、オリジナルデータの収集とその分析を主眼とする。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

幅広い知識と教養

スポーツマネジメントの幅広い教養と知
識の習得

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

専門知識と理解

スポーツマネジメントの専門知識とスキ
ルの習得

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

研究の課題発見

2 ．DP5.計画・立案力

研究課題の計画の立案を行う

3 ．DP6.行動・実践

発表などの実践力を身に付ける

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

試験：論文・企画書の評価

50％
研究過程の評価
40％
試験：研究発表の評価

10％

： 専門性としてテーマの妥当性、内容の妥当性・論点の明確さ、データと先行研究の参照、独自
性・社会的意義
実践力として論理的構成、文章の体裁、表現の推敲、研究の完遂
忠恕として適切な内容
： 取り組む姿勢として意思疎通、自発的行動、協調性（グループ研究のみ）忠恕の心を持ったコメン
ト
： 専門性として内容の妥当性・オリジナリティ、データ・先行研究の参照
実践力として論理的構成、資料の活用、発表技術、発表時間
協調性、質疑応答
忠恕として適切な内容

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
論文を完成させるために先行研究、引用参考文献など合わせて10本以上を自ら用意する。
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履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるが、卒業論文制作のため90時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日2限

場所：

担当教員の研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンスおよび研究倫理に関する講義
ガイダンスおよび研究倫理に関する講義を行う。

研究倫理に関する予習復習を行う。

6時間

第2回

研究テーマの選定
各自が3年次に作成した研究計画のレビューを行い、研究の目
的を明確にする。

先行研究・参考文献等の資料収集・通読

6時間

第3回

研究テーマ検討会
テーマの妥当性や意義について教員、ゼミ生と討議を行う。必
要な文献や先行研究を整理する。

先行研究・参考文献等の資料収集・通読

6時間

第4回

研究方法の確認
各自のテーマ、研究目的をもとに、必要とされる研究方法を明ら
かにする。

先行研究等における研究方法を整理する。

6時間

第5回

調査計画
質問紙調査、ヒアリング調査など各自が行う研究方法に則り、具
体的な調査計画を作成し、順次実行する。

発表会に向けた準備

6時間

第6回

調査の実施１：データ整理
調査を実施し、その結果の整理を行う。

結果を図表等にまとめる

6時間

第7回

中間発表会準備
発表会の内容の検討および資料作成を行う。

発表会のプレゼンやPPの見直し

6時間

第8回

中間発表会

発表会でのコメントをふまえて研究内容の改
善を行う。

6時間

審査教員のアドバイス、他学生の発表を参考にする
第9回

調査の実施２：データ分析
調査結果をもとに定性・定量的手法による分析を行う。

結果を図表等にまとめる

6時間

第10回

調査の実施３：追加調査や再調査の検討
結果を照らし合わせ、追加調査や再調査の必要性を検討する。

調査設計の検討を行う。

6時間

第11回

調査の実施４：調査設計の再立案の検討
追加調査や再調査の必要性の検討をふまえ、必要に応じて調査設
計を再立案して実施する。

結果を図表等にまとめる

6時間

第12回

研究プロポーザル発表

発表に対する指摘コメントをふまえて研究目
的や調査方法を精査する。

6時間

調査結果から何が言えるか、何が明らかに
なったか事前に自身で確認する。

6時間

調査結果から何が言えるか、何が明らかに
なったか事前に自身で確認する。

6時間

卒業研究のプロポーザル発表を行い、研究目的・仮説との整合
性を検討する。
第13回

調査結果レビュー1：ゼミ内レビュー
各自の調査結果をゼミ内でレビューする。

第14回

調査結果レビュー2：フィードバックによる改善
ゼミ内レビューで得たフィードバックをもとに、論文全体の構
成や内容の改善につなげる。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習５【スポーツ】
藤森梓
4年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
４回生の専門演習では、本格的な卒業研究の遂行と、その成果を卒業論文としてまとめる作業が中心となります。みなさんは３回生の専門演
習を通して、自分自身の卒業研究のテーマを絞り込み、研究計画を作成していると思います。４回生の前期は、その研究計画に従って各自で研
究を進めていきます。専門演習５では、各自の研究の進み具合の確認および指導教員からの助言を中心として組み立てられます。なお、研究成
果は、中間発表の場で報告することになります。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

自身の研究分野に関連した幅広い教養と知
識の習得

卒業研究のバックグラウンドの知識として役
立てる

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

研究を遂行する技術・能力の習得

卒業研究を自分自身で進めることができる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

研究の課題発見

2 ．DP5.計画・立案力

研究課題の計画の立案を行う

3 ．DP6.行動・実践

発表などの実践力を身に付ける

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ評価を「不可」とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末レポート（研究プロポーサ
ル）の評価
50％
研究過程の評価
40％
研究発表（中間発表会）の評価

10％

： 専門性としてテーマの妥当性、内容の妥当性・論点の明確さ、データと先行研究の参照、独自
性・社会的意義
実践力として論理的構成、文章の体裁、表現の推敲、研究の完遂
忠恕として適切な内容
： 取り組む姿勢として意思疎通、自発的行動、協調性（グループ研究のみ）忠恕の心を持ったコメン
ト
： 専門性として内容の妥当性・オリジナリティ、データ・先行研究の参照
実践力として論理的構成、資料の活用、発表技術、発表時間
協調性、質疑応答
忠恕として適切な内容

使用教科書
特に指定しない
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参考文献等
論文を完成させるために先行研究、引用参考文献など合わせて10本以上を自ら用意する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
卒業研究では、学生自身の自主的な研究遂行が求められています。従って、授業時間にとらわれず、積極的に担当教員とのコンタク
トを取り続けてください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日3限

場所：

研究室（西館2階）

備考・注意事項： オフィスアワー以外の時間でも、必要に応じて研究相談を行います。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

専門演習5のガイダンスおよび研究倫理に関する講義
専門演習5の計画と諸注意を伝えると共に、卒業研究の進め方に
ついて概説します。また、卒業研究を進める上での研究倫理につ
いて、本学の定めるガイドラインに従って解説します。

１年間の具体的な研究計画を立てる

4時間

第2回

研究テーマの決定

自身の研究分野・テーマに関する文献・資料
等を読む

4時間

3回生時に各自が提示した研究領域について掘り下げ、具体
的な研究テーマを決定します。
第3回

先行研究・参考文献の収集
テーマ決定後、関連の先行研究や参考文献についての検索を行い
ます。

先行研究・参考文献のリストを作成する

4時間

第4回

論文構想の作成
各自の卒業論文の大まかな構成について考えます。

各自の卒業論文の全体構成を完成させる

4時間

第5回

先行研究・参考文献のまとめ
先行研究の内容をまとめ、自分自身の論文の位置付けを検討しま
す。

先行研究・参考文献の内容をまとめる

4時間

第6回

仮説・問題の設定

自分自身の研究領域でどのような分析が可
能なのかを考える

4時間

自身の調査に必要な知識・ノウハウを身につ
ける

4時間

卒業研究でどのような仮説や問題を設定するのかを検討します。
第7回

研究テーマに関する調査の検討および資料の作成
研究テーマに関する調査方法について検討し、実際に調査を実
施するための資料を完成させます。

第8回

研究テーマに関する予備調査の実施
各自の研究に関する予備調査を実施します。

予備調査に関する計画を策定する

4時間

第9回

研究テーマに関する予備調査の回収・集計および仮説の検討
各自の研究に関する予備調査の結果をもとに仮説を立てます。

予備調査の結果をまとめ、考察する

4時間

第10回

研究テーマに関する本調査の検討
調査方法、調査対象、その妥当性について検討します。

本調査に必要な知識・ノウハウを身につける

4時間

第11回

中間発表会の準備

各自で研究計画書を作成し、それに基づい
て中間発表会の資料を作成する

4時間

中間発表会の資料を作成します。
第12回

卒業研究前期中間発表会
卒業研究前期中間発表会を行います。

卒業研究前期中間発表の準備を行う

4時間

第13回

卒業研究前期中間発表会の振り返り

中間発表会の振り返りを行い、問題点や修正
点等についてまとめる

4時間

前期の研究の進捗状況を踏まえて、夏
休み・後期の研究計画を策定する

4時間

ゼミ内において発表会での振り返りを行い、適宜修正を加えてい
きます。
第14回

前期の振り返り
前期の研究進捗状況を振り返り、自身の研究計画について見直し
を行います。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習５【スポーツ】
古川拓也
4年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
スポーツマネジメントに関する諸問題について学術的な知見を持ちながら、各自の研究テーマへのアプローチ法を整理し、研究計画の作成およ
びプレゼンテーションを行う。また、研究を進めていく上で関連研究の調査、アイデアの出し方について学び、各自の研究へ実践する。ま
た、古川研究室では、スポーツ政策に関連した研究課題について、各自の関心や問題意識より、卒業論文及び企画書の作成にむけて演習をすめ
る。最終的に、卒業論文のみならず、批判的思考や論理的思考、議論する能力、質疑応答の能力が高まることを目指す。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

幅広い教養と知識の習得

スポーツ政策に関する幅広い知識と教養を習
得する

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

専門知識とスキルの習得

専門知識とスキルを習得する

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

研究の課題発見

2 ．DP5.計画・立案力

研究課題の計画の立案を行う

3 ．DP6.行動・実践

発表などの実践力を身に付ける

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

論文・企画書の評価

45％
研究過程の評価
35％
研究発表の評価

10％
期末レポート

： 専門性としてテーマの妥当性、内容の妥当性・論点の明確さ、データと先行研究の参照、独自
性・社会的意義
実践力として論理的構成、文章の体裁、表現の推敲、研究の完遂
忠恕として不適切な内容
： 取り組む姿勢として意思疎通、自発的行動、協調性（グループ研究のみ）忠恕の心を持ったコメン
ト
： 専門性として内容の妥当性・オリジナリティ、データ・先行研究の参照
実践力として論理的構成、資料の活用、発表技術、発表時間
協調性、質疑応答
忠恕として不適切な内容
： 独自のルーブリックに基づき評価します。

10％

使用教科書
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特に指定しない

参考文献等
卒論を完成させるために先行研究、引用参考文献など合わせて10本以上を自ら用意する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日１・２限（9：00～12：00）

場所：

研究室

西館2階
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンスおよび研究倫理に関する講義
専門演習5の計画と諸注意を伝える。また、前期の活動を踏まえ
て、卒業研究の取り組みに向け、先行研究や優秀論文を紹介す
る。

第2回

研究テーマの決定
テーマ決定後、テーマの妥当性、必要性、研究の目的について検
討する。

第3回

研究テーマの先行研究・参考文献の収集
先行研究について検討する。

第4回

研究の論文構想の作成
研究の論文構想を作成する

第5回

抄録の作成
発表会に向け、各自の研究について抄録を作成する。

研究テーマの決定、先行研究・参考文献の収
集、論文構想の作成

4時間

研究テーマの決定、先行研究・参考文献の収
集、論文構想の作成

4時間

研究テーマの決定、先行研究・参考文献の収
集、論文構想の作成

4時間

研究テーマの決定、先行研究・参考文献の収
集、論文構想の作成

4時間

発表会に向け、各自の研究について抄録を作
成する。

4時間

第6回

卒業研究前期中間発表会（前半）
卒業研究前期中間発表会を行う

卒業研究前期中間発表の準備を行う

4時間

第7回

卒業研究前期中間発表会（後半）
卒業研究前期中間発表会を行う

卒業研究前期中間発表の準備を行う

4時間

第8回

春の中間発表会

ゼミ内において発表会での振り返り
を行い、適宜修正を加えていく。

4時間

調査方法、調査対象、その妥当性について検
討する。

4時間

ゼミ内において発表会での振り返りを行い、適宜修正を加えてい
く。
第9回

研究テーマに関する予備調査の検討
調査方法、調査対象、その妥当性について検討する。

第10回

研究テーマに関する調査資料の作成
調査を実施するための資料を完成させる。

調査を実施するための資料を完成させる。

4時間

第11回

研究テーマに関する予備調査の実施
各自の研究に関する予備調査を実施する。

各自の研究に関する予備調査を実施する。

4時間

第12回

研究テーマに関する予備調査の回収・集計および仮説の検討

各自の研究に関する予備調査の結果をもと
に仮説を立てる。

4時間

調査方法、調査対象、その妥当性について検
討する。

4時間

調査方法、調査対象、その妥当性について検
討する。

4時間

各自の研究に関する予備調査の結果をもとに仮説を立てる。
第13回

研究テーマに関する本調査の検討
調査方法、調査対象、その妥当性について検討する。

第14回

研究テーマに関する本調査の検討
調査方法、調査対象、その妥当性について検討する。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

専門演習５【スポーツ】
坂中勇亮
4年

開講時期

前期

単位数

2

演習

該当する
スポーツ協会に勤務し、スポーツ行政に従事（全１４回）

実務経験の概要

授業概要
スポーツビジネスに関する諸問題について学術的な知見を持ちながら、各自の研究テーマへのアプローチ法を整理し、研究計画の作成およびプ
レゼンテーションを行います。また、研究を進めていく上で先行研究の収集・分析、研究の手法について学び、各自の研究テーマに沿って実
践していきます。特に、担当教員の専門領域であるスポーツ行政を中心とした課題について、各自の関心や問題意識より、卒業論文及び企画
書の作成にむけて演習を進めます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

卒業論文に関連する幅広い知識と教養の習得

幅広い知識と教養

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

卒業論文を作成するための技術・能力の習得

研究を遂行する能力

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

研究課題の発見

2 ．DP5.計画・立案力

研究課題の計画の立案を行う

3 ．DP6.行動・実践

発表などの実践力を身に付ける

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

論文・企画書の評価

50％
研究過程の評価
40％
試験（研究発表の評価）
10％

： 専門性としてテーマの妥当性、内容の妥当性・論点の明確さ、データと先行研究の参照、独自
性・社会的意義
実践力として論理的構成、文章の体裁、表現の推敲、研究の完遂
忠恕として不適切な内容
： 取り組む姿勢として意思疎通、自発的行動、協調性（グループ研究のみ）忠恕の心を持ったコメン
ト
： 専門性として内容の妥当性・オリジナリティ、データ・先行研究の参照
実践力として論理的構成、資料の活用、発表技術、発表時間
忠恕として不適切な内容

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
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卒論を完成させるために先行研究、引用参考文献などを自ら準備する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日

場所：

研究室

13：00－15：00

備考・注意事項： 本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むこと
に加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス及び研究倫理について
専門演習５の授業計画と研究倫理について伝えると共に、卒業研
究の進め方を概説する。

第2回

研究テーマの決定
テーマ決定後、テーマの妥当性、必要性、研究の目的について検
討する。

第3回

先行研究・参考文献の収集
テーマ決定後、テーマの妥当性、必要性、研究の目的について検
討する。

第4回

論文構成の作成
テーマ決定後、テーマの妥当性、必要性、研究の目的について検
討する。

研究テーマの決定、先行研究・参考文献の収
集、論文構想の作成

4時間

研究テーマの決定、先行研究・参考文献の収
集、論文構想の作成

4時間

研究テーマの決定、先行研究・参考文献の収
集、論文構想の作成

4時間

研究テーマの決定、先行研究・参考文献の収
集、論文構想の作成

4時間

第5回

抄録の作成
発表会に向け、各自の研究について抄録を作成する。

発表会用の抄録を作成する

4時間

第6回

ゼミ内発表会の実施
全体での中間発表会に向けてゼミ内で発表会を開催

ゼミ内発表会で指摘された事項を修正する

4時間

第7回

中間発表会用資料の作成
ゼミ内発表会で指摘された事項を修正して中間発表会用の資
料を完成させる

中間発表会用の資料を仕上げる

4時間

第8回

卒業研究前期中間発表会

発表会での振り返りを行い、適宜修正を加え
ていく。

4時間

調査方法、調査対象、その妥当性について検
討する。

4時間

卒業研究前期中間発表会を行う
第9回

研究テーマに関する予備調査の検討
調査方法、調査対象、その妥当性について検討する。

第10回

研究テーマに関する調査資料の作成
調査を実施するための資料を完成させる。

調査を実施するための資料を完成させる。

4時間

第11回

研究テーマに関する予備調査の実施
各自の研究に関する予備調査を実施する。

各自の研究に関する予備調査を実施する。

4時間

第12回

研究テーマに関する予備調査の回収・集計および仮説の検討

各自の研究に関する予備調査の結果をもと
に仮説を立てる。

4時間

調査方法、調査対象、その妥当性について検
討する。

4時間

具体的な調査日時等を調査対象者と調整する

4時間

各自の研究に関する予備調査の結果をもとに仮説を立てる。
第13回

研究テーマに関する本調査の検討（１）調査概要の決定
調査方法、調査対象、その妥当性について検討する。

第14回

研究テーマに関する本調査の検討（２）調査日の決定
本調査の実施日など具体的な調査予定について検討する
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習５【スポーツ】
田村匡
4年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

スポーツイベントやスポーツ施設、スポーツマネジメントに係る組織、資金、運営方法等について業務とし
て取り組んできた。（全１４回）

授業概要
スポーツビジネスに関する諸問題について学術的な知見を持ちながら、各自の研究テーマへのアプローチ法を整理し、研究計画の作成およびプ
レゼンテーションを行います。また、研究を進めていく上で関連研究の調査、アイデアの出し方について学び、各自の研究へ実践していきま
す。また、田村研究室では、スポーツイベントやスポーツ施設、スポーツ組織等を中心とした課題について、各自の関心や問題意識より、卒業
論文及び企画書の作成にむけて演習をすすめます。各自が主体的に情報収集、事例研究、アンケート調査などを行います。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

スポーツビジネスの幅広い教養と知識の習得

幅広い知識と教養

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

スポーツイベント・施設・組織等の専門知
識とスキルの習得

専門知識と理解

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

研究の課題発見

2 ．DP5.計画・立案力

研究課題の計画の立案を行う

3 ．DP6.行動・実践

発表などの実践力を身に付ける

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ本学のガイドラインのとおりとする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

論文・企画書の評価
40％
研究過程の評価
40％
研究発表の評価
10％
期末レポート

： 専門性としてテーマの妥当性、内容の妥当性・論点の明確さ、データと先行研究の参照、独自
性・社会的意義 実践力として論理的構成、文章の体裁、表現の推敲、研究の完遂 忠恕として適
切な内容
： 取り組む姿勢として意思疎通、自発的行動、協調性（グループ研究のみ）忠恕の心を持ったコメン
ト
： 専門性として内容の妥当性・オリジナリティ、データ・先行研究の参照 実践力として論理的構
成、資料の活用、発表技術、発表時間 協調性、質疑応答 忠恕として適切な内容
： 授業終了後のレポート

10％

使用教科書
特に指定しない
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参考文献等
卒論を完成させるために先行研究、引用参考文献など合わせて10本以上を自ら用意する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日2限目

場所：

個人研究室

備考・注意事項： それ以外の時間でも研究室在室時であれば気軽に訪問してください。
Ｅメールでの問い合わせにも応じます。（氏名、学籍番号を明記のこと）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンスおよび研究倫理に関する講義
専門演習5の計画と諸注意を伝える。また、前期の活動を踏まえ
て、卒業研究の取り組みに向け、先行研究や優秀論文を紹介す
る。
また、研究倫理教育を実施する。

第2回

研究テーマの仮決定、先行研究・参考文献の収集
テーマを仮決定し、テーマの妥当性、必要性、研究の目的等につ
いて検討する。さらに先行研究や参考文献を調査する。

研究テーマの決定、先行研究・参考文献の収
集、論文構想の作成

4時間

研究テーマの決定、先行研究・参考文献の収
集、論文構想の作成

4時間

第3回

先行研究・参考文献の収集とさらなる資料の収集、論文全体構
想の作成
先行研究や参考文献を調査する中でさらに先行研究・参考文献
等の資料を収集し、論文全体構想を作成する。

研究テーマの決定、先行研究・参考文献の収
集、論文構想の作成

4時間

第4回

論文の構成の検討と詳細内容の作成

研究テーマの決定、先行研究・参考文献の収
集、論文構想の作成

4時間

発表会に向け、各自の研究について抄録を作
成する。

4時間

卒業研究前期中間発表に向けた資料作成、準
備を行う。

4時間

卒業研究前期中間発表に向けた資料作成、準
備を行う

4時間

卒業研究前期中間発表会でのプレゼンテー
ションの準備を行う

4時間

調査方法、調査対象、その妥当性について検
討する。

4時間

論文全構想から構成を検討し、詳細内容の作成を始める。場合に
よりアンケート調査等の項目の詳細を検討、決定していく。
第5回

抄録の作成
発表会に向け、各自の研究について抄録を作成する。

第6回

卒業研究前期中間発表会の準備（資料の作成）
卒業研究前期中間発表会へ向けた準備を行う。これまでの調査資
料をまとめ、発表資料を作成する。

第7回

卒業研究前期中間発表会の準備（プレゼンテーションの練習）
卒業研究前期中間発表会へ向けてプレゼンテーションの練
習を行う。ゼミ内で相互に批判し、修正していく。

第8回

卒業研究前期中間発表会実施
卒業研究前期中間発表会の実施

第9回

研究テーマに関する予備調査の検討
調査方法、調査対象、その妥当性について検討する。

第10回

研究テーマに関する調査資料の作成
調査を実施するための資料を完成させる。

調査を実施するための資料を完成させる。

4時間

第11回

研究テーマに関する予備調査の実施
各自の研究に関する予備調査を実施する。

各自の研究に関する予備調査を実施する。

4時間

第12回

研究テーマに関する予備調査の回収・集計および仮説の検討

各自の研究に関する予備調査の結果をもと
に仮説を立てる。

4時間

調査方法、調査対象、その妥当性について検
討する。

4時間

調査方法、調査対象、その妥当性について検
討する。

4時間

各自の研究に関する予備調査の結果をもとに仮説を立てる。
第13回

研究テーマに関する本調査の検討
仮設を検証するための調査方法、調査対象、その妥当性につい
て検討する。

第14回

研究テーマに関する本調査の実施
本調査の実施。適宜調査範囲を広げたり、調査内容案を修正した
りしながら本調査に臨む。
また本調査の結果を元に仮説との関係を考察する。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習５【食】
髙畑能久
4年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

大手総合食品メーカーの中央研究所で研究・商品開発および新規事業を経験。その後、グループ経営本部 経
営企画部にて事業戦略の立案および投融資などを担当。（全14回）

授業概要
この授業では、専門演習３・４での学びを踏まえ、自ら設定した研究課題を探究するため仮説を立て、多くの選択肢の中から最適な検証手
段を選択し、調査研究の過程を通してその解決策を探究します。そして、学びの集大成としての卒業論文を執筆します。研究倫理、文献検
索の方法、実地調査の進め方、専門知識やスキルを修得しながら、自ら主体的に卒業研究に取り組むことが求められます。食ビジネスの新た
な価値創造と更なるスキルアップを目指し、食の安全マネジメント、食品開発、食の持続可能性を中心とした研究領域に挑戦します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

研究倫理、文献検索の方法、実地調
査の進め方、専門知識やスキルを修得し、主
体的に卒業研究に取り組む。

自ら設定した研究課題を解決するため仮
説を立て、最適な検証手段を立案し、解決
策を探究する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自ら研究課題を設定し、その真因を探ること
ができる。

2 ．DP5.計画・立案力

仮説を検証するため、必要な検証手段やアク
ションプランを立案できる。

3 ．DP6.行動・実践

主体的に行動し、PDCAサイクルを回しなが
ら実践できる。

4 ．DP7.完遂

困難な課題であっても最後まであきらめずに
やり遂げることができる。

5 ．DP10.忠恕の心

誠実で思いやりのある人、周囲から頼りにさ
れる人になることを目指す。

学外連携学修
有り

(連携先：大阪府、株式会社西友フーズ 他)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなされます。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内のワーク
20％
ポートフォリオ（学びの記録）
20％
中間・期末発表
40％
試験（期末レポート）
20％

： 課題設定および仮説検証のプロセスが妥当かつ効果的であったか、主体的な取り組み姿勢であった
かどうかを評価します。
： 先行研究の調査レポート、仮説と研究計画、実地調査票および解析データなどが適切であったかど
うかを評価します。
： 発表内容（専門性・実践力）が適切であり、自らの主張を伝えられたかどうか、相手の意図を理
解して適切に応答できたかどうかを評価します。
： 指定された日時までに提出された期末レポート（研究計画、概要含む）について、問いに対して明
確に主張し、エビデンスを示して論述できているかを評価します。

使用教科書
特に指定しない
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参考文献等
戸田山和久（2017年）『新版 論文の教室-レポートから卒論まで-』NHK出版。
その他、テーマ毎に必要に応じて紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
※各自のテーマ毎の進捗状況に合わせ、授業の順番や内容を一部変更する場合がある。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜２限

場所：

髙畑研究室（西館２階）

備考・注意事項： 授業の前後以外で質問したい場合は、メールにて受け付けます（takahata@osaka-seikei.ac.jp）。件名には必ず、所属・学
籍番号・氏名を明記してください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

卒業研究の進め方・研究倫理
今後の卒業研究の進め方、卒業論文・要旨の執筆方法、研究倫
理について学びます。

第2回

研究テーマの見直し①（課題を発展させる）
専門演習３・４の成果を踏まえ、先行研究の調査を行い、課
題を見直し発展させます。

第3回

研究テーマの見直し②（目的を明確にする）
専門演習３・４の成果を踏まえ、先行研究の再調査を行い、課
題を見直し目的を明確にします。

第4回

実地調査①（計画を立てる）
アンケート調査やヒアリング調査など追加の調査計
画（5W1H）を立案します。

第5回

実地調査②（調査票の作成）
アンケート調査やヒアリング調査などの調査票の作成を行いま
す。企業ではなく、人を対象とした調査の場合は、事前に倫理審
査を受ける必要があります。

第6回

実地調査③（調査の実施）
アンケート調査の調査票を配布し、記入を依頼します。また必
要に応じてヒアリング調査も実施します。

第7回

実地調査④（調査票の回収・集計）
アンケート調査やヒアリング調査などの調査票を回収し、集
計を行います。

研究倫理に関する事例を調べておいてくださ
い。

4時間

研究テーマを見直すため先行研究の調
査を行ってください。

4時間

研究テーマを見直すため先行研究の調
査を行ってください。

4時間

各自で実地調査のための調査計画を作成して
ください。

4時間

各自で実地調査のため調査票を作成を行って
ください。

4時間

各自で実地調査のため調査票を作成を行って
ください。

4時間

各自で実地調査結果の回収、集計を行ってく
ださい。

4時間

第8回

ゼミ内中間発表会の準備
これまで取り組んできた卒業研究の進捗状況を発表するため発表
用パワーポイントと発表原稿を作成します。

各自で発表練習を行ってください。

4時間

第9回

ゼミ内中間発表会

各自で中間発表の振り返りを行ってくださ
い。

4時間

各自で実地調査結果の解析を行ってくださ
い。

4時間

卒業研究の進捗状況をパワーポイントを用いて発表し、質疑応
答します。他のゼミ生の発表に対するコメントを記入します。発
表用パワーポイントは事前に提出してください。
第10回

実地調査⑤（結果の解析、考察）
第7回で集約したアンケート調査やインタビュー調査などの調査
結果を解析し、考察します。

第11回

卒業論文研究計画書の作成・提出
これまでの調査研究の結果を踏まえ、研究計画書を作成しま
す。今後の研究計画やアクションプランを具体的に示してくださ
い。

研究計画書を提出してください。

4時間

第12回

コース期末発表会の準備
これまで取り組んできた研究成果を発表するため発表用パワーポ
イントと発表原稿を作成します。

各自で発表練習を行ってください。

4時間

第13回

コース期末発表会（前半）

各自で期末発表の振り返りを行ってくださ
い。

4時間

各自で期末発表の振り返りを行ってくださ
い。試験（期末レポート）は指定された日
時までに提出してください。また、前
期で学んだことを踏まえ、各自で夏休みの計
画を立ててください。

4時間

卒業研究の進捗状況をパワーポイントを用いて発表し、質疑応
答します。他のゼミ生の発表に対するコメントを記入します。発
表用パワーポイントは事前に提出してください。
第14回

コース期末発表会（後半）

卒業研究の進捗状況をパワーポイントを用いて発表し、質疑応
答します。他のゼミ生の発表に対するコメントを記入します。発
表用パワーポイントは事前に提出してください。
授業の最後に試験（期末レポート）の課題を提示します。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習５【食】
伴みずほ
4年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
この授業では、専門演習３・４での学びを踏まえ、自ら設定した研究課題を解決するため仮説を立て、調査研究の過程を通してその解決策を提
案します。そして、学びの集大成としての卒業論文を執筆します。研究の進め方、文献検索の方法、研究倫理など研究の基礎となる知識を習
得しながら、自ら主体的に卒業研究に取組むことが求められます。卒業論文のテーマは食ビジネスの変革であり、特に消費者とのコミュニケー
ションを中心とした研究テーマを取り扱います。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

研究倫理、文献検索の方法、フィールド調
査の進め方、専門知識やスキルを習得し、主
体的に卒業研究に取組む。

自ら設定した課題を解決するため仮
説を立て、最適な検証手段を立案し、解決
策を提案できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自ら課題を設定し、その真因を探ることがで
きる。

2 ．DP5.計画・立案力

仮説を検証するために必要な検証手段、計
画を立案できる。

3 ．DP6.行動・実践

自ら行動に対してPDCAサイクルを回しなが
ら実践できる。

4 ．DP7.完遂

困難な課題であっても最後まであきらめずに
やり遂げることができる。

5 ．DP10.忠恕の心

誠実で思いやりのある人、周囲から頼りにさ
れる人になることを目指す。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなす。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内のワーク
20％
提出物
20％
中間・期末発表
40％
試験（期末レポート）
20％

： 課題設定および仮説検証のプロセスが妥当、効果的であったかどうか、自主的な取り組み姿勢で
あったかどうかを評価します。
： 先行研究の調査レポート、仮説と研究計画、フィールド調査票および解析データなどが適切であっ
たかどうかを評価します。
： 発表内容が適切であり、自らの主張を伝えられたかどうか、相手の意図を理解して適切に応答でき
たかどうかを評価します。
： 指定された日時までに提出された期末レポート（研究計画、概要含む）について、独自の問い
に対して明確な答えを主張し、論証できているかを評価します。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
テーマ毎の進捗に応じて紹介します。
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履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
授業の順番や内容を変更する場合があります。
不定期で専門書の輪読を行います。
各自でpptの資料準備を行っておいてください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日4時間目

場所：

研究室（西館２階）

備考・注意事項： 質問はメールでも応じます。ban-m@osaka-seikei.ac.jp（タイトルには氏名、学籍番号を記入のこと）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

卒業研究の進め方および研究倫理
今後の失業研究の進め方、研究倫理、卒業論文・要旨の執筆方
法、などについて学びます。

第2回

研究テーマの見直し①（課題を発展させる）
専門演習３・４の成果を踏まえ、先行研究調査を行い、課題を見
直しより発展させます。

第3回

研究テーマの見直し②（目的を明確にする）
専門演習３・４の成果を踏まえ、先行研究調査を行い、課題を見
直しより目的を明確にします。

第4回

フィールド調査①（計画を立てる）
インタビュー調査や市場調査などの計画（5W1H）を立案します。

第5回

フィールド調査②（調査票の作成）
インタビュー調査や市場調査などの調査票の作成を行います。
企業ではなくヒトを対象とした調査の場合は、事前に倫理審
査を受けます。

第6回

フィールド調査③（調査の実施）
インタビュー調査や市場調査などの調査票をもとに、結果を記
入します。

第7回

フィールド調査④（調査票の回収・集約）
インタビュー調査や市場調査などの調査票を、集約を行います。

研究倫理に関する事例を調べておいてくださ
い。

4時間

研究テーマを見直すため先行研究調査を行っ
てください。

4時間

研究テーマを見直すため先行研究調査を行っ
てください。

4時間

フィールド調査のための資料作成を行ってく
ださい。

4時間

フィールド調査のための資料作成を行ってく
ださい。

4時間

フィールド調査のための資料作成を行ってく
ださい。

4時間

フィールド調査結果の回収、集約を行ってく
ださい。

4時間

第8回

ゼミ内中間発表会の準備
これまで取り組んできた卒業研究の進捗状況を発表するためパ
ワーポイントと発表原稿を作成します。

各自で発表練習を行ってください。

4時間

第9回

ゼミ内中間発表会

各自で中間発表の振り返りを行ってくださ
い。

4時間

フィールド調査結果の解析を行ってくださ
い。

4時間

卒業研究の進捗状況をパワーポイントを用いて発表し、質疑応
答します。他の発表に対するコメントシートも記入します。
発表に使用したパワーポイントは提出してください。
第10回

フィールド調査⑤（結果の解析）
第7回で集約したインタビュー調査や市場調査などの調査票の解
析を行い考察します。

第11回

卒業論文 研究計画書の作成・提出
これまでの調査研究の結果をふまえ、研究計画書を作成しま
す。今後の研究計画や結果を具体的に示してください。

次週までに研究計画書を提出してください。

4時間

第12回

コース期末発表会の準備
これまで取り組んできた研究成果を発表するためパワーポイン
トと発表原稿を作成します。

各自で発表練習を行ってください。

4時間

第13回

コース期末発表会（前半）

各自で期末発表の振り返りを行ってくださ
い。

4時間

各自で期末発表の振り返りを行ってくださ
い。試験（期末レポート）は指定された日
時までに提出して下さい。また、前期で学ん
だことを踏まえ、各自で夏休みの計画を立て
てください。

4時間

卒業研究の進捗状況をパワーポイントを用いて発表し、質疑応
答します。他の発表に対するコメントシートも記入します。
発表に使用したパワーポイントは提出してください。
第14回

コース期末発表会（後半）

卒業研究の進捗状況をパワーポイントを用いて発表し、質疑応
答します。他の発表に対するコメントシートも記入します。
発表に使用したパワーポイントは提出してください。
授業の最後に試験（期末レポート）の課題を提示します。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習６【経営】
児山俊行
4年

開講時期

後期

単位数

4

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
卒業論文作成とそれに向けての指導を行っていきます。
①専門演習４で、収集・分析した資料群の本格的なまとめを行います。
②それと受講生の興味関心を踏まえて、論文のテーマを決定いたします。
③さらに、必要な文献・資料・調査を行っていきます。
④その過程で、問題設定から結論に至る「ストーリー」を考えていきます。
③それに沿って、不足しているエビデンスの収集・分析を行っていきます。
⑥論文構成の要素を固めていきます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

自らの研究テーマにおける基本的知識・情
報と現代的課題を理解する。

テーマ分野の実情・背景を理解し、基本的視
角を持つことができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

テーマ分野のビジネス事象を観察して因果関
係を理解し、そこにある（発展・停滞の）課
題を見出すことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業態度

： 授業への集中度や質疑応答などの積極性で評価する。
10％

授業での活動の評価

： 授業での発表や議論、授業前に提出された課題などの成果で評価する。
40％

試験（論文）

： テーマ研究へのアプローチ策定や研究の具体的成果で評価する。
50％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
学生各自の卒業論文テーマに則して推薦・指示します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日２限

場所：

担当教員の研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

アクション成果の発表
前期最後の中間発表とそこでの質疑応答から導き出したアクショ
ン計画に沿ったアクション成果を各自発表する。また、研究倫理
教育の実施。

第2回

論文序盤の下書き作成指導（１）
論文作成した序盤箇所のゼミ内の質疑応答を通じた検討

第3回

論文序盤の下書き作成指導（２）
論文作成した序盤箇所（ないしは補足アクション）のゼミ内の質
疑応答を通じた検討

第4回

論文序盤の下書き作成指導（３）
論文作成した序盤箇所（ないしは補足アクション）のゼミ内の質
疑応答を通じて、論文内容の次への作成方針を検討する。

夏季休暇期間中のアクション成果をまとめ
る。

4時間

研究の補足アクション、ないしは論文作成開
始。

4時間

研究の補足アクション、ないしは論文作
成の継続

4時間

研究の補足アクション、ないしは論文作
成の継続

4時間

第5回

論文中盤の下書き作成指導（１）
論文作成した中盤（序盤）箇所のゼミ内の質疑応答を通じた検
討。

論文作成の継続（開始）

4時間

第6回

論文中盤の下書き作成指導（２）
論文作成した中盤（序盤）箇所のゼミ内の質疑応答を通じた検
討。

論文作成の継続

4時間

第7回

論文中盤の下書き作成指導（３）
論文作成した中盤箇所のゼミ内の質疑応答を通じて、論文内
容の次への作成方針を検討する。

論文作成の継続

4時間

第8回

中間発表の準備
中盤まで作成した論文内容と今後の展開について要旨にまとめ
る。

中間発表内容の作成

4時間

第9回

中間発表会での発表
中間発表を行い、そこで受けた質疑や批判、提案などから今
後の論文作成のあり方を考える。

中間発表内容の完成

4時間

第10回

論文終盤の下書き作成指導（１）
中間発表会で指摘された箇所の修正も含め、ゼミ内の質疑応
答を通じた論文終盤の方向性の検討。

論文終盤までの構成案の作成

4時間

第11回

論文終盤の下書き作成指導（２）
論文作成した終盤箇所のゼミ内の質疑応答を通じた検討。

論文（終盤）の作成

4時間

第12回

論文終盤の下書き作成指導（３）
論文作成した終盤箇所のゼミ内の質疑応答を通じた検討。

論文終盤作成の継続

4時間

第13回

論文全体の検討・確認
論文全体での課題のゼミ内質疑応答を通じた指摘と修正。

論文の結論部の作成

4時間

第14回

論文の結論の完成と序文の作成
論文の結論について、ゼミ内質疑応答を通じた検討と、それ
を踏まえた序文内容を考える。

論文の結論部修正と序文の作成

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習６【経営】
稲村昌南
4年

開講時期

後期

単位数

4

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本演習では、これまで学習してきた知識を基に、主に経営と情報の観点から問題提起したテーマで卒業論文にまとめ上げる作業を行います。結
論を裏付けるデータや事実がそろっているか、また先行研究の紹介とそれに対するレビューに漏れがないか確認しながら進めます。主なスケ
ジュールは講義計画の通りですが、授業時間外にも指導を行う場合があります。最終的には、卒業研究発表会において、全員が各自の卒業論
文（研究）の発表を行います。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

情報活用力

問題解決のために適切に情報を活用できる

2 ．DP1.幅広い教養やスキル

文章作成力

伝えたいことの要点を順序立てて文章化でき
る

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

問題解決の筋道を論理的に組み立てることが
できる

2 ．DP4.課題発見

社会において解決すべき課題を抽出すること
ができる

3 ．DP7.完遂

やるべきことを最後まで自分の力でやり抜く
ことができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可となることがある。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

取組みの適正性
50％
期末試験（卒業論文）
50％

： 「文章に論理性と簡潔性があるか」「テーマに対して収集した情報に適正性はあるか」という2つ
の観点から評価する。
： 「論文を組み立てるために抽出したキーワードに論理的矛盾はないか」、「テーマに対して本質
的な結論が導けているか」という2つの基準から評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
適宜、指示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は4単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。なお、その他に９０時間程度の論文・企画書等の作成にか
かわる学修が求められる。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日3時間目

場所：

西館3階45研究室
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備考・注意事項： classroom上での連絡も可能
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

卒業研究作成スケジュールの設定
夏休みの進捗状況を踏まえ、卒業研究を作成していくための今
後のスケジュールを決定します。

第2回

論文構成（目次）の作成
目的から結論に至るまでのストーリーを構成する目次を完成させ
ます。

第3回

中間発表資料の作成
論文の目次に沿って適切なデータおよび分析結果を用いながらパ
ワーポイントを使って中間発表資料を作成します。

第4回

中間発表資料の確認
作成した発表資料について修正すべき点がないか教員からコメン
トを受けます。

第5回

中間発表会
経営コースの2ゼミ合同でパワーポイントを使った発
表を行い、副査教員及び他の教員に評価してもらうことで適
切な内容になっているか確認します。

第6回

論文ストーリー（構成）の修正
中間発表会での指摘を踏まえ、追加・修正が必要な個所につい
て確認し、それを題目届に反映させます。

第7回

論文形式の確認
引用や図表の挿入など論文を作成するための決まりについて卒業
研究ガイドラインに従って確認します。

スケジュール通り進むよう、必要なデー
タや資料を追加します。

4時間

論文構成の見直しを行い必要に応じて修正し
ます。

4時間

論旨の裏付けとなるデータや先行研究をパ
ワーポイント資料に追加します。

4時間

発表に備え、教員からのコメントを基に適
宜パワーポイント資料を修正します。

4時間

発表の時に受けた評価やコメントから足りな
いところは何かを明確に認識します。

4時間

題目届に記載する概要について、中間発表で
の指摘を踏まえ修正します。

4時間

論文の形式について確認し、本文の記載済み
の部分について引用や図表の挿入の仕方を修
正します。

4時間

第8回

題目届の作成と提出
テーマと内容を確定させる「題目届」を作成し、提出します。

教員の確認を経て題目届を提出します。

4時間

第9回

目的と内容の整合性の確認

目的と内容に不整合な個所がある場合は可
能な範囲で修正します。

4時間

結論の導かれ方に不備がある場合は可能な範
囲で修正します。

4時間

論文の形式の不備を修正して期日までに提
出できるよう準備しておきます。

4時間

作成したパワーポイント資料について論理矛
盾がないか確認します。

4時間

スライドを入れ替えたり、追加したりするな
どしてより分かりやすい資料になるよう修
正して準備します。

4時間

最終発表での評価を受けて、論文の作成にど
の程度向き合えたか振り返ります。

4時間

作成した論文の目的と内容が整合しているか確認します。
第10回

結論の妥当性の確認
導かれた結論が妥当で研究目的に合致しているかを確認します。

第11回

卒業研究の最終確認
形式等、全体を通して論文に不備がないか確認します。

第12回

卒業研究発表会資料の作成
完成させた原稿に従い最終発表会の資料をパワーポイントを使っ
て作成します。

第13回

発表会資料の最終確認
論旨が明確でわかりやすい資料になっているかを確認します。

第14回

卒論発表会
パワーポイントを使って発表し、副査からコメントを受けるとと
もに質疑応答を行い、フロアの学生および教員からコメントや質
問を受けます。また、優秀論文の候補となった学生については候
補者のみの別枠で発表を行います。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習６【経営】
山崎哲弘
4年

開講時期

後期

単位数

4

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
経営学、特に人的資源管理論に関する諸問題について学術的な知見をもとに、個々に設定した研究テーマに沿って調査、研究を行う。専門演
習６では、専門演習５での学びを踏まえ、卒業論文の作成を通じて論理的な思考力を身に付けていく。特に後半の講義では卒業論文の完成およ
び最終発表に向けて、各自発表を行い、研究内容の妥当性等について議論する。卒業研究発表会に向けたスケジュールは講義計画の通りである
が、必要に応じて授業時間外の指導も実施する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

これまでの様々な講義で得た知識を研究活
動に適用する。

卒業論文の完成及び卒業論文発表会の実施

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

卒業論文の完成までのスケジュールを立て
る。

2 ．DP6.行動・実践

自身で立てたスケジュールに基づき、自律
的に研究活動を行う。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

平常点

： 授業中の質疑応答など授業に対する積極性など取り組み姿勢から評価する。
10％

試験（卒業論文）

： 研究内容の専門性、妥当性、論点の明確さなど、卒業論文の完成度によって評価する。
50％

研究発表

： 中間報告および最終報告を中心に、授業中の発表内容により評価する。
40％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
特になし。
個々の研究テーマに応じて別途指定する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その会の授業内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習すること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜日１限

場所：

西館２階研究室（14）

備考・注意事項： 通常開講時間外に実施します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
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第1回

ガイダンス：これまでの研究を振り返る
専門演習６の計画と諸注意を伝える。
卒業研究を仕上げるポイントを伝える。

先行研究をもとに、卒業論文を作成する。

4時間

第2回

卒業論文の作成（１）
卒業論文の内容について、ゼミ内での質疑応答を通じて、ブラッ
シュアップを行う。

先行研究をもとに、卒業論文を作成する。

4時間

第3回

卒業論文の作成（２）
卒業論文の内容について、ゼミ内での質疑応答を通じて、ブラッ
シュアップを行う。

先行研究をもとに、卒業論文を作成する。

4時間

第4回

卒業論文の作成（３）
卒業論文の内容について、ゼミ内での質疑応答を通じて、ブラッ
シュアップを行う。

先行研究をもとに、卒業論文を作成する。

4時間

第5回

卒業論文の作成（４）
卒業論文の内容について、ゼミ内での質疑応答を通じて、ブラッ
シュアップを行う。

先行研究をもとに、卒業論文を作成する。

4時間

第6回

卒業論文の作成（５）
卒業論文の内容について、ゼミ内での質疑応答を通じて、ブラッ
シュアップを行う。

先行研究をもとに、卒業論文を作成する。

4時間

第7回

卒業論文の作成（６）
卒業論文の内容について、ゼミ内での質疑応答を通じて、ブラッ
シュアップを行う。

中間報告資料の作成

4時間

第8回

中間報告

中間報告で得た知見をもとに論文を修正す
る。

4時間

講義前半でまとめた内容について、報告会を実施する。
第9回

卒業論文の作成（７）
卒業論文の内容について、ゼミ内での質疑応答を通じて、ブラッ
シュアップを行う。

先行研究をもとに、卒業論文を作成する。

4時間

第10回

卒業論文の作成（８）
卒業論文の内容について、ゼミ内での質疑応答を通じて、ブラッ
シュアップを行う。

先行研究をもとに、卒業論文を作成する。

4時間

第11回

卒業論文の作成（９）
卒業論文の内容について、ゼミ内での質疑応答を通じて、ブラッ
シュアップを行う。

先行研究をもとに、卒業論文を作成する。

4時間

第12回

卒論発表会資料の作成
執筆した卒業論文をもとに、発表用の要旨に落とし込む

ゼミ内卒論発表会資料の作成を行う。

4時間

第13回

ゼミ内卒論発表会（１）

各自の論文の研究内容の妥当性等につい
て、再度確認を行う。

4時間

各自の論文の研究内容の妥当性等につい
て、再度確認を行う。

4時間

各自の論文の研究内容の妥当性等につい
て、再度確認を行う。

4時間

卒論発表会に備え、ゼミ内での発表を通じて、研究内容の論
点の整理を行う。
第14回

ゼミ内卒論発表会（２）
卒論発表会に備え、ゼミ内での発表を通じて、研究内容の論
点の整理を行う。

第15回

ゼミ内卒論発表会（３）
卒論発表会に備え、ゼミ内での発表を通じて、研究内容の論
点の整理を行う。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習６【経営】
中井秀樹
4年

開講時期

後期

単位数

4

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
大学での研究活動の集大成として、卒業研究を行い、卒業論文または卒業作品の作成を行う。１年間を通じて、自分の選定したテーマに沿っ
た調べ学習と中間報告を行い、アドバイスを受けて調査を実施する。また、他者の発表についても学習の一環として、きちんと内容の理
解に努め、可能な範囲でアドバイスをするなど、切磋琢磨し自己の成長を促すとともに、互いのさらなる成長を目指す。
なお、授業以外で卒業研究を卒業研究中間発表及び卒業研究発表会で発表する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

これまでの講義で得た知識を研究活動への適
用する。

卒業研究の完了及び卒業論文発表会の実施

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

スケジュールに従って、自発的・自律的に行
動し、研究活動を行う

2 ．DP7.完遂

期日までの各種課題の提出及び発表などの実
践活動をやり遂げる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への参加・貢献度
40％
試験（卒業論文）

： 授業中の発言や発表時の積極的態度
他者の発表時のコメント
： 卒業論文・卒業研究の内容と発表

60％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
参考文献等:なし

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。なお、その他に約90時間程度の論文・企画書等の作成にかかわる学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜4限

場所：

西館3階研究室

備考・注意事項： 卒論提出まで気を抜かずにしっかり頑張りましょう
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
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第1回

中間発表に向けた準備
各自で進めている研究テーマに関して、夏季休業期間中の研究活
動成果も含めてコースで実施する中間発表を行うための準
備を行う。
必要であれば、発表の事前演習を行う。

個別テーマ研究

4時間

第2回

中間発表のふりかえりと課題抽出
コースで実施する中間発表でのアドバイスを踏まえて、研究にお
ける課題を整理し、その解決のための方法についての検
討を行う。

個別テーマ研究

4時間

第3回

卒論テーマ研究活動
中間発表を経て、軌道修正した研究計画に従って、研究を進めて
いく。

個別テーマ研究

4時間

第4回

卒論テーマ授業内発表(1回目) グループ1
各自のテーマに沿って、進捗状況の報告を交代で行う。
他者の発表時には、コメントなどをする。
お互いに、発表の聴講・評価をすることで、切磋琢磨する。

個別テーマ研究

4時間

第5回

卒論テーマ授業内発表(1回目) グループ2
各自のテーマに沿って、進捗状況の報告を交代で行う。
他者の発表時には、コメントなどをする。
お互いに、発表の聴講・評価をすることで、切磋琢磨する。

個別テーマ研究

4時間

第6回

卒論テーマ授業内発表(1回目) グループ3
各自のテーマに沿って、進捗状況の報告を交代で行う。
他者の発表時には、コメントなどをする。
お互いに、発表の聴講・評価をすることで、切磋琢磨する。

個別テーマ研究

4時間

第7回

授業内発表のふりかえり
授業内発表を経て、新たに提示された課題や問題点について、指
導教員や副差教員と相談の上で、最終的な研究の結論にむけて未
知すぎを描き、研究の完遂を目指す。
また、卒業論文の初稿提出に向けた準備を進める。

個別テーマ研究

4時間

第8回

卒業研究授業内発表準備
研究論文が結論まできちんと記述されている状態で初稿提出のた
めの準備を行い、指導教員の指導を受ける。
各自のテーマに沿って、進捗状況の報告を交代で行う準備を進め
る。

個別テーマ研究

4時間

第9回

初稿提出・卒論テーマ発表に向けな授業内発表 グループ1
研究論文が結論まできちんと記述されている状態で初稿提
出を行い、指導教員の指導を受ける。
各自のテーマに沿って、進捗状況の報告を交代で行う。
他者の発表時には、コメントなどをする。
お互いに、発表の聴講・評価をすることで、切磋琢磨する。

個別テーマ研究

4時間

第10回

卒論テーマ発表に向けな授業内発表 グループ２、初稿添削返
却
各自のテーマに沿って、進捗状況の報告を交代で行う。
他者の発表時には、コメントなどをする。
お互いに、発表の聴講・評価をすることで、切磋琢磨する。
研究題目の確定と題目届の作成。
初稿添削を返却し、指摘事項についての確認を行い、修正稿作
成のための準備を行う。

個別テーマ研究

4時間

第11回

卒論テーマ発表に向けな授業内発表 グループ３
各自のテーマに沿って、進捗状況の報告を交代で行う。
他者の発表時には、コメントなどをする。
お互いに、発表の聴講・評価をすることで、切磋琢磨する。
初稿添削を受けて原稿の修正を進める。

個別テーマ研究

4時間

第12回

最終報告準備、概要原稿の作成
コースで実施する卒論発表会のための発表準備を行う。
また、概要原稿を作成する。

個別テーマ研究

4時間

第13回

最終報告準備、授業内発表
コースで実施する卒論発表会のための発表準備を行い、発表練
習・予行演習を行う。
発表時間の調整やスライド構成などの微調整を行う。

個別テーマ研究

4時間

第14回

卒論テーマ学修および最終報告
卒論の最終稿の提出、卒業研究概要の作成

個別テーマ研究

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習６【スポーツ】
青野桃子
4年

開講時期

後期

単位数

4

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
スポーツマネジメントに関する諸問題について、学術的な知見を持ちながら、各自の研究テーマへのアプローチ法を整理し、研究計画の作
成とプレゼンテーションをおこなう。ゼミ内でディスカッションをおこない、多面的に問題をとらえることを目標とする。そして、先行研
究を批判的に検討することで、問題関心を深め、オリジナリティのある卒業研究を目指す。また最終的に、卒業研究だけでなく、批判的思
考、論理的思考、議論する能力の向上も目指す。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

文献、先行研究を通して、基礎知識を習得す
る。

幅広い教養やスキルを身につける。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

専門的知識、研究手法を学ぶ。

専門的知識を獲得する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自ら研究課題を発見する。

2 ．DP5.計画・立案力

研究計画を立案する。

3 ．DP6.行動・実践

計画に基づいて、実際に研究を進める。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

論文・企画書の評価
50％
研究過程の評価

： テーマ選定が研究課題に対して適切であるかどうか、データや先行研究が参照できているかどう
か、論理的構成、文章の体裁を評価する。
： 研究に取り組む姿勢、自主性、グループでの活動においては協調性を評価する。

30％
研究発表の評価

： 自身の研究について、論理的に、資料にもとづいて発表ができていることを評価する。
20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業のなかで適宜紹介します。
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履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜2限

場所：

西館4階

研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス
ゼミの目的や進め方を確認する。卒業論文執筆の具体的な計
画を作成する。

スケジュールの検討

4時間

第2回

本調査のまとめ
本調査の結果をまとめ、議論する。

本調査の結果のまとめ・復習

4時間

第3回

論文構成の検討
本調査の結果をもとに、論文の構成を作成する。

論文構成の作成

4時間

第4回

論文構成の修正
議論をもとに、論文の構成を修正する。

論文構成の作成・修正

4時間

第5回

卒業論文の作成（先行研究検討）
先行研究と比較し、自身の卒業研究のオリジナリティを明らかに
する。

論文の執筆

4時間

第6回

卒業論文の作成（研究目的）
研究の目的を確認し、序論にあたる部分を執筆する。

論文の執筆

4時間

第7回

中間発表会用の資料作成
ゼミ内での議論をふまえて、中間発表会用の資料を完成させる。

資料の作成

4時間

第8回

卒業研究中間発表会
卒業研究中間発表会をおこなう。

発表会の復習

4時間

第9回

中間発表会の振り返り
発表会での議論をもとに、論文に修正を加える。

論文の修正

4時間

第10回

卒業論文の作成（結果・考察）
研究結果について考察し、執筆する。

論文の執筆

4時間

第11回

卒業論文の作成（全体のまとめ）
まとめの部分まで執筆し、おおまかに完成させ、主査・副査か
らコメントをもらう。

形式の確認

4時間

第12回

卒業論文の作成（修正・確認）
コメントに従い、修正をおこなう。

論文の修正

4時間

第13回

卒業論文公聴会の準備
卒業論文公聴会に向けて、発表資料を準備する。

資料の作成

4時間

第14回

卒業論文公聴会
卒業論文について、発表する。

質疑応答の準備

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

専門演習６【スポーツ】
植田真司
4年

開講時期

後期

単位数

4

演習

該当する
商品開発、新規事業企画、ブランド戦略展開（全14回）

実務経験の概要

授業概要
スポーツビジネスに関する諸問題について学術的な知見を持ちながら、各自の研究テーマへのアプローチ法を整理し、研究計画の作成およびプ
レゼンテーションを行う。また、研究を進めていく上で関連研究の調査、定量調査、定性調査について学び、各自の研究へ実践していきま
す。また、植田研究室では、スポーツビジネス、特に商品企画、ビジネスモデルを中心とした課題、研究テーマについて、卒業論文及び企画
書の完成にむけて演習を進めます。特に、研究方法や論文のまとめ方、発表の仕方など、工夫し発表します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

商品企画の幅広い教養と知識の習得

幅広い知識と教養

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

商品企画の専門知識とスキルの習得

専門知識と理解

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

研究の課題発見

2 ．DP5.計画・立案力

研究課題の計画の立案を行う

3 ．DP6.行動・実践

発表などの実践力を身に付ける

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

試験（論文・企画書）

50％
研究過程の評価
40％
研究発表の評価

10％

： 専門性としてテーマの妥当性、内容の妥当性・論点の明確さ、データと先行研究の参照、独自
性・社会的意義
実践力として論理的構成、文章の体裁、表現の推敲、研究の完遂
忠恕として適切な内容
： 取り組む姿勢として意思疎通、自発的行動、協調性（グループ研究のみ）忠恕の心を持ったコメン
ト
： 専門性として内容の妥当性・オリジナリティ、データ・先行研究の参照
実践力として論理的構成、資料の活用、発表技術、発表時間
協調性、質疑応答
忠恕として適切な内容

使用教科書

443

2859

特に指定しない

参考文献等
論文を完成させるために先行研究、引用参考文献など合わせて10本以上を自ら用意する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は4単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
なお、その他に約90時間程度の論文作成に関わる学修が必要になります。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜日

5限

場所：

研究室

西館3F
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンスとゼミ内発表会

前半

ゼミ内において発表会での振り返りを行い、適宜修正を加えてい
く。
第2回

ゼミ内発表会

後半

ゼミ内において発表会での振り返りを行い、適宜修正を加えてい
く。

発表会での振り返りにともない、適宜修正す
る

4時間

発表会での振り返りにともない、適宜修正す
る

4時間

第3回

卒論の中間発表会
各ゼミ生の中間発表会

発表準備と発表後の修正

4時間

第4回

卒業研究における結果について検証・分析する
結果を分析し、調査方法、調査対象、その妥当性について検討す
る。

結果の分析と考察

4時間

第5回

卒業研究における結果について考察とまとめ
結果を分析し、調査方法、調査対象、その妥当性について検討す
る。

結果の分析と考察

4時間

第6回

卒業研究に関する資料の書式に合わせて作成
作成資料が適切か検討する。

関連する資料の作成

4時間

第7回

卒業研究に関する考察の検討

卒業研究の調査方法、調査対象、その妥当
性について検討する。

4時間

卒業研究の考察の妥当性について検討する。
第8回

卒業研究に関する考察の修正
卒業研究の考察の妥当性について修正する。

卒業研究の作成

4時間

第9回

卒業研究を完成させる
卒業研究の全体を見て検討する。

卒業研究の作成

4時間

第10回

卒業研究の最終確認
卒業研究の全体を見て検討する。

発表資料の１次提出

4時間

第11回

ゼミ内での発表 前半
卒業研究の調査方法、調査対象、その妥当性について検討する。

卒論最終確認

4時間

第12回

ゼミ内での発表 後半
卒業研究の調査方法、調査対象、その妥当性について検討する。

卒論最終確認

4時間

第13回

卒業論文
卒業研究の最終確認と完成

卒業研究の最終提出と発表準備

4時間

第14回

卒業研究後期期末発表会
卒業研究前期期末発表会を行う。

卒業研究後期期末発表会の準備を行う。

4時間

444
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

専門演習６【スポーツ】
坂中勇亮
4年

開講時期

後期

単位数

2

演習

該当する
スポーツ協会に勤務し、スポーツ行政に従事（全１４回）

実務経験の概要

授業概要
スポーツビジネスに関する諸問題について学術的な知見を持ちながら、各自の研究テーマへのアプローチ法を整理し、研究計画の作成およびプ
レゼンテーションを行います。また、研究を進めていく上で先行研究の収集・分析、研究の手法について学び、各自の研究テーマに沿って実
践していきます。特に、担当教員の専門領域であるスポーツ行政を中心とした課題について、各自の関心や問題意識より、卒業論文及び企画
書の作成にむけて演習を進めます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

卒業論文に関連する幅広い知識と教養の習得

幅広い知識と教養

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

卒業論文を作成するための技術・能力の習得

研究を遂行する能力

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

研究課題の発見

2 ．DP5.計画・立案力

研究課題の計画の立案を行う

3 ．DP6.行動・実践

発表などの実践力を身に付ける

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

論文・企画書の評価

50％
研究過程の評価
40％
試験（研究発表の評価）
10％

： 専門性としてテーマの妥当性、内容の妥当性・論点の明確さ、データと先行研究の参照、独自
性・社会的意義
実践力として論理的構成、文章の体裁、表現の推敲、研究の完遂
忠恕として不適切な内容
： 取り組む姿勢として意思疎通、自発的行動、協調性（グループ研究のみ）忠恕の心を持ったコメン
ト
： 専門性として内容の妥当性・オリジナリティ、データ・先行研究の参照
実践力として論理的構成、資料の活用、発表技術、発表時間
忠恕として不適切な内容

使用教科書
特に指定しない

参考文献等

445

2863
卒論を完成させるために先行研究、引用参考文献などを自ら準備する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は４単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日

場所：

研究室

13：00－15：00

備考・注意事項： 本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むこと
に加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス及び卒論作成の計画について
専門演習6の計画と諸注意を伝えるとともに、卒業論文執筆の具
体的な計画を作成する。

具体的な論文作成スケジュールを検討する

4時間

第2回

本調査のまとめ
前期もしくは夏期休暇に行った本調査の結果をまとめ、主査・副
査と議論する。

本調査の結果をまとめる

4時間

第3回

論文構成の検討
卒業論文の全体構成・章立てを考え、主査と議論する。

卒業論文の目次構成を作成する

4時間

第4回

論文構成の修正
前回の主査との議論に基づき、卒業論文の全体構成・章立てを修
正する。

卒業論文の目次構成を作成する

4時間

第5回

卒業論文の作成：先行研究
先行研究との比較を通じて、各自の研究のオリジナリティを明
確にする。

先行研究についてまとめる

4時間

第6回

卒業論文の作成：研究目的
研究の目的を確認した上で、緒言にあたる章を執筆する。

卒論本文を執筆する

4時間

第7回

中間発表会の準備
中間発表会へ向けて研究の進捗状況をまとめる

中間発表会の準備

4時間

第8回

卒業研究後期中間発表会
卒業研究後期中間発表会を行う

中間発表会の振り返り

4時間

第9回

中間発表会の振り返り

これまでの研究を振り返り、適宜修正を加え
る。

4時間

中間発表会での振り返りを行い、適宜修正を加える。
第10回

卒業論文の作成：研究結果・考察
研究結果について考察を行ない、その内容を執筆する。

卒論本文を執筆する

4時間

第11回

卒業論文の作成：全体のまとめ
卒業論文を大まかに完成させ、主査・副査からコメントをもら
う。

卒業論文の形式を最終確認する

4時間

第12回

卒業論文の作成：修正と再確認
主査・副査からのコメントに従って卒業論文を修正する

卒業論文を修正する

4時間

第13回

卒業論文公聴会の準備

自身の論文を熟読し、公聴会に向けての準
備をする。

4時間

自分の卒論についての理解を深め、質疑応
答に対応できるよう準備する。

4時間

卒業論文公聴会に向けての資料を作成する
第14回

卒業論文公聴会
卒業論文を発表する

446

2866

234

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習６【スポーツ】
藤森梓
4

開講時期

後期

単位数

4

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
４回生の専門演習では、本格的な卒業研究の遂行と、その成果を卒業論文としてまとめる作業が中心となります。みなさんは４回生の前
期で、各自で調査・研究を行い、自らが設定した研究テーマについて、ある程度議論が深まっていると思います。４回生の後期は、これまで実
施してきた調査・研究の内容をまとめ、本格的に論文を作成する作業が中心となります。専門演習６では、各自の研究の進み具合の確認およ
び指導教員からの助言を中心として組み立てられます。なお、最終的な研究成果は、卒業論文発表会の場で報告することになります。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

自身の研究分野に関連した幅広い教養と知
識の習得

卒業研究のバックグラウンドの知識として役
立てる

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

研究を遂行する技術・能力の習得

卒業研究の自分自身で進めることができる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

研究の課題発見

2 ．DP5.計画・立案力

研究課題の計画の立案を行う

3 ．DP6.行動・実践

発表などの実践力を身に付ける

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ評価を「不可」とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

卒業論文の評価

50％
研究過程の評価
40％
研究発表（卒論公聴会）の評価

10％

： 専門性としてテーマの妥当性、内容の妥当性・論点の明確さ、データと先行研究の参照、独自
性・社会的意義
実践力として論理的構成、文章の体裁、表現の推敲、研究の完遂
忠恕として適切な内容
： 取り組む姿勢として意思疎通、自発的行動、協調性（グループ研究のみ）忠恕の心を持ったコメン
ト
： 専門性として内容の妥当性・オリジナリティ、データ・先行研究の参照
実践力として論理的構成、資料の活用、発表技術、発表時間
協調性、質疑応答
忠恕として適切な内容

使用教科書

447

2866

特に指定しない

参考文献等
論文を完成させるために先行研究、引用参考文献など合わせて10本以上を自ら用意する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は4単位の科目であるため、平均すると毎回16時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日4限

場所：

研究室（西館2階）

備考・注意事項： 上記以外の時間帯であっても、できる限り研究指導を行う。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

専門演習6のガイダンス: 卒業論文作成の計画策定
専門演習6の計画と諸注意を伝えるとともに、卒業論文執筆の具
体的な計画を作成します。

具体的な論文作成スケジュールを検討する

4時間

第2回

後期中間発表会の準備

各自の研究の進捗状況に基づいて、中間発表
会の資料を作成する

4時間

中間発表会の資料を作成します。
第3回

卒業研究後期中間発表会
これまでの研究の進捗状況についてプレゼンテーショ
ンを行い、副査教員を中心にコメントをもらいます。

中間発表会の準備を行う

4時間

第4回

本調査の検証・振り返り
前期もしくは夏休みに行った本調査の結果についての振り返り
を行います。

本調査について自分なりにまとめる

4時間

第5回

本調査の結果についての考察

本調査の内容について、自分なりの考
察を行う

4時間

夏休みに行った調査の結果について、考察を深めます。
第6回

卒論の具体的な構成（章立て）を考える
卒論の全体構成・章立てについて検討します。

卒論本文の作成に取り掛かる

4時間

第7回

卒論の詳細な構成について考える
卒論の各章の内容について検討します。

卒論本文の作成に取り掛かる

4時間

第8回

卒論執筆の準備

自身の卒論内容に従って、必要な資料を入
手する

4時間

卒論執筆に必要な資料およびデータを整理します。
第9回

卒論ドラフトの作成
卒論本文の執筆に取り掛かります。

卒論本文を執筆する

4時間

第10回

卒論ドラフトの修正
論理矛盾や誤字脱字等を修正し、卒論をブラッシュアップさせま
す。

卒論本文を執筆する

4時間

第11回

卒論ドラフトの完成
卒論を大まかに完成させ、指導教員および副査教員からコメン
トをもらいます。

卒論本文の作成させる

4時間

第12回

卒論ドラフトの再検討
指導教員・副査教員からのコメントに従って卒論を改訂します。

卒論の校正をする

4時間

第13回

卒論公聴会の準備

自身の論文を熟読し、公聴会に向けての準
備をする

4時間

自分の卒論について理解を深め、質疑応
答に対応できるようにする

4時間

卒論公聴会に向けての資料を作成します。
第14回

卒業研究公聴会
公聴会にて各自の卒業研究を発表します。

448

2867

234

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習６【スポーツ】
菅文彦・羽藤文彦
4年

開講時期

後期

単位数

4

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
スポーツマネジメントに関する諸問題について学術的な知見を持ちながら、各自の研究テーマを掲げて、研究計画、研究成果の作成および発
表を行う。研究テーマの選定においては、研究の個人的意義・学術的意義・社会的意義から検討する。
研究を進めていく上で、リサーチ・クエスションと仮説の明確化に努め、次に、妥当な研究方法を選定し、その手法を体得する。研究方法は文
献調査のみとせず、質問紙調査やヒアリング調査などの実施を旨とし、オリジナルデータの収集とその分析を主眼とする。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

幅広い知識と教養

スポーツを支える観点からの幅広い教養と知
識の習得

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

専門知識と理解

スポーツマネジメントの専門知識とスキ
ルの習得

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

研究の課題発見

2 ．DP5.計画・立案力

研究計画の立案を行う

3 ．DP6.行動・実践

発表などの実践力を身に付ける

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ成績評価を不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

試験：論文・企画書の評価

50％
研究過程の評価
40％
試験：研究発表の評価

10％

： 専門性としてテーマの妥当性、内容の妥当性・論点の明確さ、データと先行研究の参照、独自
性・社会的意義
実践力として論理的構成、文章の体裁、表現の推敲、研究の完遂
忠恕として不適切な内容
： 取り組む姿勢として意思疎通、自発的行動、協調性（グループ研究のみ）忠恕の心を持ったコメン
ト
： 専門性として内容の妥当性・オリジナリティ、データ・先行研究の参照
実践力として論理的構成、資料の活用、発表技術、発表時間
協調性、質疑応答
忠恕として不適切な内容

使用教科書
特に指定しない

449

2867

参考文献等
論文を完成させるために先行研究、引用参考文献など合わせて10本以上を自ら用意する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は平均すると毎回4時間の授業外学習が求められる。その他に約90時間程度の論文作成に関わる学習が求めれらる。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日2限

場所：

担当教員の研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス
研究進捗計画の確認を再度行い、各自のスケジュールを一覧化す
る。

卒業論文の完成イメージの作成

6時間

第2回

卒業論文の作成に向けて
専門演習５で決定した卒業論文テーマの妥当性、必要性、研
究の目的について最終検討する。

先行研究・参考文献の収集、論文執筆の準備

6時間

第3回

中間発表会

発表に対する指摘・コメントをふまえて研究
内容を精査する。

6時間

卒業研究の全体像（テーマ、目的、方法等）を発表する。
第4回

調査結果まとめ1
図表等にまとめた結果内容について誤記や誤った記述がないか検
討・確認する。

図表作成スキルの向上

6時間

第5回

調査結果まとめ2
調査結果を先行研究の結果と比較検討し、共通点・相違点を整
理する。

先行研究・参考文献の調査結果の整理

6時間

第6回

調査結果執筆
調査結果を分析し、先行研究との比較等もふまえて執筆する。

論文にふさわしい文体の習得

6時間

第7回

中間発表会の準備
発表内容の整理・確認および発表資料を作成する。

パワーポイントの操作確認

6時間

第8回

卒業研究後期中間発表

発表会で得たコメントを整理して研究進捗
上の課題を確認する。

6時間

調査方法、調査対象、その妥当性について検
討する。

6時間

中間発表を行う。
第9回

調査結果の検証
調査結果の妥当性、信頼性を検討する。必要に応じて追加調
査、再調査の実施も検討する。

第10回

論文作成（結果と研究目的）
調査結果と研究目的・研究方法の章の整合性を確認する。そのう
えで、結果の章と研究目的・方法の章の執筆をすすめる。

論文の執筆

6時間

第11回

論文作成（考察）
研究目的と結果をふまえ、考察の章の執筆をすすめる。

論文の執筆

6時間

第12回

論文作成（緒言）
考察の内容をふまえ、緒言の章の執筆をすすめる

論文執筆

6時間

第13回

論文作成（仕上げ）
論文全体を仕上げて内容構成や論旨、体裁等の確認を行う。

誤字脱字、論文形式の最終チェック

6時間

第14回

公聴会
公聴会（卒業研究期末発表会）を行う。

卒業研究期末発表会を行う

6時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習６【スポーツ】
古川拓也
4年

開講時期

後期

単位数

4

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
スポーツマネジメントに関する諸問題について学術的な知見を持ちながら、各自の研究テーマへのアプローチ法を整理し、研究計画の作成およ
びプレゼンテーションを行う。また、研究を進めていく上で関連研究の調査、アイデアの出し方について学び、各自の研究へ実践する。ま
た、古川研究室では、スポーツ政策に関連した研究課題について、各自の関心や問題意識より、卒業論文及び企画書の作成にむけて演習をすめ
る。最終的に、卒業論文のみならず、批判的思考や論理的思考、議論する能力、質疑応答の能力が高まることを目指す。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

スポーツ政策の幅広い教養と知識の習得

幅広い知識と教養

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

スポーツ政策の専門知識とスキルの習得

専門知識と理解

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

研究の課題発見

2 ．DP5.計画・立案力

研究課題の計画の立案を行う

3 ．DP6.行動・実践

発表などの実践力を身に付ける

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

試験（論文・企画書の評価）

50％
研究過程の評価
40％
研究発表の評価

10％

： 専門性としてテーマの妥当性、内容の妥当性・論点の明確さ、データと先行研究の参照、独自
性・社会的意義
実践力として論理的構成、文章の体裁、表現の推敲、研究の完遂
忠恕として適切な内容
： 取り組む姿勢として意思疎通、自発的行動、協調性（グループ研究のみ）忠恕の心を持ったコメン
ト
： 専門性として内容の妥当性・オリジナリティ、データ・先行研究の参照
実践力として論理的構成、資料の活用、発表技術、発表時間
協調性、質疑応答
忠恕として適切な内容

使用教科書

451

2869

特に指定しない

参考文献等
論文を完成させるために先行研究、引用参考文献など合わせて10本以上を自ら用意する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は4単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
なお、その他に約90時間程度の論文作成に関わる学修が必要になります。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日1・2限（9：00～12：00）

場所：

研究室

西館2F
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

専門演習6のガイダンス
専門演習6の計画と諸注意を伝える。また、卒業研究を仕上げ
るポイントについて学ぶ。

第2回

先行研究の検索
先行研究がテーマに沿ったものなのか否か、検討を行う。

研究テーマの決定、先行研究・参考文献の収
集、論文構想の作成

4時間

研究テーマの決定、先行研究・参考文献の収
集、論文構想の作成

4時間

第3回

先行研究の整理
先行研究を整理し、明らかになっていること、明らかになってい
ないことを明確にする

先行研究を探してくること

4時間

第4回

先行研究のまとめ
先行研究をまとめ、リサーチクエスチョンを設定する

各自研究を進めてくること。

4時間

第5回

仮説の設定
先行研究に基づいて仮説の設定を行う。

仮説の妥当性について検討する。

4時間

第6回

研究テーマに関する調査資料の検討
各々の研究計画に則して、調査資料を確認する。

先行研究を読み込んでくること

4時間

第7回

中間報告に向けた準備
中間報告に向け、プレゼンテーションの準備を行う。
各々の研究進捗状況を確認する。

発表資料をまとめてくること

4時間

第8回

中間発表会
卒業論文の中間報告を発表する。

発表資料をまとめてくること

4時間

第9回

卒業研究前期中間発表会の振り返り

中間報告会を振り返り、自身の研究の今
後の課題について整理すること

4時間

中間報告会の振返りを行う。
各々の研究進捗状況を確認する。
第10回

研究テーマに関する調査資料の作成
調査を実施するための資料を完成させる。

調査を実施するための資料を完成させる。

4時間

第11回

研究テーマに関する予備調査の実施
各自の研究に関する予備調査を実施する。

各自の研究に関する予備調査を実施する。

4時間

第12回

研究テーマに関する予備調査の回収・集計および仮説の検討

各自の研究に関する予備調査の結果をもと
に仮説を立てる。

4時間

調査方法、調査対象、その妥当性について検
討する。

4時間

卒業研究後期期末発表会の準備を行う

4時間

各自の研究に関する予備調査の結果をもとに仮説を立てる。
第13回

研究テーマに関する本調査の検討
調査方法、調査対象、その妥当性について検討する。

第14回

卒業研究発表会
卒業研究前期期末発表会を行う
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2871
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習６【スポーツ】
岡田功・村田正夫
4年

開講時期

後期

単位数

4

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

新聞記者として長年、国内外のスポーツビジネスの現場を取材。折に触れて日本のプロスポーツクラブに経
営のアドバイスを行ってきた（全14回）

授業概要
スポーツビジネスなどに関する諸問題について学術的な知見を持ちながら、各自の研究テーマへのアプローチ法を整理し、研究計画の作成およ
びプレゼンテーションを行う。また、研究を進めていく上で関連研究の調査、事例調査、定量調査、定性調査について学び、各自の研究に活
用していきます。岡田研究室では、事例分析や先行研究を通して経営学分野のさまざまな基礎知識を習得し、その中で学生とは個別に卒業研究
論文と発表に向けて準備を行います。
個別指導が多くなると思われるため、効果的にオンラインによる指導も併行する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

スポーツビジネスの幅広い教養と知識の習得

幅広い知識と教養

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

スポーツビジネスの専門知識とスキルの習得

専門知識と理解

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

研究の課題発見

2 ．DP5.計画・立案力

研究課題の計画の立案を行う

3 ．DP6.行動・実践

発表などの実践力を身に付ける

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

卒業論文

50％
研究過程の評価
40％
試験（研究発表の評価）
10％

： 専門性としてテーマの妥当性、内容の妥当性・論点の明確さ、データと先行研究の参照、独自
性・社会的意義
実践力として論理的構成、文章の体裁、表現の推敲、研究の完遂
忠恕として適切な内容
： 取り組む姿勢として意思疎通、自発的行動、協調性（グループ研究のみ）忠恕の心を持ったコメン
ト
： 専門性として内容の妥当性・オリジナリティ、データ・先行研究の参照 実践力として論理的構
成、資料の活用、発表技術、発表時間

使用教科書
特に指定しない

453

2871

参考文献等
論文を完成させるために先行研究、引用参考文献など合わせて10本以上を自ら用意する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は平均すると毎日4時間の授業外学修が求められる。なお、その他に約90時間程度の論文作成に関わる学修が求められている。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜３限

場所：

研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

専門演習6のガイダンスと卒業研究仕上げのポイントを学習
専門演習の計画と諸注意を伝える。また、卒業研究を仕上げるた
めのポイントについて学ぶ。

第2回

抄録の作成
発表会に向け、各自の研究について抄録を作成する。

第3回

研究テーマに関する予備調査の検討
調査方法、調査対象、その妥当性について検討する。

研究テーマの決定、先行研究・参考文献の収
集、論文構想の作成

4時間

発表会に向け、各自の研究について抄録を作
成する

4時間

調査方法、調査対象、その妥当性について検
討する

4時間

第4回

研究テーマに関する調査資料の作成
調査を実施するための資料を完成させる。

調査を実施するための資料を完成させる

4時間

第5回

研究テーマに関する予備調査の実施
各自の研究に関する予備調査を実施する。

各自の研究に関する予備調査を実施する

4時間

第6回

研究テーマに関する予備調査の回収・集計および仮説の検討

各自の研究に関する予備調査の結果をもと
に仮説を立てる

4時間

調査方法、調査対象、その妥当性について検
討する

4時間

各自の研究に関する予備調査の結果をもとに仮説を立てる。
第7回

研究テーマに関する本調査の検討
調査方法、調査対象、その妥当性について検討する。

第8回

卒業研究前期中間発表会
卒業研究前期中間発表会を行う。

卒業研究前期中間発表の準備を行う

4時間

第9回

卒業研究前期中間発表会の振り返り

ゼミ内において発表会での振り返り
を行い、適宜修正を加えていく

4時間

ゼミ内において発表会での振り返りを行い、適宜修正を加えてい
く。
第10回

研究テーマに関する本調査の実施
各自の研究に関する本調査を実施する。

各自の研究に関する本調査を実施する

4時間

第11回

研究テーマに関する本調査の回収・集計・分岐

研究テーマに関する本調査の回収・集計・分
析を行う

4時間

研究テーマに関する本調査の回収・集計・分析を行う。
第12回

研究テーマに関する本調査の考察
研究テーマに関する本調査の考察を行う。

研究テーマに関する本調査の考察を行う

4時間

第13回

期末発表会に向けての準備

期末発表会に向けてパワーポイントを作成す
る

4時間

卒業研究後期期末発表会の準備を行う

4時間

期末発表会に向けての準備でパワーポイントを作成する。
第14回

卒業研究発表会
卒業研究発表会を実施する。

454

2872

234

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習６【スポーツ】
田村匡
4年

開講時期

後期

単位数

4

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

スポーツイベントやスポーツ施設、スポーツマネジメントに係る組織、資金、運営方法等について業務とし
て取り組んできた。（全１４回）

授業概要
スポーツビジネスに関する諸問題について学術的な知見を持ちながら、各自の研究テーマにあわせて研究を実践していきます。卒業論文にむけ
て先行研究等を収集し、仮説を設定し、調査を実施していきます。また、田村研究室では、スポーツイベントやスポーツ施設、スポーツ組織
等を中心とした課題について、各自の関心や問題意識より、卒業論文及び企画書の作成にむけた演習をすすめます。各自が主体的に情報収
集、事例研究、アンケート調査などを行います。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

スポーツビジネスの幅広い教養と知識の習得

幅広い知識と教養

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

スポーツイベント・施設・組織等の専門知
識とスキルの習得

専門知識と理解

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

研究の課題発見

2 ．DP5.計画・立案力

研究課題の計画の立案を行う

3 ．DP6.行動・実践

発表などの実践力を身に付ける

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ本学のガイドラインのとおりとする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

論文・企画書の評価
40％
研究過程の評価
40％
研究発表の評価
10％
期末レポート

： 専門性としてテーマの妥当性、内容の妥当性・論点の明確さ、データと先行研究の参照、独自
性・社会的意義 実践力として論理的構成、文章の体裁、表現の推敲、研究の完遂 忠恕として不適
切な内容
： 取り組む姿勢として意思疎通、自発的行動、協調性（グループ研究のみ）忠恕の心を持ったコメン
ト
： 専門性として内容の妥当性・オリジナリティ、データ・先行研究の参照 実践力として論理的構
成、資料の活用、発表技術、発表時間 協調性、質疑応答 忠恕として不適切な内容
： 授業終了後のレポート

10％

使用教科書
特に指定しない
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参考文献等
論文を完成させるために先行研究、引用参考文献など合わせて10本以上を自ら用意する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は4単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
なお、その他に約90時間程度の論文作成に関わる学修が必要になります。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日2限目

場所：

個人研究室

備考・注意事項： メールにて質問してください。オフィスにこられる場合、予約ください。tamura-t@osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス及び卒論記述に向けての案内
専門演習6の計画と諸注意を伝える。また、卒業研究を仕上げ
るポイントについて学ぶ。

第2回

卒業研究後期中間発表会（発表リハ―サル）
卒業研究後期中間発表会へ向けて、発表資料を基に発表のリハー
サルを行う。それ後相互にチェックし、発表方法、内容、仕
方を練り上げる。

第3回

卒業研究後期中間発表会実施
卒業研究後期中間発表会の実施

先行研究・参考文献の収集、調査の実施、論
文構想の作成

4時間

卒業研究後期中間発表の資料作成、準
備を行う

4時間

卒業研究後期中間発表のプレゼンテーショ
ンに向けた準備を行う

4時間

第4回

研究内容に関する指摘を受けた修正
卒業研究後期中間発表にて受けた指摘をふまえ、研究内容、目
的、方法等を修正する。

研究内容、目的、方法等の修正を行う

4時間

第5回

論文関係作業の実施（追加の資料収集と調査１）
仮説の設定等ののち追加の資料収集と調査を実施していく。ま
た研究結果を最終的にまとめる作業を行う。

追加の資料収集等を行う

4時間

第6回

卒業研究の完成に向けた作業実施（素案）
卒業研究の関係に向け、記述関連作業を実施する。素
案を書き上げる。

一旦、素案をまとめる。

4時間

第7回

卒業研究の完成に向けた作業実施（素案修正１）
卒業研究の完成に向け、作業を実施しつつ、素案を修正する。

主査、副査の指摘を受けて、素案を修正する

4時間

第8回

論文関係作業の実施（追加の資料収集と調査２）
追加資料収集と調査を引き続き行う。その論文の中の位置
付け等について推敲を行う。

追加資料収集と調査の実施

4時間

第9回

卒業研究の完成に向けた作業実施（素案修正2）
卒業研究の完成に向け、作業を実施しつつ、素案を修正する。

主査、副査の指摘を受けて、素案を修正する

4時間

第10回

論文関係作業の実施（追加の資料収集と調査３）
再度、追加資料収集と調査を引き続き行う。その論文の中の位置
付け等について推敲を行う。

追加資料収集と調査の実施

4時間

第11回

卒業研究の完成に向けた作業実施（卒論1次稿アップ）
一旦、卒業論文の全体を書き上げてみる。1次稿としてアッ
プし、主査・副査の意見を聞いて修正を加えていく。

卒業論文の記述等、完成に向けた作業実施

4時間

第12回

卒業研究の完成に向けた作業実施（卒論2次稿アップ）
主査・副査の意見等を聞きながら修正し、より内容を高度化させ
た2次稿を書き上げる。

卒業論文の記述等、完成に向けた作業実施

4時間

第13回

卒業研究最終発表会・公聴会に向けた準備作業

発表会・公聴会に向けた資料作成、プレゼン
テーションの練習等

4時間

発表会・公聴会に向けた資料作成、プレゼン
テーションの練習等

4時間

卒業論文を完成させるとともに、卒業研究最終発表会・公聴
会に向けた発表資料作成、プレゼンテーションの練習等の準備作
業を行う。
第14回

卒業研究最終発表会・公聴会実施
卒業研究最終発表会・公聴会にてプレゼンテーションを行う。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習６【食】
髙畑能久
4年

開講時期

後期

単位数

4

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

大手総合食品メーカーの中央研究所で研究・商品開発および新規事業を経験。その後、グループ経営本部 経
営企画部にて事業戦略の立案および投融資などを担当。（全14回）

授業概要
この授業では、専門演習３・４・５での学びを踏まえ、自ら設定した研究課題を探究するために一連の調査研究の過程を通して見出した独
自の知見や解決策を探究します。そして、学びの集大成としての卒業論文を執筆し、卒業論文発表会にて発表します。研究倫理、文献検索の方
法、実地調査の進め方、専門知識やスキルを修得しながら、自ら主体的に卒業研究に取り組むことが求められます。食ビジネスの新たな価値創
造と更なる変革を目指し、食の安全マネジメント、食品開発、食の持続可能性を中心とした研究領域に挑戦します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

研究倫理、文献検索の方法、実地調
査の進め方、専門知識やスキルを修得し、主
体的に卒業研究に取り組み完遂する。

自ら設定した研究課題を解決するため仮
説を立て、最適な検証手段を立案し、解決
策を探究する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自ら研究課題を設定し、その真因を探ること
ができる。

2 ．DP5.計画・立案力

仮説を検証するため、必要な検証手段やアク
ションプランを立案できる。

3 ．DP6.行動・実践

主体的に行動し、PDCAサイクルを回しなが
ら実践できる。

4 ．DP7.完遂

困難な課題であっても最後まであきらめずに
やり遂げることができる。

5 ．DP10.忠恕の心

誠実で思いやりのある人、周囲から頼りにさ
れる人になることを目指す。

学外連携学修
有り

(連携先：大阪府、株式会社西友フーズ 他)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなされます。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内のワーク
20％
ポートフォリオ
20％
中間・卒業論文発表
40％
試験（卒業論文）
20％

： 課題設定および仮説検証のプロセスが妥当かつ効果的であったか、主体的な取り組み姿勢であった
かどうかを評価します。
： 先行研究の調査レポート、仮説と研究計画、実地調査票および解析結果、研究概要などが適切で
あったかどうかを評価します。
： 発表内容（専門性・実践力）が適切であり、自らの主張を伝えられたかどうか、相手の意図を理
解して適切に応答できたかどうかを評価します。
： 指定された日時までに提出された卒業論文について、学術的な問いに対して明確に主張し、エビデ
ンスを示して論述できているかを評価します。

使用教科書
特に指定しない
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参考文献等
戸田山和久（2017年）『新版 論文の教室-レポートから卒論まで-』NHK出版。
その他、テーマ毎に必要に応じて紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は4単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。なお、その他に90時間程度の論文・企画書等の作成にかか
わる学修が求められる。
※各自のテーマ毎の進捗状況に合わせ、授業の順番や内容を一部変更する場合がある。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜２限

場所：

髙畑研究室（西館２階）

備考・注意事項： 授業の前後以外で質問したい場合は、メールにて受け付けます（takahata@osaka-seikei.ac.jp）。件名には必ず、所属・学
籍番号・氏名を明記してください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

卒業論文の執筆計画
卒業論文の執筆プロセスを学び、研究計画書に沿ってアクション
プランを立案します。

卒業論文執筆のアクションプランを考えてき
てください。

4時間

第2回

卒業論文の作成①（題目・目次・要約）
卒業論文の骨子を考え、題目、目次、要約を記述します。

各自で卒業論文の執筆を行ってください。

4時間

第3回

中間発表会の準備
これまで取り組んできた卒業研究の進捗状況を発表するため発表
用パワーポイントと発表原稿を作成します。

各自で発表練習を行ってください。

4時間

第4回

中間発表会

各自で中間発表の振り返りを行ってくださ
い。

4時間

卒業研究の進捗状況をパワーポイントを用いて発表し、質疑応
答します。他のゼミ生の発表に対するコメントを記入します。発
表用パワーポイントは事前に提出してください。
第5回

卒業論文の作成②（はじめに）・題目届提出
先行研究を踏まえ、はじめにの項では卒業研究の目的や意義を記
述します。また、題目届を作成して提出します。

各自で卒業論文の執筆を行ってください。

4時間

第6回

卒業論文の作成③（調査方法）
仮説を証明するために実調査した先行研究・事例、アンケート調
査、実地調査などの具体的な方法を記述します。

各自で卒業論文の執筆を行ってください。

4時間

第7回

卒業論文の作成④（結果）
前回記述したアンケート調査、実地調査などの結果を記述しま
す。

各自で卒業論文の執筆を行ってください。

4時間

第8回

卒業論文の作成⑤（考察）
前回記述したアンケート調査、実地調査などの結果を解析し、考
察を記述します。

各自で卒業論文の執筆を行ってください。

4時間

第9回

卒業論文の作成⑥（引用・参考文献）・概要提出
卒業論文の中で引用した文章・図表の引用文献および参考文
献の一覧を記述します。また、概要を作成して提出します。

各自で卒業論文の執筆を行ってください。

4時間

第10回

卒業論文のブラッシュアップ①（書式など）

各自で卒業論文のブラッシュアップを行って
ください。

4時間

各自で卒業論文のブラッシュアップを行って
ください。

4時間

卒業論文を一次提出し、内容や書式など不十分な箇所を添削しま
す。
第11回

卒業論文のブラッシュアップ②（内容など）・卒業論文提出
卒業論文を再提出し、内容や書式など不十分な箇所を添削しま
す。これを何度か繰り返し、完成した卒業論文を提出します。

第12回

卒業研究発表会の準備
一連の研究成果を発表するため発表用パワーポイントと発表原
稿を作成します。

各自で発表練習を行ってください。

4時間

第13回

卒業研究発表会の予演会
卒業研究の成果をパワーポイントを用いて発表し、質疑応答しま
す。その後、不十分な箇所を修正します。

各自で予演会の振り返りを行ってください。

4時間

第14回

卒業研究発表会

各自で卒業研究全体（ゼミ活動含む）の学び
について振り返りを行ってください。

4時間

卒業研究の進捗状況をパワーポイントを用いて発表し、質疑応
答します。他のゼミ生の発表に対するコメントを記入します。発
表用パワーポイントは事前に提出してください。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習６【食】
伴みずほ
4年

開講時期

後期

単位数

4

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
この授業では、専門演習３・４・５での学びを踏まえ、自ら設定した研究課題を解決するために一連の調査研究の過程を通して見出した独
自の知見や解決策を提案します。そして、学びの集大成としての卒業論文を執筆し、卒業論文発表会にて発表します。研究の進め方、文献検
索の方法、研究倫理など研究の基礎となる知識を習得しながら、自ら主体的に卒業研究に取組むことが求められます。卒業論文のテーマは食ビ
ジネスの変革であり、特に消費者とのコミュニケーションを中心とした研究テーマを取り扱います。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

研究倫理、文献検索の方法、フィールド調
査の進め方、専門知識やスキルを習得し、主
体的に卒業研究に取組む。

自ら設定した課題を解決するため仮
説を立て、最適な検証手段を立案し、解決
策を提案できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自ら課題を設定し、その真因を探ることがで
きる。

2 ．DP5.計画・立案力

仮説を検証するために必要な検証手段、計
画を立案できる。

3 ．DP6.行動・実践

自ら行動に対してPDCAサイクルを回しなが
ら実践できる。

4 ．DP7.完遂

困難な課題であっても最後まであきらめずに
やり遂げることができる。

5 ．DP10.忠恕の心

誠実で思いやりのある人、周囲から頼りにさ
れる人になることを目指す。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなす。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内のワーク
20％
ポートフォリオ
20％
中間・卒業論文発表
40％
試験（論文）
20％

： 課題設定および仮説検証のプロセスが妥当、効果的であったかどうか、自主的な取り組み姿勢で
あったかどうかを評価します。
： 先行研究の調査レポート、仮説と研究計画、フィールド調査票および解析データ、研究概要など
が適切であったかどうかを評価します。
： 発表内容が適切であり、自らの主張を伝えられたかどうか、相手の意図を理解して適切に応答でき
たかどうかを評価します。
： 指定された日時までに提出された卒業論文（研究計画、概要含む）について、独自の問いに対し
て明確な答えを主張し、論証できているかを評価します。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
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フードシステムの経済学
時子山ひろみ著
医歯薬出版

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。なお、「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その他に約90時間程度の論文・企
画書等の作成に関わる学修が求められます。毎回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
専門演習１、２、３、４および５の単位を修得していること。
授業の順番や内容を変更する場合があります。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜4時間目

場所：

研究室（西館２階）

備考・注意事項： 質問はメールでも応じます。ban-m@osaka-seikei.ac.jp（タイトルには氏名、学籍番号を記入のこと）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

卒業論文執筆の進め方
卒業論文を執筆プロセスを学び、計画を立てます。

卒業論文執筆の計画を考えてきてください。

4時間

第2回

卒業論文の作成①（骨子を考える）
卒業論文の骨子を考え、タイトル、章立て、目次を記述します。

卒業論文の執筆を行ってください。

4時間

第3回

中間発表会の準備
これまで取り組んできた卒業研究の進捗状況を発表するためパ
ワーポイントと発表原稿を作成します。

各自で発表練習を行ってください。

4時間

第4回

中間発表会

各自で中間発表の振り返りを行ってくださ
い。

4時間

卒業研究の進捗状況をパワーポイントを用いて発表し、質疑応
答します。他の発表に対するコメントシートも記入します。
発表に使用したパワーポイントは提出してください。
第5回

卒業論文の作成②（はじめに）・題目届提出
先行研究を踏まえ、はじめにの項では卒業研究の目的や意義を記
述します。
また、題目届を提出します。

卒業論文の執筆を行ってください。

4時間

第6回

卒業論文の作成③（調査方法）
仮説を証明するために実施した文献調査、フィールド調査など
の具体的な方法を記述します。

卒業論文の執筆を行ってください。

4時間

第7回

卒業論文の作成④（結果）
前回記述した文献調査、フィールド調査などの結果を記述しま
す。

卒業論文の執筆を行ってください。

4時間

第8回

卒業論文の作成⑤（考察）
前回記述した文献調査、フィールド調査などの結果を踏まえ、考
察を記述します。

卒業論文の執筆を行ってください。

4時間

第9回

卒業論文の作成⑥（引用・参考文献）
卒業論文の中で引用した文章・図表の引用文献および参考文
献を記述します。

卒業論文の執筆を行ってください。

4時間

第10回

卒業論文の修正（書式の確認）
卒業論文を仮提出し、内容・書式など不十分な箇所について追
加・修正を行います。

卒業論文の修正を行ってください。

4時間

第11回

卒業論文の修正（内容の確認）
卒業論文を仮提出し、内容・書式など不十分な箇所について追
加・修正を行います。

卒業論文の修正を行ってください。

4時間

第12回

卒業研究発表会の準備
一連の研究成果を発表するためパワーポイントと発表原稿を作
成します。

各自で発表練習を行ってください。

4時間

第13回

卒業研究発表会の予演会
卒業研究の成果をパワーポイントを用いて発表し、質疑応答しま
す。発表に使用したパワーポイントは必要に応じて修正してくだ
さい。

各自で予演会の振り返りを行ってください。

4時間

第14回

卒業研究発表会

卒業研究全体の学びについて振り返りを行っ
てください。

4時間

卒業研究の成果をパワーポイントを用いて発表し、質疑応答しま
す。発表に使用したパワーポイントは提出してください。
発表に使用したパワーポイントは提出してください。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

経済学概論
藤森梓
1年～4年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
この講義では、「経済入門」を履修し終えた学生を対象に、初級レベルの経済学の内容について学びます。「経済入門」では、現実の経済にお
ける様々な話題やトピックを取り上げましたが、この講義では、経済の動きを、経済学の理論に従って体系的に理解することを目指します。講
義は、経済学の基本理論である、「ミクロ経済学」および「マクロ経済学」のエッセンスについての解説が中心となります。経済学は非常に論
理的な学問です。従って、受講生には、「自分自身で思考する能力」が求められます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

ミクロ経済学、マクロ経済学の基本
的な考え方の習得。

世の中の経済問題について、ミクロ的視
点とマクロ的視点、両面からの見方ができる
ようになる。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

経済学の理論を前提とした論理的な思考能
力を身に付ける。

さまざまな経済事象について、論理的な分
析ができるようになる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

世の中の経済問題の本質を論理的に理解する
ことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ評価を「不可」とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末試験

： 経済学の基礎理論を理解し、それを踏まえて論理的な思考ができているかどうかを評価します。
80％

小レポート
20％

： 原則、毎回の授業で提出を求めます。授業内容を踏まえた上で、きちんと内容が記述されているか
を評価します。

使用教科書
指定する
著者
南波浩史・水ノ上智邦・藤森梓

タイトル
・

出版社

日本経済と公共部門のダイナミ
クス：データで読み解く現代社
会

・ 晃洋書房

出版年
・

2022 年

参考文献等
参考文献：初回の授業でリーディングリストを配布します。また、講義内でも適宜紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をして下さい。
本講義では、現実社会の問題を取り上げるために、時事問題に関する知識は必須です。そのために、新聞購読、ニュースを見る習慣を身に付け
て下さい。なお、授業内での難解な数式の使用は極力避けますが、簡単な計算やグラフは理解できるようにしておいて下さい。
授業の資料等はGoogle Classroomで配布します。登録については初回の授業でガイダンスを行います。
※本授業を履修する場合は、必ず大学共通科目の「経済入門」もしくは「現代社会と経済」を履修して下さい。

オフィスアワー・授業外での質問の方法

461

2901

時間：

水曜日4限

場所：

研究室（西館２階）

備考・注意事項： 授業に関する質問は、授業の前後、または研究室でのオフィスアワー（水曜日午後の予定）にて受け付けます。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス～本科目の学びについて～
講義に関するガイダンス、経済入門の内容を復習しながら本授
業への導入を図ります。

第2回

経済理論への導入
社会科学の中での経済学の位置づけ、またミクロ経済学とマク
ロ経済学の概念について学びます。

第3回

消費者の理論
市場における消費者の行動について学びます。

第4回

生産者（企業）の理論
市場における生産者（企業）の行動について学びます。

第5回

市場原理の基礎
需要・供給と市場均衡について学びます。また市場原理と価格調
整メカニズムについて理解を深めます。

第6回

市場原理と市場の失敗（１）～市場原理と独占～
「独占」の問題点について理解を深めます。

第7回

市場原理と市場の失敗（２）～公共財・外部性～
公共財および外部性の概念について理解を深めます。

第8回

市場原理と市場の失敗（３）～市場原理と情報の非対称性～
市場取引の中で、情報の非対称性が引き起こす問題について理
解を深めます。

第9回

マクロ経済学への導入
GDPと国民経済計算の概念について学びます。

第10回

マクロ経済とGDPの決定
均衡国民所得の概念について学びます。

第11回

財市場の分析
消費関数および投資関数の分析を通して市場の均衡について考え
ます。

第12回

貨幣市場の分析
金融政策と貨幣市場の均衡について学びます。また、LM曲線の導
出について説明します。

第13回

IS‐LM分析
IS-LM分析の基礎について学びます。またIS-LM分析を用いなが
ら、マクロ経済政策の効果について理解を深めます。

第14回

まとめ
これまでの講義内容を振り返りながら、経済学の本質についても
う一度考えてみます。
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講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（経済学が誕生した背景について考える）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（合成の誤謬という言葉について考える）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（需要の価格弾力性について考える）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（「豊作貧乏」のメカニズムを考える）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（価格調整メカニズムについて論理的に理
解する）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（独占がなぜ発生するのかを考える）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（どのような形で公共財が提供されるの
が望ましいのかを考える）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（レモンの原理について論理的に考える）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（マクロ経済指標について理解を深める）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（失業が発生するメカニズムについて考え
る）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（IS曲線の経済学的意味について考える）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（LM曲線の経済学的意味について考える）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（IS-LM分析のフレームワークを理解する）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（講義内容を振り返りながら要点をまとめ
る）

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

政治学
梶居佳広
1年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
日本政治の特徴とは何でしょうか。日本政治は誰がどのように動かしているでしょうか。なぜ我々の生活には政治が必要になるのでしょう
か。なぜ日本政治について学修し政治に参加する必要があるのでしょうか。この授業では、政治家、政党、選挙、首相など、日本政治に関す
る基礎知識を学修します。また、基礎知識を習得した上で、政治家や政党がどのような働きをしてどのような形で日本政治を作り上げてきたの
かを学んでいきます。さらに世の中の政治現象を捉える際に有用な原理・法則（理論）も学んでいきます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

政治に関する基礎知識を修得する。

政治を多角的に考える力を身につけること
が出来る。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

現代政治（とりわけ日本政治）の特徴・課
題を理解することにより、現代社会そのもの
への認識を深めることが出来る。

2 ．DP5.計画・立案力

レポートについて、課題設定から提出まで
のスケジュールを立てることが出来る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。なおCOVID-19感染拡大でWEB主体
講義に変更の場合は学期末試験にかえて最終レポートを軸に評価したい。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

学期末試験（または最終レポート）
40％
レポート
30％
個人提出課題（毎回のコメント）

： 政治学的なものの見方が出来るようになったについて、論述中心の学期末試験で評価する。政治学
的な概念を使い、政治的現象を分析することが出来るかが評価のポイントとなる。
： 政治学的な見方が出来るようになったのか、政治学的な概念を使い政治的な現象を分析することが
できているかどうかが問題となる。
： 授業のポイントや疑問点が適切にまとめられているかで評価を行う。

30％

使用教科書
指定する
著者
坂本治也ほか編

タイトル
・

出版社

ポリティカル・サイエンス入門

・ 法律文化社

出版年
・

2021 年

参考文献等
参考文献は適宜紹介しますが、さしあたり、1．高校時代の教科書（政治経済、現代社会）ないし『もういちど読む山川政治経済（新版）』（山
川出版社）。2．『18歳から考える日本の政治』（法律文化社）辺りが有益です。また民主主義（デモクラシー）について考えたい方は宇野重
規『民主主義とは何か』（講談社現代新書）がお勧めです。
もう少し調べたい方は以下の文献をも参考にするといいでしょう。
砂原ほか『政治学の第一歩』（有斐閣、2015年）
上神ほか『日本政治の第一歩』（有斐閣、2018年）
大山礼子『日本の国会』（岩波新書、2011年）
曽我謙悟『日本の地方政府』（中公新書、2019年）
水島治郎『ポピュリズムとは何か』（中公新書、2016年）

履修上の注意・備考・メッセージ
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2902
・本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
・なお現時点では対面式講義を予定しています。当然ですが、講義中は私語厳禁です。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜午前（講義終了後）ほか

場所：

教室、大学構内、メール

備考・注意事項： 講義終了後、質疑応答の時間を設ける（場所：大学構内）ほか、メールでも対応したい。メールアドレスは第1回講義の際提
示する。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス（イントロダクション）

授業概要（目的、進め方、成績評価基準）の説明したうえで、政
治学がどのような学問であるかについて（コトバの紹
介を含め）学んでいく。
第2回

国会と政党

議会・政党の役割をおさえた上で日本の国会の特徴、政党政
治の歴史について学んでいきます。
第3回

首相

執行権力についておさえたうえで、日本政治における首相のリー
ダーシップについて学んでいきます。
第4回

公務員（官僚）

官僚の活動と政治において官僚が果たしている役割につい
て学ぶ。
第5回

政治スキャンダルと政官関係

最近の政治スキャンダルについて考察するため、政治家と官
僚の関係について学ぶ。その際、利益集団についても補足説明す
る。
第6回

選挙

選挙制度の概要と有権者の投票行動について学ぶ。余力があれ
ば、投票率も問題についても触れたい。
第7回

マスメディアと政治

マスメディアが政治の世界において果たす役割について学ぶ。
第8回

地方における政治

中央ー地方の関係を紹介した上で、地方政治の特徴・課
題を学ぶ。
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事前：講義開始までにシラバスを読み「政
治」という言葉でイメージするものを考えて
おくこと。事後：授業内容を振り返り、確
認する。授業の全体像と試験・評価の方法に
ついても確認をする。

4時間

事前：「国会（議会）」「政党」という言
葉について辞書を引いたりして自分なり
に調べ、さらにこの言葉から連想するものに
ついて考えておく。事後：授業内
容を振り返り、確認する。新聞やニュー スな
どを通じて「権力」にかかわる現象を見つ
け出し、理解した概念をもとに分析ができる
ようになっておくことが望ましい。

4時間

事前：「首相」という言葉について辞
書を引いたりして自分なりに調べ、この言
葉から連想するものについて考えておく。事
後：授業内容を振り返り、確認をする。新
聞やニュースなどを通じて 「首相」にかかわ
る現象を見つけ出し、理解した概念をもと
に分析ができるようになっ ておくことが望ま
しい。

4時間

事前：「官僚」という言葉について辞
書を引いたりして自分なりに調べ、さらにこ
の言葉から連想するものについて考えてお
く。事後：授業内容を振り返り、確認す
る。新聞やニュースなどを通じて、 「官
僚」にかかわる現象を見つけ出し、理 解し
た概念をもとに分析ができるようになってい
くことが望ましい。

4時間

事前：「政治とカネ」「利益集団」という言
葉について辞書を引いたりして自分なり
に調べ、さらにこの言葉から連想するものに
ついて考えておく。事後：授業内
容を振り返り確認する。新聞やニュースなど
を通じて、 「政治とカネ」「利益集団」にか
かわる現象を見つけ出し、理解した概念をも
とに分析ができる ようになっておくこと
が望ましい。

4時間

事前：「選挙」「小選挙区比例代表並立
制」という言葉について辞書を引いたりし
て自分なりに調べ、さらにこの言葉から連
想するものについて考えておく。事後：授業
内容を振り返り、確認する。新聞やニュー
スなどを通じて「選挙」にかかわる現
象を見つけ出し、理解した概念をもとに分
析ができるようになっておくことが望まし
い。

4時間

事前：「マスメディア」「マスコミ」とい
う言葉について辞書を引いたりして自分なり
に調べ、さらにこの言葉から連想するものに
ついて考えておく。事後：授業内
容を振り返り、確認する。新聞やニュー スな
どを通じて「マスメディアと政治」に かかわ
る現象を見つけ出し、理解した概念を もと
に分析ができるようになっておくことが望ま
しい。

4時間

事前：「中央と地方」「首長」「地方議
会」という言葉について辞書を引いたりし
て自分なりに調べ、さらにこの言葉から連
想するものについて考えておく。事後：授業
内容を振り返り、確認する。新聞やニュー
スなどを通じて、「地方政治」にかかわる現
象を見つけ出し、理解した概念をもとに分
析ができるようになっておくことが望まし
い。

4時間

2902

第9回

大都市の政治（大阪）

大都市、特に大阪の抱える問題と都構想について学ぶ。さら
に「維新の会」ヘの支持についても学んでいく。
第10回

外交

戦後日本外交の歴史・原則を学んでいくが、占領
期（1945～52年）、憲法問題についても補足的に紹介したい。
第11回

戦後政治史（55年体制の成立と崩壊：1955～1993年）

自民党の結党から細川非自民連立政権に至る55年体制の歴
史を学ぶ。
第12回

現代日本政治史と近年の政治情勢（1994年以降）

1990年代の政治改革の時代から近年の政治情勢に至るまでの現代
日本政治史について学ぶ。
第13回

雇用政策と政治

1990年代の「改革」の一例として、日本型雇用システムの変
化と現状（特徴・課題）について学んでいく。
第14回

最終まとめ
これまでの講義内容を踏まえて、まとめの授業を行いたい。
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事前：「特別区・政令市」「大阪都構想」と
いう言葉について辞書を引いたりして自分な
りに調べ、さらにこの言葉から連想するもの
について考え ておく。事後：授業内
容を振り返り、確認する。新聞やニュースな
どを通じて 「大都市（大阪）の政治」にかか
わる現象を見つけ出し、理解した概念をもと
に分析ができるようになっておくことが望ま
しい。

4時間

事前：「日米安全保障条約」「日本国憲法
第9条」「占領」という言葉について辞
書を引いたりして自分なりに調べ、さらにこ
の言葉から連想するものについて考えてお
く。事後：授業内容を振り返り、確認す
る。新聞やニュースなどを通じて「日本の安
全保障」「国際政治」にかかわる現象を見つ
け出し、理解した概念をもとに分析ができる
ようになっておく。

4時間

事前：「55年体制」という言葉について辞
書を引いたりして自分なりに調べ、さらにこ
の言葉から連想するものについて考えてお
く。事後：授業内容を振り返り、確認す
る。新聞やニュースなどを通じて 「自民党政
権」にかかわる現象を見つけ出し、理解し
た概念をもとに分析ができるようになってお
くことが望ましい。

4時間

事前：「長期政権」「政権交代」という言
葉について辞書を引いたりして自分なり
に調べ、さらにこの言葉から連想するものに
ついて考えておく。事後：授業内
容を振り返り確認する。新聞やニュー スなど
を通じて「改革」「官邸主導」にかかわる現
象を見つけ出し、理解した概念をもとに分
析ができるようになっておくことが望まし
い。

4時間

事前：「日本型雇用システム」「規制緩和」
「氷河期世代」という言葉について辞
書を引いたりし て自分なりに調べ、さらにこ
の言葉から連想するものについて考えてお
く。事 後：授業内容を振り返り、確認をす
る。新聞やニュースなどを通じて平成の改
革・規制緩和、特に「若年者雇用政策と政
治」にかかわる現象を見つけ出し、理解し
た概念をもとに分析ができることが望まし
い。

4時間

レジュメ確認など、これまでの講義内容を確
認しておく。

4時間

2903

231

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

法学概論
千代原亮一
1年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
この授業では、受講者が法学を専門としていない学生であることを前提として、法律の知識を覚えるというのではなく、身近な社会問題や実
際の事件を題材として、「リーガルマインド（法的なものの見方や考え方）」を身につけてもらうことを目標とします。具体的には、①法
学の基本的な見方や考え方を身につけること、②授業内容について、自分の言葉で説明できるようになること、③社会で発生している様々な問
題について、法が社会で果たす役割を理解し、社会と法とのつながりを理解できることを目指します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

実学的な法律学の追求を通じて紛争解決の方
法を探る。

具体的な事例の分析を通じて、バランスのと
れたものの見方、法的なものの見方の基
礎を身につけ、政治問題や社会問題について
より深く理解できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

複雑な事象の中から解決すべき課題を抽
出し、真の原因を見出し、その解決策を提
示することができる。

2 ．DP8.意思疎通

他人の意見や主張を正確に把握し、他人と
の意見や主張の違いを理解した上で、自
分の意見や主張を他人に対して正確に伝える
ことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
＜評価基準（定期試験・授業中課題）＞
S評価：到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている。
A評価：到達目標を十分に達成している。
B評価：到達目標を平均的なレベルを超えて達成している。
C評価：到達目標を達成している。
D評価：到達目標を達成していない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末試験（定期試験）
50％
課題解決型学習
40％
平常点評価（授業貢献）
10％

： 定期試験の答案により問題発見力と実践力を評価する。講義内容を踏まえた上で、一定程度のレベ
ルを超えた試験答案の内容を合格とする。単にテキストや講義資料の内容を丸写しした内容で
は、合格とはしない。
： 課題解決型学習における発言内容などにより評価する。グループ討議及びディベートへの参加態
度について、積極的に発言し、主体的に議論に参加する態度を示した場合に合格レベルとする。
： 各回の授業におけるペアワークなどへの取組状況、教員との質疑応答における解答などを総合
的に評価する。

使用教科書
指定する
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2903
著者

タイトル

道垣内正人

・

出版社

『自分で考えるちょっと違っ
た法学入門 第4版』

・ 有斐閣

出版年
・

2019 年

参考文献等
①遠藤研一郎『はじめまして、法学―身近なのに知らなすぎる「これって法的にどうなの?」』（ウェッジ・2019年）、②遠藤研一郎『僕ら
が生きているよのなかのしくみは「法」でわかる～13歳からの法学入門』（大和書房・2019年）、③大林啓吾・手塚崇聡（編著）『ケー
スで学ぶ法学ナビ』（みらい・2018年）、④木俣由美『ゼロからはじめる法学入門〔第2版〕』（法律文化社・2019年）。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
・やむを得ず授業を欠席する場合は、文書にて速やかに届け出ること。
・授業中は、ディスカッションや質疑にも積極的に参加すること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜5時限目

場所：

西館3階個人研究室

備考・注意事項： また、メールも活用してください。アドレスは、chiyohara@osaka-seikei.ac.jpです。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

法律学の「常識」は世間の「非常識」か？
・「別れさせ工作」をするという契約が、民法第90条の公序良
俗に違反するかどうかが争点となった事例を基に、法が社
会で果たす役割、社会と法とのつながりについて学ぶ。

配布資料を基に、宿題課題を完成させる。

4時間

第2回

ケーキの公平な分け方①（講義）
・ケーキの分け方をめぐる兄弟喧嘩の事例を基に、法律学に
は様々な紛争解決の方法があることを学ぶ。

テキスト1～14頁を読んでおこう。

4時間

第3回

ケーキの公平な分け方②（グループ討議）

事前配布資料を熟読し、論点を整理して、グ
ループ討議の準備をしておこう。

4時間

・第2回の講義内容を基に、「ケーキの公平な分け方」をテー
マとして課題解決型学習を行う。
第4回

マンションのエレベータの修理（多数決が妥当する領域と妥
当しない領域）
・多くの利害関係人が何らかの集団あるいは団体を形成してい
て、その中での利害調整が求められる場面において、多数決とい
う決定方法を適用することの妥当性について学ぶ。

テキスト15～27頁を読んでおこう。

4時間

第5回

爆発装置付き金庫の偽物（社会常識による善悪の判断）
・企業が消費者をだまして商品を販売した事例を基に、社会常
識による善悪の判断と直感的な判断の違いについて学ぶ。

テキスト29～39頁を読んでおこう。

4時間

第6回

イタリアからの子供の連れ去り（子の幸福と国際条約）
・子供の連れ去り事件を基に、国境を越えて発生する法律問
題、日本法の国際化の意味について学ぶ。

テキスト41～53頁を読んでおこう。

4時間

第7回

好意同乗者に対する損害賠償責任についての法律を作る①（講
義）
・好意同乗者に対する損害賠償責任を制限する法律が無い現在に
おいて、実際の裁判では、どのような判断がなされているのかに
ついて学ぶ。

テキスト55～67頁を読んでおこう。

4時間

第8回

好意同乗者に対する損害賠償責任についての法律を作る②（グ
ループ討議）
・第7回の講義内容を基に、「好意同乗者に対する損害賠償責
任」をテーマとして課題解決型学習を行う。

事前配布資料を熟読し、論点を整理して、グ
ループ討議の準備をしておこう。

4時間

第9回

シャガールの絵の行方（静的安全と動的安全）
・法制度全体の中で、相対立する利害得失のバランスを図りなが
ら、ある法的処理が妥当か否かを考え、それを論理的に根拠づけ
ることの重要性について学ぶ。

テキスト69～81頁を読んでおこう。

4時間

第10回

契約書を作ってみる（契約書を作る文化と作らない文化の国際
比較）
・契約書の作成シミュレーションを通じて、日本人の契約観と法
意識について学ぶ。

テキスト83～95頁を読んでおこう。

4時間

第11回

判例を信じていたのに……（先例拘束性と判例変更）
・有責配偶者からの離婚請求を題材として、先例拘束性の原理に
ついて学ぶ。

テキスト96～123頁を読んでおこう。

4時間

第12回

大家の言い分（法解釈の在り方と法改正）
・借家法の変遷を題材として、法解釈の在り方と方法につい
て学ぶ。

テキスト125～152頁を読んでおこう。

4時間

第13回

懲らしめとしての損害賠償①（刑事法と民事法）
・「刑事罰（刑事法）」と「損害賠償（民事法）」の関係につい
て学ぶ。

テキスト153～161頁を読んでおこう。

4時間

第14回

懲らしめとしての損害賠償②（アメリカの懲罰的損害賠償）
・「フォード・ピント事件」を基に、アメリカの懲罰的損害賠
償の制度について学ぶ。

テキスト162～176頁を読んでおこう。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

民法Ⅱ
千代原亮一
2年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
われわれ人は社会集団の中で生活をしているのであり、社会および他人との間でトラブルの無いスムーズな関係を維持していくことが要求され
ます。また、取引関係を維持・発展させるために、市民の権利・義務を承認し、その経済生活の基本を構成する中心となる法律が民法です。こ
の授業で扱う「契約」は経済活動の中心的役割を担う制度であり、契約の成立から消滅までの流れと、それに付随して生じる諸問題に加え
て、各種の典型契約の内容・特徴を正確に把握するということに重点を置いて授業を進めます。また、「不法行為」は、共に社会生
活を送る者が相互に負う一般的義務の違反を理由として損害賠償責任を課される制度であり、この分野については、事例分析を中心に授
業を進めます。この講義では、民法典のうち、人に対する権利と責任を定めた「債権総論分野（債権の目的、効力、消滅）」、「契約分野」、
「不法行為分野」を扱います。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

基本的な知識を習得し具体的な事例につい
て法的に理解する

基本的な知識を習得して、具体的な事例につ
いて法的に捉えられるようになる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

複雑な事象の中から解決すべき課題を抽
出し、真の原因を見出し、その解決策を提
示することができる。

2 ．DP8.意思疎通

他人の意見や主張を正確に把握し、他人と
の意見や主張の違いを理解した上で、自
分の意見や主張を他人に対して正確に伝える
ことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
＜評価基準（定期試験・授業中課題）＞
S評価：到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている。
A評価：到達目標を十分に達成している。
B評価：到達目標を平均的なレベルを超えて達成している。
C評価：到達目標を達成している。
D評価：到達目標を達成していない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

定期試験
60％
授業中課題
30％
授業貢献
10％

： 定期試験の答案により問題発見力と実践力を評価する。講義内容を踏まえた上で、一定程度のレベ
ルを超えた試験答案の内容を合格とする。単にテキストや講義資料の内容を丸写しした内容で
は、合格とはしない。
： 授業中に配布する課題の内容により理解力を評価する。講義内容を踏まえた上で、一定程度のレベ
ルを超えた課題答案の内容を合格とする。単にテキストや講義資料の内容を丸写しした内容で
は、合格とはしない。
： 討議などでの発言内容により授業貢献度を評価する。教員との質疑応答、他の受講生とのグルー
プ討議及びディベートへの参加態度について、積極的に発言し、主体的に議論に参加する態
度を示した場合に合格とする。

使用教科書
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特に指定しない

参考文献等
①潮見佳男『民法（全）（第2版）』（有斐閣・2019年）、②武川幸嗣『プラスアルファ基本民法』（日本評論社・2019年）、③道垣内弘
人『リーガルベイシス民法入門（第3版）』（日本経済新聞出版社・2019年）、④野村豊弘『民事法入門（第8版）』（有斐閣・2019年）、⑤渡
邊力編『民法入門ノート』（法律文化社・2019年）、⑥潮見佳男・道垣内弘人ほか編『民法判例百選Ⅱ 債権（第8版）』（有斐閣・2018年）。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜日5時限目

場所：

西館3階個人研究室

備考・注意事項： メールアドレスはchiyohara@g.osaka-seikei.ac.jp。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

市民生活と民法―契約社会を賢く生きるために―
「契約」を主な素材として、民法の基本的な内容を概観します。

第2回

債権の主たる発生原因としての契約
債権の発生原因として、民法は、契約、事務管理、不当利得
及び不法行為の4つを規定しています。このうち、ある法的な効
果を発生させることを内容とした約束である「契約」につい
て、その法的意味を解説します。

第3回

同時履行の抗弁権
売買などの双務契約の当事者の一方が、履行の請求を受けた場
合でも、相手方の履行の提供までは自己の履行を拒絶できる権
利である「同時履行の抗弁権」について解説します。

第4回

債権の消滅①（弁済）
債権が消滅するに至るプロセスについて検討します。弁済の提
供、受領権者としての外観を有する者に対する弁
済を特に取り上げます。

第5回

債権の消滅②（相殺、消滅時効と除斥期間）
相殺の意義、要件と効果に関する規律について解説します。

第6回

契約トラブルと強制履行
相手が契約を守らなかったときにとれる3つの法的手段（契約解
除、損害賠償請求、強制履行）について解説します。このう
ち、特に強制履行（直接強制、代替執行、間接強制）につい
て詳しく考察します。

第7回

債務不履行による損害賠償請求権
債務不履行の概念と、債権を強制的に実現する方法について考
察します。更に、債務不履行に基づく損害賠償の要件・効
果に関する規律を考察します。

第8回

契約の解除
契約を解除する方法について解説します。特に、契約解除の意
味、解除ができる場合、解除の効果、解除の注意点について、そ
れぞれ考察します。

第9回

契約不適合給付における買主の救済手段（受領遅滞、危険負
担）
約120年ぶりの改正によりビジネス実務に大きな影響を与える分
野の一つである受領遅滞と危険負担について、改正点を中心に解
説します。

第10回

消費者契約法
消費者の利益を守るため、消費者契約について、不当な勧誘によ
る契約の取消しと不当な契約条項の無効等を規定する消費者契約
法について解説します。

第11回

不法行為①（不法行為の成立要件）
契約以外の債権発生原因である不法行為の制度趣旨及び成立要
件についての議論を中心に、他者に対する侵害行為によって損
害を生じさせた者と、それによって損害を被った者との法律関
係について考察する。

第12回

不法行為②（不法行為の効果）
不法行為の成立要件が満たされたときに認められる法的効果であ
る損害賠償請求権の性質、更に過失相殺と損益相殺の制度につい
ても解説します。

第13回

特殊な不法行為①（監督者責任、使用者責任）
特殊な不法行為責任のうち、監督者責任と使用者責任について解
説します。

第14回

特殊な不法行為②（工作物責任、共同不法行為）
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契約自由の原則の意味について調べておこ
う。

4時間

教科書128～133頁を読み、契約の拘束力につ
いて調べておこう。

4時間

教科書134～136頁を読み、不安の抗弁権の意
味について調べておこう。

4時間

教科書137～146頁を読み、第三者弁済の意
味について調べておこう。

4時間

教科書147～158頁を読み、消滅時効と除斥期
間の違いについて調べておこう。

4時間

教科書159～164頁を読み、直接強制と間接強
制の違いについて調べておこう。

4時間

教科書165～174頁を読み、損害賠償の範
囲に関する相当因果関係の意味について調べ
ておこう。

4時間

教科書174～180頁を読み、原状回復義務の意
味について調べておこう。

4時間

教科書181～195頁を読み、危険負担の解釈変
更のポイント、履行不能に関する新たな規
定について調べておこう。

4時間

教科書112～119頁を読み、消費者契約法の制
定の背景と内容について調べておこう。

4時間

教科書269～285頁を読み、不法行為の成立要
件について調べておこう。

4時間

教科書285～293頁を読み、損害賠償請求
権の性質について調べておこう。

4時間

教科書293～300頁を読み、「求償関係」の意
味について調べておこう。

4時間

教科書300～305頁を読み、「関連共同
性」の意味について調べておこう。

4時間

2906
特殊な不法行為責任のうち、工作物責任と共同不法行為につい
て解説します。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

国際経済学
藤森梓
3年、4年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
この講義では、経済学の応用分野である国際経済学の理論に関する知識を修得し、国際社会における様々な問題について考察を深めていきま
す。前半の講義では、国際経済学の諸理論を概観し、経済学的な思考方法をトレーニングします。後半の講義では、国際経済学の理論を踏まえ
て、現実の国際政治・経済のトピックを取り上げながら、問題の本質について検証していきます。講義で取り上げるトピックは、いずれも国際
経済の重要な論点であり、国際ビジネスの世界で生きていく上でも有用な知識となるでしょう。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

世界で何が起こっているのか、国際経済の諸
問題を理解し、その本質について考察を深め
る。

経済学的視点から、国際経済問題について論
理的な思考・議論ができるようになる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

国際経済の問題について、表層的な議論のみ
ならず、その本質を見極める力を身に付け
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ評価を「不可」とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末試験
70％
小レポート
20％
中間レポート
10％

： 国際経済学の理論の基礎を理解し、それを踏まて国際経済に関する時事問題をきちんと分析できて
いるかを評価します。
： 原則、毎回の授業で提出を求めます。授業内容を踏まえた上で、きちんと内容が記述されているか
を評価します。
： 講義内容に関連したレポートの提出を求めます（1回）。授業内容を的確に理解した上でレポー
トが作成されているかを評価します。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
初回の授業でリーディングリストを配布します。また、講義内でも適宜紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をして下さい。
本講義の内容を深く理解するためには、国際社会の動きを正しく理解することが必須です。新聞やニュースなどを通して、国際情勢に常に注
意を払って下さい。
授業の資料等はGoogle Classroomで配布します。登録については初回の授業でガイダンスを行います。
※本授業を履修する場合は、大学共通科目の「経済入門」/「現代社会と経済」および「経済学概論」を履修しておくことをお勧めします。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜4限
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場所：

研究室（西館２階）

備考・注意事項： 授業に関する質問は、授業の前後、または研究室でのオフィスアワー（水曜日午後の予定）にて受け付けます。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス～国際経済学への導入～
講義に関するガイダンス、経済学の内容を復習しながら国際経済
学を学ぶ意味について考えます。

第2回

国際経済学についての概説
「国際経済学」に関する理解を深めます。

第3回

貿易のしくみ（１）～貿易の諸理論について～
なぜ貿易が発生するのか、貿易に関する諸理論を紹介します。

第4回

貿易のしくみ（２）～保護貿易と自由貿易～
自由貿易と保護貿易のメリット・デメリットについてそれぞれ説
明し、貿易政策のあり方について考えます。

第5回

貿易のしくみ（３）～世界貿易体制の変遷～
第二次世界大戦後の世界の貿易体制を中心に、GATTからWTOにつ
ながる貿易制度の変遷および問題点について講義します。

第6回

国際金融（１）～資本移動と為替制度～
現代の為替制度の概要を理解し、為替レート決定のについて学び
ます。

第7回

国際金融（２）～国際通貨制度の変遷～
第二次世界大戦後、国際通貨制度がどのように変化してきたのか
を学びます。

第8回

経済統合（１）～経済統合の理論～
地域経済統合のプロセスについてメリット・デメリットを踏まえ
ながら学びます。

第9回

経済統合（２）～EUのケース・スタディ～
欧州における経済統合の歴史と現状について経済学的視点か
ら学びます。

第10回

経済開発（１）～貧困のメカニズム～
貧困の定義について説明し、なぜ貧困の要因について考えます。

第11回

経済開発（２）～貧困削減に向けて～
短編のドキュメンタリー映画を見ながら、貧困削減に向けたさま
ざまな取り組みについて学びます。

第12回

国際経済と環境問題
経済活動と環境問題の関係について理解を深めます。また地球規
模での環境問題を把握し、国際的な取り組みについても学びま
す。

第13回

日本におけるグローバル化の諸相
日本を取り巻くさまざまな国際経済問題の現状と課題につい
て学びます。

第14回

講義のまとめ
講義全体を振り返りながら、国際経済学的な考え方を復習しま
す。
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講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（「経済入門」や「経済学概論」の内容の復
習）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（国際経済学という学問の性質を理解する）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（講義内で紹介する貿易理論を論理的に理
解する）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（講義内容を応用し、日本の貿易政策につい
て考える）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（WTO交渉の問題点について考える）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（為替レートの変動が国内経済に与える影
響について考える）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（現在の国際通貨制度の概要と問題点につい
て考える）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（講義内容を踏まえて、実際の経済統合の事
例を分析する）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（EUが直面する問題の本質について考える）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（「貧困の罠」について理解を深める）

4時間

講講義内で配布する、復習ノー
トに取り組む。（フェアトレードの経済効
果について考える）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（地球温暖化防止に向けた国際的取り組みに
ついて考える）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（アジアにおける経済統合と日本経済の関
係について考える）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（講義内容を振り返りながら要点をまとめ
る）

4時間
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産業経営史

授業科目名

都築晶

担当教員名

3年

学年・コース等

開講時期

後期

単位数

2

講義

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
この授業では、日本企業の経営の個性、すなわち「日本的経営」の特徴および成立過程について説明をする。「日本的経営」と知られている経
営現象は、第2次大戦後の高度成長期に全面的に開花した。「日本的経営」論はこの時に始まった。本講義では、「日本的経営」の元となった近
代以降から、それが開花した現代までの期間について、その時々の時代背景とあわせ主要な産業の事例をもとに「日本的経営」がどのように展
開し、現在に影響を与えているかを説明する。
期末試験の他に中間のレポートを課す予定である。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

産業、経営に対する知識

歴史的経緯を通じて日本の現状を理解する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

企業や産業について、自ら興味を持ち調
査、情報収集する。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

レポート
20％
試験

： 学生自ら興味を持った企業、ないし産業を対象として、それらの設立経緯、現状、経営
上の強み、あるいは課題についてしっかりまとめているかどうかで評価する。
： 授業内容を中心に出題。しっかりと内容を理解しているかを基準に評価する。

80％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
宮本又郎ほか著『日本経営史』有斐閣、2007年、
その他参考書は授業中に紹介する

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業時間の前後の時間帯

場所：

授業教室

備考・注意事項： 原則として授業の前後に質問を受け付ける。
緊急の場合は教務科に問い合わせること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス－学びのポイントに関する解説－

産業経営史を学ぶ意義について新聞やニュー
スにより現状を把握する。授業中に紹介し
た参考書を読む等。

産業経営史を学ぶ意義について

473

4時間
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第2回

近世における企業経営ー三井家についてー
江戸時代の商家経営、日本型企業経営の起源について

第3回

近世における企業経営ー近江商人についてー
江戸時代の商家経営、日本型企業経営の起源について

第4回

近世から近代へ
開港と維新、産業構造の変化と近代産業の定着について

第5回

近代経営の形成
企業家、専門経営者の出現、財閥の誕生について

第6回

近代経営の形成と展開
企業活動の国際化（特に商社）について

第7回

戦前における企業経営の変容
経営合理化と日本型労務管理について

第8回

第８回

財閥の変化と新興財閥

財閥の変化（いわゆる財閥の転向）や新たに成長した財閥につい
て
第9回

戦後における企業経営
戦後改革期における企業経営について

第10回

日本的経営の展開
企業集団の出現とその展開について

第11回

産業構造の変化
産業構造の変化とそれに伴う国民生活の変化について

第12回

日本企業の海外進出
どの産業がいつ、どこに進出していたのか

第13回

自動車産業
戦後の自動車産業、特にトヨタ生産システムについて

第14回

現代における企業経営
現代における企業経営環境の変化と今後の展望について

474

日本型企業経営の起源について新聞やニュー
スにより現状を把握する。授業中に紹介し
た参考書を読む等

4時間

江戸時代の商家経営について新聞やニュー
スにより現状を把握する。授業中に紹介し
た参考書を読む等

4時間

産業構造の変化と近代産業の定着について新
聞やニュースにより現状を把握する。授業
中に紹介した参考書を読む等

4時間

企業家、専門経営者の出現、財閥の誕生につ
いて新聞やニュースにより現状を把握す
る。授業中に紹介した参考書を読む等

4時間

企業活動の国際化（特に商社）について新
聞やニュースにより現状を把握する。授業
中に紹介した参考書を読む等

4時間

経営合理化と日本型労務管理について新
聞やニュースにより現状を把握する。授業
中に紹介した参考書を読む等

4時間

財閥の変化（いわゆる財閥の転向）につい
て新聞やニュースにより現状を把握する。授
業中に紹介した参考書を読む等

4時間

戦後改革期における企業経営について新
聞やニュースにより現状を把握する。授業
中に紹介した参考書を読む等

4時間

企業集団の出現とその展開について新
聞やニュースにより現状を把握する。授業
中に紹介した参考書を読む等

4時間

産業構造の変化とそれに伴う国民生活の変
化について新聞やニュースにより現状を把
握する。授業中に紹介した参考書を読む等

4時間

日本企業の海外進出について新聞やニュー
スにより現状を把握する。授業中に紹介し
た参考書を読む等

4時間

戦後の自動車産業、特にトヨタ生産システ
ムについて新聞やニュースにより現状を把
握する。授業中に紹介した参考書を読む等

4時間

現代における企業経営環境の変化と今後の展
望について新聞やニュースにより現状を把
握する。授業中に紹介した参考書を読む等

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

知財マネジメント/知的財産権と法
千代原亮一
3年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
知財の戦略的活用について学ぶ。
「知財（知的財産）」と聞くと、 「専門的すぎて自分には関係ない」「難しくてわからない」 「特許なんて将来取らない」と思ってしま
う人もいるでしょう。知財が難しく感じるのは「見えない資産」だからであり、実際は意外と身近なものです。
そこで、この授業では、具体的な知財ビジネスの例（なぜ、モーツァルトは名曲を多数生み出したのに貧乏で一生を終えたのか、なぜ、ピカ
ソは7,500億円以上もの資産を遺すことができたのか、なぜ、くまモンは海外からも版権使用許可が殺到しているのか、なぜ、日本の苺の技
術は盗まれ220億円の損害が出てしまったのか）を紹介し、知的財産権の最良行使・活用方法を解説します。そして、更に、特許、商標、意匠を
はじめとする知財財産の権利化と保護、その運用の意味について理解することを目的とします。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

知的財産に関するビジネス知識の修得

具体的事例の分析を通じて、知財ビジネ
スに関する基礎知識および基本
的な考え方や発想法を身につけることができ
る。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

知的財産に関する素養を備え、公正・公
平の観点から、当該分野において現代社
会が直面している諸問題に対応できる。

2 ．DP8.意思疎通

他人の意見や主張を正確に把握し、他人と
の意見や主張の違いを理解した上で、自
分の意見や主張を他人に対して正確に伝える
ことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
＜評価基準（定期試験・授業中課題）＞
S評価：到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている。
A評価：到達目標を十分に達成している。
B評価：到達目標を平均的なレベルを超えて達成している。
C評価：到達目標を達成している。
D評価：到達目標を達成していない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

定期レポート
60％
授業中課題
30％
授業貢献
10％

： 定期レポート試験の内容により問題発見力と実践力を評価する。講義内容を踏まえた上で、一定程
度のレベルを超えたレポート内容を合格とする。単にテキストや講義資料の内容を丸写しした内
容では、合格とはしない。
： 授業中に配布する課題の内容により理解力を評価する。講義内容を踏まえた上で、一定程度のレベ
ルを超えた課題答案の内容を合格とする。単にテキストや講義資料の内容を丸写しした内容で
は、合格とはしない。
： 討議などでの発言内容により授業貢献度を評価する。教員との質疑応答、他の受講生とのグルー
プ討議及びディベートへの参加態度について、積極的に発言し、主体的に議論に参加する態
度を示した場合に合格とする。

使用教科書
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特に指定しない

参考文献等
①稲穂健市『こうして知財は炎上する ビジネスに役立つ13の基礎知識』（NHK出版・2018年）、②久慈直登『経営戦略としての知財』（CCCメ
ディアハウス・2019年）、③正林真之『人生とビジネスを豊かに変える知財マネタイズ入門: 「貧乏モーツァルト」にならないための人生攻略
術』（サンライズパブリッシング・2019年）、④山本飛翔『スタートアップの知財戦略：事業成長のための知財の活用と戦略法務』（勁草書
房・2020年）。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
・やむを得ず授業を欠席する場合は、文書にて速やかに届け出ること。
・授業中は、ディスカッションや質疑にも積極的に参加すること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜5時限目

場所：

西館3階個人研究室

備考・注意事項：

メールアドレスは、chiyohara@osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション：知財はいかにして価値を生むか
・なぜモーツァルトが金持ちになれなかったのか
・ずば抜けた才能は無くても、優雅な一生を送ったプッチーニ

第2回

音楽に学ぶ金持ちと貧乏の才（モーツァルトとプッチー
ニの違い）
・歴史に名を残すも、貧乏音楽家で生涯を終えたモーツァルト
・オペラこそ金持ちプッチーニの最大の収入源

第3回

絵画に学ぶ金持ちと貧乏の才（ピカソとゴーギャンの違い）
・画家としてもビジネスマンとしても天才だったピカソ
・才能では負けなくても収入で負けた貧乏ゴーギャン

第4回

印税と商標が生むお金の話
・貧乏モーツァルト漫画家と金持ちプッチーニ漫画家の天国と地
獄
・人はブランドを愛し、商標にお金を払っている
・色を認めるなら音も認めろ：「お～いお茶」の音商標

第5回

著作権が生むお金の話
・著作物を守った商標権
・蘇り続けたミッキーマウスの延命措置

知財のマネタイズ（資金化）の意味につい
て調べておこう。

4時間

なぜモーツァルトは金持ちになれず、な
ぜプッチーニは、ずば抜けた才能は無くて
も、優雅な一生を送れたのかについて、そ
の理由を調べておこう。

4時間

「自らの才能を知り、ビジネスにつなげ
た者だけが生き残る」とは、どういう意
味か調べておこう。

4時間

「色の商標」「位置の商標」「音の商標」の
それぞれの意味について調べておこう。

4時間

アメリカの著1998年作権法延長法が、「ミッ
キーマウス延長法」と呼ばれる理由につい
て調べておこう。

4時間

第6回

ネーミング発想に挑戦する①（レジェンド・ネーミングを分
析する）
一度聞いたら忘れられない良いネーミングは、自分の商品のため
に考え権利化できるようになると、アイディア発想や発明・創作
活動が、より豊かに楽しいものになります。ネーミング創作を実
践で学びます。

ネーミング対象の分析調査を進めておこう。

4時間

第7回

ネーミング発想に挑戦する②（ネーミング創作）

「ネーミング登山マップ」に沿って、ネーミ
ング・コンセプトを考えておこう。

4時間

「マクドナルドはハンバーガーを売る不動産
会社」とは、どういう意味か調べておこう。

4時間

「困りごとマラソン」の手法により、課
題を抽出しておこう。

4時間

インターネットを使った市場調査のための文
案を作成しよう。

4時間

試作の必要も無く、誰でも、どこでも考えられる最も簡便な発
明であるネーミングの創作方法を学び、提案してもらいます。
第8回

知財ビジネスモデルの勝ちパターン
・ラーメン界のモーツァルトとプッチーニ
・ハンバーガーではなくポテトで稼ぐマクドナルド
・「インテル」モデルと「ジレット」モデル

第9回

特許のアイディアを商品化する①（アイディア出し）
「課題（生活の中での困りごと）」→「アイディア（課題を解
決するための発想）」→「発明（特許）」という、創造的思
考の3ステップに沿って、知的財産の活用に挑戦する。

第10回

特許のアイディアを商品化する②（提案書作成）
第9回目の授業で発想したアイディアを基に、商品化のための提
案書を作成する

第11回

地域のアドバンテージをマネーに変える錬金術①（地域団体商
標）
・最下位というナンバーワンを活かす
・非公認貧乏「ゆるキャラ」と、愛されてお金も稼ぐ金持ち「く
まモン」
・農家のこだわりを守る「有田みかん」の商標

地域団体商標の制度について調べておこう。

4時間

第12回

地域のアドバンテージをマネーに変える錬金術②（知財の海外
流出）
・「うなぎパイ」のひとり勝ちを守る商標登録
・巨万の富を失った「餡入り生八つ橋」

知財の海外流出による被害事例について調べ
ておこう。

4時間

第13回

ご当地○○を考える①（栃木県はなぜ最下位なのか）

地域ブランド最下位となった栃木県の魅
力と要因を探ろう。

4時間

・なぜ栃木県は魅力度ランキング47位なのか
・栃木県の魅力を棚卸してみる

476
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第14回

ご当地○○を考える②（栃木県を救え?）

魅力度ランキング最下位となった栃木県の地
域ブランディングの方策を考えよう。

・小がまとまることで権利を利権に変えられる

477

4時間
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233

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

情報法学
千代原亮一
3年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
情報をめぐる法と倫理について学ぶ。
マスメディアが「第四の権力」と呼ばれて久しいですが、本来、「情報の送り手」として国家と国民との情報の橋渡し役を務めるはずのマス
メディアが、必ずしもその役割を果たしていないのではないかという批判が沸き起こっています。本講義では、表現の自由の優越的地位やマス
メディアの権利などの古典的な論点から、ヘイトスピーチやリベンジポルノなどの新たな問題まで、マスメディアの正負、両方の側面に焦
点を当てて、主要な判例の分析を通じてマスメディア本来の役割について解き明かしていきます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

具体的な事例の分析を通じて、バランスのと
れたものの見方、法的なものの見方の基
礎を身につけ、政治問題や社会問題について
より深く理解する。

具体的な事例の分析を通じて、バランスのと
れたものの見方、法的なものの見方の基
礎を養い、政治問題や社会問題についてよ
り深く理解できるようになる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

複雑な事象の中から解決すべき課題を抽
出し、真の原因を見出し、その解決策を提
示することができる。

2 ．DP8.意思疎通

他人の意見や主張を正確に把握し、他人と
の意見や主張の違いを理解した上で、自
分の意見や主張を他人に対して正確に伝える
ことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
＜評価基準（定期試験・授業中課題）＞
S評価：到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている。
A評価：到達目標を十分に達成している。
B評価：到達目標を平均的なレベルを超えて達成している。
C評価：到達目標を達成している。
D評価：到達目標を達成していない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

定期試験
60％
授業中課題
30％
授業貢献
10％

： 定期試験の答案により問題発見力と実践力を評価する。講義内容を踏まえた上で、一定程度のレベ
ルを超えた試験答案の内容を合格とする。単にテキストや講義資料の内容を丸写しした内容で
は、合格とはしない。
： 討議などでの発言内容により授業貢献度を評価する。教員との質疑応答、他の受講生とのグルー
プ討議及びディベートへの参加態度について、積極的に発言し、主体的に議論に参加する態
度を示した場合に合格とする。
： 授業中に配布する課題の内容により理解力を評価する。講義内容を踏まえた上で、一定程度のレベ
ルを超えた課題答案の内容を合格とする。単にテキストや講義資料の内容を丸写しした内容で
は、合格とはしない。

使用教科書
指定する
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著者

タイトル

長谷部恭男・山口いつ子・宍戸常 ・
寿(編)

出版社

出版年

『メディア判例百選［第2版］』 ・ 有斐閣
（別冊Jurist241号）

・

2018 年

参考文献等
①宍戸常寿編著『新・判例ハンドブック情報法』（日本評論社）、②竹田稔・堀部政男編著『新・裁判実務大系9 名誉・プライバシー保護関係
訴訟法』（青林書院）、③松井茂記『マスメディア法入門（第5版）』（日本評論社）、④鈴木秀美・山田健太編著『よくわかるメディア法』
（ミネルヴァ書房）。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
・やむを得ず授業を欠席する場合は、文書にて速やかに届け出ること。
・授業中は、ディスカッションや質疑にも積極的に参加すること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜5時限目

場所：

西館3階個人研究室

備考・注意事項： メールアドレスは、chiyohara@osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

取材・報道の自由①（取材源の秘匿と取材の自由）
国家秘密の保護、および取材源の秘匿に関する重要判例をフォ
ローした上で、取材・報道の自由とメディアの地位について考
察する。

第2回

取材・報道の自由②（報道の自由と公正な裁判）
司法機関からのメディアに対する取材ビデオテープの差し押さ
えに関する重要判例をフォローした上で、報道の自由と公正な裁
判の関係について考察する。

第3回

情報公開と知る権利
国民の「知る権利」と国家の「アカウンタビリティ」を具現
化する制度としての情報公開法制について概説する。

第4回

名誉毀損①（名誉毀損の基本原理）
表現行為に対する規制の代表例としての名誉毀損制度につい
て、表現の自由との関係、および免責要件を中心に概説する。

第5回

名誉毀損②（意見・論評と名誉毀損）
名誉毀損の免責法理の一つである「公正な論評の法理」につい
て、概説する。

第6回

名誉毀損③（名誉毀損の救済手段）
名誉毀損の救済手段である損害賠償請求、謝罪広告及び反論文
掲載の請求、事前差し止め、のそれぞれの制度の問題点につい
て、表現の自由の保障との関係において概説する。

教科書の判例1・4を読んで、事実の概要と判
旨をまとめておこう。

4時間

教科書の判例6・7・11を読んで、事実の概
要と判旨をまとめておこう。

4時間

教科書の判例12・13・14を読んで、事実の概
要と判旨をまとめておこう。

4時間

教科書の判例20・21・23・24・26を読ん
で、事実の概要と判旨をまとめておこう。

4時間

教科書の判例33・34・35・36を読んで、事
実の概要と判旨をまとめておこう。

4時間

教科書の判例70・72・73・77を読んで、事
実の概要と判旨をまとめておこう。

4時間

第7回

プライバシー侵害とプライバシーの権利①（プライバシー侵
害の成立要件）
プライバシーの権利の生成過程、権利概念の変遷についてフォ
ローした上で、プライバシー侵害の成立要件について概説する。

教科書の判例40・41・42・43を読んで、事
実の概要と判旨をまとめておこう。

4時間

第8回

プライバシー侵害とプライバシーの権利②（少年事件報道と少
年法61条）
表現行為に対する規制の代表例としてのプライバシー侵害言
論の規制について、少年法61条の問題を中心に概説する。

教科書の判例47・48を読んで、事実の概
要と判旨をまとめておこう。

4時間

第9回

プライバシー侵害とプライバシーの権利③（プライバシー侵
害の救済手段）
プライバシー侵害の救済手段である損害賠償請求、事前
差し止め、のそれぞれの制度の問題点について、表現の自由の保
障との関係において概説する。

教科書の判例69・74・75・76を読んで、事
実の概要と判旨をまとめておこう。

4時間

第10回

性表現規制

教科書の判例55・56・57・60を読んで、事
実の概要と判旨をまとめておこう。

4時間

教科書の判例79・84・85を読んで、事実の概
要と判旨をまとめておこう。

4時間

教科書の判例89・92・98を読んで、事実の概
要と判旨をまとめておこう。

4時間

教科書の判例110・111・112・113・114を読ん
で、事実の概要と判旨をまとめておこう。

4時間

教科書の判例115・116・117を読んで、事
実の概要と判旨をまとめておこう。

4時間

表現行為に対する内容着目規制としてのわいせつ表現規制、児
童ポルノ規制、有害表現規制について概説し、その合憲性につい
て考察する。
第11回

新聞・出版に対する規制
プリント・メディアの代表例である新聞および出版に対する法
規制について、表現の自由の保障との関係において概説する。

第12回

放送法の規制
「発掘あるある大事典Ⅱ」事件や「生活ほっとモーニング」事
件など、近年、その被害が問題となっている放送メディアについ
て、BPOの存在意義なども踏まえながら概説する。

第13回

インターネットと法①（名誉棄損とプロバイダ責任制限法）
我々の生活を豊かにする一方で、様々な問題を引き起こしてい
るインターネットの問題について、特に名誉棄損とプロバイダ責
任制限法の関係に関して概説する。

第14回

インターネットと法②（検索結果の削除請求と忘れられる権
利）
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我々の生活を豊かにする一方で、様々な問題を引き起こしてい
るインターネットの問題について、特に検索結果の削除請
求と忘れられる権利の関係に関して概説する。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

Study Abroad English 1
デイヴィス恵美
2年

開講時期

前期

単位数

1

演習

該当する
イギリスにおいて大手電機メーカーのヨーロッパ圏内販社営業に5年間携わる。

実務経験の概要

授業概要
留学や海外生活で必要な実用的な英語を身に付けることを目的とします。海外における異文化に根ざした多様な考え方や価値観を、ビジネスコ
ンテンツを通した学習により理解し、さまざまな場面や用途における英語のリーディングとリスニングの力を養うことでTOEIC（L&R）テストに
も応用できるようにします。グローバル化の進展する社会では、英語はまさに共通言語として利用されているため、World Englishesの視点か
ら多様な英語に触れることを重要視します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

文化的言語的背景の異なる人とのさまざま
な話題について概要を理解できる英語
力を身につける

相手のいうことを理解し、反応するために多
様な英語使用場面を知る

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

TOEICの頻出単語や文法の理解力と聞く力

TOEICテストスコア500点以上取得に向け基礎
力をつける

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

相手の言うことを理解しようとする態度、自
分が伝えたいことを場面に合わせて発言す
る力を身につける

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
●原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績を「不可」とします。
●私語や携帯電話等の不要な使用などが目立つ場合、授業への積極的な参加の意志がないものとみなします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業態度および授業時の発言等、授
： 質問や自分の考え・意見の発表に向けた態度、課題の完成に向けた働きかけ、自己の理解度や努
業への積極的な参加
力についての言語化にどれだけ積極的に取り組んでいるかを評価します。
30％
小テスト
15％
課題・自宅学習

： 原則として毎時間の開始時に行われる、その日の授業の予習度や前週の授業の復習度を確認す
る小テストの評価。
： 課題や課題への取り組みや完成度を評価します。

15％
パフォーマンステスト

： パフォーマンス課題の得点で評価します。
20％

期末試験（筆記試験）

： 期末試験の得点で評価します。
20％

使用教科書
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指定する
著者

タイトル

D Grant, J Hughes, N Leeke & R・
Turner

出版社

Business Result, Second
Edition, Elementary,
Student's Book with Online
practice

出版年

・ Oxford University Press

・

2019 年

参考文献等
必要に応じて、教員が紹介・配布します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は1単位の科目であるため、平均すると毎回1時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
●毎回、授業内に小テストを実施します。
●毎回、授業終了時に課題が出されます。
●授業では、教科書を使用するほか、必要に応じてハンドアウト等を配布します。
●第1回目の授業で示されるルールを守って受講してください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
場所：
備考・注意事項： 授業時にお知らせします。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、およびTOEICテストの概要説明
TOEICのリスニング・リーディングそれぞれのセクションの特
徴を概説する。また、それぞれのセクションにおいて最重要とな
るコア表現を例文とともに押さえる。

第2回

Unit 1 Jobs (Listening)
・様々な国・国籍についての英語表現を確認する
・現在形、所有格について復習する
・つづりの確認の仕方について知る
・ビジネスにおけるあいさつの仕方について確認する

第3回

Unit 1 Jobs (Reading)
・ソーシャルネットワーキングサイトについて知識を深める
・企業がどのようにSNSを活用しているのかについてディスカッ
ションを行う
・自分の意見をまとめ発表する

第4回

Unit 2 Products & Services (Listening)
・企業の種類とその事業内容についての英語表現を確認する
・現在形の使われ方について確認する
・数字の読み方について確認する
・電話の掛け方について知る

第5回

Unit 2 Products & Services (Reading)
・オンラインサービスについて知識を深める
・オンラインを使った新規ビジネスについてディスカッショ
ンを行う
・自分の意見をまとめ発表する

第6回

Unit 3 Location (Listening)
・ロケーションや職場についての英語表現を確認する
・There is/areとSome/anyについての構文を復習する
・emailや郵便住所についての表現を知る
・電話での発注についての表現を知る

第7回

Unit 3 Location (Reading)
・企業の立地条件について知識を深める
・インタビュー形式のリーディング素材の理解を深める
・いくつかの実在企業の立地について良い点・悪い点をディス
カッションし、企業戦略についての考えを深める
・自分の意見をまとめ発表する

第8回

Unit 4 Technology (Listening)
・テクノロジーや機能についての英語表現を確認する
・頻度を表す副詞と疑問詞について復習する
・順序立てた論理の流れを作る表現を知る
・依頼の仕方と支援の申し出の表現を知る

第9回

Unit 4 Technology (Reading)
・最新の技術を使った製品について知識を深める
・企業がマーケットでの優位を保つための戦略についてディス
カッションをする
・自分の意見をまとめ発表する

第10回

Unit 5 Communication (Listening)
・書類ややりとりについての英語表現を確認する
・過去形（規則変化動詞）と時間の表現について復習する
・謝罪の仕方の英語表現を知る
・問題解決をする際の英語表現を知る

第11回

Unit 5 Communication (Reading)

482

コア表現リストの復習、Unit1の小テスト準
備、Unit1の全てに目を通す

1時間

Unit 1の復習・リーディング課題、Unit
1の小テスト準備

1時間

Unit 1の復習、Unit2の小テスト準
備、Unit2の全てに目を通す

1時間

Unit 2の復習・リーディング課題、Unit
2の小テスト準備

1時間

Unit 2の復習、Unit3の小テスト準
備、Unit3の全てに目を通す

1時間

Unit 3の復習・リーディング課題、Unit
3の小テスト準備

1時間

Unit 3の復習、Unit4の小テスト準
備、Unit4の全てに目を通す

1時間

Unit 4の復習・リーディング課題、Unit
4の小テスト準備

1時間

Unit 4の復習、Unit5の小テスト準
備、Unit5の全てに目を通す

1時間

Unit 5の復習・リーディング課題、Unit
5の小テスト準備

1時間

Unit 5の復習、Unit 6の小テスト準
備、Unit6の全てに目を通す

1時間

2930
・職業について知識を深める
・どのような仕事が自分に向いているのかについて考えを深める
・起業することについてディスカッションをする
・自分の意見をまとめ発表する
第12回

Unit 6 Networking (Listening)
・ソーシャルメディアやネットワーキングについての英語表
現を確認する
・過去形（不規則変化動詞）と時間の表現について復習する
・旅程を説明する表現を知る
・会話の仕方の表現を知る

第13回

Unit 6 Networking (Reading)
・啓発本について知識を深める
・それぞれの啓発本の内容についてディスカッションをする
・自分の意見をまとめ発表する

Unit 6の復習・リーディング課題、Unit
6の小テスト準備

1時間

Unit 6の復習、パフォーマンステスト準
備（英語ブックレビュー作成）

1時間

リフレクションレポート作成

1時間

パフォーマンステストについての説明
ブックレビューをする啓発本を探し、日本語でレビューの土
台を作ること
第14回

Book Review Project
・インターネットや図書館を使って調べた面白そうな啓発本につ
いて紹介をするブックレビューを書き、英語で発表する
・期末テスト概要説明
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

Study Abroad English 2
デイヴィス恵美
2年

開講時期

後期

単位数

1

演習

該当する
イギリスにおいて大手電機メーカーのヨーロッパ圏内販社営業に5年間携わる。

実務経験の概要

授業概要
留学や海外生活で必要な実用的な英語を身に付けることを目的とします。海外における異文化に根ざした多様な考え方や価値観を、ビジネスコ
ンテンツを通した学習により理解し、さまざまな場面や用途における英語のリーディングとリスニングの力を養うことでTOEIC（L&R）テストに
も応用できるようにします。グローバル化の進展する社会では、英語はまさに共通言語として利用されているため、World Englishesの視点か
ら多様な英語に触れることを重要視します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

文化的言語的背景の異なる人とのさまざま
な話題について概要を理解できる英語
力を身につける

相手のいうことを理解し、反応するために多
様な英語使用場面を知る

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

TOEICの頻出単語や文法の理解力と聞く力

TOEICテストスコア500点以上取得に向け基礎
力をつける

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

相手の言うことを理解しようとする態度、自
分が伝えたいことを場面に合わせて発言す
る力を身につける

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
●原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
●私語や携帯電話等の不要な使用などが目立つ場合、授業への積極的な参加の意志がないものとみなします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業態度および授業時の発言等、授
： 質問や自分の考え・意見の発表に向けた態度、課題の完成に向けた働きかけ、自己の理解度や努
業への積極的な参加
力についての言語化にどれだけ積極的に取り組んでいるかを評価します。
30％
小テスト
15％
宿題・自宅学習

： 原則として毎時間の開始時に行われる、その日の授業の予習度や前週の授業の復習度を確認す
る小テストの評価。
： 宿題や課題への取り組みや完成度を評価します。

15％
パフォーマンステスト

： パフォーマンス課題の得点で評価します。
20％

期末試験

： 期末試験の得点で評価します。
20％

使用教科書
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指定する
著者

タイトル

D Grant, J Hughes, N Leeke & R ・
Turner

出版社

Business Result, Second
Edition, Elementary,
Student's Book with Online
practice

出版年

・ Oxford University Press

・

2019 年

参考文献等
必要に応じて、教員が紹介・配布します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は1単位の科目であるため、平均すると毎回1時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
●毎回、授業内に小テストを実施します。
●毎回、授業終了時に宿題が出されます。
●授業では、教科書を使用するほか、必要に応じてハンドアウト等を配布します。
●第1回目の授業で示されるルールを守って受講してください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
場所：
備考・注意事項： 授業時にお知らせします。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

Unit 7 Departments (Listening)
・部署やその職務についての英語表現を確認する
・場所を表す前置詞と動きについて復習する
・this,that,these,thoseを使った表現を復習する
・留守番電話の残し方についての表現を知る

第2回

Unit 7 Departments (Reading)
・風水について知識を深める
・縁担ぎなどがどのようにビジネスマインドついて影響するのか
についてディスカッションをする
・自分の意見をまとめ発表する

第3回

Unit 8 Employment (Listening)
・雇用についての英語表現を確認する
・現在完了形について復習する
・時間の表しかたについて知る
・アポイントメントの取り方の表現を知る

第4回

Unit 8 Employment (Reading)
・英文履歴書について知識を深める
・自分についてSWOT分析をして深く知る
・自分の英文履歴書を作成する

第5回

パフォーマンステスト準備
パフォーマンステストの説明
教員が提示する英語のインタビュー役のスクリプトを確認

Unit 7の復習・リーディング課題、Unit
7の小テスト準備

1時間

Unit 7の復習、Unit 8の小テスト準
備、Unit8の全てに目を通す

1時間

Unit 8の復習・リーディング課題、Unit
8の小テスト準備

1時間

Unit 8の復習、Unit 1～8の小テスト準備、英
文履歴書の完成

1時間

パフォーマンステストの練習、Unit
1～8の小テスト準備

1時間

Unit 9の小テスト準備、Unit9の全て
に目を通す

1時間

Unit 9の復習・リーディング課題、Unit
9の小テスト準備

1時間

Unit 9の復習、Unit 10の小テスト準
備、Unit10の全てに目を通す

1時間

Unit 10の復習・リーディング課題、Unit
10の小テスト準備

1時間

Unit 10の復習、Unit 11の小テスト準
備、Unit11の全てに目を通す

1時間

Unit 11の復習・リーディング課題、Unit
11の小テスト準備

1時間

自分の英文履歴書を使ってペアになって英語インタビューのロー
ルプレイの練習
第6回

パフォーマンステスト（英語インタビュー）
・それぞれのペアごとにインタビューの実演
・ピアレビュー

第7回

Unit 9 Competition (Listening)
・ビジネスにおける競争について知識を深める
・比較級について復習する
・値段の表しかたについて知る
・比較検討の仕方の表現を知る

第8回

Unit 9 Competition (Reading)
・価格を比較検討することについて知識を深める
・自分の購買活動についてディスカッションをする
・自分意見をまとめ発表する

第9回

Unit 10 Teamwork (Listening)
・チームで働くことついて知識を深める
・最上級について復習する
・情報への反応の仕方の表現を知る
・外食の際の表現について知る

第10回

Unit 10 Teamwork (Reading)
・チームワークについて知識を深める
・チームワークついてディスカッションをする
・自分意見をまとめ発表する

第11回

Unit 11 Travel (Listening)
・ホテルに滞在することついて知識を深める
・be going toと目的を表す不定詞について復習する
・お金について話す時の表現を知る
・外食の際の表現について知る
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第12回

Unit 11 Travel (Reading)
・旅における学びについて知識を深める
・旅をすることに意義ついてディスカッションをする
・自分意見をまとめ発表する

第13回

Unit 12 Schedules (Listening)
・カレンダーとスケジュールについて知識を深める
・現在完了形について復習する
・時間を表す前置詞の表現を知る
・計画を立てる時の表現について知る

第14回

Unit 12 Schedules (Reading)
・タイムマネジメントについて知識を深める
・自分のタイムマネジメントについてディスカッションをする
・自分意見をまとめ発表する
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Unit 11の復習、Unit 12の小テスト準
備、Unit12の全てに目を通す

1時間

Unit 12の復習・リーディング課題、Unit
12の小テスト準備

1時間

Unit 12の復習・宿題、期末試験に向けた勉強

1時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

English for Business Communication 1
Ｊジョンストン
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
This course will provide students with a solid foundation in English business communication skills. Students will receive and
introduction into how business works, understand business terms and expressions, how to work with people, give business
presentations, and negotiate. Students will also have opportunities to practice their social English skills in a business
context, and apply previously learned skills in listening, speaking, reading, writing, and grammar to a business context.
Students will learn about levels of formality and how to use English in formal and informal contexts. Class assignments include
presentations, discussions, and communicative activities with a focus on meeting the needs of practical and real business
communication situations in English. This syllabus will be adjusted as needed to meet student needs.

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

Students will study and be tested on
their knowledge of business terminology
and basic business principles.

Students will be able to understand
relevant business vocabulary and
rudimentary business customs in English.

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

Students will practice reading business
reports, read and write letters and
emails, talking about facts, figures and
diagrams.

Students will be able to apply their
understanding of business English to
their speaking, writing, reading, and
presentation skills in a business
context.

汎用的な力
1 ．DP7.完遂

Students will be able to see measured
improvement in their listening and
reading skills in business English.
They will be able to provide relevant
information and receive feedback on
their ideas.

2 ．DP9.役割理解・連携行動

Students will be able to participate in
group meetings and conference calls, and
participate in negotiation. Students
will work together to make group
business presentations.

3 ．DP8.意思疎通

Students will be able to understand
differences of opinion in business
decisions and to see logic applied in
the decision-making process.

4 ．DP5.計画・立案力

Students will be able to create business
reports, proposals, investment plans,
notices, and sales leaflets.

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
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Students are responsible for all quizzes, tests, and assignments regardless of attendance.
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

Homework/Assignments
20％
Final Exam
30％
Presentations/Projects
25％
Quizzes
25％

： Students will receive a grade for homework completion. Each homework assignment will
have a deadline. Other research assignments and reports will be graded on formats
discussed in class.
： Students will be assessed on the cumulative material from the semester. The final exam
will test the student knowledge of lexis, grammar, and business practices covered in the
semester.
： Students will give presentations and be evaluated on a rubric. Students will also have
projects that will give them an opportunity to apply their theoretical knowledge in a
controlled environment.
： It is extremely important that students learn business vocabulary. Quizzes will be
frequent and cumulative. Students should be ready for announced and unannounced
vocabulary quizzes.

使用教科書
指定する
著者

タイトル

Cotton, D., Falvey, D., Kent, ・
S.

出版社

Market Leader
Pre-Intermediate 3rd Edition
Extra

・ Pearson Education Limited

出版年
・

2021 年

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
This class is a twice a week, 2-credit course that will require classwork and preparation every week outside of classroom hours.
Students should be prepared to complete classwork assignments on time every week and attend classes as instructed. Students
should be ready to use English actively in class and participate at all times. In principle, this class will be conducted only
in English. Students are expected to keep a vocabulary and terminology notebook, which will be checked by the instructor
regularly.

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業で案内します。

場所：

初回授業で案内します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

Course Introduction; how to use resources; how to
present
Course outline and introduction. Students will learn
course objectives and expectations.
Students will learn how to use resources, including
glossary, dictionary, thesaurus, lexical databases, and
vocabulary resources.
Students will learn basic tenants of presentation
expectations.
Students will learn limits of translation resources, and
how to use legitimate online language resources
successfully.

Unit 1 vocabulary study, Unit 1 content
preview

2時間

第2回

Unit 1: Starting up and Vocabulary

Unit 1 vocabulary study, practice
exercises

2時間

Students will practice speaking and learn vocabulary
connected to ambition and careers. Students will learn
meaning, form, and pronunciation of lexis.
第3回

Unit 1: Reading and Listening
Students will do listening, reading, and writing
activities on the topics of online image and changing
jobs.

Unit 1 vocabulary study, content review

2時間

第4回

Unit 1: Language Review and Skills
Students will review modal verbs, and apply their use to
telephone skills. Students will role play and receive
feedback on their language skills.

Unit 1 vocabulary study, grammar review

2時間

第5回

Unit 1: Case Study
Students will read a business report and participate in a
business decision-making process. Students will be
expected to use previously learned vocabulary and logic in
English to express their decisions. This is a task-based
lesson.

Unit 1 vocabulary study, writing

2時間

第6回

Unit 2: Starting up and Vocabulary

Unit 2 vocabulary study, Unit 1 content
review

2時間

Unit 2 vocabulary study, Unit 2 content
review, prepare for presentation

2時間

Students will discuss companies. They will learn and use
vocabulary connected to describing what the company does.
Students will apply this knowledge to describe domestic
companies.
第7回

Unit 2: Listening and Reading

488

2932
Students will practice their skills in listening for
specific information and listening for detailed
comprehension in context of a successful company. They
will practice their skills in reading for gist and reading
for specific information in context of comparing different
organizations. Students will compare and contrast
companies and discuss pros and cons of business practices.
第8回

Unit 2: Language Review and Presentation Skills
Students will review use of present continuous and present
simple. They will use this knowledge to practice their
presentation skills in terms of introducing a company.
They will receive feedback on their presentation skills.
They will also learn how to more effectively structure a
presentation.

第9回

Unit 2: Case Study
Students will read a business report and listen to
portions of a board meeting. They will role play as
directors and make an investment decision. This is a
task-based lesson.

Unit 2 vocabulary study, grammar review,
prepare for presentation

2時間

Unit 2 vocabulary study, writing, prepare
for presentation

2時間

第10回

Unit 2: Presentation
Students will give a formal presentation in which they
will introduce their company.

Unit 2 vocabulary study, self-evaluation

2時間

第11回

Unit 3: Starting up and Vocabulary

Unit 3 vocabulary study, Unit 3 content
preview

2時間

Unit 3 vocabulary study, Unit 2 content
review

2時間

Students will discuss opinions related to shopping and
selling. They will learn and practice using vocabulary in
the context of making sales.
第12回

Unit 3: Listening and Reading
Students will practice their skills in listening for gist
and listening for specific information. Students will use
critical thinking skills to answer questions in the
context of selling on TV. Students will practice their
skills in reading for specific information and reading for
detailed comprehension in the context of women in sales.

第13回

Unit 3: Language Review and Negotiating Skills
Students will review grammar related to modals. They will
apply this knowledge to practice their skill in
negotiating. Students will receive examples and feedback
on their skills with negotiation. They will learn useful
language to use in negotiation.

Unit 3 vocabulary study, grammar review

2時間

第14回

Unit 3: Case Study

Unit 3 vocabulary study, writing,
revision

2時間

Unit 4 vocabulary study, Unit 4 content
preview

2時間

Unit 4 vocabulary study, Unit 3 content
review, group presentation preparation

2時間

Unit 4 vocabulary study, grammar review,
group presentation preparation

2時間

Unit 4 vocabulary study, group
presentation preparation

2時間

Unit 4 vocabulary study, presentation
group evaluation

2時間

Unit 5 vocabulary study, Unit 5 content
preview

2時間

Unit 5 vocabulary study, Unit 4 content
review

2時間

Students will read background on a business and hear a
conversation prior to a negotiation. They will divide
into different groups and role play as different
businesses in a negotiation. This is a task-based lesson.
第15回

Unit 4: Starting up and Vocabulary
Students will discuss their opinions about ideas and
innovation. They will learn verb/noun combinations and
apply the knowledge to solving problems in the context of
research and development.

第16回

Unit 4: Listening and Reading
Students will practice their critical thinking skills and
their skills in listening for specific information and
detailed comprehension in the context of an interview
about business ideas. They will practice their skills in
reading for gist and reading for specific information in
the context of innovative ideas.

第17回

Unit 4: Language Review and Skills
Students will review the past simple and past continuous.
They will use this grammar to practice their ability to
participate in a group meeting in English.

第18回

Unit 4: Case Study
Students will listen to a conversation and give opinions
about unusual attractions. They will recommend one
attraction to the key judge. Students will make groups
and prepare for their group presentation.

第19回

Unit 4: Group Presentation
Students will make a group presentation about a new
attraction in the area. They will include a business
report and copies for all students. The presentation and
business report will be assessed by rubric and group
contribution feedback.

第20回

Unit 5: Starting up and Vocabulary
Students will discuss their opinions about stress and
relaxation. They will learn vocabulary connected to
stress in the workplace.

第21回

Unit 5: Listening and Reading
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Students will practice their critical thinking skills and
their skills in listening for specific information and
detailed comprehension in the context of dealing with
stress. They will practice their skills in reading for
specific information and detailed comprehension in the
context of word related stress internationally.
第22回

Unit 5: Language Review and Skills in Discussion
Participation
Students will review the usage of the past simple and
present perfect. They will also receive examples of
participation in discussions and practice
discussion-related skills in pairs and/or small groups.
Students will receive feedback on their discussions.

Unit 5 vocabulary study, grammar review

2時間

第23回

Unit 5: Case Study
Students will read a background report and read opinions
of stress in a large advertisement agency. Students will
work in small groups to answer questions and provide
recommendations for solutions. This is a task-based
lesson.

Unit 5 vocabulary study, writing

2時間

第24回

Unit 6: Starting up and Vocabulary

Unit 6 vocabulary study, Unit 6 content
preview

2時間

Unit 6 vocabulary study, Unit 5 content
review

2時間

Students will learn about and discuss the culture of
entertaining foreign businesspeople. They will learn
vocabulary connected to eating, drinking, and
entertainment as it relates to business culture.
第25回

Unit 6: Listening and Reading
Students will practice their skills in listening for
specific information and listening for detailed
comprehension in context of corporate events. They will
practice their skills in reading for gist and reading for
specific information in context of corporate
entertainment. Students will compare and contrast answers
given by directing staff.

第26回

Unit 6: Language Review and Skills in Small Talk
Students will review multiword verbs. They will practice
their skills in greetings and small talk. They will
practice polite refusals and clarification.

Unit 6 vocabulary study, grammar review

2時間

第27回

Unit 6: Case Study
Students will work in small groups to help a multinational
corporation choose a venue for a sales conference. This is
a task-based lesson.

Unit 6 vocabulary study, writing

2時間

第28回

Unit 1-6 Review and Working Across Cultures
Students will exchange opinions about working in different
cultures. They will discuss pros and cons of different
workstyles. Students will complete a cumulative review on
the content of Unit 1-6 and work in groups.

Vocabulary study, Unit 1-6 content review

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

English for Business Communication

2

Ｊジョンストン
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
This course will provide students with a solid foundation in English business communication skills. Students will receive and
introduction into how business works, understand business terms and expressions, how to work with people, give business
presentations, and negotiate. Students will also have opportunities to practice their social English skills in a business
context, and apply previously learned skills in listening, speaking, reading, writing, and grammar to a business context.
Students will learn about levels of formality and how to use English in formal and informal contexts. Class assignments include
presentations, discussions, and communicative activities with a focus on meeting the needs of practical and real business
communication situations in English. This syllabus will be adjusted as needed to meet student needs.

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

Students will study and be tested on
their knowledge of business terminology
and basic business principles.

Students will be able to understand
relevant business vocabulary and
rudimentary business customs in English.

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

Students will practice reading business
reports, read and write letters and
emails, talking about facts, figures and
diagrams.

Students will be able to apply their
understanding of business English to
their speaking, writing, reading, and
presentation skills in a business
context.

汎用的な力
1 ．DP7.完遂

Students will be able to see measured
improvement in their listening and
reading skills in business English.
They will be able to provide relevant
information and receive feedback on
their ideas.

2 ．DP9.役割理解・連携行動

Students will be able to participate in
group meetings and conference calls, and
participate in negotiation. Students
will work together to make group
business presentations.

3 ．DP8.意思疎通

Students will be able to understand
differences of opinion in business
decisions and to see logic applied in
the decision-making process.

4 ．DP5.計画・立案力

Students will be able to create business
reports, proposals, investment plans,
notices, and sales leaflets.

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
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Students are responsible for all quizzes, tests, and assignments regardless of attendance.
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

Homework/Assignments
20％
Final Exam
30％
Presentations/Projects
25％
Quizzes
25％

： Students will receive a grade for homework completion. Each homework assignment will
have a deadline. Other research assignments and reports will be graded on formats
discussed in class.
： Students will be assessed on the cumulative material from the semester. The final exam
will test the student knowledge of lexis, grammar, and business practices covered in the
semester.
： Students will give presentations and be evaluated on a rubric. Students will also have
projects that will give them an opportunity to apply their theoretical knowledge in a
controlled environment.
： It is extremely important that students learn business vocabulary. Quizzes will be
frequent and cumulative. Students should be ready for announced and unannounced
vocabulary quizzes.

使用教科書
指定する
著者

タイトル

Cotton, D., Falvey, D., Kent, ・
S.

出版社

Market Leader
Pre-Intermediate 3rd Edition
Extra

出版年

・ Pearson Education Limited

・

2021 年

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
This class is a twice a week, 2-credit course that will require classwork and preparation every week outside of classroom hours.
Students should be prepared to complete classwork assignments on time every week and attend classes as instructed. Students
should be ready to use English actively in class and participate at all times. In principle, this class will be conducted only
in English. Students are expected to keep a vocabulary and terminology notebook, which will be checked by the instructor
regularly.

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業で案内します。

場所：

初回授業で案内します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

Unit 7: Starting up and Vocabulary
Students will practice speaking in the context of new
companies. They will learn economic terms and give
opinions about the way their country handles economic
issues.

第2回

Unit 7: Listening and Reading
Students will practice their listening for gist, listening
for specific information, and listening for detailed
comprehension skills in the context of starting a new
business. They will practice their skills in reading
comprehension in the context of new business ideas.

Unit 7 vocabulary study,
preview

Unit 7 content

2時間

Unit 7 vocabulary study, Unit 6 content
review

2時間

第3回

Unit 7 Language review and Skills
Students will review time clauses and practice talking
about numbers and figures. They will also learn about
differences in British and American English in terms of
numbers and figures.

Unit 7 vocabulary study, grammar review

2時間

第4回

Unit 7: Case study
Students will read background on a company and role play
as planning committee members. They will work together in
a variety of groups to solve some expansion problems.
This is a task based lesson.

Unit 7 vocabulary study, writing

2時間

第5回

Unit 8: Starting up and Vocabulary

Unit 8 vocabulary study, Unit 8 content
preview

2時間

Unit 8 vocabulary study, Unit 7 content
review

2時間

Unit 8 vocabulary study, grammar review

2時間

Unit 8 vocabulary study, writing

2時間

Students will practice their skills in speaking in the
context of marketing. They will also learn meaning, form,
and pronunciation of vocabulary connected with marketing.
第6回

Unit 8: Listening and Reading
Students will practice their skills in listening for
specific information in the context of pharmaceutical
marketing. They will practice their skills in reading for
detailed comprehension in the context of brands expanding
in China.

第7回

第8回

Unit 8: Language Review and Skills
Students will review grammar for questions.
then put that knowledge to use by practicing
telephoning skills to exchange information.
role play and receive feedback on their role
performance.

They will
their
They will
play

Unit 8: Case Study
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Students will read and listen to background information,
then work in groups to relaunch a product to achieve its
maximum sales potential. This is a task based lesson.
第9回

Business Skills: Interviewing
Students will discuss and learn strategies in terms of
interviewing for a business related job. They will
practice writing about their professional skills and
participate in mock interviews.

Unit 9 vocabulary study, writing

2時間

第10回

Unit 9: Starting up and Vocabulary

Unit 9 vocabulary study, Unit 9 content
preview, presentation preparation

2時間

Unit 9 vocabulary study, Unit 8 content
review, presentation preparation

2時間

Unit 9 vocabulary study, grammar review,
presentation preparation

2時間

Unit 9 vocabulary study, preparation for
presentation

2時間

Unit 9 vocabulary study, self-assessment,
group assessment

2時間

Unit 10 vocabulary study, Unit 10 content
preview

2時間

Unit 10 vocabulary study, Unit 9 content
review

2時間

Students will practice their skills in speaking on the
topic of planning. They will learn vocabulary and
collocations connected to making plans.
第11回

Unit 9: Listening and Reading
Students will practice their skills in listening for gist
and listening for detailed comprehension in the context of
business planning. They will also practice their skills
in reading for specific information and detailed
comprehension in the context of difficulties with
planning.

第12回

Unit 9: Language review and Skills
Students will review grammar used to talk about future
plans. They will also practice their skills in
interrupting and clarifying at meetings. They will role
play and receive feedback on their language skills.

第13回

Unit 9: Case study
Students will engage in a task based lesson based on media
launching. They will work together in groups to achieve
the assigned task.

第14回

Unit 9 Group Presentation
Students will give a group presentation. The presentation
will be a new magazine first issue pitch. Students will
be graded according to a rubric and peer evaluation.

第15回

Unit 10: Starting up and Vocabulary
Students will talk about the qualities and skills of good
managers. They will learn the meaning, form, and
pronunciation of vocabulary relating to describing people.

第16回

Unit 10: Listening and Reading
Students will practice their skills in listening for
specific information in the context of managing people.
They will also practice their skills in reading for gist,
reading for specific information, and reading for detailed
comprehension in the context of employee engagement.

第17回

Unit 10: Language review and Skills
Students will review using reported speech. They will
practice their understanding of social situations and
entertaining guests visiting from foreign countries.

Unit 10 vocabulary study, grammar review

2時間

第18回

Unit 10: Case study
Students will role play in small groups. This is a task
based lesson in which students will suggest ways in which
to improve performance of employees.

Unit 10 vocabulary study, writing

2時間

第19回

Business
Students
business
feedback

Unit 10 content review, report

2時間

第20回

Unit 11: Starting up and Vocabulary

Unit 11 vocabulary study, Unit 11 content
preview, report

2時間

Skills: Small talk
will learn how to engage in small talk in a
context. They will role play and receive
on their small talk skills.

Students will learn about and practice speaking about
conflict resolution. They will learn vocabulary in the
context of root nouns and their related adjectives.
第21回

Unit 11: Listening and Reading
Students will practice listening and reading about
resolving disputes. They will practice reading authentic,
ungraded business material. They will practice listening
and reading for detailed comprehension.

Unit 11 vocabulary study, report

2時間

第22回

Unit 11: Language review and Negotiating Skills

Unit 11 vocabulary study, grammar review,
report due

2時間

Unit 12 vocabulary study, Unit 12 content
preview

2時間

Unit 12 vocabulary study, Unit 11 content
review

2時間

Students will review the grammar for first and second
conditionals. They will practice using this grammar in
negotiation for conflict resolutions. Students will role
play and receive feedback on their performance.
第23回

Unit 12: Starting up and Vocabulary
Students will practice talking about their favorite
products. They will learn meaning, form, and
pronunciation of vocabulary in the context of describing
products.

第24回

Unit 12: Listening and Reading
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Students will practice their skill in listening for
specific information in the context of great products.
Students will also practice their skills in reading for
gist, reading for specific information, and reading for
detailed comprehension in the context of product
innovation.
第25回

Unit 12: Language review and Skills
Students will review the grammar for passive verbs. They
will also practice their skills in the context of
presenting a product to some buyers. They will role play
and receive feedback on their role play.

Unit 12 vocabulary study, grammar review

2時間

第26回

Unit 12 Case Study
This is a task based lesson in which students will work
together in small groups to prepare a short presentation
for a new and innovative product.

Unit 12 vocabulary study, writing

2時間

第27回

Unit 7-9 Review; Business Skills: Negotiations

Unit 7-9 vocabulary study, Unit 7-9
content review

2時間

Unit 10-12 vocabulary study, Unit 10-12
content review

2時間

Students will review all the topics covered in Units 7-12.
They will use the review material to practice their skills
in business negotiations in a task-based lesson.
第28回

Unit 10-12 Review; Business Skills: Presentations
Students will do a final review of class content from
Units 10-12. They will use the review material to practice
their skills in presentation preparation and execution.

494

2934

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

イベント企画演習
松田充史
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

長年イベントに携わり、イベントの企画・立案および運営マネジメントを担当。一般社団法人日本イベント産
業振興協会認定である。（全14回）

授業概要
本授業では、観光立国戦略の手段であるＭＩＣＥについて学びます。ＭＩＣＥとは、企業等の会議（Meeting）、企業等の行う報奨・研修旅
行（インセンティブ旅行）（Incentive Travel）、国際機関・団体、学会等が行う国際会議（Convention）、展示会・見本市、イベン
ト（Exhibition/Event）の頭文字のことであり、多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントなどの総称です。また、一般社団法人日本イベ
ント産業振興協会認定授業でもあり、イベント企画・提案・制作が出来る基本的なスキルを体系的に学びます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

イベント業務の専門知識

イベント業務の基礎的な企画・提案・制作が
できる。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

イベント検定の資格を取得する

イベントの知識が知識ができる。

汎用的な力
1 ．DP7.完遂

イベント検定の知識を授業はもちろん、自学
自習で習得できる。

学外連携学修
有り

(連携先：一般社団法人日本イベント産業振興協会)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
定期試験（筆記）を必ず受けること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業態度・演習

： 授業態度および演習を独自のルーブリックに基づいて30点満点で評価します。
30％

振り返り

： 前回授業の振り返り。授業内容を踏まえた必要知識が理解を30点満点で評価します。
30％

定期試験
40％

： イベントの必要知識を40点満点で評価します。イベント検定試験合格相当の知識があれば40点とし
ます。

使用教科書
指定する
著者
一般社団法人日本イベント産業振 ・
興協会

タイトル

出版社

イベント検定公式テキスト 基
礎から学ぶ、基礎からわかるイ
ベント

・

出版年
・

参考文献等
観光庁・日本政府観光局資料

履修上の注意・備考・メッセージ
・本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められます。
・一般社団法人日本イベント産業振興協会「イベント検定公式テキスト 基礎からわかるイベント」を必ず購入してください。
・一般社団法人日本イベント産業振興協会認定「イベント検定」試験を必ず受検してください（受験料別途）。
・原則毎回の授業には出席すること。欠席の場合は必ず欠席届を提出すること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
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時間：

金曜日3時限（13:10～14:50）

場所：

西館2階 個人研究室15

備考・注意事項： 質問は授業の前後にも答えますが、メールでも対応します。
アドレス：matsuda-mi@osaka-seikei.ac.jp
メールには必ず氏名と学籍番号を書いてください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス・観光立国とイベント
イベントを学ぶ意義について考えます。

第2回

イベントの概念と全体像（１）イベントの定義
イベントの概念と分類

第3回

イベントの概念と全体像（２）社会の発展とイベント
イベントの歴史

第4回

イベントの概念と全体像（３）イベントの役割
メディアとしてのイベント

第5回

イベントの企画と計画（１）企画の意味と本質
イベントの企画

第6回

イベントの企画と計画（２）計画の意味と本質
イベントの計画

第7回

イベントの企画と計画（３）イベント企画の構成要素
イベント企画書とプレゼンテーション

第8回

イベントの制作推進（１）制作と製作
イベントの制作推進と管理

第9回

イベントの制作推進（２）イベントの4大管理
イベントの会場制作

第10回

イベントの制作進行（３）イベントプログラムの概念
イベントのプログラム制作

第11回

イベントの制作進行（４）告知・集客の考え方
イベントの告知・集客、参加者・来場者・協力者募集

第12回

イベントの運営とマネジメント（１）広義の運営と狭義の運営
イベント運営の全体とイベント会場の運営業務

観光とイベントの現状について調べておきま
す。

4時間

イベントの概念（テキスト第1章第1節）を理
解しておきます。

4時間

イベントの歴史（テキスト第1章第2節）を理
解します。

4時間

イベントのメディア的価値を理解しておきま
す。

4時間

イベント企画（テキスト第2章第4節）とはな
にか理解しておきます。

4時間

イベント計画（テキスト第2章第5節）とはな
にか理解しておきます。

4時間

イベントの実際の企画書（配布資料）を調べ
ておきます。

4時間

イベントの制作と管理（テキスト第3章
第7節）について調べておきます。

4時間

イベントの会場制作（テキスト第3章
第8節）について調べておきます。

4時間

イベントのプログラム制作（テキスト第3章
第9節）について調べておきます。

4時間

イベントの告知と集客方法（テキスト第3章
第10節）を調べておきます。

4時間

各自イベントに参加して運営の流れについ
て調べておきます。

4時間

第13回

イベントの運営とマネジメント（２）イベント実施時の運
営と会場管理業務
イベント運営業務のポイントおよびリスクマネジメントと安全管
理

イベントの運営業務のポイントを調べておき
ます。

4時間

第14回

イベントの運営とマネジメント（3）ユニバーサルイベント

イベントを自分ならばどう企画運営する
か考えておきます。

4時間

これからのイベントマネジメントで必要とされるユニバーサ
ルの概念と具体的な対応を学ぶ

496

2935

231

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

国際経営総論
平賀富一
1年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

大手損保企業にて国際事業戦略・海外でのM&A等、外務省にて政府開発援助（ODA)、調査機関（シンクタン
ク）にて各国の政治経済分析、格付会社にて各国・大手企業の格付等、本授業に関連する各種業務を担
当（全14回）。

授業概要
現代においては、企業活動が国境を越えさらにグローバルな視点から経営と事業活動を行い成果を挙げることが、多くの企業の重要な経営の目
標や課題として重要性を増しています。本講義は、企業活動のグローバル化に関する企業経営のあり方について、国際経営に関する基礎的な知
識・理論を学び、最新の動向やトレンドにも焦点を当てて重要点を解説し、国際経営に関する基本的な理解を深めます。国際経営の基礎的な知
識は、海外市場での企業活動だけでなく、国内で海外からの顧客をターゲットとするホテル等観光関連の企業、日本市場で活動する外資系企
業や、外国人幹部や社員が活躍する日本企業の活動にも大きな関りがあります。講義の中では、具体的な企業の事例や最新の動向等を分かりや
すく解説するとともに質疑応答を行います。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

国際経営に関連する事項の重要点を理解す
る。

国際経営に関する基本的な事項、理論、論
点について理解し説明できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

国際経営に関わる重要な問題を、自分なり
の見解やアイディアで発見し、その解決案
等を考えることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。私語・居眠り等授業態度に問
題ある場合は都度注意しますが、改善が見られない場合はイエローカードを渡し警告、次いでレッドカードを渡し減点（1点/枚）対象としま
す。特に授業の進行と、周囲の受講者の迷惑行為となる私語・携帯電話の通話には厳しく対応します。リアクションペーパーの提出期限は原
則として毎回の授業後1週間とし、それ以降の提出は各回1点減点となります。
成績評価の方法・評価の割合
小レポート（リアクションペー
パー、毎回）

評価の基準

30％

定期試験（筆記またはレポート）
70％

： 授業内容を踏まえた記述であれば1点とし、そこに「論理性」と「簡潔性」を備えていれば2点とし
ます。また、授業内容に関係のない記述や極端に少ない記述の場合は0点とします。
： 国際経営に関する重要事項を問う問題を出題し、その理解度と、的確な記述や説明ができているか
を基準にして評価します。

使用教科書
指定する
著者
中川功一・林正・多田和美・大木 ・
清弘

タイトル

出版社

はじめての国際経営

・ 有斐閣

参考文献等
大木清弘（2017）『コア・テキスト国際経営』新世社
吉原英樹（2015）『国際経営（第4版）』有斐閣
梶浦雅己編著（2014）『はじめて学ぶ人のためのグローバル・ビジネス（改訂新版）』文眞堂
江夏健一・太田正孝・藤井健（2013）『シリーズ国際ビジネス １国際ビジネス入門<第2版>』中央経済社
その他は適宜紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ

497

出版年
・

2015 年

2935
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習（課題の解答案の作成を含む、以下
同じ）をすること。本講義の内容を深く理解する上で、国際的な企業の活動、それに関連する国際政治・経済・社会などの動きに関心を持つこ
とが重要です。新聞・雑誌・テレビやインターネット等の記事・ニュースに注目するよう心掛けてください。Google Classroomの本講
義の項で、授業の情報・資料を掲示し、毎回のリアクションペーパーや課題等の掲示・提出を行います。その他は第1回目の授業で説明します。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日3限

場所：

西館3階44研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス、国際経営とは何か
国際経営とはどのようなものかについて、国際経営が日常化して
いる状況や、国際経営の難しさ、企業が国際経営を行う理由など
について学びます。

第2回

海外直接投資の理論

海外直接投資とは何か（間接投資との違い）、その定義、日本企
業の海外直接投資の動向や目的について概観し、その後、典型
的な理論についての基本を学びます。
第3回

多国籍企業による国際競争の歴史

国際経営の主たる担い手である多国籍企業について、その歴史
的な変遷を振り返り学びます。そこでは、米国企業、欧州企
業、日本企業による競争環境の変化などを取り上げます。
第4回

多国籍企業の国際経営の事例

代表的な多国籍企業を例にして、その国際経営の特徴や重要
点を学びます。
第5回

国際経営のタイプとトランスナショナル経営

国際経営のタイプや、その進んだ形であるトランスナショナル経
営とはどのようなものであるか、国際経営で重要なグローバル統
合とローカル適応という考え方を学びます。
第6回

海外子会社の経営

海外の子会社を経営する上での重要な課題、子会社の設立の方
法・形態、子会社の役割などについて学びます。
第7回

国際マーケティング

マーケティングとは何か、国際マーケティングと国内マーケティ
ングの違い、国際マーケティングの重要点について学びます。
第8回

国際マーケティングの企業事例

前回の授業で学んだ国際マーケティングに関し典型的な多国籍企
業の事例でより深く学びます。
第9回

海外生産と国際拠点展開

海外での生産の意義・目的、拠点設立と運営の重要点、国際
的な生産ネットワークについて学びます。
第10回

海外生産の企業事例

前回の授業で学んだ海外生産に関し典型的な多国籍企業の事
例で学びます。
第11回

研究開発の国際化

研究開発の国際化とは何か、その動向や目的・動機、どこに進
出するのか（立地の選択）、研究開発拠点のマネジメントなどに
ついて学びます。
第12回

国際的な人的資源管理
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教科書の第1章を読んで、国際経営に関するイ
メージや興味、知りたい点などをまとめて授
業に臨んでください。

4時間

講義の内容を、教科書の第2章と講義中の解説
内容、参考資料(映像資料や配布資
料を含む)で復習し、海外直接投資やその理
論に関する理解を深めます。

4時間

講義の内容を、教科書の第3章と講義中の解説
内容、参考資料(映像資料や配布資
料を含む)で復習し、日本企業も含む多国籍企
業の歴史的な変遷や競争環境の変化に関す
る理解を深めます。

4時間

講義の内容を、教科書の第1-3章、参考資
料、インターネット等での企業情報の検索な
どで復習し多国籍企業と国際経営について
の理解をより深めます。

4時間

講義の内容を、教科書の第5章と講義中の解説
内容、参考資料(映像資料や配布資
料を含む)で復習し、国際経営のタイプとトラ
ンスナショナル経営や、グローバル統
合とローカル適応に関する理解を深めます。

4時間

講義の内容を、教科書の第6章と講義中の解説
内容、参考資料(映像資料や配布資
料を含む)で復習し、海外の子会社の経営やそ
の設立などに関する理解を深めます。

4時間

講義の内容を、教科書の第7章と講義中の解説
内容、参考資料(映像資料や配布資
料を含む)で復習し、国際マーケティングの重
要点に関する理解を深めます。

4時間

講義の内容を、教科書の第7章、参考資料、イ
ンターネット等での企業情報の検索などで復
習し、国際マーケティングについての理解を
より深めます。

4時間

講義の内容を、教科書の第8章と講義中の解説
内容、参考資料(映像資料や配布資
料を含む)で復習し、海外生産の重要点に関す
る理解を深めます。

4時間

講義の内容を、教科書、参考資料、インター
ネット等での企業情報の検索などで復
習し、海外生産についての理解をより深めま
す。

4時間

講義の内容を、教科書の第9章と講義中の解説
内容、参考資料(映像資料や配布資
料を含む)で復習し、国際的な研究開発の重要
点に関する理解を深めます。

4時間

講義の内容を、教科書の第10章と講義中の解
説内容、参考資料(映像資料や配布資
料を含む)で復習し、グローバル人材や国際人
的資源管理の重要点に関する理解を深めま
す。

4時間

2935
グローバル人材や国際人的資源管理とは何か、企業の国際化と人
的資源管理の重要点、駐在員と外国籍社員のマネジメントの重要
点について学びます。
第13回

日本企業の国際経営

日本企業の国際経営の現状と課題、今後の発展に求められる重要
事項について、分かりやすい事例も紹介して学びます。
第14回

本講義のまとめ
本講義で取り上げた重要事項について講義全般を振り返ってさら
なる理解を深めます。

499

講義の内容を、教科書の第12章と講義中の解
説内容、参考資料(映像資料や配布資
料を含む)で復習し、日本的経営の重要
点に関する理解を深めます。

4時間

本講義の重要点を復習し、講義全般に関す
る理解を深めます。

4時間

2936

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

国際観光ビジネス調査
松田充史・中野毅
3年

開講時期

集中

単位数

2

実習

該当する
教員のいずれも旅行会社、航空会社等での観光産業における実務経験を有する。（全14回）

実務経験の概要

授業概要
海外における観光ビジネスの展開に係る専門性を養う授業である。提携校などを訪れ、英語を共通言語として活用し、観光ビジネスに係る学
習、フィールド調査を行う。また、観光ビジネス分野での日本の取り組みに対する世界的な価値である「おもてなし」の理解を深める。そ
の他、宿泊・空港業務の視察や事業体験などを通して世界における観光産業の広がりについて学ぶ。また「旅程管理者演習」科目の履修及び修
了により「総合旅程管理資格」の資格取得の要件を満たす。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

海外の地域および観光ビジネスが直面してい
る課題を解決する方法を探究する。

海外の地域および観光ビジネスが直面してい
る課題や問題点などについて、自らがその解
決方法を探ることによって、成長産業であ
る観光業界で活躍するための力を身に付ける
ことができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

海外の地域および観光ビジネスについての課
題に対し、自らが自発的に取り組みその解決
方法を見つけることができる。

2 ．DP5.計画・立案力

自ら設定した海外の地域および観光ビジネ
スにおける課題を解決するための方法を計
画・立案し、実行できる。

3 ．DP9.役割理解・連携行動

団体行動、グループ行動における自分の役
割を認識し、目的達成に向けて連携すること
ができる。

学外連携学修
有り

(連携先：国立高雄餐旅大学等)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします

成績評価
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

研修および報告
60％
期末レポート
40％

： 事前の学修及び、現地での取組み、研修後のレポート及び報告会でのプレゼンテーションにつ
き、独自のルーブリックに基づいて評価を行う。
： 仮説と研究計画、調査および分析などが適切であるかどうかを、独自のルーブリックに基づいて評
価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
各自の調査テーマに沿った文献、論文等を教員が適時提供する。
各自のレポートを完成させるための先行研究、引用参考文献などを自ら用意する。

履修上の注意・備考・メッセージ
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2936
本科目は国際観光ビジネス学科の学生を対象にした科目です。
海外研修の参加が必要です（旅費および保険料等の負担要）。
パスポート・査証等が必要な学生は各自で取得が必要です（費用負担等要）。
併せて「旅程管理者演習」を履修するのが望ましい。
2単位の科目であるため合計90時間の学修が求められます。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

松田：水曜日3時限、中野：火曜日4時限

場所：

松田：西館2階、中野：西館4階

備考・注意事項： 質問はメールでも受け付けます。
メールには必ず氏名と学籍番号を書くこと。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

事前学修（１）ガイダンス
本授業の目標、内容、進め方について確認する。グループ分け
を行い、グループリーダーを決定し、トラブル発生時等に備え
て相互支援の仕組みを構築する。

シラバスを熟読し、授業についての見通し
を持つ。

4時間

第2回

事前学修（２）調査テーマ・課題の選択
訪問国の基礎的な知識の修得を図りつつ、現地交流、観光調査の
ための事前学習を行う。受講生各自の調査テーマや課題を選択す
る。

訪問国の観光関連資料を集めておく。

4時間

第3回

事前学習（３）調査方法
現地でのフィールドワーク、参与観察等の調査の為に、定性分
析の手法を確認する。

定性分析についてまとめておく。

4時間

第4回

国際観光ビジネス調査（１）資料収集
海外研修に参加する。集めた資料に基づき、研究の下調べをす
る。

研究の設計図としての資料収集をしておく。

4時間

第5回

国際観光ビジネス調査（２）先行研究
海外研修に参加する。先行研究との比較を行う。

予め先行研究を調べ、まとめておく。

4時間

第6回

国際観光ビジネス調査（３）調査対象の選定
海外研修に参加する。調査対象など、実施計画を具体化させる。

どのような調査対象があるかを調べる。

4時間

第7回

国際観光ビジネス調査（４）実施計画書の作成
海外研修に参加する。各自の研究内容について実施計画書を作
成し、実施可能性や問題点などについて教員の指示を受ける。

調査内容を精査し整理しておく。

4時間

第8回

国際観光ビジネス調査（５）フィールド調査
海外研修に参加する。計画に基づきフィールドワークを行う。

フィールドワークの設計をしておく。

4時間

第9回

国際観光ビジネス調査（６）定性分析
海外研修に参加する。フィールド調査の結果を定性分析に落と
し込む。

フィールドワークの結果をまとめておく。

4時間

第10回

国際観光ビジネス調査（７）定性分析のまとめ
海外研修に参加する。フィールドワーク調査分析をまとめる。

定性分析の結果をまとめておく。

4時間

第11回

国際観光ビジネス調査（８）考察
海外研修に参加する。現地調査報告書の内容を考察する。

現地調査のとりまとめをする。

4時間

第12回

事後学習（１）資料整理
問題意識や研究の目的と研究方法を照らし合せ、資料を整
理し、現地調査報告書を作成する。

研修中の資料をまとめておく。

4時間

第13回

事後学習（２）まとめ

調査内容、調査結果、自身の仮説を再確認し
ておく。

4時間

プレゼン資料を完成させておく。

4時間

フィールドワーク、参与観察等の質的調査結果を自身の仮
説に結びつけ結論を導く。
第14回

現地調査報告
研修を通した自身の気づきも含めてレポートを作成し、プレゼン
テーションを行い、質疑応答に対応する。
定期試験として提出のレポート作成にあたり、研究倫理のもと著
作権と個人情報の取り扱いについて再確認をする。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

短期海外研修
坂井純子・デイヴィス恵美
1年

開講時期

前期（集中）

単位数

2

実習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

（デイヴィス）大手日系電機メーカーのイギリス現地法人において、ヨーロッパ圏内の販社営業を担当し、販
売戦略などに関する資料作成やプレゼンテーションも担当した。
（坂井）海外にホテルを所有する日本企業の国際事業部にて勤務経験をもつ。

授業概要
多文化共生主義と多国間主義国家カナダ（バンクーバー）でホームステイしながら英語学校に通い、文化的・言語的背景の異なる人々との英
語でのコミュニケーション実践力を高めます。また、自文化、他文化、文化的背景の違う人々との協働について実際の観察や体験をとおし
て学びます。研修期間は約３週間です。出発前には研修に備えるための事前学習を行います。帰国後には英語での報告書とプレゼンテーショ
ンにより、自らの体験を振り返り、共有しあうことで、理解を深めます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

英語コミュニケーション能力

英語だけでの生活において、相手を理解しよ
うと努める姿勢と、自分の言いたいことをき
ちんと伝える力を身につける。

2 ．DP1.幅広い教養やスキル

異文化への理解

自分とは異なる考え方、習慣があること
を知り、違いを尊重することができる。

汎用的な力
1 ．DP7.完遂

信頼関係を築くために相手の立場にたっ
て考える大切さを知り、最後までプログラ
ムをやり抜くことができる。

2 ．DP6.行動・実践

主体的に行動し、その行動に責任を持つこと
ができる。

3 ．DP8.意思疎通

お互いを正しく理解するために、逃げない
で英語を使って話そうとする姿勢を身に着け
る。

4 ．DP9.役割理解・連携行動

海外でのトラブルや危険を避けるために、集
団行動におけるルールを守り、自分の役割を
きちんと果たすことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク
・その他(以下に概要を記述)
３週間、カナダ（バンクーバー）にて、ホームステイしながら、語学学校に通学し、主体的に学ぶ体験をします。
事後報告書を提出し、秋のスピーチ大会での発表へとつなげていきます。

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします

成績評価
注意事項等
事前学習にも原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行いません。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

現地校での取り組み
60％
期末レポートと発表
30％
事前学習への取り組み
10％

： 現地校での授業および生活に対して主体的に、責任ある行動で学んだか、３週間での成長がみられ
るかという観点から、現地学校からの報告と成績評価に基づいて評価する。
： 期末レポート（報告書）およびプレゼンテーションの質、量について、設定したルーブリッ
クに基づいて評価する。提出期限に遅れた場合には減点の対象となる。
： 事前学習に積極的かつ主体的に取り組めているか、出された課題や書類には期限を守り、適切に対
応できているかという観点から評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
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地球の歩き方
ド社

Globe-Trotter Travel Guidebook 「カナダ西部

カナディアン・ロッキーとバンクーバー」Canada's West 2019年

地球の歩き方「カナダ西部カナディアン・ロッキーとバンクーバー」2019年

ダイヤモン

ダイヤモンド社

神田外大×東京外大「英語モジュール」

履修上の注意・備考・メッセージ
カナダ研修の準備として、多くの書類を期日までに提出することが求められます。
また、重要書類を帰国日まできちんと管理する必要があります。緊張感をもってのぞんでください。
もちろん、出発までの体調管理も非常に重要です。心配がある方は早めに相談してください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

実習内

場所：

教室

備考・注意事項： 事前準備実習授業での連絡相談
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

短期海外研修の目的の理解
カナダ研修の概要と目的の理解
出発までのスケジュール
研修先のスクールについて
提出が必要な書類について

必要書類の準備や作成、自己紹介の練習

4時間

第2回

カナダについて

バンクーバーについての調査、緊急連絡
先の報告

4時間

研修にあたっての質問リスト作成、目標シー
ト

4時間

カナダについての基礎知識
世界で使用されている英語（World Englishes）
バンクーバーについての調査計画
書類の提出と確認
第3回

バンクーバーについて
グループの決定と自己紹介
バンクーバー調査内容の発表
渡航に役立つ英語表現
目標シートについて

第4回

現地生活に備える
現地生活における注意事項
ホームステイの心得
荷物の準備の仕方
目標シートの提出

現地の生活に必要な情報収集や準備

4時間

第5回

課題の理解と危機管理
危機管理講習
滞在中および帰国後の課題の理解
１）振り返りワーク
２）現地調査
３）英文報告書
４）プレゼンテーション

保険の支払いやアプリ登録、現地調査の計画

4時間

第6回

出発前最終確認
空港での集合、グループ移動、確認、報告について
保険の確認
ホームステイ先の確認
航空券（eチケット）の見方、他

出発のための準備

4時間

第7回

渡航とホームステイ
空港での出発前最終ガイダンス
グループでの渡航
ホストファミリーと出会い
ホームステイ先のルールの理解
到着の報告

振り返りワーク（渡航～到着）

4時間

第8回

語学学校でのオリエンテーション

振り返りワーク（最初の週末とオリエンテー
ション）

4時間

現地校課題、振り返りワーク（第1週目の生
活）

4時間

現地校課題、振り返りワーク（第2週目の生
活）

4時間

語学学校までの通学方法の理解
語学学校でのオリエンテーション内容の理解と書類記入
プレイスメントテストおよび受講クラスの決定
第9回

現地での第一週目授業
1日５時間の英語集中授業とホームステイ体験
カナダの学校文化、英語での教室内の指示、生活に必要な用語な
どについて学ぶ
バンクーバーの主要な場所を訪問し都市の特徴をつかむ。交通機
関のしくみを理解する

第10回

現地での第二週授業
1日５時間の英語集中授業とホームステイ体験
分からないことについては進んで尋ね、理解していく姿勢を学ぶ
仲間づくりのための積極的なコミュニケーションにいどむ
バンクーバーの多様な人種、文化について学ぶ

第11回

現地調査（フィールドワーク）
出発前にたてた計画に基づき、現地でのフィールドワークやイン
タビューに取り組む

調査内容の記録

4時間

第12回

現地での第三週目授業

現地校課題、振り返りワーク（第3週目の生
活）

4時間

1日５時間の英語集中授業とホームステイ体験
異なる文化に関心をもち、調べたり質問したりして理解を深める
自分の文化について考え、正しく説明することを試みる
卒業式と終了証の授与
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第13回

帰国と課題提出のための準備
ホームステイ体験の締めくくりとファミリーへのあいさつ
帰国に必要な書類の確認
グループでの確認、空港内移動、報告、帰国

振り返りワーク（ホームステイの締めくく
り～帰国）

4時間

個別指導教員からアドバイスを受ける

4時間

課題提出に向けて調査内容の整理
補足調査
プレゼンテーションアウトラインの執筆
第14回

課題の作成
調査レポートの作成
英文報告書の作成
プレゼンテーション原稿の作成
プレゼンテーション用のスライドの作成
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

旅行ビジネス論/旅行業事業論
松田充史
1・2年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

長年旅行会社にて着型観光および地域イベントの企画・立案・商品造成および運営マネジメントを担当。ま
た自治体プロモーションなどをおこなってきた。（全14回）

授業概要
将来において経済成長を担うとされている観光産業において、日本と世界、地域と社会、人と人を結ぶ旅行業はその中心的役割を持ってい
る。その旅行業について、旅行会社が果たしてきた役割や社会的価値に注目し、経営の面からその特性を明らかにする。グループワークで
は、具体的な旅行商品造成に挑戦しその成果を共有する。また、最近注目の着地型観光、地域交流ビジネスについて、そして旅行業に求められ
る人材についての講義も含まれる。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

旅行産業に関する知識を得る

講義の情報をもとに、観光産業における旅行
会社の重要性を理解する。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

旅行業界の職業理解する

旅行業界における様々な職業を知り、それぞ
れの役割を理解する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

取り組む旅行商品企画において課題を発見で
きる。

2 ．DP5.計画・立案力

創造性のある旅行企画を計画し、立案し、修
正することができる。

3 ．DP6.行動・実践

グループワークで与えられた課
題に対し、自ら率先して動き、やり遂げ
る力を身につけることが出来る。

4 ．DP9.役割理解・連携行動

グループワークにて、役割を分担し、連携し
て作業をすることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
・その他(以下に概要を記述)
国内、海外旅行企画のグループ発表において、評価、コメントします。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、不合格とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

定期試験

： 試験の素点に基づいて到達度を評価する。
30％

授業への参加

： 毎回の授業での発言や、取り組む姿勢を独自のルーブリックに基づいて5段階で評価する。
20％

グループワークとプレゼンテーション
30％
リアクションペーパー
20％

： グループワークにおける、積極性、果たす役割、貢献度を評価し、成果物であるプレゼンテーショ
ンを独自のルーブリックに基づいて評価する。
： 毎回の授業の終わりに提出のレポートで、学びの程度を独自のルーブリックに基づいて5段階で評
価する。

使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社
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出版年

2938

立教大学観光学部旅行産業研究
会 編著

・

旅行産業論（改訂版）

・ 日本交通公社

・

2019 年

参考文献等
随時紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
・日々のニュースから、観光に関連する記事があれば資料として残し、常に関心を絶やさないようにする。
・本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」
に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
・原則毎回の授業には出席すること。欠席の場合は必ず欠席届を提出すること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日3限（13:10～14:50）

場所：

西館2階

個人研究室15

備考・注意事項： メールで質問等も受け付けます（matsuda-mi@osaka-seikei.ac.jp)。その際タイトルに必ず、学籍番号と氏名を明記してくだ
さい。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

授業の進め方：旅行業とは
授業の進め方、目標を説明する。
「旅行」と「観光」の定義を踏まえた上で、旅行業の範囲を理
解する。さらに旅行業の将来の姿を考察し、旅行業に求められ
る能力を理解する。

第2回

旅行業の社会的役割と存在意義

旅行業の歴史を踏まえ、旅行業の社会的役割と存在意義を理解す
る。
以降毎回の授業の後半30分で行う旅行商品を企画するグループ
ワークについて説明する。
第3回

旅行契約形態と企画旅行商品について
旅行会社の企画する旅行商品を理解する。旅行商品とそのバ
リューチェーンを理解する。
旅行商品企画グループワーク（国内旅行：第1回）

第4回

旅行業の経営について
旅行商品の特性と旅行会社の経営特性を理解する。
旅行商品企画グループワーク（国内旅行：第２回）

第5回

旅行マーケットについて
時代とともに変化する国内旅行、海外旅行におけるそれぞれ
のマーケットと旅行商品を理解する。
旅行商品企画グループワーク（国内旅行：第３回）

第6回

旅行マーケットの成長、成熟後の現代の抱える問題点について
旅行マーケットの時代を追っての変化と、旅行者の旅行形態の変
化を理解し、その変化をもたらした要因を探る。
旅行商品企画グループワーク（国内旅行：第４回）

第7回

旅行会社のビジネス展開について（販売ルート）
旅行会社が具体的にどのような販売ルートを持っているかを理
解する。
旅行商品企画グループワーク（国内旅行企画成果発表会）

第8回

外部講師による講義：旅行業における公正競争規約（表示規
約）企画商品の変遷
旅行業法と景品表示法の関連について理解し、実際の景品表示法
違反などの事例から学ぶ。

第9回

旅行会社のビジネス展開について（販売ターゲット）

旅行会社が具体的にどのようなターゲット設定、販売方法を取っ
ているかを理解する。
企画旅行商品の変遷を踏まえ、現在と将来の戦略について理解す
る。また、後半の旅行企画のグループワークについての課
題を考える。
第10回

インバウンド事業について
昨今急激な伸びを示すインバウンドマーケットについて、その変
遷と現状、ビジネスモデルを理解する。
旅行商品企画グループワーク（インバウンド企画：第１回）

506

教科書、第1講、1章、2章、3章を読み、旅行
業について基本的な定義と範囲を理解してお
く。

4時間

教科書、第2講、1章、2章を読み、旅行業の産
業としての自立過程を理解しておく。実
際に旅行会社の店舗を訪問し、自身の興味あ
る国内旅行商品が入ったパンフレットを次回
授業に持ち寄る。

4時間

教科書、第3講、1章、2章を読み、旅行会社に
とっての企画旅行商品を理解しておく。グ
ループワークの準備。

4時間

教科書、第4講、1章、2章を読み、旅行会
社の創る商品とその経営の特性を理解する
。グループワークの準備

4時間

教科書、第5講、1章、2章を読み、国内、海外
旅行のマーケットの変遷と現状を理解してお
く。国内旅行企画発表会の準備をする。

4時間

教科書、第6講、1章、2章、3章を読み、旅
行マーケットの現状と問題点を理解してお
く。国内旅行企画発表会の準備をする。

4時間

教科書、第7講、1章、2章、3章を読み、旅行
会社の店頭販売、メディア販売、インター
ネット販売について理解をしておく。

4時間

実際に旅行会社の店舗を訪問し、海外旅行商
品についての気づきを４００字程度のレポー
トにまとめ発表できるようにしておく。授業
後提出要。

4時間

教科書、第8講、1章、2章、3章を読み、旅行
会社が販売のターゲットとする出張ビジネ
ス、法人・教育旅行、MICEについて理解して
おく。グループワークの準備。

4時間

教科書、第9講、1章、2章を読み、インバウン
ドビジネスについて理解しておく。グループ
ワークの準備。

4時間

2938
第11回

旅行会社の予約販売システムについて

旅行会社の予約販売システムと、世界の旅行関連システムを理
解する。
旅行商品企画グループワーク（インバウンド企画：第２回）
第12回

旅行マーケットのグローバル化について
グローバルな視点での旅行産業の動向と、世界の旅行会社のビジ
ネスモデルを理解する。
旅行商品企画グループワーク（インバウンド企画：第３回）

第13回

地域観光について

着地型観光、地域交流ビジネスにおける旅行会社の役割を理解す
る。
旅行商品企画グループワーク（インバウンド企画成果発表会/前
半）
第14回

旅行産業の危機管理と社会的価値について

観光における危機管理の特徴と、旅行会社の役割を理解する。旅
行産業の教育的・社会的価値について理解する。
旅行商品企画グループワーク（インバウンド企画成果発表会/後
半）
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教科書、第10講、1章、2章を読み、旅行会
社の予約販売システムの変遷と、航空会
社の予約システム等の世界の旅行関連システ
ムを理解しておく。グループワークの準備。

4時間

教科書、第11講、1章、2章、3章を読み、旅行
会社のグローバル化について理解してお
く。グループワークの準備。

4時間

教科書、第13講、1章を読み、地域における観
光による６次産業化の概念を理解してお
く。海外旅行企画成果発表会の準備をしてお
く。

4時間

教科書、第13講、2章、3章を読み、旅行産
業における危機管理と、社会的価値につい
て理解しておく。海外旅行企画成果発表
会の準備をしておく。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

国際経営戦略論
平賀富一
2年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

大手損保企業にて国際事業戦略・海外でのM&A等、外務省にて政府開発援助（ODA)、調査機関（シンクタン
ク）にて各国の政治経済分析、格付会社にて各国・大手企業の格付等、本授業に関連する各種業務を担
当（全14回）。

授業概要
現代においては、企業活動が国境を越えさらにグローバルな視点から経営と事業活動を行い成果を挙げることが、多くの企業の重要な経営の目
標や課題として重要性を増しています。本講義は、企業活動のグローバル化に関する企業経営のあり方について、国際経営、特に戦略に関す
る知識・理論を学び、最新の動向やトレンドにも焦点を当てて重要点を解説し、国際経営および戦略に関する理解を深めます。国際経営や戦
略の知識は、海外市場での企業活動だけでなく、国内で海外からの顧客をターゲットとするホテル等観光関連の企業、日本市場で活動する外資
系企業や、外国人幹部や社員が活躍する日本企業の活動にも大きな関りがあります。講義の中では、具体的な企業の事例や最新の動向等を分か
りやすく解説するとともに質疑応答を行います。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

国際経営に関連する事項の重要点を理解す
る。

国際経営に関する基本的な事項、理論、論
点について理解し説明できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

国際経営に関わる重要な問題を、自分なり
の見解やアイディアで発見し、その解決案
等を考えることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。私語・居眠り等授業態度に問
題ある場合は都度注意しますが、改善が見られない場合はイエローカードを渡し警告、次いでレッドカードを渡し減点（1点/枚）対象としま
す。特に授業の進行と、周囲の受講者の迷惑行為となる私語・携帯電話の通話には厳しく対応します。リアクションペーパーの提出期限は原
則として毎回の授業後1週間とし、それ以降の提出は各回1点減点となります。
成績評価の方法・評価の割合
小レポート（リアクションペー
パー、毎回）

評価の基準

30％

定期試験（筆記またはレポート）
70％

： 授業内容を踏まえた記述であれば1点とし、そこに「論理性」と「簡潔性」を備えていれば2点とし
ます。また、授業内容に関係のない記述や極端に少ない記述の場合は0点とします。
： 国際経営に関する重要事項を問う問題を出題し、その理解度と、的確な記述や説明ができているか
を基準にして評価します。

使用教科書
指定する
著者
大木清弘

タイトル
・

出版社

コア・テキスト国際経営

・ 新世社

参考文献等
吉原英樹（2015）『国際経営（第4版）』有斐閣
梶浦雅己編著（2014）『はじめて学ぶ人のためのグローバル・ビジネス（改訂新版）』文眞堂
江夏健一・太田正孝・藤井健（2013）『シリーズ国際ビジネス １国際ビジネス入門<第2版>』中央経済社
その他は適宜紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
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出版年
・

2017 年

2940
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習（課題の解答案の作成を含む、以下
同じ）をすること。本講義の内容を深く理解する上で、国際的な企業の活動、それに関連する国際政治・経済・社会などの動きに関心を持つこ
とが重要です。新聞・雑誌・テレビやインターネット等の記事・ニュースに注目するよう心掛けてください。Google Classroomの本講
義の項で、授業の情報・資料を掲示し、毎回のリアクションペーパーや課題等の掲示・提出を行います。その他は第1回目の授業で説明します。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日3限

場所：

西館3階44研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス、国際経営とは何か
国際経営とはどのようなものかについて、国際経営が日常化して
いる状況や、国際経営の難しさ、企業が国際経営を行う理由など
について学びます。

第2回

海外直接投資の理論

海外直接投資とは何か（間接投資との違い）、その定義、日本企
業の海外直接投資の動向や目的について概観し、その後、典型
的な理論についての基本を学びます。
第3回

多国籍企業による国際競争の歴史

国際経営の主たる担い手である多国籍企業について、その歴史
的な変遷を振り返り学びます。そこでは、米国企業、欧州企
業、日本企業による競争環境の変化などを取り上げます。
第4回

多国籍企業の国際経営の事例

代表的な多国籍企業を例にして、その国際経営の特徴や重要
点を学びます。
第5回

国際経営のタイプとトランスナショナル経営

国際経営のタイプや、その進んだ形であるトランスナショナル経
営とはどのようなものであるか、国際経営で重要なグローバル統
合とローカル適応という考え方を学びます。
第6回

海外子会社の経営

海外の子会社を経営する上での重要な課題、子会社の設立の方
法・形態、子会社の役割などについて学びます。
第7回

国際マーケティング

マーケティングとは何か、国際マーケティングと国内マーケティ
ングの違い、国際マーケティングの重要点について学びます。
第8回

国際マーケティングの企業事例

前回の授業で学んだ国際マーケティングに関し典型的な多国籍企
業の事例でより深く学びます。
第9回

海外生産と国際拠点展開

海外での生産の意義・目的、拠点設立と運営の重要点、国際
的な生産ネットワークについて学びます。
第10回

海外生産の企業事例

前回の授業で学んだ海外生産に関し典型的な多国籍企業の事
例で学びます。
第11回

研究開発の国際化

研究開発の国際化とは何か、その動向や目的・動機、どこに進
出するのか（立地の選択）、研究開発拠点のマネジメントなどに
ついて学びます。
第12回

国際的な人的資源管理
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教科書の第1章を読んで、国際経営に関するイ
メージや興味、知りたい点などをまとめて授
業に臨んでください。

4時間

講義の内容を、教科書の第2章と講義中の解説
内容、参考資料(映像資料や配布資
料を含む)で復習し、海外直接投資やその理
論に関する理解を深めます。

4時間

講義の内容を、教科書の第3章と講義中の解説
内容、参考資料(映像資料や配布資
料を含む)で復習し、日本企業も含む多国籍企
業の歴史的な変遷や競争環境の変化に関す
る理解を深めます。

4時間

講義の内容を、教科書の第1-3章、参考資
料、インターネット等での企業情報の検索な
どで復習し多国籍企業と国際経営について
の理解をより深めます。

4時間

講義の内容を、教科書の第5章と講義中の解説
内容、参考資料(映像資料や配布資
料を含む)で復習し、国際経営のタイプとトラ
ンスナショナル経営や、グローバル統
合とローカル適応に関する理解を深めます。

4時間

講義の内容を、教科書の第6章と講義中の解説
内容、参考資料(映像資料や配布資
料を含む)で復習し、海外の子会社の経営やそ
の設立などに関する理解を深めます。

4時間

講義の内容を、教科書の第7章と講義中の解説
内容、参考資料(映像資料や配布資
料を含む)で復習し、国際マーケティングの重
要点に関する理解を深めます。

4時間

講義の内容を、教科書の第7章、参考資料、イ
ンターネット等での企業情報の検索などで復
習し、国際マーケティングについての理解を
より深めます。

4時間

講義の内容を、教科書の第8章と講義中の解説
内容、参考資料(映像資料や配布資
料を含む)で復習し、海外生産の重要点に関す
る理解を深めます。

4時間

講義の内容を、教科書、参考資料、インター
ネット等での企業情報の検索などで復
習し、海外生産についての理解をより深めま
す。

4時間

講義の内容を、教科書の第9章と講義中の解説
内容、参考資料(映像資料や配布資
料を含む)で復習し、国際的な研究開発の重要
点に関する理解を深めます。

4時間

講義の内容を、教科書の第10章と講義中の解
説内容、参考資料(映像資料や配布資
料を含む)で復習し、グローバル人材や国際人
的資源管理の重要点に関する理解を深めま
す。

4時間

2940
グローバル人材や国際人的資源管理とは何か、企業の国際化と人
的資源管理の重要点、駐在員と外国籍社員のマネジメントの重要
点について学びます。
第13回

日本企業の国際経営

日本企業の国際経営の現状と課題、今後の発展に求められる重要
事項について、分かりやすい事例も紹介して学びます。
第14回

本講義のまとめ
本講義で取り上げた重要事項について講義全般を振り返ってさら
なる理解を深めます。
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講義の内容を、教科書の第12章と講義中の解
説内容、参考資料(映像資料や配布資
料を含む)で復習し、日本的経営の重要
点に関する理解を深めます。

4時間

本講義の重要点を復習し、講義全般に関す
る理解を深めます。

4時間

2941

232

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

ホテルマネジメント論
島雅則
2・3年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

大手ホテルチェーンで海外・国内のホテルの運営に携わる。総支配人や社長も務め、ホテル事業経営の豊
富な実践経験を持つ。（全１４回）

授業概要
サービス産業の中核に位置するホテルの事業経営の両輪であるホスピタリティとマーケティングの本質を学ぶとともに、その特異な経営手
法も身に付ける。ホテル現場の運営知識の習得にくわえ、様々な事例にケーススタディ形式で触れ、学ぶことにより、ホテルマネジメントへ
の興味と自己啓発意欲を高める。運営と経営の両視点からホテルビジネスを理解することにより、ホテル業界のグローバル化と生産性向上にマ
ネジメントレベルで取り組める高度経営人材の育成を目指す。また、学修成果の確認のため、厚生労働省所管の国家資格｢ホテル・マネジメン
ト技能検定｣３級にも挑戦できるよう指導する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

ホテル業界に関する知識

厚生労働省所管・国家資格｢ホテル・マネジ
メント技能検定｣の３級｢学科試験｣合格レベ
ルの知識習得。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

ホテル運営に関するケーススタ
ディに取り組み、自らの考えをまとめ記述で
きる力

厚生労働省所管・国家資格｢ホテル・マネジ
メント技能検定｣の３級｢実技試験｣合格レベ
ルの知識習得

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

ケーススタディから本質的な課題を発
掘し、検討できる。

2 ．DP5.計画・立案力

課題に対して、柔軟な条件設定ができ、具体
的な改善、解決策を提示できる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・ディベート、討論
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
・その他(以下に概要を記述)
提出物について、適宜グループで共有し相互評価ができる時間を設けます。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ、放棄と見なします.
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

定期試験（筆記）
60％
授業外課題
30％
授業への参加度
10％

： 基礎知識が習得でき、授業内容が良く理解できていること。記述問題については、論理的文章作成
力を評価します。
： 取り組み度（課題提出期限遵守を含む）と理解度、論理性について、独自のルーブリックに基づ
き３段階で評価します。
： 授業やグループワークでの教員、メンバーとのやり取りを科目独自のルーブリックに基づいて評
価します。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
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2941
一般社団法人日本宿泊産業マネジメント技能協会｢ホテル・マネジメント概論｣（ぎょうせいデジタル株式会社、2020年）、力石寛夫著『ホスピ
タリティ(サービスの原点)』(商業界、2014年)、徳江潤一郎著『ホテル経営概論』(同文館、2013年)、仲谷秀一著『新･総支配人論』(嵯峨野書
院、2004年)、『ホテル･ビジネス･ブック』(中央経済社、2006年)、田尾佳子著『グローバルオペレーターが変えるホテル経営』(白桃書
房、2016年)、『数字でとらえるホスピタリティ』(産業能率大学出版部刊、2014年)、その他の参考文献は授業の中で随時紹介する。また、教科
書の代用とする資料は、授業前にコピー、あるいはGoogle Classroom上でデータ配布する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。｢授業外学修課題｣に取り組むことに加え、その回の授
業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。ホテル業界にキャリアを求める学生はもとより、業種業界を問わずホスピタリ
ティマインドとホテル経営知識を武器にグローバルに活躍できる人材の要件を明らかにし、その育成の足掛かりとする。また、経営管理には不
可欠な計数感覚を身に付けるために、毎回の授業の冒頭を使い企業の管理会計に必要な基礎知識を学ぶ。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日：２･３限

場所：

島研究室（西館）

備考・注意事項： 上記以外の時間での質問は、メールにて受け付けます。
（shima-m@osaka-seikei.ac.jp）メールには必ず所属、学籍番号、氏名を明記してください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、ホテル業界は今
講師紹介に続き、授業の進め方、学修内容、評価方法について確
認します。動画も使いホテル業界の現状と課題を共有し、ホテル
マネジメントスキルの修得のための道筋を示します。

第2回

ホテルの歴史と基本知識
ホテルの語源と起源を学び、観光産業を構成する重要な業
種の一つであるホテル業の発展の歴史を世界と日本で概観しま
す。キーワードはしっかりと押さえてください。

第3回

世界と日本のホテルチェーン

現在の主要な世界ホテルチェーンを多面的に分類し、それぞれ
の生き残りのためのグローバル戦略について考えます。あわせ
て日本の主要ホテルチェーンとその置かれている現状を学び、外
資系とのホテル戦争をどう乗り切るかを考え、その仮説につい
て議論します。
第4回

ホテルの実務知識①（宿泊）

ホテル運営の要である宿泊部門の業務基礎を学びます。予習をし
てきた使用テキストの内容についてポイントを整理、追加資料で
の説明もくわえ理解を深めてもらいます。授業外学習課題の質問
事項へのコメントにくわえ、｢ホテル･マネジメント技能検
定｣３級の過去問（宿泊）の解説も行います。
第5回

ホテルの実務知識②（料飲）

日本のホテルは料飲売上に大きく依存する体質です。その料飲業
務の基礎を学び、予習をしてきた使用テキストの内容についてポ
イントを整理、追加資料での説明もくわえ理解を深めてもらいま
す。授業外学習課題の質問事項へのコメントにくわえ、｢ホテ
ル･マネジメント技能検定｣３級の過去問（料飲）の解説も行いま
す。
第6回

ホテルの実務知識③（宴会）

日本のホテルで独特の発展をしてきた宴会部門とブライダル部
門についてその業務内容を確認します。予習をしてきた使用テキ
ストの内容についてポイントを整理、追加資料での説明もくわ
え理解を深めてもらいます。授業外学習課題の質問事項へのコメ
ントにくわえ、｢ホテル･マネジメント技能検定｣３級の過去
問（宴会）の解説も行います。
第7回

ホテルの実務知識④（営業とマーケティング）

今までの授業で学んだホテル現場の収益部門を援助･補佐し、企
業の経営戦略を具体的に実行する中枢部門である営業･マーケ
ティング部門の仕事について学びます。予習をしてきた使用テキ
ストの内容についてポイントを整理、追加資料での説明もくわ
え理解を深めてもらいます。授業外学習課題の質問事項へのコメ
ントにくわえ、｢ホテル･マネジメント技能検定｣３級の過去
問（営業･マーケティング）の解説も行います。
第8回

ホテルの実務知識⑤（クレーム対応）
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授業で視聴した動画に関する課題についてレ
ポートにまとめて提出する。

4時間

世界あるいは日本の主要ホテルチェーン３つ
を選び、その発祥と発展の経緯並びに特徴に
ついてまとめる。

4時間

次回授業の教科書の学習範囲（宿
泊）を読み、必要な部分については他の文
献やネットで理解を助ける。質問や疑問につ
いて３つを上限に｢質問ノート｣に記入して提
出する。

4時間

次回授業の教科書の学習範囲（料
飲）を読み、必要な部分については他の文
献やネットで理解を助ける。質問や疑問につ
いて３つを上限に｢質問ノート｣に記入して提
出する。

4時間

次回授業の教科書の学習範囲（宴
会）を読み、必要な部分については他の文
献やネットで理解を助ける。質問や疑問につ
いて３つを上限に｢質問ノート｣に記入して提
出する。

4時間

次回授業の教科書の学習範囲（営業とマーケ
ティング）を読み、必要な部分について
は他の文献やネットで理解を助ける。質
問や疑問について３つを上限に｢質問ノー
ト｣に記入して提出する。

4時間

次回授業の教科書の学習範囲（クレーム対
応）を読み、必要な部分については他の文
献やネットで理解を助ける。質問や疑問につ
いて３つを上限に｢質問ノート｣に記入して提
出する。

4時間

次回授業の教科書の学習範囲（管
理）を読み、必要な部分については他の文
献やネットで理解を助ける。質問や疑問につ
いて３つを上限に｢質問ノート｣に記入して提
出する。

4時間

2941
ホテルでは日々様々なクレームが発生し、その対応は現場からマ
ネジメントまでホテルパーソンに求められるもっとも大切なスキ
ルです。予習をしてきた使用テキストの内容についてポイン
トを整理、追加資料での説明もくわえ理解を深めてもらいま
す。授業外学習課題の質問事項へのコメントにくわえ、｢ホテ
ル･マネジメント技能検定｣３級の過去問（クレーム対応）の解
説も行います。
第9回

ホテルの実務知識⑥（管理）

営業部門を後方支援する役割の管理部門の業務について、総務人
事、施設管理、仕入購買を中心に学びます。予習をしてきた使
用テキストの内容についてポイントを整理、追加資料での説明も
くわえ理解を深めてもらいます。授業外学習課題の質問事項へ
のコメントにくわえ、｢ホテル･マネジメント技能検定｣３級の過
去問（管理部門）の解説も行います。
第10回

ホテルの運営方式

ホテル事業には大きく分けて４つの形態があります。それぞれ
の特徴、長所短所を学び、今後外資系の主要ホテルチェー
ンと伍してグローバルに生き残るための条件について考えてもら
います。授業外学習課題の質問事項へのコメントにくわえ、｢ホ
テル･マネジメント技能検定｣３級の過去問（ホテルの運営方
式）の解説も行います。
第11回

ホテル会計と収益管理①（講義）
ホテルをグローバルレベルで評価するためには、米国のホテル会
計の統一制度である「ユニフォームシステム」の理解が不可欠で
す。その特殊性と有用性を学ぶことにより、ホテルビジネスを経
営の視点で見る力を養います。授業外学習課題の質問事項へのコ
メントにくわえ、｢ホテル･マネジメント技能検定｣３級の過去
問（ホテル会計）の解説も行います。

第12回

ホテル会計と収益管理②（ケーススタディ）
前回の授業外課題であるケーススタディについて、グループで共
有し発表をしてもらった後、解説をします。｢ホテル･マネジメン
ト技能検定｣３級の過去問をベースに様々な収益管理に関する具
体的事例を取り上げ、理解を深め、実践力を養ってもらいます。

第13回

ホテルのマネジャー業務と総支配人のミッション
ホテルのマネジャー（管理監督職）の仕事を知り、その頂
点に立つ総支配人（ＧＭ）がいかに多能で、様々な知識とスキ
ルを身に付ける必要があるかを理解してもらい、ホテル業界を目
指す皆さんには総支配人を目標に自らのキャリア形成の道筋を明
確にできるよう指導します。

第14回

授業の振り返りと総括

授業外課題の各自の振り返りに対する講評とコメントで授業を総
括します。また、本授業の目的の一つである、厚生労働省所
管の国家資格｢ホテル・マネジメント技能検定｣３級の受検にあ
たっての注意点についても確認します。
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次回授業の教科書の学習範囲（ホテルの運営
方式）を読み、必要な部分については他の文
献やネットで理解を助ける。質問や疑問につ
いて３つを上限に｢質問ノート｣に記入して提
出する。

4時間

次回授業の教科書の学習範囲（ホテル会
計）を読み、必要な部分については他の文
献やネットで理解を助ける。質問や疑問につ
いて３つを上限に｢質問ノート｣に記入して提
出する。

4時間

ホテルの収益管理に関するケーススタ
ディに取り組み提出する。

4時間

ホテル総支配人の仕事に関して文献やネッ
トで調べ、レポートを提出する。

4時間

13回の授業を振り返り、気付きと感想、自
身の目標についてレポートにまとめ提出す
る。

4時間

シラバスの到達目標に照らして自身の達成目
標と未達目標を明確にする。未達部分につい
ては復習し正しく理解し、定期試験に備え
る。

4時間

2943
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

ブライダル事業論
島雅則
2・3年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

大手ホテルチェーンで海外・国内のホテルの運営に携わる。総支配人や社長を務め、ホテル事業経営の豊
富な実践経験を持つとともに、ブライダル業界の動向にも精通。（全１４回）

授業概要
ブライダルビジネスは、挙式や披露宴の施設の選択肢の増加とともにその周辺産業も巻き込み、年間2.4兆円（2019年、主要6分野）もの大市
場となっています。一方で、結婚観や価値観の多様化、晩婚化、少子化などを背景にした競争激化にくわえ、新型コロナ感染症の終息後のブラ
イダル市場はその様相を大きく変えると予想されています。本授業では、婚礼事業のオペレーションやマーケティングの実際や最新の知
識を学ぶとともに、ピーター･Ｆ･ドラッカーの事業戦略策定の考え方をケーススタディに取り入れ、ポスト・コロナ時代も見据えた今の事
業の問題点や方向性について幅広く考え議論し、将来の業界への提言としてまとめます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

ブライダル業界に関する知識

ブライダル業界の動向と事業特性について理
解できる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

ブライダル業界の課題解決に取り組める力

ＳＷＯＴ分析を通じて仮説の設定とその論理
的説明ができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

現状分析から課題や問題点の本質を見
抜き、検討できる。

2 ．DP7.完遂

与えられた問題解決テーマに関して、提言と
して論理的に完成させることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

定期試験（レポート）
40％
中期事業計画資料
30％
プレゼンテーション
10％
授業外課題、小テスト

： ４つの指標（授業理解度、論理性、発想力、好奇心）を用いて、科目独自のルーブリックで評価し
ます。
： 事業としてのブライダルについての自己の考えを整理し、的確に表現できているかを、専門知
識の理解も含めて全学ルーブリックで評価します。
： 第１４回授業でのグループ発表において、プレゼンテーションの基本が忠実に守られているか
を４つの指標で評価します。
： 授業理解度と論理性について、独自のルーブリックに基づいて３段階で評価します。

20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
ゼクシィ(リクルート発行の月刊結婚情報誌)並びにその公式サイトwww.zexy.net、沼上幹著『ブライダル産業～デフレーション下における需要
構造分析』(東洋経済新報社 2017年)、ピーター･Ｆ･ドラッカー著『創造する経営者』並びに『イノベーションと起業家精神』(ダイヤモンド社
2007年)、藤屋伸二著『ドラッカーから学ぶ多角化戦略』(クロスメディア･パブリッシング 2015年)、【論文】徳江順一郎『ブライダルにおけ
る市場の変化とホスピタリティ』(高崎経済大学論集第54巻第2号 2011年)、河内山潔、石川夕起子『ブライダル企業のケーススタディーワタベ
ウェディング株式会社をケースとしてー』(関西国際大学研究紀要12巻 2011年)

履修上の注意・備考・メッセージ
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2943
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
自ら考え、グループワークで考えを共有し、それを整理することの繰り返しで独自の事業戦略を構築できることの楽しさを実感してほしい
と思います。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜日：２限

場所：

島研究室（西館）

備考・注意事項： 上記以外の時間での質問は、shima-m@osaka-seikei.ac.jp宛に学籍番号、氏名を記入し送付してください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、ブライダルビジネスの現状

講師紹介に続き、授業の進め方、学修内容、評価方法について確
認します。初回はブライダルの歴史を紐解きながら業界の現
状と今直面している課題を共有し、皆さんがこれからのこの業
界の事業戦略を考える上で、目標設定のための足掛かりを提供し
ます。
第2回

ブライダル業界の仕事

ブライダルの仕事は多種多様であることを知り、その中でも中
核であり花形でもあるブライダルプランナーの仕事をしっかり
と理解します。ホスピタリティと感情労働の最前線を理解するこ
とが、ブライダル事業経営を考える上で大切な礎(いしずえ)にな
ります。
第3回

ブライダルマーケティング
マーケティングの概論の講義の後、ブライダルビジネスにおい
てマーケティングがいかに重要であるかを理解します。具体的に
は、｢広告周知｣→｢新規来館｣→｢決定成約｣→｢施工打合せ｣とい
う流れの中でブライダルマーケティングがどのように機能してい
るかを学びます。

第4回

ブライダル施設 ～ホテルとゲストハウス～

ホテルのブライダル部門の特徴や位置付けについて学び、異業
種からの参入も相次ぎ台頭が著しい｢ゲストハウス｣が何故短期
間で急成長してきたのかを直接競合する｢ホテル｣との比
較の中で検証します。
第5回

事業の現状分析① ～ゲストハウス～
ピーター･ドラッカーの事業戦略の理論と分析手法の学習を始め
ます。今の事業の業績向上のためにはまず現状分析が必要とさ
れ、その手法のうちの利益分析とコスト分析について理解しま
す。各自が調べてきたブライダル専業会社(ゲストハウス)につい
て企業別グループに分かれ情報を共有し、｢業績をもたらす３つ
の領域｣について分析し発表します。

第6回

事業の現状分析② ～ホテルのブライダル部門～

ピーター･ドラッカーの事業の現状分析のもう一つの柱であ
るマーケティングと知識分析の方法を学び、各自が調べてきたホ
テル(ブライダル部門)について、企業別グループに分かれ情
報を共有し、それぞれのブライダル事業をマーケティングと知
識について把握、診断し、発表します。
第7回

事業機会の探索

企業の仕事の２つ目は、潜在的な事業機会を発見し実現すること
です。機会発見のための基本手段である経営理念の確認とＳＷＯ
Ｔ分析に個人ワークで取り組みます。
第8回

イノベーションのための７つの機会
事業機会のもう一つの柱であるイノベーションについて、ピー
ター･ドラッカーの考え方を学び、その本質についてしっかり
と理解を深めます。

第9回

事業の多角化戦略
グループでそれぞれの事例を共有し、企業の事業多角化の成
功と失敗の理由を考え、議論してもらいます。代表的な事例をグ
ループ毎に発表した後、事業多角化のポイントについて講
義で学びます。

第10回

ブライダル演出企画会社の経営者の話を聴く（特別授業）
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何故ブライダル事業に興味を持ったのか
を、第1回授業の内容も踏まえてレポートにま
とめ、この授業での自身の到達目標につい
て宣言する。

4時間

｢マーケティング｣についてネットや書籍
等で調べ、今までの自身の知識と理解と
の違いや気付きを整理しレポートにまとめ
る。

4時間

用意したマーケティングに関する動画を視
聴し、その内容とポイント、気付きをレポー
トにまとめる。

4時間

本日の授業で説明したゲストハウスを運営す
るブライダル専業会社の中か
ら１社を選び、詳しく調べレポートにまとめ
る。 (沿革、規模、特徴等)

4時間

代表的な４つのホテルについて、そのブライ
ダル部門の詳細を調べレポートにまとめる。

4時間

自身が調べたブライダル専業会社につい
て、今後どのような新しい事業の可能
性が考えられるかを理由とともにレポートに
まとめる。

4時間

｢イノベーション｣についてネットや書籍
等で調べ、今までの自身の知識と理解と
の違いや気付きを整理しレポートにまとめ
る。

4時間

業界業種を問わず、企業の事業多角化の事
例をネットや書籍で調べ、成功事例と失敗事
例をそれぞれ３ケースずつレポートする。

4時間

次回の特別授業で登壇されるブライダル会社
経営者への質問事項並びに期待することをま
とめる。

4時間

外部講師から出された課題について、個
人ワークで自身の考えをレポートにまとめ
る。

4時間

2943
ＩＴが本業でありながら、まったく異業種であるブライダル演出
事業で成功している企業の経営者を招き、事業多角化の実例を披
露していただきます。講義後は時間を設け、皆さんからの質
問に答えていただいた上で、次回授業で取り組む課題を頂戴しま
す。
※本授業は学外講師のスケジュールの都合で日程が変更されるこ
とがあります。
第11回

中期事業計画書の策定①（作成の準備）
中期事業計画書作成の方法について、用意したテンプレー
トを使い説明します。グループ毎に対象企業と各自の役
割を決め、｢担当別役割リスト｣を作成、提出します。

第12回

中期事業計画書の策定②（発表資料完成とプレゼン準備）
発表用スライドを完成を確認します。全体構成のチェッ
クの後、最終授業でのプレゼンの段取りについてメンバーで確
認を行います。グループ毎にリハーサルを実施し、相互指
摘の上、完成度を上げます。

第13回

プレゼンテーション①（前半）
グループ毎に対象として選んだ企業の新規事業の中期計画案を発
表する。

第14回

プレゼンテーション②（後半）と授業の総括

グループ毎に対象として選んだ企業の新規事業の中期計画案を発
表する。その後、全１４回の授業の総括で締めくくります。
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プレゼン用共有スライドについて、各自役
割に従い初案を作成する。

4時間

各自でスライドの最終手直しを行うととも
に、グループでの直前リハーサルを行う。

4時間

第13回のプレゼンテーションを振り返り、気
付きと感想、自身の目標についてレポートに
まとめ提出する。

4時間

シラバスの到達目標に照らして、自身の達成
目標と未達目標を明確にする。未達部分につ
いては復習と確認により正しく理解し、期
末レポート作成に備える。

4時間
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授業科目名
担当教員名

観光マーケティング
金蘭正

学年・コース等

2年

授業形態

教員による一方的な講義ではなく、受講者による学習・発表が主になります。発表内容に基づき、教員が補足
説明することによって、学習内容の理解を深めます。

開講時期

後期

単位数

2

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
観光は人々の楽しみに大きく関与するものなので、その期待に応えていくためには、他の一般商品以上にお客様の視点に立ったマーケティン
グの発想が不可欠であります。本講義では、観光ビジネスではどのようなマーケティングが実践されているのかを理解するために、マーケティ
ングの基本的な理論とケーススタディを中心に学びます。観光客を受け入れる都市や地域は集客のためにどのような取り組みをしているかにつ
いても理解してもらいます。本授業は、教員による一方的な講義ではなく、受講者による学習・発表が主になります。発表内容に基づき、教
員が補足説明することによって、学習内容の理解を深めます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

マーケティングの基礎理論と観光マーケティ
ングの実践方法の理解

マーケティングを学ぶ上で必要な理論の理
解とそれに対応する観光のケーススタ
ディを通して、実践で発揮する力を付ける。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

常に観光現象に興味を持ち、新聞、雑誌、テ
レビなどのマスコミの情報から国内外の観光
動向を把握してもらうことによって、観光
地における集客戦略やリピータ率向上のため
の取り組みについて考察することが出来る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
「試験（小テスト、中間テスト、期末テスト）」
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

発表・受講態度
40％
中間テスト
30％
定期試験（筆記）
30％

： １．与えられた課題に対してポイントを適切にまとめ、分かりやすく発表できたのか。２．毎回実
施する小テスト点数の平均。
： 次の観点から評価する。１．授業内容をどの程度理解しているか、２．理解したことをわかりやす
く適切に表現できているか。
： 次の観点から評価する。１．マーケティングの基礎知識を正しく理解、２．観光マーケティン
グのケーススタディを通して、集客戦略やリピーター率向上のための取り組みについて自身で考
察できるのか。

使用教科書
指定する
著者
森下

晶美編著

・

タイトル

出版社

新版

・ 同友館

観光マーケティング入門

出版年
・

2016 年

参考文献等
ホスピタリティ・ビジネス研究会訳（Philip Kotler 外2人）『ホスピタリティと観光マーケティング』

東海大学出版部

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜3限

場所：

研究室（西館2階）

備考・注意事項： 質問は授業の前後にも答えるが、メールでも対応する。
アドレス：kim-r@osaka-seikei.ac.jp
メールには必ず氏名と学籍番号を書くこと。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション・マーケティングとは
学習内容や評価方法、受講においての注意事項などについて説
明したうえで、マーケティング・観光マーケティングとは何かに
ついてQuiz形式で確認します。

事前にシラバスを熟読しておく

4時間

第2回

ホスピタリティと観光のマーケティングについて

まとめノートの作成（作成のためのキーワー
ド：マーケティング・ミックス、4P,7P）

4時間

まとめノートの作成（作成のためのキーワー
ド：ニーズ、ウォンツ）

4時間

まとめノートの作成（作成のためのキーワー
ド：AIDMA法則、AISAS理論）

4時間

まとめノートの作成（作成のためのキーワー
ド：セグメンテーション、ターゲット・マー
ケティング）

4時間

まとめノートの作成（作成のためのキーワー
ド：Strength,Weakness,Opportunity,Threat
）

4時間

まとめノートの作成（作成のためのキーワー
ド：PDCA、定量的データ、定性的データ）

4時間

マーケティングの定義について確認したうえで、ホスピタリ
ティ・ツーリズムのマーケティングの特徴について学びます。
第3回

商品購買と人間ニーズの充足
マーケティングは、「お客の思い」を正しく理解するための活
動であることを学び、本当のニーズをつかむことが大事であるこ
とを学びます。

第4回

購買意思決定のプロセス
商品の購買に至る一連の行動について理論と事例を通して理解し
ます。また、購買に影響を与える消費者の特性について学びま
す。

第5回

お客とはだれなのか。市場細分化、ポジショニング
消費者を“ある尺度”で共通したグループに分類するとの市場細
分化についてその理由や基準等について学びます。

第6回

マーケティング環境分析：SWOT分析
マーケティング環境分析の必要性とツールとしてのSWOT分析につ
いて学びます。

第7回

マーケティング・リサーチ
マーケティング・リサーチの企画・設計の進め方やデータ収集の
ための尺度・質問文作成における注意点などについて学ぶ。

第8回

今までの授業内容のReviewと中間テスト
現在までの授業内容をまとめた上で、中間テストを実施しま
す。また、中間テストの解説を実施し、第7回までの授業を総合
的に振り返ります。

現在までの授業ノートを取りまとめる

4時間

第9回

プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント

まとめノートの作成（作成のためのキーワー
ド：PPM、プロダクト・ライフサイクル）

4時間

まとめノートの作成（作成のためのキーワー
ド：パッケージツアー、ホールセール）

4時間

まとめノートの作成（作成のためのキーワー
ド：スケールメリット、競争市場戦略）

4時間

まとめノートの作成（作成のためのキーワー
ド：ブランド・アイデンティティ、永続性）

4時間

まとめノートの作成（作成のためのキーワー
ド：コンセンサス、ディマーケティング）

4時間

まとめノートの作成（作成のためのキーワー
ド：CRM、データベース・マーケティング）

4時間

プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント手法を理解し、プロ
ダクト・ライフサイクルの概念と観光地のライフサイクルにおけ
る特徴や問題点について確認します。
第10回

旅行商品流通チャネル
旅行商品の種類と特徴について理解したうえで、旅行商品の流
通チャネルについて理解します。

第11回

マーケティングで価格戦略を策定
競争優位の基本戦略を理解し、価格決定方法や競争市場戦
略の４つの位置づけについて学びます。

第12回

ブランドマーケティング
ブランド・イメージの定義やブランド構築のプロセスなどについ
て学びます。

第13回

観光地ブランドと地域づくり
観光地におけるブランド構築や地域づくりにおいてのポイントに
ついて学びます。

第14回

カスタマー・リレーションシップ・マーケティング
CRMの概念やCRMが重視されるようになった背景について理解した
うえで、実践事例を通じてその考え方を理解します。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

Research ＆ Presentation 1
デイヴィス恵美
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

大手日系電機メーカーのイギリス現地法人において、ヨーロッパ圏内の販社営業を担当し、販売戦略など
に関する資料作成やプレゼンテーションも担当した。

授業概要
本授業では、地方自治体である三田市のインバウンド観光活性をテーマに、観光をビジネスの視点から様々に検討し、調査・企画・提案を実
際に行うことで、将来観光業に携わる人材として主体的に考え、問題解決に取り組む姿勢を養うことを目標とする。本授業を通し三田市観光協
会と相互に有益なプロジェクトを設定して取り組み、完成させることを目指す。本授業はリサーチ力、企画力、発表力について総合的に実
践し、振り返りを通して学びを深める。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

ビジネスプレゼンテーションの基礎を学ぶ。

ビジネスにおける一般常識を理解できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

トピックに関連してクリティカルに思
考し、課題を発見できる。

2 ．DP5.計画・立案力

協働学習を通じてコミュニケーショ
ンの様々なシナリオを想定し、協力して問題
解決に取り組むことができる。

3 ．DP6.行動・実践

様々なグループダイナミックの中で、必
要に応じてリーダーシップを取ることができ
る。

4 ．DP8.意思疎通

グループ活動をスムーズに行えるコミュニ
ケーション能力を身に付けている。

5 ．DP9.役割理解・連携行動

グループ活動の実践を通じて、相互支援を基
盤にしながらも、自分だからできる貢献につ
いて考え、実行できる。

学外連携学修
有り

(連携先：兵庫県三田市観光協会)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
授業内プレゼンテーションを行い、クラスで振り返り学習教材として活用する。
ピアレビューシステムを取り入れ、オープンな環境でお互いの成果を建設的にコメントし合う(constructive criticism)
学科専門教員を授業内プレゼンテーションのオブザーバーとして招致し、フィードバックをもらう。
提出物にはコメント・評価をつけて返却する。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

Participation
40％
Presentation
20％

： DP4/5/6/8/9の目標を念頭に取り組んでいることが行動に示されているか。自己評価、他者評
価に関わる表現がLearning Portfolioに示されているか、などを総合的に判断する。
： DP3の目標を念頭に、各方面からのフィードバックを踏まえて調整を行い、最終的な提案をまとめ
あげることができているかを総合的に判断する。
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Final Report

： 学期を通しての学びを総合的に確認するレポートを課し、合格ラインを60点以上とする。
20％

Learning Portfolio

： DP4/5/6/8/9の目標を念頭に毎回の学びの集積をポートフォリオ化することができているか。
20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
令和３年度版観光白書 https://www.mlit.go.jp/statistics/content/001408963.pdf
三田市観光協会ホームページ：https://sanda-kankou.jp/
三田市ホームページ： https://www.city.sanda.lg.jp/

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎週4時間の授業外学修が求められます。 特に協働学習の本質を理解し、自らの貢献度を向上させ
るためにも、普段から社会における様々な事象をクリティカルな視点を持って眺め、自らインプットを求める積極性が求められます。英語はコ
ミュニケーションを円滑に行うためのツールに過ぎず、そのツールを活かす原動力は自らの「人間力」であることを理解し、分野を限定するこ
となく幅広く見聞を広めて下さい。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業で案内します。

場所：

初回授業で案内します。

備考・注意事項： 場所: 西館 個人研究室1
本授業では各学期1回の週末フィールドワークを行います。その分2回の通常授業を調整します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション：論文とは
Introduction
講義の進め方の説明、28回の授業を通しての学びに期待するこ
と、及び個人の最終到達目標を設定する。本授業を通して共
同で到達する目標について共通理解を図る。

観光白書第一部を読み込む

2時間

サマリーレポート作成

2時間

観光白書第二部を読み込む

2時間

サマリーレポート作成

2時間

観光白書第三部を読み込む

2時間

サマリーレポート作成

2時間

観光白書第四部を読み込む

2時間

グループワーク
効果的な論文についてブレインストーム。
それぞれのグループで論文とはというまとめを発表をする。
論文の体裁について確認と概説
Title
Introduction
Review of Literature
Research Method
Results
Analysis
Conclusion
Bibliography
Appendix
第2回

観光の動向：ディスカッション
ディスカッション
それぞれが理解したことについてお互いに情報交換し、第一部で
のキーポイントを整理する。
グループワーク
ディスカッションに基づいてプレゼン資料を作成し、プレゼ
ンの分担を決定する。資料は英語で作成すること。

第3回

観光の動向：プレゼンテーション
プレゼンテーション
それぞれのグループで理解したことについてプレゼンテーショ
ンを行う。
ディスカッション
ピアコメント
課題、問題点の整理

第4回

新型コロナウイルス感染症を踏まえた観光の新たな展開：ディ
スカッション
ディスカッション
それぞれが理解したことについてお互いに情報交換し、第二部で
のキーポイントを整理する。
グループワーク
ディスカッションに基づいてプレゼン資料を作成し、プレゼ
ンの分担を決定する。資料は英語で作成すること。

第5回

新型コロナウイルス感染症を踏まえた観光の新たな展開：プレ
ゼンテーション
プレゼンテーション
それぞれのグループで理解したことについてプレゼンテーショ
ンを行う。
ディスカッション
ピアコメント
課題、問題点の整理

第6回

令和 2 年度に講じた施策：ディスカッション
ディスカッション
それぞれが理解したことについてお互いに情報交換し、第三部で
のキーポイントを整理する。
グループワーク
ディスカッションに基づいてプレゼン資料を作成し、プレゼ
ンの分担を決定する。資料は英語で作成すること。

第7回

令和 2 年度に講じた施策：プレゼンテーション
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プレゼンテーション
それぞれのグループで理解したことについてプレゼンテーショ
ンを行う。
ディスカッション
ピアコメント
課題、問題点の整理
第8回

令和 3 年度に講じようとする施策：ディスカッション
ディスカッション
それぞれが理解したことについてお互いに情報交換し、第四部で
のキーポイントを整理する。

サマリーレポート作成

2時間

観光白書全体を通して明らかになったことに
ついて資料を整理し、Literature Reviewの構
成と内容を考える

2時間

Literature Review を完成させる

2時間

三田市へ観光誘致を行うアイデアを一人5個
考え、 GCへアップロードする

2時間

ピアレビューのコメントに基づいて、自
分のアイデアを見直し、その中で実行可能
性のあるものを３つ選択してプレゼンの準
備を行う

2時間

グループでまとめた企画の整理と調
整を行い、GC上にアップロードする

2時間

グループワーク
ディスカッションに基づいてプレゼン資料を作成し、プレゼ
ンの分担を決定する。資料は英語で作成すること。
第9回

令和 3 年度に講じようとする施策：プレゼンテーション
プレゼンテーション
それぞれのグループで理解したことについてプレゼンテーショ
ンを行う。
ディスカッション
ピアコメント
課題、問題点の整理

第10回

論文：Literature Review
個人ワーク
Literature Review を完成させ、GC上にアップロードする。
ディスカッション
それぞれがアップロードしたLiterature Reviewを全て読み、そ
れぞれにコメントを記す。

第11回

三田市：リサーチ
グループワーク
三田市についてのリサーチ
現状の観光産業についての知識を元に、三田市へのインバウン
ド観光誘致の施策について念頭におきながら、三田市について調
査を行う。

第12回

三田市：ディスカッション

ディスカッション
それぞれが提案した5つのアイデアについてお互いに閲覧し、ピ
アレビューを行う。
それぞれのアイデアについて良い点と悪い点についてフィード
バックを行う。
第13回

三田市：プレゼンテーション
プレゼンテーション
それぞれのアイデアについてプレゼンテーションを行う。
ディスカッション
ピアコメント
課題、問題点の整理
アイデアを統合してグループ分けを行う

第14回

企画：ディスカッション
ディスカッション
グループごとに企画を整理し、フィールドワークプランについ
て計画する。
お互いにフィードバックを行いながら
実行可能性について検討を行う。

グループの企画のプレゼン準備

2時間

第15回

企画：プレゼンテーション

企画の整理と調整を行い、GC上にアップロー
ドする

2時間

プレゼンテーション
グループごとに企画とフィールドワーク計画についてプレゼン
テーションを行う。
ディスカッション
ピアコメント
課題、問題点の整理
第16回

フィールドワーク：ディスカッション
ディスカッション
グループごとに企画のネーミングを行い、フィールドワークにお
いて調査する方法についてブレインストームを行う。

フィールドワーク計画書の作成

2時間

第17回

フィールドワーク実施
フィールドワーク
（土曜日実施）

振り返り

2時間

第18回

フィールドワーク：リフレクション
リフレクション
フィールドワークにおいて分かったことなどを踏まえて振り返り
をし、それぞれのグループごとに企画の修正を行う。

企画の修正をアップロードしピアレビュー

2時間

第19回

企画：再構成
グループワーク
フィールドワークに基づいた企画の再検討、改善
追加リサーチ

企画プレゼンテーションの準備

2時間

第20回

企画：発表計画

Research Methodの構成と内容を考える

2時間
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ディスカッション
企画資料の完成
発表の分担
第21回

企画：発表練習・前半
ディスカッション
企画資料の完成
発表の分担
発表の練習

発表の準備

2時間

第22回

論文：Result
個人ワーク
Resultsの構成と内容を考える。

レポート作成

2時間

第23回

企画：発表練習・後半
ディスカッション
企画資料の完成
発表の分担
発表の練習

発表の準備

2時間

第24回

論文：Analysis
個人ワーク
プレゼンテーションの振り返り
Analysisの構成と内容を考える。

レポート作成

2時間

第25回

企画プレゼンテーション（学外連携授業）
三田市観光協会へそれぞれの企画の内容についてプレゼンテー
ション

リフレクション

2時間

第26回

論文：Introduction

IntroductionからAnalysisまでを一つにまと
める

2時間

ディスカッション
Introductionの構成と内容を考える。
第27回

調整週
フィールドワークの調整のため休講

論文の作成

2時間

第28回

調整週
フィールドワークの調整のため休講

論文の作成

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

Research ＆ Presentation 2
デイヴィス恵美
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

大手日系電機メーカーのイギリス現地法人において、ヨーロッパ圏内の販社営業を担当し、販売戦略など
に関する資料作成やプレゼンテーションも担当した。

授業概要
本授業では、地方自治体である三田市のインバウンド観光活性をテーマに、観光をビジネスの視点から様々に検討し、調査・企画・提案を実
際に行うことで、将来観光業に携わる人材として主体的に考え、問題解決に取り組む姿勢を養うことを目標とする。本授業を通し三田市観光協
会と相互に有益なプロジェクトを設定して取り組み、完成させることを目指す。本授業はリサーチ力、企画力、発表力について総合的に実
践し、振り返りを通して学びを深める。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

ビジネスプレゼンテーションの基礎を学ぶ。

ビジネスにおける一般常識を理解できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

トピックに関連してクリティカルに思
考し、課題を発見できる。

2 ．DP5.計画・立案力

協働学習を通じてコミュニケーショ
ンの様々なシナリオを想定し、協力して問題
解決に取り組むことができる。

3 ．DP6.行動・実践

様々なグループダイナミックの中で、必
要に応じてリーダーシップを取ることができ
る。

4 ．DP8.意思疎通

グループ活動をスムーズに行えるコミュニ
ケーション能力を身に付けている。

5 ．DP8.意思疎通

グループ活動の実践を通じて、相互支援を基
盤にしながらも、自分だからできる貢献につ
いて考え、実行できる。

学外連携学修
有り

(連携先：兵庫県三田市観光協会)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
授業内企画プレゼンテーションを行い、クラスで振り返り学習教材として活用する。
ピアレビューシステムを取り入れ、オープンな環境でお互いの成果を建設的にコメントし合う(constructive criticism)
学科専門教員を授業内プレゼンテーションのオブザーバーとして招致し、フィードバックをもらう。
提出物にはコメント・評価をつけて返却する。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

Participation
40％
Presentation
20％

： DP4/5/6/8/9の目標を念頭に取り組んでいることが行動に示されているか。自己評価、他者評
価に関わる表現がLearning Portfolioに示されているか、などを総合的に判断する。
： DP3の目標を念頭に、各方面からのフィードバックを踏まえて調整を行い、最終的な提案をまとめ
あげることができているかを総合的に判断する。
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Final Report

： 学期を通しての学びを総合的に確認するレポートを課し、合格ラインを60点以上とする。
20％

Learning Portfolio

： DDP4/5/6/8/9の目標を念頭に毎回の学びの集積をポートフォリオ化することができているか。
20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
公益財団法人日本観光振興協会ホームページ：https://www.nihon-kankou.or.jp/
全国観光情報サイト全国観るなびホームページ：https://www.nihon-kankou.or.jp/
UWNTOホームページ：https://www.unwto.org/
三田市観光協会ホームページ：https://sanda-kankou.jp/
三田市ホームページ： https://www.city.sanda.lg.jp/

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎週4時間の授業外学修が求められます。 特に協働学習の本質を理解し、自らの貢献度を向上させ
るためにも、普段から社会における様々な事象をクリティカルな視点を持って眺め、自らインプットを求める積極性が求められます。英語はコ
ミュニケーションを円滑に行うためのツールに過ぎず、そのツールを活かす原動力は自らの「人間力」であることを理解し、分野を限定するこ
となく幅広く見聞を広めて下さい。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業で案内します。

場所：

初回授業で案内します。

備考・注意事項： 場所: 西館 個人研究室1
本授業では各学期1回の週末フィールドワークを行います。その分2回の通常授業を調整します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション：リサーチメソッドとは
Introduction
講義の進め方の説明、28回の授業を通しての学びに期待するこ
と、及び個人の最終到達目標を設定する。本授業を通して共
同で到達する目標について共通理解を図る。

リサーチメソッドについて資料作成

2時間

リサーチ資料作成

2時間

プレゼンテーション準備

2時間

リサーチ資料作成

2時間

資料の修正

2時間

リサーチ資料作成

2時間

リサーチ
複数のリサーチメソッドについてキーポイントを整理し、情
報を整理する。
自分がやってみたい方法について考え、どのようなリサーチト
ピックが適していそうかについて考える。
第2回

ディスカッション：リサーチメソッド
グループワーク
リサーチメソッドについてブレインストーム。
それぞれのリサーチトピックとメソッドについてお互いに意見交
換をする。
リサーチメソッドについて確認と概説
観察
アンケート
インタビュー
テキスト分析
宿題
公益財団法人日本観光振興協会のHPをリサーチし、理解したこ
と、発見したことをサマリーにして資料を作成する。

第3回

ディスカッション：リサーチメソッド
プレゼンテーション
それぞれの発表資料をアップロードしておく。
全ての資料に目を通しコメントをする。
宿題
ピアコメントに基づいて資料の修正を行い、完成させる。
プレゼンテーションの準備を行う。

第4回

プレゼンテーション：公益財団法人日本観光振興協会
プレゼンテーション
日本観光振興協会のHP上でわかったことについてプレゼンテー
ションを行う。
ディスカッション
ピアコメント
課題、問題点の整理
宿題
全国観光情報サイト全国観るなびのHPをリサーチし、理解したこ
と、発見したことをサマリーにして資料を作成する。

第5回

ディスカッション：全国観光情報サイト全国観るなび
プレゼンテーション
それぞれの発表資料をアップロードしておく。
全ての資料に目を通しコメントをする。
宿題
ピアコメントに基づいて資料の修正を行い、完成させる。

第6回

プレゼンテーション：全国観光情報サイト全国観るなび
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プレゼンテーション
全国観光情報サイト全国観るなびのHP上でわかったことについ
てプレゼンテーションを行う。
ディスカッション
ピアコメント
課題、問題点の整理
宿題
UNWTOのHPをリサーチし、理解したこと、発見したことをサマ
リーにして資料を作成する。
第7回

ディスカッション：UWNTO・前半
プレゼンテーション
それぞれの発表資料をアップロードしておく。
全ての資料に目を通しコメントをする。

資料修正

2時間

リサーチ資料作成

2時間

資料修正

2時間

リサーチ資料作成

2時間

資料修正

2時間

リサーチ資料作成

2時間

資料修正

2時間

レポート作成

2時間

プレゼンテーション準備

2時間

宿題
ピアコメントに基づいて資料の修正を行い、完成させる。
第8回

プレゼンテーション：UWNTO・前半
プレゼンテーション
UNWTOのHP上でわかったことについてプレゼンテーショ
ンを行う。
ディスカッション
ピアコメント
課題、問題点の整理
宿題
2度目のUWNTOのHPをリサーチし、理解したこと、発見したこと
をサマリーにして資料を作成する。

第9回

ディスカッション：UWNTO・後半
プレゼンテーション
それぞれの発表資料をアップロードしておく。
全ての資料に目を通しコメントをする。
宿題
ピアコメントに基づいて資料の修正を行い、完成させる。

第10回

プレゼンテーション：UWNTO・後半
プレゼンテーション
2度目のUNWTOのHP上でわかったことについてプレゼンテーショ
ンを行う。
ディスカッション
ピアコメント
課題、問題点の整理
宿題
三田市のHPをリサーチし、理解したこと、発見したことをサマ
リーにして資料を作成する。

第11回

ディスカッション：三田市・前半
プレゼンテーション
それぞれの発表資料をアップロードしておく。
全ての資料に目を通しコメントをする。
宿題
ピアコメントに基づいて資料の修正を行い、完成させる。

第12回

プレゼンテーション：三田市・前半
プレゼンテーション
三田市のHP上でわかったことについてプレゼンテーショ
ンを行う。
ディスカッション
ピアコメント
課題、問題点の整理
宿題
2度目の三田市のHPをリサーチし、理解したこと、発見したこと
をサマリーにして資料を作成する。

第13回

ディスカッション：三田市・後半
プレゼンテーション
それぞれの発表資料をアップロードしておく。
全ての資料に目を通しコメントをする。
宿題
ピアコメントに基づいて資料の修正を行い、完成させる。

第14回

プレゼンテーション：三田市・後半
プレゼンテーション
2度目の三田市観光協会のHPでわかったことについてプレゼン
テーションを行う。
ディスカッション
ピアコメント
課題、問題点の整理
宿題
これまで行ってきたHP上のリサーチを通して明らかになったこと
について資料を整理し、レポートを書く。

第15回

企画：ディスカッション
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個人ワーク
三田市についてのリサーチ
現状の観光産業についての知識を元に、三田市へのインバウン
ド観光誘致の施策について念頭におきながら、三田市について調
査を行う。
プレゼンテーション
三田市へ観光誘致を行うアイデアを一人5個考える。
GCへアップロードする
宿題
それぞれのアイデアを全て見てコメントをする。
自分のアイデアについて修正を行い、プレゼンを準備する
第16回

企画：プレゼンテーション
プレゼンテーション
それぞれの三田市への観光誘致のためのアイデアについてプレゼ
ンテーションを行う。

資料作成

2時間

プレゼンテーション準備

2時間

資料作成

2時間

プレゼンテーション準備

2時間

企画案作成

2時間

ディスカッション
それぞれが提案した5つのアイデアについてピアレ
ビューを行う。
それぞれのアイデアについて良い点と悪い点についてフィード
バックを行う。
宿題
ピアレビューのコメントに基づいて、自分のアイデアを見
直し、その中で実行可能性のあるものを３つ選択して資料を作
成する。
第17回

リサーチメソッド：ディスカッション
個人ワーク
自分の3つのアイデアについて資料調査を行い、リサーチメソッ
ドについて検討する。
プレゼンテーション
三田市へ観光誘致を行うアイデアをどのように調査するのかにつ
いて資料を作成し、GCへアップロードする
宿題
それぞれの資料を全て見てコメントをする。
自分のリサーチメソッドについて修正を行い、プレゼンを準備す
る

第18回

リサーチメソッド：プレゼンテーション
プレゼンテーション
それぞれの三田市への観光誘致のための調査方法についてプレゼ
ンテーションを行う。
ディスカッション
それぞれが提案した調査方法についてピアレビューを行う。
それぞれの調査方法ついて実行可能性を検討する。
宿題
ピアレビューのコメントに基づいて、自分のアイデアを見
直し、その中で実行可能性のあるものを１つ選択して資料を作
成する

第19回

フィールドワーク計画書：ディスカッション
個人ワーク
自分の選んだアイデアについて企画のネーミングを行い、フィー
ルドワークにおいて調査する方法について計画書を作成する。
プレゼンテーション
計画書をGCへアップロードする
宿題
それぞれの資料を全て見てコメントをする。
自分のリサーチメソッドについて修正を行い、プレゼンを準備す
る

第20回

フィールドワーク計画書：プレゼンテーション
プレゼンテーション
それぞれのフィールドワーク計画についてプレゼンテーショ
ンを行う。
ディスカッション
それぞれが提案した計画についてピアレビューを行う。
フィールドワークを行う際のグループを決定する。
それぞれの調査方法ついて実行可能性を検討する。
宿題
企画の整理と調整を行い、GC上にアップロードする。

第21回

フィールドワーク
フィールドワーク
（土曜日実施）

リフレクション

2時間

第22回

ディスカッション：企画案
ディスカッション
フィールドワークにおいて分かったことなどをお互いにブレイン
ストームする。調査の結果を踏まえて振り返りをし、お互いにそ
れぞれの企画の修正を行う。

企画修正

2時間

第23回

ディスカッション：企画案修正

プレゼンテーション準備

2時間

526

2946
個人ワーク
フィールドワークに基づいた企画の再検討、改善
追加リサーチ
プレゼンテーション
計画書をGCへアップロードする
宿題
それぞれの資料を全て見てコメントをする。
自分のリサーチメソッドについて修正を行い、企画プレゼンテー
ションの準備をする
第24回

プレゼンテーション：企画案修正
プレゼンテーション
それぞれの企画プレゼンテーションをトライアルで行う。

企画調整

2時間

ビデオ作成

2時間

サマリーレポート

2時間

振り返りレポート

2時間

ディスカッション
それぞれの企画プレゼンについてピアレビューを行う。
良い点・悪い点についてフィードバックを行う。
宿題
企画の整理と調整を行う。
第25回

ビデオプレゼンテーション
個人ワーク
それぞれの企画の内容について発表の準備をする。
プレゼンテーション
企画発表のビデオを撮り、GC上にアップロードする。

第26回

企画提案プレゼンテーション（学外連携）
三田市観光協会へのプレゼンテーション
それぞれの企画の内容について発表をする。
宿題
発表についてリフレクションを行い、この学期に学んだリサーチ
メソッドについてサマリーレポートを書く

第27回

調整週・前半
フィールドワーク調整週

第28回

調整週・後半
フィールドワーク調整週

時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

航空運輸事業論
中野毅
2年・3年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

長年にわたり外資系航空会社にて日本支社での営業、営業企画、本社勤務等に携わり、航空業界における豊
富な経験と知識を持つ(全14回)。
航空会社、空港業務の実務経験豊富な外部講師による特別授業(第6回/第10回)。

授業概要
航空事業は現在交通運輸産業の中心的な役割を担い、21世紀の基本的な社会インフラとして極めて重要な役割を果たしている。その航空事
業の歴史、発展、背景等から基礎的な知識を持ち、航空ビジネスの現状、課題を理解する。また、経営学の面からも、航空事業戦略を分析し理
解する。講義だけでなく、グループワークにより、様々な航空会社の事例からその経営戦略を分析し発表する機会を作り、その能動的な学び
を通し、学生が航空ビジネスにより興味を持つことを目指す。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

航空事業に関する幅広い知識を習得する

講義の情報をもとに、観光産業における航空
事業の重要性を理解できる。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

航空事業における専門的知識を習得し、求め
られる人材を理解する。

航空業界における様々な職業を知り、それぞ
れの役割を理解できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

航空産業が抱える課題を発見できる。

2 ．DP6.行動・実践

グループワークにおいて協働し課
題に取り組むことができる。

3 ．DP9.役割理解・連携行動

航空会社の事例研究の課題をグループで取り
まとめることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
・その他(以下に概要を記述)
航空会社の経営戦略に関するグループ発表において、評価、コメントします。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、不合格とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末レポート
30％
授業への参加意欲

： 14回の授業終了後に期末レポートの提出を求める。学んだ成果を反映したレポートになっているか
を、独自のルーブリックに基づいて評価する。
： 毎回の授業での発言や、取り組む姿勢を独自のルーブリックに基づいて評価する。

20％
グループワークとプレゼンテーション
30％
リアクション・ペーパー
20％

： グループワークにおける、積極性、果たす役割、貢献度を評価し、成果物であるプレゼンテーショ
ンのまとまりを独自のルーブリックに基づいて評価する。
： 毎回の授業の終わりに提出のリアクション・ペーパーで、学びの程度を独自のルーブリックに基づ
いて評価する。

使用教科書
指定する
著者
（株）ANA総合研究所

タイトル
・

航空産業入門

出版社
第2版

・ 東洋経済
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出版年
・

2017 年
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参考文献等
株式会社ANA総合研究所編集『エアラインオペレーション入門』（改訂版）ぎょうせい
井上 泰日子 『最新航空事業論』（第3版） 日本評論社 2019年

2015年

他、随時参考文献等を紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
・日々のニュースから、航空事業に関連する記事があれば資料として残し、常に関心を絶やさないようにする。
・事例研究のグループワークでは積極的に協働することが求められる。
・本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」
に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日４限

場所：

西館４階

備考・注意事項： メールで質問等も受け付けます。
その際タイトルに必ず、学籍番号と氏名を明記すること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

授業の進め方、航空事業の特徴と他の交通事業との違い
14回の授業の内容、進め方、評価について解説をする。
航空運輸業の特徴を他の運輸業との比較において明らかにする。

第2回

航空産業の歴史
航空運輸業の歴史と、それぞれの時代における役割を理解する。

第3回

日本における航空産業の歴史
日本における航空運輸業の歴史と、他国との違いを理解する。
期末のグループ発表についての説明。
（グループワークについての説明、課題提供等）

第4回

航空会社の経営戦略（レベニュー・マネジメント）
収益を最大化するレベニュー・マネジメントの仕組みを理解す
る。
グループワーク（1回目）

第5回

航空会社の経営戦略（ネットワーク戦略）
航空会社の路線網における戦略を理解する。
グループワーク（2回目）

第6回

外部講師による特別授業（航空会社の経営戦略について）
航空会社のケーススタディー
モデルケースとしてANAを取り上げ、航空事業の歴史、経営戦
略の変遷を理解する。
与えられた事前課題について討議する。

第7回

航空会社の経営戦略（アライアンスとジョイントビジネス）
アライアンス（航空連合）とジョイントビジネスについて、そ
の特徴と意義を理解する。
グループワーク（3回目）

第8回

航空会社の経営戦略（マイレージ・プログラム）
航空会社のマイレージ・プログラム（FFP）が航空会社の経営に
どのような影響を及ぼすか理解する。また、その基礎となるデー
タベースマーケティングを理解する。
グループワーク（4回目）

第9回

航空会社の経営戦略（ブランド戦略と顧客満足）
航空会社のブランド戦略とCS（顧客満足）の重要性を理解する。
グループワーク（5回目）

第10回

外部講師による特別授業（空港の役割と旅客サービスについ
て）
航空事業における空港の役割と空港での旅客サービスについて理
解する。
与えられた事前課題について討議する。

第11回

LCC（格安航空会社）のビジネスモデル
LCC（Low Cost Carrier)の経営戦略について理解する。
また、LCCと従来の航空会社(FSC：Full Service Carreir)の経営
戦略における違いを明らかにする。
グループワーク（6回目）

第12回

航空機製造産業
航空機製造産業についてその特色、特殊性を理解する。
グループワーク（7回目）

第13回

グループ発表会
グループワーク発表
グループで取り組んだ課題についてその成果を発表する。
それぞれの発表を評価する。
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教科書、第２部第６章を読み、航空輸送につ
いて基本的な特徴を理解しておく。

4時間

教科書、第１部第１～３章を読み、航空の歴
史の全体像をつかんでおく。

4時間

教科書、第１部第１～３章の日本の歴
史に関する箇所をまとめておく。

4時間

教科書、第２部第９章のレベニュー・マネジ
メントの項目を読みまとめておく。

4時間

教科書、第２部第８章を読み、航空会
社のネットワークの実例からその戦略を理
解しておく。

4時間

ANAについて事前配布資料を読み、まとめてお
く。事前提供の課題について自身の意見をま
とめておく。

4時間

教科書、第２部第７章を読み、アライアン
スについて理解しておく。

4時間

教科書、第２部第１０章を読み、マイレー
ジ・プログラムを理解しておく。

4時間

教科書、第２部第１１～１
２章を読み、CSとブランド戦略について理
解をしておく。

4時間

教科書、第１部第５章を読み、空港について
の理解をもつ。事前提供の課題について自
身の意見をまとめておく。

4時間

教科書、第２部第15章を読み、LCCのビジネス
モデルを理解しておく。

4時間

事前配布資料から、航空機製造産業につい
て理解しておく。

4時間

グループ発表の準備、リハーサルをしてお
く。

4時間

2947
第14回

航空貨物について。授業の振り返り

国際航空貨物について、旅客の経営戦略との異同を理解する。
講義の振り返り：航空業界の現状と未来、航空産業と環境問題に
ついて理解する。
期末レポートにおける課題を提供をし、レポート作成時の注意
点について指示をする。
その際研究倫理のもと、著作権と個人情報についての説
明も行う。
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教科書、第2部第１４章を読み、国際航空貨
物についての理解をもつ。13回の授
業を振り返り、航空ビジネスの未来像につい
て自身の意見をまとめておく。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

ミクロ経済学
本間哲也
2年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
ミクロ経済学は，経済活動に関わる個々の「登場人物」（たとえば消費者や企業など）に注目し，生産・販売・消費といった行動がなぜ，どの
ように行われるかを理解しようとする学問である。
本科目では，ミクロ経済学の基本的な考え方や分析の方法を学ぶ。それにより，社会を見る「道具」としての「経済学の考え方」を身につ
け，その有用性を実感してもらうことを目指す。
学んだ内容は今後，日常の消費生活や，社会人として実際のビジネスに携わる際，現状把握や意思決定を助けるであろう。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

経営や市場に関わる諸現象を捉える際に有
効な，経済学的分析概念の知識を得る。

消費者行動・経営活動・企業行動・政府の政
策の原理やメカニズムを科学的に理解し，説
明できる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

意思決定を助けるツールとしての経済学的ア
プローチを修得する。

前項の分析手段を用いて，具体的事例を理
解し，また説明できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

経済学の考え方や接近方法を自らが関わる具
体的場面に援用し，適切な現状理解ができる

2 ．DP5.計画・立案力

前項の現状理解に基づき，適切な判断・意思
決定ができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

試験
40％
課題
40％
授業への貢献

： 学習内容の理解，
適切な説明ができる文章力。
※表面的な用語知識よりも概念やメカニズムの理解を重視する。
： 授業内容の理解，
諸事例に対する応用力。
※提出資料の体裁や読みやすさも評価の対象。
： 質問・発言などの「参加」状況。

20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
・N.グレゴリー＝マンキュー『マンキュー経済学Ⅰ ミクロ編(第4版)』東洋経済新報社，2019年
・N.グレゴリー＝マンキュー『マンキュー入門経済学(第3版)』東洋経済新報社，2019年
・安藤至大『ミクロ経済学の第一歩』有斐閣，2013年
・その他必要に応じ適宜示す。

履修上の注意・備考・メッセージ
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・本科目は２単位の科目であるため，平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むことに加え，そ
の回の授業の内容を丁寧に復習し，次回の授業に向けて予習をすること。
・履修開始前の特段の予備知識は不要。
・授業中の発言・質問等の積極的な参加は高く評価する。
・本講義で紹介する諸概念・分析フレームワークは，経営戦略論・管理会計・企業財務など，経営学部で開講されるいろいろな科目の基礎に
なっていることが多い。したがって本科目の履修はこれらの経営学諸科目の理解を深めるのにも役立つであろう。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜３時限目

場所：

研究室（西館４階）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第１回

授業ガイダンス・経済学の道具立て

講義の目的・内容・授業の進め方・評価方法など
財・サービスの概念，希少性，機会費用など
第２回

経済学とミクロ経済学，消費者の理論(1)：消費と効用

社会科学における「経済学」の位置づけ，ミクロ経済学とマク
ロ経済学の違い，マンキューの「経済学の十大原理」など
効用，限界効用，需要曲線など
第３回

消費者の理論(2)：需要
消費者余剰，需要曲線のシフト，需要の価格弾力性など

第４回

生産者（企業）の理論
企業とは何か，利潤，供給曲線，生産者余剰など

第５回

市場均衡と効率性
市場均衡，均衡の安定性，均衡の効率性，厚生経済学の定理

第６回

市場介入と効率性
価格規制，課税や補助金の影響，死荷重の発生など

第７回

独占と寡占
完全競争と不完全競争，独占利潤など

第８回

外部性
外部効果，外部効果の内部化，コースの定理など

第９回

公共財
公共財の概念，政府の役割と限界など

第10回

経営と経済学
競争優位，差別化，広告，評判，取引費用，競争政策など

第11回

ゲームの理論(1)：非協力標準形ゲーム
非協力ゲームの考え方，標準形ゲームにおけるナッシュ均衡など

第12回

ゲームの理論(2)：展開形ゲーム
展開形ゲーム，ゲーム理論の応用例

第13回

不確実性と情報
期待効用とリスク態度，逆選択，モラルハザードなど

第14回

まとめ
授業の振り返りとまとめ，試験情報
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シラバスを読み直し，内容を確認する。復習
用教材等を用い，授業内容（経済学独特の基
礎的諸概念）を次回授業時に説明できるよう
にしておく。

4時間

復習用教材等を用い，ミクロ経済学の特徴な
どを再確認する。次回授業（前回授業の復習
部分）で授業内容（消費行動と効用な
ど）を説明できるようにしておく。

4時間

復習用復習用教材等を用い，授業内容（需要
関数など）を次回授業時に説明できるように
しておく。

4時間

復習用教材等を用い，授業内容（企業行
動の経済学的理解など）を次回授業時に説
明できるようにしておく。

4時間

復習用教材等を用い，授業内容（価格メカニ
ズムなど）を次回授業時に説明できるように
しておく。

4時間

復習用教材等を用い，授業内容（政府の役
割など）を次回授業時に説明できるようにし
ておく。

4時間

復習用教材等を用い，授業内容（不完全競争
市場の特徴など）を次回授業時に説明できる
ようにしておく。

4時間

復習用教材等を用い，授業内容（外部経
済／不経済など）を次回授業時に説明できる
ようにしておく。

4時間

復習用教材等を用い，授業内容（公共財と市
場の関係など）を次回授業時に説明できるよ
うにしておく。

4時間

復習用教材等を用い，授業内容（企業の諸活
動の経済学的理解など）を次回授業時に説
明できるようにしておく。

4時間

復習用教材等を用い，授業内容（ゲーム理
論の基礎的枠組みなど）を次回授業時に説
明できるようにしておく。

4時間

復習用教材等を用い，授業内容（逐次手
番ゲームなど）を次回授業時に説明できるよ
うにしておく。

4時間

復習用教材等を用い，授業内容（不確実
性の経済学）を次回授業時に説明できるよう
にしておく。

4時間

定期試験準備：全14回の授業内容を総復習す
る。

4時間

2949

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

多国籍企業論
平賀富一
2年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

大手損保企業にて世界各地域の国際事業戦略・M&A等、外務省にて政府開発援助（ODA)、調査機関（シンクタ
ンク）にて欧州やアジア地域の各国の政治経済や企業制度の分析、格付会社にて各国・大手多国籍企業の格付
等、本授業に関連する各種の業務を担当（全14回）。

授業概要
グローバル化が進展する中、有力な多国籍企業について学ぶ重要性が増しています。本講義では、多国籍企業に関わる理論、米国・欧州・アジ
アの企業制度と有力な多国籍企業の経営を具体的に検討・理解します。講義の中では受講生の積極的な参加を促し双方向型の授業とします。な
お、多国籍企業に関連して、理論面については「国際経営戦略論」、アジア地域の企業経営については「アジア市場と日本」（両科目とも本科
目と同一教員が担当）でより詳しく学ぶ予定のため、それらのテーマや事項に関心がある方は上記科目の履修も薦めます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

多国籍企業に関連する事項の重要事項、理
論、論点を理解する。

多国籍企業に関する重要事項、理論、論点に
ついて理解し説明できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

多国籍企業に関わる重要な問題を、自分なり
の見解やアイディアで発見し、その解決案
等を考えることができる。

2 ．DP5.計画・立案力

多国籍企業の立場で、基本的な戦略計画を立
案・策定することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。私語・居眠り等授業態度に問
題ある場合は都度注意しますが、改善が見られない場合はイエローカードを渡し警告、次いでレッドカードを渡し減点（1点/枚）対象としま
す。特に授業の進行と、周囲の受講者の迷惑行為となる私語・携帯電話の通話には厳しく対応します。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

リアクションペーパー（小レポート）
30％
定期試験（筆記またはレポート）
70％

： 授業内容を踏まえた記述であれば1点とし、そこに「論理性」と「簡潔性」を備えていれば2点とし
ます。また、授業内容に関係のない記述の場合は0点とします。
： 多国籍企業に関する重要事項を問う問題を出題し、その理解度と、的確な記述や説明ができている
かを基準にして評価します。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
佐久間信夫（2016）『多国籍企業の理論と戦略）』学文社
菊澤研宗（2004）『比較コーポレートガバナンス論』有斐閣
ナンシー・ハバード（2013）『欧米・新興国・日本16ヵ国50社のグローバル市場参入戦略』東洋経済新報社
桂木麻也（2019）『ASEAN企業地図（第2版』翔泳社
日本経済新聞社（2019）『日経業界地図2020』日本経済新聞出版社
江夏健一・太田正孝・藤井健（2013）『シリーズ国際ビジネス １国際ビジネス入門<第2版>』中央経済社
チャールズ・W・L・ヒル（2013）『国際ビジネス1-3』楽工社
大木清弘（2017）『コア・テキスト国際経営』新世社
その他は適宜紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
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本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組み、各回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習（課題の解答案の作成を含む、以下同じ）をする
こと。授業時間内にも伝達しますが、授業に関連する資料は、原則として、各回の授業日にグーグルクラルームに資料を掲示しますので、それ
を参照して予習・復習を行ってください。また、本講義の内容を深く理解する上で、国際的な企業の活動、それに関連する国際政治・経済・社
会などの動きに関心を持つことが重要です。新聞・雑誌・テレビやインターネット等の記事・ニュースに注目するよう心掛けてください。そ
の他は第1回目の授業で説明します。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日3限

場所：

西館3階44研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス、多国籍企業とは何か
本講義の進め方を説明し、次いで、多国籍企業とはどのようなも
のかについて、その定義や、本授業でカバーする内容などについ
て学びます。

第2回

多国籍企業の歴史
欧州、米国、日本、アジア新興国の多国籍企業の歴史・変
遷を学びます。

第3回

多国籍企業の理論
海外直接投資と多国籍企業に係る典型的な理論についての要
点を学びます。

第4回

（産業別トピックス1）インターネット関連の巨大企業:米
国GAFAと中国BATH
世界に大きな影響を有するインターネット関連の巨大企業の戦
略、経営、行動等について学びます。

第5回

米国の企業制度
米国の企業制度、人事・組織構造、コーポレートガバナンスの特
徴・重要点などについて学びます。

第6回

米国の多国籍企業の事例
GE、ジョンソン・エンド・ジョンソン、P&amp;amp;Gなど米
国を代表する多国籍企業の戦略、人事・組織、経営、行動につい
て学びます。

第7回

英国の企業制度
英国の企業制度、人事・組織構造、コーポレートガバナンスの特
徴・重要点などについて学びます。

第8回

英国の多国籍企業の事例
HSBC、プルデンシャル、BPなど英国を代表する多国籍企業の戦
略、人事・組織、経営、行動について学びます。

第9回

EU・欧州の企業制度
欧州の企業制度、人事・組織構造、コーポレートガバナンスの特
徴・重要点などについて学びます。

第10回

欧州の多国籍企業の事例
ネスレ、フォルクスワーゲン、イケアなど欧州を代表する多国籍
企業の戦略、人事・組織、経営、行動について学びます。

第11回

東アジアの企業制度
中国・香港・台湾・韓国の企業制度、人事・組織構造、コーポ
レートガバナンスの特徴・重要点などについて学びます。

第12回

東アジアの多国籍企業の事例
ハイアール、長江実業、鴻海精密工業、TSMC、サムスンなど東ア
ジアを代表する多国籍企業の戦略、人事・組織、経営、行動につ
いて学びます。

第13回

東南アジア・インドの企業制度

シンガポール・タイ・マレーシア等東南アジアとインドの企業制
度、人事・組織構造、コーポレートガバナンスの特徴・重要点な
どについて学びます。
第14回

東南アジア・インドの多国籍企業の事例および本講義全体のま
とめ
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グーグルクラルーム掲示資料を参照し、多国
籍企業の定義などについて復習し、同掲示資
料で次回分の授業を予習します。

4時間

グーグルクラルーム掲示資料を参照し、多国
籍企業の歴史について復習し、同掲示資
料で次回分の授業を予習します

4時間

グーグルクラルーム掲示資料を参照し、多国
籍企業の歴史について復習し、同掲示資
料で次回分の授業を予習します

4時間

グーグルクラルーム掲示資料を参照し、巨
大インターネット企業の経営の要点などにつ
いて復習し、同掲示資料で次回分の授業を予
習します

4時間

グーグルクラルーム掲示資料を参照し、米
国の企業制度について復習し、同掲示資
料で次回分の授業を予習します

4時間

グーグルクラルーム掲示資料を参照し、米
国の企業事例について復習し、同掲示資
料で次回分の授業を予習します

4時間

グーグルクラルーム掲示資料を参照し、英
国の企業制度について復習し、同掲示資
料で次回分の授業を予習します

4時間

グーグルクラルーム掲示資料を参照し、英
国の企業事例について復習し、同掲示資
料で次回分の授業を予習します

4時間

グーグルクラルーム掲示資料を参照し、欧
州の企業制度について復習し、同掲示資
料で次回分の授業を予習します

4時間

Lグーグルクラルーム掲示資料を参照し、欧
州の企業事例について復習し、同掲示資
料で次回分の授業を予習します

4時間

グーグルクラルーム掲示資料を参照し、東ア
ジアの企業制度について復習し、同掲示資
料で次回分の授業を予習します

4時間

グーグルクラルーム掲示資料を参照し、東ア
ジアの企業事例について復習し、同掲示資
料で次回分の授業を予習します

4時間

グーグルクラルーム掲示資料を参照し、東
南アジア・インドの企業制度について復
習し、同掲示資料で次回分の授業を予習しま
す

4時間

グーグルクラルーム掲示資料を参照し、東
南アジア・インドの企業事例について復
習し、さらに講義全般も復習します

4時間

2949
CPグループ、ホンリョングループ、タタグループ等東南アジ
ア・インドを代表する多国籍企業の戦略、人事・組織、経営、行
動について学びます。次いで本講義全体で取り上げた重要事
項を振り返り理解をより深めます。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

アジア市場と日本
平賀富一
2年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

大手損保企業にてアジア事業戦略・M&A等、外務省にて対アジア諸国への政府開発援助（ODA)、調査機関（シ
ンクタンク）にてアジア各国の政治経済・企業動向分析、格付会社にてアジア各国・大手企業の格付等、本授
業に関連する各種業務を担当（全14回）。

授業概要
アジアの世界経済における位置づけや我が国にとっての重要性が増大している中、アジア主要市場の動向や各市場における有力企業（日系、欧
米系、中国・韓国・東南アジア・インド等アジア系企業）の経営に関する特徴や課題、各国の経済・社会に与える影響などを学び理解すること
を目的としている。そのための方法論として、アジア主要市場の発展・変化等の動向、企業経営に係る環境、関連する経済学・経営学の理
論を併せて解説・紹介することを予定している。グループ・個人による発表も予定しています。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

アジア市場と日本の動向等に関する重要事
項、論点を理解する。

アジア市場と日本の動向等に関する重要点に
ついて説明できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

アジア市場と日本の動向等に関する重要
点や課題を自分なりの見解やアイディアで発
見しその解決案等を考えることができる。

2 ．DP5.計画・立案力

アジア市場と日本の動向等に関する企業・組
織の立場で、基本的な戦略や行動案の立
案・策定を行うことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。私語・居眠り等授業態度に問
題ある場合は都度注意しますが、改善が見られない場合はイエローカードを渡し警告、次いでレッドカードを渡し減点（1点/枚）対象としま
す。特に授業の進行と、周囲の受講者の迷惑行為となる私語・携帯電話の通話には厳しく対応します。リアクションペーパーの提出期限は原
則として毎回の授業後1週間とし、それ以降の提出は各回1点減点となります。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

小レポート（授業時間内）
30％
定期試験（筆記またはレポート）
70％

： 授業内容を踏まえた記述であれば1点とし、そこに「論理性」と「簡潔性」を備えていれば2点とし
ます。また、授業内容に関係のない記述や極端に少ない記述の場合は0点とします。
： 講義内容に関する重要事項を問う問題を出題し、その理解度と、的確な記述や説明ができているか
を基準にして評価します。

使用教科書
指定する
著者
陳晋

タイトル
・

出版社

アジア経営論

・ ミネルヴァ書房

参考文献等
パラグ・カンナ（尼丁千津子翻訳)（2019）『アジアの世紀上・下:接続性の未来』原書房
牛山 隆一『ASEANの多国籍企業』文眞堂（2018年）
澤田貴之『アジアのコングロマリット』創成社（2017年）

履修上の注意・備考・メッセージ
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出版年
・

2014 年

2950
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習（課題の解答案の作成を含む、以下
同じ）をすること。本講義の内容を深く理解する上で、アジア市場や企業の動向、関連する国際政治・経済・社会などの動きに関心を持つこと
が重要です。新聞・雑誌・テレビやインターネット等の記事・ニュースに注目するよう心掛けてください。Google Classroomの本講
義の項で、授業の情報・資料を掲示し、課題等の掲示・提出を行います。その他は第1回目の授業で説明します。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日3限

場所：

西館3階44研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

講義の概要と進め方／アジアの経済復興と市場拡大
講義の全体像を解説した後、アジアの経済発展とアジア市場の拡
大に関する総論を述べます。

第2回

アジアの経済成長と技術進歩
テキスト第2章に沿って、アジア発展の大きな要因になってい
る技術進歩とそれによる経済成長の動向について学びます。

第3回

アジアの貿易拡大と市場統合

テキストの第3章に沿って、貿易の大きな流れがアジア市
場に向かっている状況や中間層の台頭、経済連携などについ
て学びます。
第4回

アジアの産業政策と市場環境

テキストの第4章に沿って、アジア主要国の市場経済化や産業政
策、市場の変化などについて学びます。
第5回

アジア新興国の産業政策と開拓戦略
テキスト第5章に沿って、前章で学んだ主要国の市場の変化やそ
の開拓戦略などについて学びます。

第6回

日本的経営とグローバル化

テキスト第6章に沿って、日本的経営と経済成長に伴う日本企
業のグローバル展開について学びます。
第7回

日本企業のアジア進出
テキスト第7章に沿って、日本企業のアジア進出につき歴史的変
遷も含めて学びます。

第8回

韓国財閥企業の成長と変革
テキスト第8章に沿って、韓国の市場発展と同国に特徴的な財閥
企業について学びます。

第9回

台湾企業の成長と企業形態
テキスト第9章に沿って、台湾市場の特徴、台湾の企業経営の特
徴点・重要点などについて学びます。

第10回

香港・シンガポールの競争優位と企業戦略
テキスト第10章に沿って、国際的なビジネスセンター・国際金
融センターとして知られる香港・シンガポールの市場・企業の特
徴や重要点を学びます。

第11回

ASEANの市場統合と企業成長

テキスト第11章に沿って、ASEAN（東南アジア諸国連合）諸
国の市場発展と経済連携・統合の動向について学びます。
第12回

中国の市場変化と企業成長

テキスト第12章に沿って、中国の世界第二位規模への市場発
展・変化、企業の発展ぶりについて学びます。
第13回

インドの市場拡大と企業成長

テキストの第13章に沿って、インドの市場発展・変化、企業の発
展ぶりについて学びます。
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テキストの第1章と授業内容を復習し講義全
体の流れを把握する。テキスト第2章と掲示資
料を予習します。

4時間

テキストの第2章と授業内容を復習し技術と成
長の関係を理解する。テキスト第3章と掲示資
料を予習します。

4時間

テキストの第3章と授業内容を復習し貿易構
造の変化、中間層の担当、経済連携の意義な
どを理解します。テキスト第4章と掲示資
料を予習する。

4時間

テキストの第4章と授業内容を復習しアジア諸
国の市場経済化と産業政策の役割、市場の変
化を理解します。テキスト第5章と掲示資
料を予習します

4時間

テキストの第5章と授業内容を復習し主要
国の市場の変化やその開拓戦略などを理解し
ます。テキスト第6章と掲示資料を予習します

4時間

テキストの第6章と授業内容を復習し日本的経
営や日本企業のグローバル化の重要点を理
解します。テキスト第7章と掲示資料を予習し
ます

4時間

テキストの第7章と授業内容を復習し日本企
業のアジア進出の重要点を理解します。テキ
スト第8章と掲示資料を予習します

4時間

テキストの第8章と授業内容を復習し韓国の市
場や財閥企業について理解します。テキス
ト第9章と掲示資料を予習します

4時間

テキストの第9章と授業内容を復習し台湾市
場や台湾企業の重要点を理解します。テキス
ト第10章と掲示資料を予習します

4時間

テキストの第5章と授業内容を復習し香港・シ
ンガポールの市場・企業の重要点を理解しま
す。テキスト第11章と掲示資料を予習します

4時間

テキストの第11章と授業内容を復
習しASEANの市場発展や経済連携・統合の重要
点を理解します。テキスト第12章と掲示資
料を予習します

4時間

テキストの第12章と授業内容を復習し中
国の市場変化と企業の発展の重要点を理解し
ます。テキスト第13章と掲示資料を予習しま
す

4時間

テキストの第13章と授業内容を復習しイン
ドの市場変化と企業の発展の重要点を理解し
ます。テキスト第14・15章と掲示資料を予
習します

4時間

2950
第14回

アジア企業の組織構造の変化、多国籍化、コーポレートガナバ
ンスの変化、技術力の進歩と国際的な競争力

テキストの第14章・第15章に沿って、アジア地域の有力企業の組
織構造の変化、多国籍化、コーポレートガナバンスの変化、技術
力の進歩と国際的な競争力について学びます。最後にアジア市
場の変化・展望・課題と日本の在り方について考えます。
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テキストの第14・15章と授業内容を復習しア
ジア企業の組織構造、多国籍化、コーポレー
トガバナンス、競争力などについて理解しま
す。また、アジア市場の変化・展望・課
題と日本の在り方について考えます。

4時間

2951

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

マーケティング・リサーチ
国枝よしみ
2年

開講時期

後期

2

単位数

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

航空会社を経て同系列のホテル会社で企画・広報・マーケティング、人事等管理職を経験。その後公募によ
り広域自治体で広報、地域戦略等を担当した経験をもつ。（全14回）

授業概要
マーケティングリサーチは、企業や地域等が製品やサービスを普及させるためにマーケティング戦略を立案し実践する際、不可欠な調査であ
る。本講義は、そのような市場調査に関する知識の習得、分析力、得られた結果を解釈する能力を養うことを目的としている。そのために
は、どのような調査手法があるのかや質問票の作成、統計分析手法など具体的な事例を挙げて実習する。本講義を通じて、市場調査に必要な統
計分析ツールについても活用できるよう学んでいく。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

必要な情報を収集して基本的なデータ分
析を行い、グラフや表で表現するスキル

基本的なツールを活用してデータ分析ができ
る

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

興味のあるテーマを選択して必要なデー
タを収集し分析する能力

リサーチの企画、調査実施、分析、レポー
ト作成、プレゼンテーションという一
連の流れを実施できる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

問題の所在はどこにあるかを考察し発見する
ことができる

2 ．DP6.行動・実践

課題を解決できる調査の企画、調査、分
析、まとめができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
提出物に関しては、特徴ある記述等に対してコメントすることがあります

成績評価
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

小レポート
30％
授業への参加

： 課題に関して理解できているか、正しく分析できているか等を独自のルーブリックに基づき5段
階で評価する
： 積極的な参加、発言を求め、独自のルーブリックに基づき評価する

10％
最終レポート
60％

： 課題の目的に沿った分析ができているか、わかりやすい表現で正確性があるかを独自のルーブリッ
クに基づき評価する

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
高田博和他（2008）マーケティングリサーチ入門、PHP研究所
中野 崇（2018）マーケティングリサーチとデータ分析の基本、すばる舎

履修上の注意・備考・メッセージ
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不合格となることがあります。
★本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、毎回の授
業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法

539

2951

時間：

金曜３限

場所：

研究室（西館3階）

備考・注意事項： 上記以外の場合も問い合わせてください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第１回

ガイダンス及びデータの扱いについての解説
今後の授業の進め方の解説を行います。次に多様化する価値
観やライフスタイルが拡大している現代において、ビジネスにお
けるデータ活用が必要だとされています。このような傾向はなぜ
なのか、多面的に考えます。

マーケティングを復習しておくこと

4時間

第２回

マーケティング概要と調査

マーケティングリサーチとは何かを復習して
おくこと

4時間

マーケティングの概要を総括しながら、データ分析の方法につい
て解説します。効果的なリサーチのポイントとして、STEP１：リ
サーチの順
STEP２：リサーチの目的 STEP3：リサーチのデ
ザインを考えます。サンプリングとデータ分析ターゲットとな
る母集団の定義やサンプリングの方法の選択、サンプルの大きさ
の決定などを解説します。度数分布、ヒストグラム、正規分布な
どを学びます。
第3回

調査の種類と尺度について
リサーチには、目的に合ったさまざまな種類があります。リサー
チのフレームワークからマーケティングミックスを考えてみま
す。その際に目的に適したデータ収集方法と調査手法を使用しま
す。また２次データと収集方法を学びます。

尺度の概念を理解しておくこと

4時間

第４回

アンケート
最近よく使われるインターネットリサーチを例に考えます。質
問する際の注意事項など、間違いを起こしやす
い点を取り上げ、リサーチ手法を学びます。

調査票の作成方法を復習しておくこと

4時間

第5回

2次データの収集方法
2次データの収集分析調査の目的、収集方法を学び、その検索の
しかた、注意すべき点などを学習します。集計結果からデー
タを整理してみます。結果をわかりやすく表現する方法や結
果の解釈、レポートの作成も学習します。

レポートの作成方法を復習しておくこと

4時間

第6回

2次データの収集と分析
外部データ源を紹介しますので実際、2次データを使ってレポー
トにまとめます。

2次データの収集方法を復習しておくこと

4時間

第7回

定性調査：グループインタビュー
定性調査の種類やその手順を学習します。STEP1：企画書の作
成、STEP2：インタビューの依頼、STEP3：インタビュースキ
ル、STEP4：フォローアップ といったプロセスで行います。グ
ループに分かれて行いますので、役割分担をしながら、どのよう
な質問をすれば目的が達成できるのか考察します。

分析手法を復習しておくこと

4時間

第８回

グループインタビューの分析
調査結果をのまとめ方を習得します。

インタビュー調査の復習をしおくこと

4時間

第９回

観察法
最近注目される観察調査を学習します。データ分析を行
動に結び付けるデータ分析の軸を考察し、アウトプットを行
動に結び付くよう学習します。参加観察法、接客態度観察調査
等を理解します。

仮説の導出とは何かを復習をしておくこと

4時間

第９回

定量調査：データ分析の実践
良質な仮説とはどのようなものでしょうか。仮説思考の重要
性を考えます。その後
基本統計量、相関分析、クロス集計、回帰分析などを修得しま
す。検定に関する解説を行います。

仮説検定の手続きを復習しておくこと

4時間

第10回

データ分析のまとめ方

ネット上のアンケートにはどのようなものが
あるか調べておくこと

4時間

現在は、消費者を「見る」必要があります。その手法をネットプ
ラットフォーマーである企業の例から学びます。これからのイン
ターネットリサーチはどうなるのか、学習します。これまで学
習した相関、クロス集計、回帰分析を使って分析に慣れます。
第11回

アンケート調査のポイント
アンケート調査の種類、手順、実施のほか、インターネット調
査の方法を学びます。クロス集計とレポート作成のポイントも修
得します。

インターネットリサーチを復習しておくこと

4時間

第12回

リサーチの事例
アンケート作成から一連の流れを行ってみます。実際のデー
タを使って分析を行い、仮説検定をしてみます。妥当性と信頼性
等も解説します。

仮説検定を復習しておくこと

4時間

第13回

分析・結果のまとめ
分析し、レポートを作成するまで行います。どのような分析方
法が使えるか相関分析、回帰分析などに取り組みます。

プレゼンテーションの準備をします

4時間

第14回

プレゼンテーション

プレゼンテーションの修正点などメモしてお
きます

4時間

マーケティングリサーチの仕上げとして、プレゼンテーショ
ンを作成します。リサーチの企画、調査、結果の分析、プレゼン
テーションと一連の流れを体験します。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

広告とメディア
国枝よしみ
2年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

航空会社を経て同系列のホテル会社で企画・広報・マーケティング、人事等管理職を経験。その後公募によ
り広域自治体で広報、地域戦略等を担当を経験している。(全14回）

授業概要
企業や地域等が製品やサービスについて、消費者に認知、購買を促進するため広く情報を発信する活動全般をPublic
Relationsというが、近年はSNSなど多様な情報発信ツールの発達に伴い、消費者のメディア接触形態が大きく変化し、従前のマスメディ
アを使った広告が減少している。本講義では、マーケティング・コミュニケーションの歴史的経緯を学びながら、コミュニケーション領
域の中でも広告を中心に消費者との関係性とメディアの特性や活用について学ぶ。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

メディアと広告の役割、消費者行動に及ぼ
す影響に関する知識

各媒体による情報発信の重要性を理解できる

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

メディア特性とその特性を生かした広告の知
識

デジタル社会におけるメディアと広告のあ
り方が検討できる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

メディアや広告の情報を批判的に考えるスキ
ルを習得できる

2 ．DP5.計画・立案力

情報発信方法の検討ができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
提出物について、特徴的な記述などに対してコメントします

成績評価
注意事項等
普段からメディアや広告に関心を持ち、どのような媒体があるかを研究してください。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

小レポート

： 記述内容、表現力、構成など全学ルーブリックに基づいて評価します
30％

授業参加

： 学習したことの理解力や積極的な参加を独自のルーブリックによって評価します
10％

期末レポ―ト
60％

： 課題に対して、論理的に内容が述べられているか、独自性があるか等全学ルーブリックに基づい
て評価します

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
石崎徹編著『わかりやすいマーケティング・コミュニケーションと広告
岸志津江・田中洋・嶋村和恵『現代広告論 第３版』2017年（有斐閣）

第2版』2019年（八千代出版）

履修上の注意・備考・メッセージ
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不合格となることがあります。
★本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められます。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、毎回の授
業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をしてください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金3限

場所：

西館３F

541
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備考・注意事項： 上記以外についても問い合わせてください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第１回

ガイダンスとメディアの歴史についての解説
授業の進め方について解説します。
メディアとは何か、その歴史的経緯をさかのぼり、基本的な機
能と果たしてきた役割を理解します

メディアの種類と役割をまとめておくこと

4時間

第2回

広告とは何か
広告の目的、媒体によって異なる表現などさまざまな事例からそ
の役割を考察します。消費者に情報を発信するだけでなく、印象
付けるにはどのような工夫がなされているか、また購買に結びつ
けるには、どうすればよいかなど 表現方法や色、文字など多面
的に検討します

広告の種類と媒体の特性を分類しておく

4時間

第３回

メディア特性について

ネット広告における製品特性をまとめておく
こと

4時間

製品を訴求する場合の重要な点をまとめてお
く

4時間

サービス製品を訴求する場合の重要な点をま
とめておく

4時間

メディアの種類とそれぞれの特性について解説します。時代に
よって変化を遂げてきたメディアですが、最近ではデジタ
ル化が進んでいます。そこにはどのような広告が掲載されている
か、情報収集しながらメディアの特性と広告の関係性を考えてみ
ましょう。
第４回

マーケティングにおけるプロモーション

製品の場合

マーケティングにおけるプロモーションの位置づけを考えま
す。この回では、製品をプロモーションする場合の事例を考えま
す。ある製品を売り込むためには、何を、どのように、どこ
で、だれに対して訴求するか戦略が必要です。実際の製
品を取り上げて検討します
第5回

マーケティングにおけるプロモーション

サービスの場合

マーケティングにおけるプロモーションでサービスを取り上げま
す。製品と異なり、形の無いサービスをプロモーションする場
合の事例を考えます。製品を売り込む場合とサービスとで
は、何が異なるか考えてみます。だれに対してどのように訴求す
るか戦略を検討します
第6回

広告比較
日常で使用する製品と高価格帯の製品の場合、その広告にどのよ
うな違いがあるかを、また有効な広告の方法を考察します。前
者に関しては、事前にどのような広告がされているか、事
例を考えておくことを勧めます

日常品と高価格品の比較をまとめておく

4時間

第7回

インターネット広告

インターネット広告の強み・弱みをまとめて
おく

4時間

最近の印象に残った企業のニュースを挙げて
おくこと

4時間

企業のリリースを提示するので読んでおくこ
と

4時間

お気に入りのブランドは何か、その広告の特
徴、媒体をまとめておくこと

4時間

スマートフォンなどを使ったインターネットでの商品購入や通
販といった店舗によらない販売ではどのような広告が使われてい
るかを検討します ターゲティング広告といったAIを駆使した手
法がごく当たり前のように使われていることを認識します
第8回

広告と経験価値
マーケティングにおいては、顧客に対する価値の創造が重要にな
ります。特に経験を通した顧客価値は、製品やサービスの購
入、再購買に繋がるポイントで広告でどのように訴求するのが有
効かを解説します

第９回

広報戦略
日本は広報の歴史が浅く、企業広報を概観しても欧米諸国と比
較してPR（パブリックリレーション）が弱いとも言われていま
す。広報の持つ役割とその効果、またリスクを回避するために
も重要なPRを考えます

第10回

情報発信の重要性
前回、PRの解説を行いました。そこで実際にニュースリリー
スを作成してみます。企業等が、メディアに対して製品や企
業の経営に関する情報を発信するのは、重要な戦略の一つとし
て捉えられています。５W１Hを基本にその内容を考察します

第11回

ブランドと広告コミュニケーション
ブランドとは何かを考えます。ブランドにとってイメージは重
要な要素の一つです。そのイメージを大切にしながら時代に合っ
た広告をどのように展開しているのかを理解します

ブランドの復習をしておくこと

4時間

第12回

広告効果

メガスポーツイベントのスポンサーを調べて
おくこと

4時間

最近海外で批判された広告があるか調べてお
く

4時間

前回の復習をしておくこと

4時間

これまでの範囲に関しての小テストを行います。終了後、広
告の効果はどのように測定されているのかを解説します。測
定は媒体によっても異なりますが、さまざまな方法でその効
果を測定しようとする試みがありますので、それらを理解しま
す。
第13回

スポーツとメディア
さまざまなスポーツ競技は、メディアに取り上げられる頻度、視
聴者数によってその広告価値が高まり、今や大きなビジネスに成
長しています。スポーツのメガイベントを取り上げながら、メ
ディアと広告の仕組みを解説します

第14回

文化と広告 メディアのまとめ
最近は、広告の内容によって海外から批判されることも散見され
るようになりました。こういった現象はなぜ起こるのでしょう
か。文化の違いや価値観が異なることで広告が制作者の意図と
は異なって捉えられる事例を挙げなぜそうなるのかを考えます。
最後に広告とメディアについての課題を考察します。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

国際金融論入門
平賀富一
2年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

大手損保企業およびその子会社である生保企業で、経営戦略、保険商品の開発・マーケティング、国際事業な
どを、調査機関（シンクタンク）にて各国の金融制度や金融機関の調査分析、格付会社にて各国・金融機
関の格付等、本授業に関連する各種の業務を担当（全14回）。

授業概要
金融は経済の血液と言われる重要な機能であり、近年は、そのグローバル化が進んでいます。本講義では、先ず、金融とは何か、金融の仕組み
など金融に関する基礎的な概念・事項・用語を学び、それらをベースとして、国際金融についての、重要項目である外国為替、国際収支、バブ
ル崩壊等金融危機と国際的な金融規制などを学習します。講義の中では、具体的な国際金融に関する事例や動向等を解説するとともに数多く
の質問を投げかけ、討議するなど双方向型の授業とします。一見難しそうな金融や国際金融が、例えば為替レートの変動で、留学費用や海外関
連の通販や買い物の価格が変動する、各自が将来に備えてどのような考えで資産形成を考え実行すべきかなど、各自にとって身近で重要なもの
であることを分かりやすく解説します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

国際金融に関連する事項の重要事項、理
論、論点を理解する。

国際金融に関する重要事項、理論、論点につ
いて理解し説明できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

国際金融戦略に関わる重要な問題を、自分な
りの見解やアイディアで発見し、その解決案
等を考えることができる。

2 ．DP5.計画・立案力

国際金融に関して企業や組織の立場で
の取り組み・対応に、基本的な戦略の立
案・策定を行うことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。私語・居眠り等授業態度に問
題ある場合は都度注意しますが、改善が見られない場合はイエローカードを渡し警告、次いでレッドカードを渡し減点（1点/枚）対象としま
す。特に授業の進行と、周囲の受講者の迷惑行為となる私語・携帯電話の通話には厳しく対応します。リアクションペーパーの提出期限は原
則として毎回の授業後1週間とし、それ以降の提出は各回1点減点となります。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

リアクションペーパー（小レポート）
30％
定期試験（筆記またはレポート）
70％

： 授業内容を踏まえた記述であれば1点とし、そこに「論理性」と「簡潔性」を備えていれば2点とし
ます。また、授業内容に関係のない記述や極端に少ない記述の場合は0点とします。
： 国際金融に関する重要事項を問う問題を出題し、その理解度と、的確な記述や説明ができているか
を基準にして評価します。

使用教科書
指定する
著者
佐久間浩司

タイトル
・

出版社

国際金融の世界

・ 日本経済新聞出版社

参考文献等
永易・江阪・吉田(2015)『初めて学ぶ国際金融論』有斐閣
佐々木百合(2017)『国際金融論入門』新世社
その他は適宜紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
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出版年
・

2015 年

2953
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習（課題の解答案の作成を含む、以下
同じ）をすること。Google Classroomの本講義の項で、授業の情報・資料を掲示し、課題等の掲示・提出を行います。また、本講義の内
容を深く理解する上で、国際的な金融や金融機関の動向企業の活動、それに関連する国際政治・経済・社会などの動きに関心を持つことが重
要です。新聞・雑誌・テレビやインターネット等の記事・ニュースに注目するよう心掛けてください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日3限

場所：

西館３階44研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス、金融とは何か、国際金融とは何か

本講義の進め方を説明し、その後、「金融「」と「国際金融」に
ついての概要や、本授業でカバーする内容などについて学びま
す。
第2回

金融とは何か、貨幣（お金）とは何か
金融の機能や役割、貨幣の意義などについて学びます。

第3回

銀行の仕組みと役割
重要な金融機関である銀行について、その機能と役割や課題など
について学びます。

第4回

銀行以外の金融機関（証券会社・保険会社・ノンバンク）の仕
組みと役割
証券会社・保険会社・ノンバンク企業の機能と役割や課題などに
ついて学びます。

第5回

金融監督機関と中央銀行

金融監督機関と中央銀行の機能と役割（金融政策を含む）や課
題などについて学びます。
第6回

日本のバブル経済とその崩壊

我が国の金融史上の大きな転換期であるバブル経済とその崩壊に
ついて金融政策や金融機関等の行動等からその内容や意
味を学ぶ。
第7回

外国為替と為替レートについて
国際金融の重要事項である外国為替と為替レートにつき分かりや
すい具体例を示して学びます。

第8回

国際通貨制度
変動相場制、固定相場制、金本位制など通貨制度の概要とその特
徴・課題などについて学ぶ。

第9回

共通通貨ユーロについて
テキスト第2章に沿って、欧州統合の歴史と、共通通貨ユーロに
よる通貨統合の内容・意義・課題などについて学びます。

第10回

電子通貨とその概念について
テキスト第1章に沿って、ビットコイン、リブラ、デジタル人民
元など電子通貨の概念と意義、課題について学びます。

第11回

キャッシュレス化の進展

キャッシュレス化の意義、各国の進展度の比較、課題等につい
て学びます。
第12回

国際収支
ある国の国際取引を整理したものである国際収支について、経常
収支・資本移転等収支・金融収支などの概念について学びます。

第13回

通貨・金融危機（１：アジア通貨・金融危機）
テキスト第3章に沿って、1997-1998年に発生したアジア通貨・金
融危機を題材にその原因、危機の内容と対応策、課題などについ
て学びます。

第14回

通貨・金融危機（2：グローバル金融危機）、国際金融規制と本
講義のまとめ
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掲示資料も参照し、初回の講義の内容を復
習します。Lドライブ等の次回掲示資料を読ん
で予習（課題の検討の場合あり、以下の回で
も同様です）します。

4時間

前回の講義内容・資料で金融や貨幣につい
て復習します。掲示資料を読んで予習しま
す。

4時間

前回の講義内容・資料で銀行についての重要
点を復習します。掲示資料を読んで予習しま
す

4時間

前回の講義内容・資料で証券会社・保険会
社・ノンバンクについての重要点を復習しま
す。掲示資料を読んで予習します

4時間

前回の講義内容・資料で金融監督機関と中央
銀行の機能と役割、金融政策についての重要
点を復習します。掲示資料を読んで予習しま
す

4時間

前回の講義内容・資料で日本のバブル経済と
その崩壊の内容・意義等についての重要
点を復習します。掲示資料を読んで予習しま
す。

4時間

前回の講義内容・資料で外国為替と為替レー
トについて復習します。掲示資料を読んで予
習します。

4時間

前回の講義内容・資料で各種の国際通貨制
度についての重要点を復習します。Lドライ
ブ等の次回分掲示資料を読んで予習します。

4時間

テキスト第2章と前回の講義内容・資料で各
種の国際通貨制度についての重要点を復習し
ます。掲示資料を読んで予習します。

4時間

テキスト第1章と前回の講義内容・資料で電子
通貨についての重要点を復習します。掲示資
料を読んで予習します。

4時間

前回の講義内容・資料でキャッシュレ
ス化の意義・内容・課題についての重要
点を復習します。掲示資料を読んで予習しま
す。

4時間

前回の講義内容・資料で国際収支の重要
点を復習します。掲示資料を読んで予習しま
す。

4時間

テキスト第3章と前回の講義内容・資料でアジ
ア通貨・金融危機についての重要点を復習し
ます。掲示資料を読んで予習します。

4時間

テキスト第4章と前回の講義内容・資料でグ
ローバル金融危機についての重要点を復
習し、第5章の国際金融規制について学びま
す。最後に本講義の重要点を復習します。

4時間

2953
テキスト第4章に沿って、リーマンショックとして知られ
る2007-2009年のグローバル金融危機を題材にその原因、危
機の内容と対応策、課題など、第5章の国際金融規制につい
て学びます。本講義で取り上げた重要事項について、教科書と掲
示・配布資料を振り返って理解を深めます。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

ビジネスモデルマネジメント
西釜義勝
2年

開講時期

前期

2

単位数

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
身の回りのビジネスの仕組みを取り上げ、新しいビジネスを構築する方法や組織を改善、変革する方法を学習する。ビジネスモデルとは、顧
客満足を目的として、技術やノウハウを利益に変換する仕組みのことである。本講義では、「ビジネスモデルキャンバス」という枠組みを用い
た擬似的な新事業の提案を通じて、ビジネスモデル構築の要点を包括的に理解する。多くの事例を示すことで、受講生が理論と実践を統合し
た複眼的視点を構築できることを目指す。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

ビジネスモデルに関する知識

ビジネスモデルの諸概念、その生成された背
景および歴史について理解できる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

ビジネスモデルに関する知識の応用

企業のビジネスモデルの現況を説明できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

企業活動での現象を総合的に理解し考察する
ための事実の見方を修得できる。

2 ．DP8.意思疎通

集団内のメンバーの行動に影響を与えること
で集団の目標達成を促すことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、不合格とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末試験

： 講義内容の理解度を評価する。
50％

課題レポート

： 課題内容の理解と自らの考えを論理的に説明できているかという観点から評価する。
20％

小テスト

： 講義内容の理解度を評価する。
10％

授業への参加意欲

： コメントカードの内容などをもとに能動的姿勢を評価する。
20％

使用教科書
指定する
著者
根来龍之・富樫佳織・足代訓史

タイトル
・

出版社

この一冊で全部わかるビジネス
モデル―基本・成功パター
ン・作り方が一気に学べる

参考文献等
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・ SBクリエイティブ株式会社

出版年
・

2020 年

2954
アレックス・オスター・ワルダー＆イヴ・ピニュール（2012）『ビジネスモデル・ジェネレーション ビジネスモデルの設計書』翔泳社．
味香興郎・藤井一郎・澤田兼一郎編（2017）『【改訂版】業種把握読本－時代の潮流を的確に把握し、勝ち残るための戦略を立てる』金融ブッ
クス株式会社．

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授
業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜日3限

場所：

研究室

備考・注意事項： ・上記以外の場合、申し出て下さい。
・講義時間の前後以外で質問がある場合は、メールで受け付ける。メールには必ず件名、氏名、所属を明記すること。
・講義終了後のコメントカードで質問等を受け付ける。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

イントロダクション 講義の進め方の説明とビジネスモデルマ
ネジメントを学ぶ意義
本講義の目的や進め方、評価方法、スケジュール、約束事と
いった概要について説明する。さらに、講義で取り上げる「ビジ
ネスモデルマネジメント」とはどのようなものであるのか、経
済と経営の違いを把握した上で、経営学におけるビジネスモデ
ルの位置づけを確認し、事例を基にイメージをつかみ、学ぶ意
義を受講生との間で共有する。

第2回

ビジネスモデルのマネジメント（1）ビジネスシステムの工夫
新しい製品の市場を開拓し拡大すると同時に、収益を安定
的に確保するための仕組みづくりを行う事業化活動において重
要になる「ビジネスモデル」のマネジメントについて、「ビジネ
スシステムの工夫」という切り口から解説する。

第3回

ビジネスモデルのマネジメント（2）収益システムの工夫
新しい製品の市場を開拓し拡大すると同時に、収益を安定
的に確保するための仕組みづくりを行う事業化活動において重
要になる「ビジネスモデル」のマネジメントについて、「収益シ
ステムの工夫」という切り口から解説する。

第4回

外部経営環境分析と内部経営環境分析
企業を取り巻く市場環境ならびに経営環境を分析するフレーム
ワークと自社の内部およびパートナー企業を分析するためのフ
レームワークを解説する。

第5回

ビジネスモデルキャンバスの全体像
レーション

ビジネスモデルジェネ

ビジネスモデルを記述、分析、デザインするために、戦略的思
考を視覚化するツールとして①顧客セグメント、②価値提
案、③チャネル、④顧客との関係、⑤収益の流れ、⑥リソー
ス、⑧パートナー、⑨コスト構造という9つの構築ブロックか
ら構成される「ビジネスモデルキャンバス」の全体像を学習す
る。
第6回

ビジネスモデル・ジェネレーション（1）顧客セグメント
企業が関わろうとする顧客グループについて定義する方法を学
習する。

第7回

ビジネスモデル・ジェネレーション（2）価値提案
特定の顧客セグメントに向けて、価値を生み出す製品とサービ
スについて記述する考え方を学習する。

第8回

ビジネスモデル・ジェネレーション（3）チャネル
顧客セグメントとどのようにコミュニケーションを図り、価
値を届けるのかという販売チャネルについて考える。

第9回

ビジネスモデル・ジェネレーション（4）顧客との関係
企業が特定の顧客セグメントに対してどのような種類の関
係を結ぶのかということについて考えて学習する。

第10回

ビジネスモデル・ジェネレーション（5）収益の流れ

第11回

ビジネスモデル・ジェネレーション（6）リソース

収益の流れを生み出すための方法について学習する。

ビジネスモデルの実行に必要な経営資源を導き出すための思考
法について解説する。
第12回

ビジネスモデル・ジェネレーション（7）主要活動
企業がビジネスモデルを実行する上で必ず行わなければならな
い活動の記述方法について学習する。
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【予習】シラバスを読んでおくこと。 【復
習】ビジネスモデルマネジメントの講義概
要を確認すること。

4時間

【予習】教科書の第1章について読んでおくこ
と。 【復習】第2回講義の内容を見
直し、学びや気づきをまとめること。

4時間

【予習】教科書の第1章について読んでおくこ
と。 【復習】第3回講義の内容を見
直し、学びや気づきをまとめること。

4時間

【予習】教科書の第2章について読んでおくこ
と。 【復習】第4回講義の内容を見
直し、学びや気づきをまとめること。

4時間

【予習】教科書の第2章について読んでおくこ
と。 【復習】第5回講義の内容を見
直し、学びや気づきをまとめること。

4時間

【予習】教科書の第3章について読んでおくこ
と。 【復習】第6回講義の内容を見
直し、学びや気づきをまとめること。

4時間

【予習】教科書の第3章について読んでおくこ
と。 【復習】第7回講義の内容を見
直し、学びや気づきをまとめること。

4時間

【予習】教科書の第4章について読んでおくこ
と。 【復習】第8回講義の内容を見
直し、学びや気づきをまとめること。

4時間

【予習】教科書の第4章について読んでおくこ
と。 【復習】第9回講義の内容を見
直し、学びや気づきをまとめること。

4時間

【予習】教科書の第5章について読んでおくこ
と。 【復習】第10回講義の内容を見
直し、学びや気づきをまとめること。

4時間

【予習】教科書の第5章について読んでおくこ
と。 【復習】第11回講義の内容を見
直し、学びや気づきをまとめること。

4時間

【予習】教科書の第6章について読んでおくこ
と。 【復習】第12回講義の内容を見
直し、学びや気づきをまとめること。

4時間

2954

第13回

ビジネスモデル・ジェネレーション（8）パートナー、コスト構
造
ビジネスモデルを構築するサプライヤーとパートナーのネット
ワークについて記述する方法を学習する。さらに、ビジネスモデ
ルを運営するにあたって発生するコストを記述するための方
法を学ぶ。

第14回

まとめ ビジネスモデルマネジメントの展望
これまでの講義で学習した内容を振り返り、ビジネスモデルマ
ネジメントを学ぶ意義と要点を確認する。また、事前に講
義の中で受講生に調べ学習として、ビジネスモデル構築の理
論と実践を結びつけてもらえる内容のレポートを提出してもら
う。自らの考えた内容を発表してもらい、全員で議論を深めてか
ら、最後に担当教員が総括する。
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【予習】教科書の第7章と第8章について読ん
でおくこと。 【復習】第13回講義の内
容を見直し、学びや気づきをまとめること。

4時間

講義内容について見直しをすること。

4時間

2955

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

テーマパーク・レジャー産業論
金蘭正
2年

開講時期

後期

単位数

2

講義とグループワーク、外部講師による特別講座（1回）で構成されます。

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

10回目の外部講師による特別講座
（長崎ハウステンボス）

授業概要
レジャー産業は、スポーツ、趣味・創作、娯楽、観光・行楽など領域は幅広く、大きな市場を形成しており、その市場規模は拡大しつつあり
ます。特に、観光・娯楽部門の成長は強さを見せています。
そこで、本講義では、レジャー産業について、幅広く基礎的な知識を習得した上で、分野ごとの現状や課題について学習します。特に観
光・娯楽部門のテーマパークについて、テーマパークの成り立ちや発展の歴史・運営の基礎を学びながら、特記すべき成功例と言えるテーマ
パークの事例分析をもとに、テーマパークの経営戦略について学びます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

テーマパーク・レジャー産業に関わる各種事
業活動の経営の側面からの理解

テーマパーク・レジャー産業を経営学のアプ
ローチにより理解することによって、関
連の各種事業活動を担う多方面の企業で活
躍できる力を身に付ける。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

常にテーマパーク・レジャー産業に興
味を持ち、新聞、テレビなどのマスコミの情
報から国内外の関連産業の動向を把握しても
らうことによって、テーマパーク・レ
ジャー産業における課題や今後のあり方につ
いて考える。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

報告書・プレゼンテーション
40％
小テスト・受講態度
30％
中間テスト
30％

： 課題について報告書にまとめ、発表する。テーマパーク・レジャー産業の動向を正しく調べ、自
分の意見を述べることが出来るのかの観点により評価する。また、受講態度を常にチェックし、成
績に反映させる。
： １．授業内容をどの程度理解しているか、２．理解したことをわかりやすく適切に表現できている
か。
： １．テーマパーク・レジャー産業について正しく理解、２．テーマパーク・レジャー産業に関わ
る各種事業活動における課題や問題点を指摘し、その解決のための方案を探ることができるのか。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
適宜提示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日3限

場所：

研究室（西館2階）
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2955
備考・注意事項： 質問は授業の前後にも答えるが、メールでも対応する。
アドレス：kim-r@osaka-seikei.ac.jp
メールには必ず氏名と学籍番号を書くこと。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス・余暇、レジャー、観光の動向
学習内容や評価方法、受講においての注意事項などについて説
明したうえで、余暇、レジャー、観光の動向について把握しま
す。

第２回

集客のオリエンテーション
集客事業とレジャー事業の関連性や特性、集客事業を評価する指
標などについて学びます。

第3回

集客戦略
集客の基本的な捉え方を、ターゲット設定、6W2Hの明確化、集客
度合いの測定の観点から整
理したうえで、集客方法の具体的な考え方などについて学びま
す。

第4回

観光事業のマネジメント特性
観光事業のマネジメント特性、観光事業と観光産業の違いなどに
ついて学びます。

第5回

レジャー産業の歴史と変遷、分類と特性
年代ごとのレジャー産業の特徴や社会的な背景を踏まえ、日本に
おけるレジャー産業の成長過程を概観したうえで、様々な分類手
法によるレジャー産業について概観し、レジャー産業の特性につ
いて学びます。

第6回

日本のテーマパーク産業の生成と発展
テーマパークの定義や特徴・遊園地との違いを理解し、日
本のテーマパーク産業の生成と発展の歴史について学びます。

第7回

テーマパーク・レジャー施設の業界動向、事業特性
テーマパーク・レジャー施設の業界動向、事業特性、今後の方向
性について学びます。

第8回

レジャー施設（博物館、美術館）
博物館・美術館の定義と観光地の中での博物館・美術館の役割な
どについて学びます。

事前にシラバスを熟読し、授業についての見
通しを持つ。

4時間

まとめノートの作成（作成のためのキーワー
ド：アトラクション、集客の力）

4時間

まとめノートの作成（作成のためのキーワー
ド：マズローの欲求段階説、パレート法則）

4時間

まとめノートの作成（サービス・マネジメン
ト、観光産業、観光事業）

4時間

まとめノートの作成（作成のためのキーワー
ド：余暇、レジャー、標準産業分類、余暇市
場）

4時間

まとめノートの作成（作成のためのキーワー
ド：遊園地、東西二強時代）

4時間

まとめノートの作成（作成のためのキーワー
ド：総合産業、リピーター確保）

4時間

まとめノートの作成（作成のためのキーワー
ド：博物館、美術館）

4時間

第9回

今までの授業内容Reviewと中間テスト
今迄の授業内容を振り返り、中間テストを実施します。

今までの授業内容を復習しておく。

4時間

第10回

外部講師による特別講座

テーマパーク・レジャー産業の動向を調べて
おく。

4時間

外部講師をお招きし、業界をめぐる現状や課題について
お話を聞きます。
第11回

グループワーク（１）－グループ分け、調査対象の選定、課
題への取り組み
グループ分けをし、グループごとの調べるテーマパーク・レ
ジャー施設を選定します。

国内のテーマパーク、レジャー施設について
の下調べを行う。

4時間

第12回

グループワーク（２）―課題の設定、課題への取り組み

各グループの調査対象について、図書館など
で文献を調べておく。

4時間

各グループの選んだテーマパーク・レジャー施設の現状や経営戦
略の特徴などについて調べ、まとめます。
第13回

グループワーク（３）ー課題のまとめ、発表会の準備
各グループの事例研究の結果をまとめ、発表会の準備を行いま
す。

発表用資料の準備、発表の練習をしておく。

4時間

第14回

事例研究結果の発表
各グループの事例研究の結果をパワーポイントにて発表します。

発表用資料の準備、発表の練習をしておく。

4時間
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授業科目名
担当教員名

ホスピタリティ・マネジメント
金蘭正

学年・コース等

2年

授業形態

授業は教員による講義と受講者による事例分析によって構成されます。講義によって毎回の内容について理
解してもらい、受講者自らのホスピタリティを実践する企業の事例分析を通して、具体的な実践方法につい

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

8回目と12回目の外部講師による特別講座
（ANA総合研究所）

開講時期

前期

単位数

2

授業概要
二十一世紀は「心の時代」であると言われている。また、二十一世紀の企業が激しい競争の中で勝ち残るためには、 他企業との差をつけなけれ
ばならないが、その差をつけるには、究極的には、模倣しがたいヒューマンウェアの部分しかない。ヒューマンウェアこそが、差別化、差異
化を図る基盤である。このヒューマンウェアがホスピタリティを体現する。
本講義では「ホスピタリティ」についての理解を深めると同時に、「ホスピタリティ」についての理解が社会生活上不可欠であること、そして
その活用の重要性を知ってもらう。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

ホスピタリティの意義・文化の起源・本質

ホスピタリティに関する理念及び諸理論の習
得とホスピタリティ企業の実践例を通し
て、重要性や実践のあり方についての理
解を深めることができる。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

現代の社会には必要不可欠なホスピタリ
ティの自らの実践を通して、幅広い教養や品
格を備えることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
「試験（小テスト、中間テスト、定期試験）」
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

小レポート・受講態度

： 教材の理解力、および課題意識について評価する。
20％

中間テスト
40％
定期試験（筆記）
40％

： 次の観点から評価する。１．授業内容をどの程度理解しているか、２．理解したことをわかりやす
く適切に表現できているか。
： ホスピタリティの基礎知識を用いて自身の意見を述べる。１．ホスピタリティの基礎知識を正し
く理解し、２．ホスピタリティの重要性や最高のホスピタリティ実践方法について提案できるのか
の観点から評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
服部 勝人（2004）『ホスピタリティ・マネジメント入門』丸善株式会社
海老原 靖也（2005）『ホスピタリティー入門』大正大学出版会
ホスピタリティ・サービス研究会（2007）『事例でわかるホスピタリティ・サービス』日本能率協会マネジメントセンター

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜３限

場所：

研究室（西館２階）
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2956
備考・注意事項： オフィスアワー時間以外も、教員が研究室にいる時は質問に応じる。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス＆ホスピタリティの意義、重要性
学習内容や評価方法、受講においての注意事項について説明した
うえで、ホスピタリティとは何か今の時代なぜホスピタリ
ティが重要なのかについて学びます。

事前にシラバスを熟読しておく

4時間

第2回

ホスピタリティ文化の起源

まとめノートの作成（作成のためのキーワー
ド：共飲共食、ホスピタル、ホスピス）

4時間

まとめノートの作成（作成のためのキーワー
ド：社会的倫理の範疇、もてなす、ご馳走）

4時間

まとめノートの作成（作成のためのキーワー
ド：ホスピス、セルバス）

4時間

まとめノートの作成（作成のためのキーワー
ド：双方向、一方通行）

4時間

まとめノートの作成（作成のためのキーワー
ド：旧御三家、新御三家ホテル）

4時間

ホスピタリティ文化の起源、とりわけ西洋におけるホスピタリ
ティ文化の起源について学びます。
第3回

ホスピタリティ文化の起源（東洋・日本）
東洋と日本におけるホスピタリティ文化の起源について学びま
す。

第4回

ホスピタリティとサービスの語源
ホスピタリティとサービスの語源について学びます。

第5回

ホスピタリティとサービスの概念比較
ホスピタリティとサービスの概念について学び、相違点につい
て確認します。

第6回

東京ホテル戦争1（ホテルのマーケティング）
2002年以降、外資系高級ホテルの多数の東京進出により起こっ
た社会現象「東京ホテル戦争」を取り上げ、その背景や影響など
について学びます。

第7回

今までの授業内容Reviewと中間テスト
今迄の授業内容を振り返り中間テストを実施します。

今までの授業内容を復習しておく。

4時間

第8回

外部講師による特別講座
外部講師をお招きし、ホスピタリティ業界をめぐる現状や課題に
ついてお話を聞きます。

ホスピタリティ産業の動向を調べておく。

4時間

第9回

東京ホテル戦争２（ジョブホップ）

まとめノートの作成（作成のためのキーワー
ド：ジョブホップ）

4時間

まとめノートの作成（作成のためのキーワー
ド：場所のホスピタリティ、高級ホテルの基
準）

4時間

「東京ホテル戦争」がもたらした弊害について学んだ後、ホテ
ルにおいてのヒューマンウェアの重要性について学びます。
第10回

東京ホテル戦争３（場所のホスピタリティ、高級ホテルの基
準）
リゾートホテルの「場所のホスピタリティ」、高級ホテルの基
準、社会を感じさせない高級ホテルの特性について学びます。

第11回

ホスピタリティの本質（相手の器に全てを合わせる、マニュア
ルには落とし込めない）
相手が考えている一歩先をリードする、相手の器に全てを合わせ
ていく、マニュアルには落とし込めないなどのホスピタリ
ティの本質について学びます。

まとめノートの作成（作成のためのキーワー
ド：相手の器、マニュアル）

4時間

第12回

外部講師による特別講座
外部講師をお招きし、ホスピタリティ業界をめぐる現状や課題に
ついてお話を聞きます。

ホスピタリティ産業の動向を調べておく。

4時間

第13回

ホスピタリティ・マネジメントの定義

まとめノートの作成（作成のためのキーワー
ド：TQS,相互依存型の産業形態）

4時間

まとめノートの作成（作成のためのキーワー
ド：ホスピタリティを育む教育のポイン
ト、ホスピタリティある人間の育成）

4時間

TQSやインターナルマーケティングなどの理論に基づいた、ホス
ピタリティ・マネジメントの定義について学びます。
第14回

ホスピタリティのある観光を作る
観光に求められるホスピタリティやホスピタリティを育むこと
の意味、ホスピタリティのある観光実現の指針などについて学び
ます。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

ブランド・マネジメント
中野毅
3年・4年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

外資系企業での職務経験より、国、地域、企業、サービス等におけるブランド戦略についての豊富な知
識を持つ。（全14回）

授業概要
ヒト、モノ、カネ、ジョウホウに次ぐ第5の経営資源といわれるブランドの概念、機能、役割についての基本的な理解を持ち、具体的なケー
スも取り上げ、ブランドをマネジメントすることの重要性を消費者および企業や地域の観点から理論的に理解することを目指す。国際分野にお
いてはグローバルブランドの戦略を、観光分野においては、国、地域のブランドとしての取り組みを取り上げる。そしてブランドの本質の理
解、ブランド・マネジメントの理解をした上で、戦略としてのマーケティングとブランディングの違いを識別し、その役割を俯瞰できること
を目標とする。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

ブランド、ブランド・マネジメントにおけ
る基本的知識

講義の情報をもとに、ブランド・マネジメン
トの重要性が理解できる。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

ブランドについての専門的知識、ブランドマ
ネージャーの役割

ブランドについての専門的知識を活かし、ブ
ランドマネージャーの役割が理解できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

取り組む個人及びグループワークにおいて課
題を発見できる。

2 ．DP6.行動・実践

グループワークで与えられた課
題に対し、自ら率先して動き、やり遂げ
る力を身につけることができる。

3 ．DP7.完遂

自ら選んだテーマに対し真摯に取り組み、完
遂させることができる。

4 ．DP9.役割理解・連携行動

グループワークでは、役割を分担し、協働し
て作業をすることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
・その他(以下に概要を記述)
個人、グループ発表において、評価、コメントします。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、不合格とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末レポート
30％
授業への参加意欲

： １４回の授業終了後に期末レポートの提出を求める。学んだ成果を反映したレポートになっている
かを、独自のルーブリックに基づいて評価する。
： 毎回の授業での発言や、取り組む姿勢を独自のルーブリックに基づいて評価する。

20％
グループワークとプレゼンテーション
30％
リアクション・ペーパー
20％

： グループワークにおける、積極性、果たす役割、貢献度を評価し、成果物であるプレゼンテーショ
ンのまとまりを独自のルーブリックに基づいて評価する。
： 毎回の授業の終わりに提出のリアクション・ペーパーで、学びの程度を独自のルーブリックに基づ
いて評価する。

使用教科書
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特に指定しない

参考文献等
デービッド・アーカー 『ブランド論－無形の差別化をつくる20の基本原則』ダイヤモンド社 2014年
田中 洋 『ブランド戦略論』 有斐閣 2019年
一般財団法人ブランド・マネージャー認定協会『ブランド・マネージャー資格試験公式テキスト』中央経済社

2019年

履修上の注意・備考・メッセージ
・日々のニュースから、ブランドに関連する記事があれば資料として残し、常に関心を絶やさないようにする。
・本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」
に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日４限

場所：

西館４階

備考・注意事項： メールで質問等も受け付けます。その際タイトルに必ず、学籍番号と氏名を明記してください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

授業の進め方、ブランドの概念
１４回の授業の内容、進め方、評価について解説をする。
講義とケーススタディー研究（個人、グループワーク）につい
て説明する。
ブランドの概念と種類を理解する。

第2回

ブランドの歴史と役割
ブランドの歴史とその定義、役割を明らかにする。
個人ワーク：興味のあるブランドについてまとめる。

第3回

マーケティングとブランディング
マーケティングの手段としてのブランドの重要性、またマーケ
ティングとブランディングの違いを理解する。
個人ワーク：興味あるブランドについてその戦略をまとめる。

第4回

ブランド・エクイティー、ブランド価値創造と共創
ブランドの価値の創造と共創によるブランド・エクイティー（資
産）形成を理解する。
個人ワーク発表会：選んだブランドについて自身の見解を発表す
る。

第5回

ブランド・プロミスとブランド・リレーションシップ

ブランドに対する価値を保証するブランド構築の8段階のステッ
プを理解する。
グループワーク：２つのブランドを選び、グループ研究のテー
マを決める。
第6回

ブランド・コミュニケーション
マーケティング・コミュニケーションにおけるブランドの役
割を理解する。
グループワーク：テーマに沿って情報、意見交換する。

第7回

ブランド・エクスペリエンス
９つのブランド要素を組み合わせて設計するブランド体験を理
解する
グループワーク：テーマに沿ってまとめる。

第8回

インナー・ブランディング

外向きのブランド構築だけではなく、内向き（企業内、社員、地
域内、住民等）のインナー・ブランディングの重要性を理解す
る。
グループワーク：発表会に向け準備をする。
第9回

グループワーク成果発表会
今までの授業で取り扱ったブランド・マネジメントの理論のまと
め。
グループワークの成果を発表をする。

第10回

ブランド戦略

ケーススタディー（コーポレート・ブランド）

ケースとしていくつかの企業を取り上げ、今までに学んだこと
をベースに、ディスカッション形式でコーポレート・ブランド戦
略を解明する。
第11回

ブランド戦略

ケーススタディー（製品ブランド）

ケースとしていくつかの製品を取り上げ、今までに学んだこと
をベースに、ディスカッション形式で製品のブランド戦略を解
明する。
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Google Classroomにて事前に配布の資
料を読み、ブランドについての概要を理解し
ておく。

4時間

事前配布資料を読み、ブランドの歴史につい
て理解しておく。 興味あるブランドを1つあ
げ、そのブランドについて調べておく。

4時間

事前配布資料を読み、マーケティングの基
礎を理解しておく。 興味あるブランドの経営
面から見た戦略を調べておく。

4時間

事前配布資料を読み、ブランド・エクイ
ティーの意味を理解しておく。個人発表の準
備をしておく。

4時間

事前に配布の資料を読み、ブランディン
グの手法を理解しておく。グループワー
クに向け、テーマを決めいくつかのブラン
ド候補を用意しておく。

4時間

事前に配布の資料を読み、ブランド・コミュ
ニケーションの意味を理解しておく。グルー
プワークに必要な資料の準備をしておく。

4時間

事前に配布の資料を読み、ブランド要素とブ
ランド体験の概念を理解しておく。 グループ
ワークに必要な準備をしておく。

4時間

事前に配布の資料を読み、アウター・ブラン
ディングとインナー・ブランディングの違い
を理解しておく。グループワークに必要な準
備をしておく。

4時間

8回までの配布資料を読み返し、振り返りをし
ておく。グループワーク発表に向け準備をし
ておく。

4時間

取り上げるいくつかの企業について調べ要
約しておく。

4時間

取り上げるいくつかの製品について調べ要
約しておく。

4時間

2958
第12回

ブランド戦略

ケーススタディー（サービス・ブランド）

ケースとしていくつかのサービスを取り上げ、今までに学んだこ
とをベースに、ディスカッション形式でサービス・ブランド戦
略を解明する。
第13回

地域ブランド（国家、都市、地域におけるブランディング）
国家、都市、地域をブランドとして捉えた場合のブランド戦略に
ついて理解する。
さらに、地域における街、商店街等をブランドとして捉えた場
合のブランド戦略について理解する。

第14回

長期的なブランド管理、授業のまとめ
持続可能なブランドとして維持することの重要さを理解する。
授業のまとめ。
期末レポートおける課題提供をし、レポート作成時の注意点につ
いて指示をする。
その際研究倫理のもと、著作権と個人情報についての説明もおこ
なう。
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取り上げるいくつかのサービスについ
て調べ要約しておく。

4時間

ブランドとして認知されている国、都市、地
域をいくつか取り上げ、その特徴を４００字
程度にまとめたレポートを作成し提出する。

4時間

13回の授業を振り返り、ブランドについて
の自身の気づきを要約し、400字程度のレポー
トとして提出する。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

地域経営論
松田充史
3年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

長年旅行会社にて着型観光および地域イベントの企画・立案・商品造成および運営マネジメントを担当。ま
た自治体プロモーションなどをおこなってきた。（全14回）

授業概要
地域経営は経済効果や雇用創出の面から日本の最も重要なテーマの一つです。この授業では地域における政策・制度と企業のビジネスについ
て学びます。また近年重視される観光について、特に近畿圏のインバウンドの最新事例を取り上げ、その背景にある地域の課題と意義を発見し
ます。また持続可能性について、国や地方自治体だけではなく、民間や地域住民の参加や協働から議論します。そして、一連の講義と事例研
究を通し、自ら積極的、主体的に学ぶ力を身につけます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

課題発見力・提案力

日本の地域政策や経営を取り上げながら、課
題と将来について自身の考えを述べることが
できる。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

地域に関する情報を主体的に得ることができ
る。

2 ．DP7.完遂

成果物を完成させることができる。

3 ．DP8.意思疎通

グループワークで協力することができる。

4 ．DP9.役割理解・連携行動

グループワークで自身の役割を理解し行動す
ることができる。

学外連携学修
有り

(連携先：自治体他)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
グループワーク・定期試験を受けること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業での取り組み

： 独自のルーブリックに基づいて、合計60点満点で評価します。
60％

定期試験

： 試験の素点に基づいて到達度を評価します。
40％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
・「地域創造のための観光マネジメント講座」学芸出版社（2016）
・「観光白書 最新版」（国土交通省）

履修上の注意・備考・メッセージ
・本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められます。
・「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をしてください。
・原則毎回の授業には出席すること。欠席の場合は必ず欠席届を提出すること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜日3時限（13:10～14:50）

場所：

西館2階 個人研究室15
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備考・注意事項： 質問は授業の前後にも答えますが、メールでも対応します。
アドレス：matsuda-mi@osaka-seikei.ac.jp
メールには必ず氏名と学籍番号を書いてください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション
授業の目的と方法について説明をします。前半では地域観光につ
いて基本的なことを学び、後半ではグループワークをおこないま
す。

Google Classroomで振り返りシートをつくる

4時間

第2回

日本における人口減少と高齢化

観光における地方の取り組みについて調べて
おくこと。

4時間

国内の人口減少・少子高齢化について理解します。そのうえで地
方における観光の意義について考えます。
第3回

地方と地域のガバナンス
都市圏と地方圏(三大都市圏と東京一極集中)を理解します。その
うえでインバウンド政策など「観光立国」日本の政策について理
解します。

観光組織について調べておくこと。

4時間

第4回

地域観光の組織と主体（ケイパビリティ）
地域観光の組織と主体を理解します。ＤＭＯの事例などからを理
解します。さらに、地域活性化としての観光からケイパビリ
ティの概念など組織の在り方を多角的に理解します。

戦略とは何か調べておくこと。

4時間

第5回

地域観光の戦略（ブランディング）

日本で開催されるイベントについて調べてお
くこと。

4時間

地域観光の閑散期対策やオーバーツーリズ
ムについて調べておくこと。

4時間

地域が目的を達成するために必要となる打ち手を観光から考えま
す。さらにブランディングの概念など多角的に地域観光を理解し
ます。
第6回

地域観光の振興（MICE・イベント）
イベントや国際会議などの国家的な取り組みを通して、地域活性
化との関連を理解します。

第7回

地域観光の課題（閑散期・オーバーツーリズム）
変化の激しい環境下での地域観光の現状を理解します。地
域を取り巻く課題と視点を観光から考えます。閑散期やオーバー
ツーリズムなど多角的に課題を考えます。

調査対象について調べておくこと。

4時間

第8回

大阪の事例調査①（調査対象を選ぶ）
調査の下調べをします。調査の目的、方法を理解したうえで調査
対象を選びます。さらに資料をどのように入手するか、資料がど
の程度あるかを調べます。

調査内容について調べておくこと。

4時間

第9回

大阪の事例調査②（調査内容を決める）

フィールドワークの技法について調べておく
こと。

4時間

グループでのフィールドワークの観察内容を
まとめておく。

4時間

下調べによってわかったことをふまえて、調査内容を決めま
す。さらに、観光資源とは何か、資源の発掘から観光資源への開
発などの理解を深めます。
第10回

大阪の事例調査③（フィールドワーク）
フィールドワークでの観察をおこないます。より効果的な調査と
なるように、各グループで個々の役割を主体的かつ積極的に担い
ます。

第11回

大阪の事例調査③（調査）
学生同士の協働による調査を通して、地域観光の現状を理解しま
す。

各自で発表の準備をおこなう

4時間

第12回

発表会（1日目）
地域観光の調査内容をまとめ・発表します。パワーポイン
トを用いてプレゼンテーションをおこないます。

各自で議論の準備をおこなう

4時間

第13回

発表会（2日目）
発表した内容に対して質疑応答をします。グループで課題解
決の方向性を確認します。

議論の準備をしておく。

4時間

第14回

調査内容の分析と議論
調査を全員で振り返ります。本授業でのフレームワー
クを使い、調査内容を分析し議論したものを可視化します。

Google Classroomでまとめておく

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

観光マネジメント特殊講義
松田充史・大塚正博
3年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

教員のいずれもが実務経験がある。長年旅行会社にて企画・立案・商品造成および運営マネジメントを担
当（第1回～5回、第13回～14回）。および、旅行会社にて添乗員を経験。世界遺産マイスターを有す
る（第6回～12回）。

授業概要
ユネスコ総会で採択された世界遺産条約に基づく「世界遺産」は人類共通の財産とされる。条約成立の背景やユネスコの理念など基礎知
識を踏まえた上で、国内外の多様な遺産を学ぶ。我が国は23の世界遺産を有し、令和元年に「百舌鳥・古市古墳群」が大阪発の世界遺産とし
て登録された。世界遺産の普遍的価値の持続について課題が多くあり、そのマネジメントが求められている。本授業では世界遺
産を取り扱い、学修成果の可視化として「世界遺産検定」の合格をめざす。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

世界遺産に関する知識

異文化や価値観の多様性を理解できる

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

専門知識やスキルを習得する

世界遺産検定の合格

汎用的な力
1 ．DP9.役割理解・連携行動

グループで行う作業を理解したうえで、メン
バーとコミュニケーションを取りながら円
滑に作業を進めることができる

学外連携学修
有り

(連携先：世界遺産検定事務局)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
試験(レポート)。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業態度
30％
グループワーク
30％
定期試験

： 授業での態度を0～30点満点で評価し、積極性・主体性が見られれば30点、受動的であれ
ば20点、取り組む姿勢が見られなければ0点で評価します。
： グループワークの内容（発表・レポート）を30点満点で評価します。取り組み内容・積極性・主体
性があったかどうかを評価します。
： 世界遺産検定3級の必要知識を40点満点で評価します。合格相当の知識があれば40点とします。

40％

使用教科書
指定する
著者
世界遺産検定事務局

タイトル
・

出版社

きほんを学ぶ世界遺産100世界遺 ・ マイナビ出版
産検定3級公式テキスト

参考文献等
世界遺産検定事務局「くわしく学ぶ世界遺産300

世界遺産検定2級公式テキスト（最新版）」マイナビ出版。

履修上の注意・備考・メッセージ
・本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間以上の授業外学修が求められます。
・世界遺産検定事務局「きほんを学ぶ世界遺産100世界遺産検定3級公式テキスト(最新版)」を必ず購入してください。
（すでにテキストを持っている場合は旧版でも可）
・2022年7月2日（土）に学内で行われる「世界遺産検定2又は3級」試験を必ず受験してください(受験料別途)。
・原則毎回の授業には出席すること。欠席の場合は必ず欠席届を提出すること。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日3時限(13:10～14:50)

場所：

西館2階

個人研究室15

備考・注意事項： 質問は授業の前後にも答えますが、メールでも対応します。
アドレス：matsuda-mi@osaka-seikei.ac.jp
メールには必ず氏名と学籍番号を書いてください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第１回

オリエンテーション
・世界遺産を学ぶことによって得られるものを理解する。
・世界遺産検定の出題傾向や、検定3級以上の合格への道筋を理
解する。

世界遺産に関連する文献を読んでおく。

4時間

第２回

世界遺産の概要
・世界遺産とは何か。
・ユネスコの取り組みについて。

関西にある世界遺産をまとめておく

4時間

第３回

関西の世界遺産

世界遺産を一つ取り上げ、現状と課題をまと
めておく

4時間

・関西にある世界遺産について理解する。
第４回

観光と世界遺産
・世界遺産観光における現状と課題を理解する。

世界遺産の遺産価値を調べておく

4時間

第５回

世界遺産の基礎知識①（ユネスコの理念・世界遺産条約）

世界遺産に求められる価値についてまとめて
おく

4時間

「負の遺産」、「危機遺産」について、それ
ぞれまとめておく。

4時間

・世界遺産とユネスコの理念・役割について理解する。
・世界遺産条約誕生のきっかけと世界遺産の概念を理解する。
・世界遺産はどのように登録されるのかを順序立てて理解する。
第６回

世界遺産の基礎知識②（登録基準や世界遺産の価値）
・世界遺産の種類と数を理解する。
・世界遺産の登録基準について理解する。
・世界遺産に求められる価値について理解する。

第７回

世界遺産の基礎知識③(様々な世界遺産(危機遺産・負の遺
産））
・様々な登録形態について理解する。
・危機にさらされている世界遺産リストについて理解する。
・負の遺産からは、ユネスコ憲章の前文に謳われている「平和の
とりで」を理解する。

日本の世界遺産の特徴およびキーワードをま
とめておく。

4時間

第８回

様々な世界の文化遺産(日本の世界文化遺産）

自然遺産・複合遺産の該当ページを読み、そ
れぞれの遺産の特徴およびキーワードをまと
めておく。

4時間

・日本の世界文化遺産の全てについて理解する。
（日本のいくつかの遺産については基礎知識の授業の中でも触れ
ていきます）
・併せて関連する海外の世界遺産についても理解する。
第９回

様々な世界の自然遺産・複合遺産(無形文化遺産・世界の記憶）
・日本の自然遺産の全てについて理解する。
・併せて関連する海外の世界遺産についても理解する。
・ユネスコの事業である、「無形文化遺産」や「世界の記憶」に
ついて理解する。

世界遺産の問題点をまとめておく。

4時間

第10回

世界遺産の問題点や今後の方向性
・オーバーツーリズムなど、観光の観点から世界遺産登録の問題
点や課題を考え
る。
・昨今の世界遺産の特徴と今後の方向性について考える。
・本番と同じ難易度の模擬試験を行い、問題傾向を理解する。

過去問題を解いておく。

4時間

第11回

世界遺産検定の学習

模擬試験問題を解き、理解できていない分
野を把握しておく。

4時間

・模擬試験解説を通して、確実な理解度を高める。
・頻出過去問題解説を通して、重要事項を整理する。
・検定までの直前勉強方法を理解する。
第12回

世界遺産の検証（フィールドワーク）
グループで立てた仮説を検証するために調査対象を選定し、適
合する検証手段を選択する。

調査リストを作成

4時間

第13回

世界遺産の検証発表会(１日目）
・グループで選定した調査対象、検証手段に沿って、具体的に調
査した内容を発表する。

まとめを文章にしておく。

4時間

第14回

世界遺産の検証発表会(２日目）
・グループで選定した調査対象、検証手段に沿って、具体的に調
査した内容を発表する。

まとめを文章にしておく。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

Global Business Studies 1
Ｊリング
3年

開講時期

前期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
This is a seminar style class with global business content. Students can freely choose their own topics for study, class
presentations and discussion. The course will include useful career skills, and “life-long learning” techniques. We will use
all four skills: reading, writing, speaking and listening. There is no textbook to buy. The instructor with supply the study
materials. Students will choose their own study topics with instructor support from start to finish.
We may also create a video project. We may also join a videoconference with an international business person. We may give a
Project Based Learning PowerPoint explaining a self-chosen business topic.

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

Seminar style communication in English
for business purposes and studying
business content.

Students will become able to: Discuss
familiar topics, their field of study,
business topics, world events and give
their opinions/advice and
reasons/explanations.

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

Communication, collaboration,
creativity, critical thinking,
intercultural competence, well-being,
and digital literacy.

Discuss future professional goals,
intentions, hopes, and ambitions.
Read and understand factual texts.

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

Research, exchange, check, and confirm
factual information. Give a presentation
on a topic of interest with teacher
support.

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・課題解決学習(PBL)
・その他(以下に概要を記述)
International ビデオ会議

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
It is the policy of this class to protect the privacy of all students and class participants. All data and videos that are
collected for evaluation will be deleted at the end of this class after grades have been submitted. Students may not take
screen captures, repost class materials, personal information or photos of others, or videoconference discussions to the
Internet. Students must not collect personal information or photos of anyone in this class. The images, text, and materials
used in this class are the property of the copyright holders.
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

SMART Goals Final Report and
Summaries 1-5
25％
Vocabulary notebook, PBL Report,
PPT Slides
25％

： 1/2-to-1 (A4) page, short report of self-chosen goals. Evaluated for grammar, spelling,
content.
Lesson discussion summaries evaluated for grammar, spelling, content
： 10 new words per week. Evaluated for spelling and content
1 to 2 (A4) page report. Spelling, completion, and content.
PowerPoint evaluated for grammar, spelling, and content.
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Class participation

： Actively participates in discussion and group work. Notetaking, summarizing.
30％

PBL Project
20％

： Theme and evaluation standards based on class and instructor choice. Rubric will be
negotiated by class and instructor.

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
There is no textbook to buy. The teacher will provide the study materials. Students will also choose their own study materials.
A dictionary is highly recommended.

履修上の注意・備考・メッセージ
Participation while Job Searching
Students who are busy “job hunting” can submit homework/short reports to cover any absences and give short presentations during
office hours.
Prerequisites
No prerequisites. Your previous courses at Osaka Seikei University have prepared you for this course.

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業で案内します。

場所：

初回授業で案内します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

Introduction/ Week 1
Ice Breaker/Make teams.
SL: Global Skills defined/reviewed.
TM: How to set SMART goals and how to summarize
information
Note: Teacher Materials (TM), Short Lecture (SL), Summary
and Discussion (SD).

Student Materials and Project

2時間

第2回

Week 2-Global skills
SL: Global skills continued. Working with other cultures
discussed/reviewed
TM: Summary 1 (in class).

Student Materials and Project

2時間

第3回

Week 3-Global business management/concepts
SL: Global business management/concepts
TM: Summary 1 continued (in class).

Student Materials and Project

2時間

第4回

Week 4-Language and culture
SL: Language, and primary culture
TM: Summary 2; Student choice.

Student Materials and Project

2時間

第5回

Week 5-International communication styles
SL: International communication styles
TM: Summary 3; Student choice
(in class)
SMAP Teacher Example:
Video conference preparation.

Student Materials and Project

2時間

第6回

Week 6-International communication styles
TM: Summary 3 continued.

Student Materials and Project

2時間

第7回

Week 7- Business Manners
SL: International communication styles, part 2.

Student Materials and Project

2時間

第8回

Week 8-Business Manners
SL: Respect and deference in high/low context cultures
TM: Summary 4 (finish in class)
HW; schedule office hour meeting with Instructor for Week
13 ,14, or 15.

Student Materials and Project

2時間

第9回

Week 9-Video Conference Preparation
Email contact/Video Conference Preparation/ Summary 5 (in
class).
Download the company profile from Google classroom,
HW; practice pronunciation and questions.
SL: International Business Manners.

Student Materials and Project

2時間

第10回

Week 10-Video Conference Preparation
Email contact/Video Conference with international company
(The instructor will support you). Ask
questions/Videoconference Notetaking/Summary 5.

Student Materials and Project

2時間

第11回

Week 11-Student choice research
Student choice Research Summary 5 and PBL Research Report
writing used for PowerPoint Project-Based Learning (PBL)
presentations. PBL example by Instructor.

Student Materials and Project

2時間

第12回

Week 12-Student choice research
Continue Student Choice Research Summary 5 and PBL
Research Report writing used for PowerPoint Project-Based
Learning (PBL) presentations.

Student Materials and Project

2時間

第13回

Week 13-Student choice presentations
Global Business PowerPoint PBL Presentations.

Student Materials and Project

2時間

第14回

Week 14-Student choice presentations

Student Materials and Project

2時間
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Global Business PowerPoint PBL Presentations continued (if
necessary).
SL: Class summary and concluding comments.
第15回

No Week 15
No Week 15

No Week 15
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

Global Business Studies 2
Ｊリング
3年

開講時期

後期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
This is a seminar style class with global business content. Students can freely choose their own topics for study, class
presentations and discussion. The course will include useful career skills, and “life-long learning” techniques. We will use
all four skills: reading, writing, speaking and listening. There is no textbook to buy. The instructor with supply the study
materials. Students will choose their own study topics with instructor support from start to finish.

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

Seminar style communication in English
for business purposes and studying
business content.

Students will become able to:
Discuss familiar topics, their field of
study, business topics, world events and
give their opinions/advice and
reasons/explanations.

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

Communication, collaboration,
creativity, critical thinking,
intercultural competence, well-being,
and digital literacy.

Discuss future professional goals,
intentions, hopes, and ambitions.
Read and understand factual texts.
Write brief reports.

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

Carry out a prepared interview with
teacher support.
Research, exchange, check, and confirm
factual information and negotiate.
Give a presentation on a topic of
interest with teacher support.

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・課題解決学習(PBL)
・その他(以下に概要を記述)
International ビデオ会議

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
It is the policy of this class to protect the privacy of all students and class participants. All data and videos that are
collected for evaluation will be deleted at the end of this class after grades have been submitted. Students may not take
screen captures, repost class materials, personal information or photos of others, or videoconference discussions to the
Internet. Students must not collect personal information or photos of anyone in this class. The images, text, and materials
used in this class are the property of the copyright holders.
成績評価の方法・評価の割合
SMART Goals Final Report and
Summaries 1-5

評価の基準

25％

： 1/2-to-1 (A4) page, short report of self-chosen goals. Evaluated for grammar, spelling,
content. Lesson discussion summaries evaluated for grammar, spelling, content

Vocabulary notebook, PBL Report,
： 10 new words per week. Evaluated for spelling and content.1 ? 2 (A4) page short report.
PPT Slides
Evaluated for spelling, completion, and content. PowerPoint slides evaluated.
25％
Class participation
30％

： Please tell the instructor when you will be absent.
Actively participates in discussion and group work.
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PBL Project
20％

： Theme and evaluation standards based on class and instructor choice. Rubric will be
negotiated by class and instructor.

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
There is no textbook to buy. The teacher will provide the study materials. Students will also choose their own study materials.
A dictionary is highly recommended.

履修上の注意・備考・メッセージ
No prerequisites. Your previous courses at Osaka Seikei University have prepared you for this course.

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業で案内します。

場所：

初回授業で案内します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

Introduction/ Week 1
Ice Breaker/Make teams.
SL: Global Skills defined/reviewed.
TM: SMART goals Part 2 and review of how to summarize
information.
Note: Teacher Materials (TM), Short Lecture (SL), Summary
and Discussion (SD)

Homework To Be Announced (HWTBA )

2時間

第2回

Week 2-Global skills
SL: Global skills continued. High and low context cultures
discussed/reviewed
TM: Summary 1 (in class); Do Happy Workers Increase
Productivity?

HWTBA

2時間

第3回

Week 3-Global business psychology and management
SL: Global business psychology and management.
TM: Summary 1 continued (in class)

HWTBA

2時間

第4回

Week 4-Global business teamwork psychology
Global business teamwork psychology.
TM: Summary 2; Student choice.

HWTBA

2時間

第5回

Week 5-Global business teamwork psychology continued
SL: Global business teamwork psychology continued.
TM: Summary 3; Student choice
(in class)
SMAP Teacher Example:
Video conference preparation

HWTBA

2時間

第6回

Week 6
TM: Summary 3 continued.

HWTBA

2時間

第7回

Week 7-International business styles
SL: International business styles.
TM: Summary 4 (in class); Student choice
HW; write progress reports on “SMART Hope Goals” (Refer
to style guide in Google classroom)

HWTBA

2時間

第8回

Week 8-Business manners in high/low context cultures
SL: Business manners in high/low context cultures
TM: Summary 4 (finish in class)
HW; schedule office hour meeting with Instructor for Week
13 ,14, or 15.

HWTBA

2時間

第9回

Week 9-Video Conference Preparation
Email contact/Video Conference Preparation/ Summary 5 (in
class).
Download the company profile from Google classroom,
HW; practice pronunciation and questions.
SL: Intercultural Business Communication

HWTBA

2時間

第10回

Week 10-Video Conference Preparation
Email contact/Video Conference with international company
(The instructor will support you). Ask
questions/Videoconference Notetaking/Summary 5

HWTBA

2時間

第11回

Week 11-Student choice research
Student choice Research Summary 5 and PBL Research Report
writing used for PowerPoint Project-Based Learning (PBL)
presentations. PBL example by Instructor.

HWTBA

2時間

第12回

Week 12-Student choice research
Continue Student Choice Research Summary 5 and PBL
Research Report writing used for PowerPoint Project-Based
Learning (PBL) presentations.

HWTBA

2時間

第13回

Week 13-Student choice presentations
Global Business PowerPoint PBL Presentations

HWTBA

2時間

第14回

Week 14-Student choice presentations
Global Business PowerPoint PBL Presentations continued (if
necessary).
SL: Class summary and concluding comments

HWTBA

2時間
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第15回

No Week 15
No Week 15

No Week 15
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

Global Marketing
国枝よしみ
3年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

航空会社を経て系列のホテルで企画・広報・マーケティング等管理職を経験、公募により県庁職員となり広
報、地域戦略等を経験し現在に至る。

授業概要
This course provides an overview on international marketing management knowledge focusing on principles and
practices. The course emphasizes on using marketing in managing in oversea context. It also covers issues
related to cross culture, economy, political and international ethics standards.
グローバル企業にとって進出しようとする現地の地理的条件やビジネスの慣行、文化、倫理、法律などさまざまな条件は、製品やサービスの販
売等に大きく影響します。本授業では、実際の企業のマーケティング活動や米国の大学で使われている参考文献を活用しながらできるだけわか
りやすく、グローバルマーケティングの理論と実務の両面を解説します。マーケティングの果たす役割や海外との取引の障壁となるもの
は何か、どのように乗り越えるか等理解できるようになります。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

Knowledge of identifing the importance
of marketing to a global economy

The student'll be able to address how to
conduct international market
development, such as market
segmentation, defining a target market
segment(s), and a marketing mix to
support targeted segments

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

To make marketing strategies for
international markets

The student will be able to describe the
process of international marketing from
a strategic and operational viewpoint.

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

The student will identify common
problems when establishing business
operations on foreign markets

2 ．DP5.計画・立案力

The student will be able to plan
International Marketing Strategies.

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

Presentation

： Presentation will be assessed according to my original rubric.
30％

Quiz
30％
Final report

： The quiz will be provided in order to test students’ knowledge about the materials
provided in the lectures and assessed according to my original rubric
： Final report will be assessed according to our university standard rubric

40％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
Masaaki Kotabe and Kristiaan Helsen(2014)International Marketing, John Wiley & Sons Inc; 6th Edition, International Student
Version
Pjilip R. Cateora, Mary C. Gilly and John L. Graham（2019）International Marketing, 18th Edition., McGraw-Hill Irwin, NY.

履修上の注意・備考・メッセージ
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原則として毎回出席すること。規定の出席回数に満たない場合は成績評価をしないことがありますので気をつけて下さい。
Students are required to participate and discuss positively in a class.積極的に議論に参加、発言することを期待します。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
場所：

金3限
西館３F

備考・注意事項： 上記以外でも可能ですのでメールで問い合わせてください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

Introduction and The Scope of International Marketing
・The Scope and Challenge of International Marketing
・The Dynamic Environment of International trade

To review marketing concept

4時間

第2回

The Cultural Environment of Global Markets

To review Geography in Asia and the
Pacific

4時間

・History and Geography :The Foundations of Culture
・Cultural Dynamics in Assessing Global Markets
第3回

Assesing Global Market opportunities
・Developing a Global Vision through Marketing Research
・Economic Development and the Americas
・Europe, the Asia Pacific Region, Africa and Middle East

What is a marketing opportunity example?

4時間

第4回

Developing Global Marketing Strategies

What kind of activities Japanese global
companies do?

4時間

To find out the service provided
worldside

4時間

To review Integrated Marketing
Communications

4時間

To review what we learned from the case

4時間

・Global Marketing Management : Planning and Organization
第5回

Products and Services for Consumers and Businesses
・Products and Services for Consumers
・Products and Services for Businesses
・International Marketing Channels

第6回

Developing Global Marketing Strategies
・Integrated Marketing Communications and International
Advertising
・Personal Selling and Sales Management
・Pricing for International Markets

第7回

Case Study
・Advertising; Personal Selling, Global Brand
・Case: Nestle

Management.

第8回

Global Brand Management in case of Japanese company
Since 2015, Shiseido has been making efforts under the
medium-to-long-term strategy VISION 2020 in order to “Be
a Global Winner with Our Heritage.” Shiseido has been
accelerating its investment in the prestige brands. Among
these brands, eight core brands have been driving robust
growth, including “Made in Japan” brands, ELIXIR and
ANESSA, accounting for 90% of total incremental growth.
These selection and concentration in core brands has been
greatly contributing to expanding sales growth. We'll
study the strategies and the cause of success.

To review the key issues of success.

4時間

第9回

The Cultural Environment of Global Marketing ：Disney
・The Not-So-Wonderful World of Euro Disney-Things Are
Better Now at Disneyland Resort Paris

To learn the danger of Stereotypes

4時間

第10回

The Cultural Environment of Global Marketing in Asia

To review Cultural Differnces in
Competitiveness

4時間

To learn the importance of follow-up
communications and procedures

4時間

To review the summary of Japanese,
American, and Chinese Business
Negotiation Styles

4時間

Coping with Corruption in Trading with China
第11回

McDonald's and Obesity
McDonald's and Obesity
論します

第12回

のケースを読んで、問題点について議

Assessing Global Market Opportunities
・4 National Office Machines―Motivating Japanese
Salespeople: Straight Salary or Commission?
上記の要点をまとめ理解します

第13回

Negotiating with International Customers
・The problems associated with cultural stereotypes
・How culture influences behaviors at the negotiation
table
・Common kinds of problems that crop up during
international business negotiations
・The similarities and differences in communication
behaviors in several countries
・How to prepare for international negotiations
上記のポイントを理解します

To review global ethical issues

4時間

第１4回

Presentation

To review what you have learned from the
case

4時間

・Discuss Marketing Strategies of Global Hotel Industries
that recently are expanding the chain hotels in Japan.
・最後に授業のまとめをします。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

Airline Business Strategy
中野毅
3年・4年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

長年にわたり外資系航空会社の日本支社での営業、営業企画、本社勤務に携わり、航空業界における豊富な経
験と知識を持つ。（全１４回）
Gaining experience working in one of International Aviation industries.(whole 14 lessons)

授業概要
この授業は、多くの英語の文献、動画等を使い、航空ビジネスを多面的に理解することを目的としています。航空ビジネスにおける航空会
社の様々な経営戦略をケースを使い理解し、また航空ビジネスを取り巻く、空港経営、航空機製造産業についても触れ、広く航空に関わるビジ
ネスの知識を得ることができます。
The teacher will introduce aviation history and current airline topics, students will understand overall airline business
strategies with various case studies, also recognize such specific business methods as network design, scheduling, pricing and
revenue management. Each student will be required active participation in several group activities followed by presentations and
discussions. The class shall be held mostly in English but with additional explanations for expert knowledge in Japanese

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

航空ビジネスにおける様々な仕事と役割、経
営上の戦略を理解する。

航空ビジネスにおける専門知識を習得し、航
空業界に求められる人材を理解することがで
きる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

航空ビジネスが抱える課題が発見できる。

2 ．DP6.行動・実践

グループワークにおいて協働し積極的に課
題に取り組むことができる。

3 ．DP9.役割理解・連携行動

ある特定の航空会社の事例研究をグルー
プで連携して取りまとめることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
・その他(以下に概要を記述)
個人発表、グループワーク成果発表において、評価、コメントをする。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること、規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、不合格とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末レポート
30％
授業への参加意欲

： 14回の授業終了後に期末レポートの提出を求める。学んだ成果を反映したレポートになっているか
を、独自のルーブリックに基づいて４段階で評価する。
： 毎回の授業での発言や、取り組む姿勢を独自のルーブリックに基づいて４段階で評価する。

20％
個人発表、グループワークとプレゼン ： 個人発表とグループワークにおける、積極性、果たす役割、貢献度を評価し、成果物であるプレゼ
テーション
ンテーションのまとまりを独自のルーブリックに基づいて４段階で評価する。
30％
リアクション・ペーパー
20％

： 毎回の授業の終わりに提出するリアクション・ペーパーで、学びの程度を独自のルーブリッ
クに基づいて４段階で評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業の都度、参考文献、資料、論文等を紹介します。
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履修上の注意・備考・メッセージ
・日々のニュースから、航空ビジネスに関連する記事があれば資料として残し、常に関心を絶やさないようにする。
・事前に配布の英語の資料、論文等は必ず授業前までに読み込み、要点をまとめておく。
・事例研究のグループワークでは積極的に協働することが求められる。
・本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」
に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日4限

場所：

西館４階（103号室）

備考・注意事項： メールで質問等も受け付けます。
その際タイトルに必ず、学籍番号と氏名を明記してください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

Course instruction
Course instruction.
Overall introduction of airline industry and environment.

第2回

History of airline industries
Understand aviation history from the Wright brothers,
through two big world wars until present.
Individual presentation : The airline of interest with
reasons.

第3回

Current airline overview / competition
Understand recent airline business situation under
COVID-19,compareing competitive business market situation
before.
Individual presentation : The airline of interest with
reasons.

第4回

Sales and Distribution
Understand various sales policies and distribution
channels.
Individual presentation : The airline of interest with
reasons.

第5回

Pricing and Revenue Management
Understand most major issues in airline business
management.
Group work instruction : An airline business strategy
research.

第6回

Scheduling, Routing and Network structure
Understand network strategy and route and network
planning.
Group work : An airline business strategy research(1).

第7回

Alliance and Joint Business, Mileage program
Understand commercial cooperation, code sharing and joint
venture cooperation.
Understand how mileage programs utilize in airline
business.
Group work : An airline business strategy research(2).

第8回

Marketing and Branding strategy
Understand airlines' marketing and branding strategy.
Group work : An airline business strategy research(3).

第9回

LCC/Low cost carriers’ business model and case study
Understand LCC business model differentiating from Full
service network carriers' under several case studies.
Group presentation: An airline business strategy research.

Pick-up one of the most attractive
airlines with reasons.

4時間

Read and summarize a handout. Prepare for
an individual presentation.

4時間

Read and summarize a handout. Prepare for
an individual presentation.

4時間

Read and summarize a handout. Prepare
for an individual presentation.

4時間

Read and summarize a handout. Prepare
for group work.

4時間

Read and summarize a handout. Prepare
for group work.

4時間

Read and summarize a handout. Prepare for
group work.

4時間

Read and summarize a handout. Prepare for
group work.

4時間

Read and summarize a handout. Prepare for
a group presentation.

4時間

第10回

Case study / inviting guest speaker
Invite a guest speaker from one of global airlines to
present their company and business strategy followed by QA
session.

Prepare for questions for QA session.

4時間

第11回

Group and Class discussion
Group work against a subject which the guest speaker
provided during the presentation, and share each idea in
the class.

Prepare for problem solving session.

4時間

第12回

Aviation industry / Aircraft manufacture
Exclusive market by Boeing and Airbus.

Read and summarize a handout.

4時間

第13回

Air Cargo
Understand the cargo sector that contributes to revenue as
well as the passenger sector.

Read and summarize a handout.

4時間

第14回

Current issues in industry, summary and review.
Aviation future and discussion.
Summary and review.
Remind and confirm research ethics guideline for the final
report.

Read and summarize a handout.

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

MICEビジネス論
苗村淑子
3年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

MICEビジネスのなかでも特に国際会議や大規模コンベンション、企業インセンティヴ等の誘致・運営の豊
富な実務経験を有する。（全14回）

授業概要
MICE（マイス）とは、Meeting（企業会議）、Incentive tour（企業の行う褒賞・研修旅行）、Convention（国際機関・団体・学会等の会
議）、Event/Exhibition（国際見本市・展示会、国際イベント等）の総称です。本授業では、国際コンベンションを中心としたMICEビジネ
スの基本を学び、グローバルな視野を持つことを主眼としています。MICEビジネスは、文化発信力と大きな経済効果のある集客ビジネスである
ことを学び、また、国際交流や都市ブランディング、都市戦略としても重要であることの理解を深めることができます。あらゆるビジネ
スに欠かせない異文化共生や多様性への適応力を身につけるとともに、グローバル社会で求められる思考力や課題解決力の基礎を身につけるこ
とができます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

MICEビジネスや都市ブランディング等につい
ての基礎知識や課題を学び、発表、議論す
る。

自ら問題意識を持って課題を適切に発
見し、対策を講じ、発表、議論することがで
きる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

MICEビジネスの国際文化交流力と多様
性に対する理解を深める。

異文化共生力の向上、およびグローバルな視
野を身につけることができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

グローバル社会での共生のための課題解決
力の基礎を学ぶことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
・その他(以下に概要を記述)
プレゼンテーションを実施し、コメントします。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ授業内容の理解が難しくなるため放棄とみなします。プレゼンテーション内
容、発表のスキル、小テスト、期末試験で評価します。独自のルーブリックに基づき5段階で評価します。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

ディスカッション・プレゼンテーショ ： テーマに沿って発表できているか。発表内容、スキル、主体的な取組姿勢等について独自のルーブ
ン
リックに基づき評価します。
30％
小テスト

： 講義内容の理解、課題解決力等について独自のルーブリックに基づき評価します。
20％

期末試験
50％

： 講義内容に関する知識と理解度を問う設問及びその分野の課題に関する自らの考えの提示等の観
点から独自のルーブリックに基づき評価します。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業において適宜指示します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むことに加え毎回の授業内
容を丁寧に復習し次回の授業に向けて予習をすること。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業教室

備考・注意事項： 授業前後に質問を受け付けるほか、メイルでの質問も可。

namura@g.osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

MICEビジネスの概要と授業の進め方について
MICEビジネス（国際会議や国際見本市・大型イベント等）の概
要、および国の成長戦略としての方針と取組について学びま
す。また、授業の目標、進め方、評価基準等についてシラバスを
もとに説明します。

第２回

MICE開催の基本知識

MICE ビジネスとは何か？
Meeting（企業会議）、Incentive（企業の行う報奨・研修旅
行）、Convention（国際機関・団体・学会等の会
議）、Event/Exhibition（大型イベント・博覧会・展示会
等）の具体的な内容とそれぞれの特徴、また観光インバウンドと
の相違点についても学びます。また、MICE開催に対する国の施
策や取組み状況についても詳しく学びます。
第３回

コンベンション（国際会議）の基礎知識
国際会議とは何か？ 国際的なコンベンション組織や国際会
議の基準、および国際機関・団体の会議や学会について学ぶとと
もに、主要国際会議場、コンベンション・ビューローの役割、コ
ンベンション用語等についても学びます。また、MICE開催の目
的、意義、効果、世界における日本の位置づけ等について理
解を深めます。

第４回

ハイレベル会議
ハイレベル会議とは何か？ G20、G7首脳会議及び閣僚会議、国
連や国連関連機関の開催するハイレベル会議を取り上げ、その開
催意義と影響、効果等について学びます。

第５回

MICEとプロトコール（外交儀礼）
プロトコール、外交儀礼とは何かを学びます。MICE開催のみなら
ず、国際交流やグローバル社会で活躍するために不可欠な実践
的スキルとしての国際マナーについても学びます。

最近開催された、または今後開催予定の主
要な国際会議、大型国際イベントの例をいく
つか考え、内容を調べておくこと。

4時間

“Meeting, Incentive, Convention, Event/
Exhibition”の内容、及び観光インバウン
ドとの相違点について予かじめ自習しておく
こと。

4時間

近年日本で開催された主要コンベンションに
ついて例を挙げて概要を調べておくこと。

4時間

2019年に大阪で開催されたG20首脳会議につい
て自習しておくこと。

4時間

外交儀礼や国際マナーやについて自習してお
くこと。

4時間

第６回

ミーティング、インセンティブ・ツァー、国際見本市・展示
会、国際イベントについて
企業の開催するグローバルな会議、海外からの褒賞・研修旅
行、国際見本市・展示会、国際イベント等について学びます。ま
た、「ユニーク・ベニュー」とは何かについても学び、プレゼン
テーションを行います。

ユニーク・ベニューとは何かについて予習し
ておくこと。

4時間

第７回

MICEと異文化対応

異文化共生や国際社会で通用するホスピタリ
ティとは何かについて考えておくこと。ま
た、ハラールについても自習しておくこと。

4時間

国内で指定されているグローバルMICE都市に
ついて予習しておくこと。都市のブランド力
強化に不可欠な条件について予め考えておく
こと。

4時間

DMO及び「プレイス・ブランディング」の概
念について自習しておくこと。また、MICE推
進のために必要な人材育成についても考えて
おくこと。

4時間

リスクマネジメント、サスティナビリ
ティ、レジリアンスの概念について自習して
おくこと。

4時間

日本、アジア太平洋地域、及び世界のMICE開
催状況について自習しておくこと。

4時間

IR統合型リゾートについて予め自習しておく
こと。

4時間

MICEビジネスを学ぶには、グローバルな視野を身につけ、異文化
共生や多様性への適応力も必要となります。異文化対応と国際社
会で役立つ「ホスピタリティ」「食文化」「コミュニケーショ
ン」についても学びます。
第８回

グローバルMICE都市と都市戦略強化

現在国内で指定されている「グローバルMICE都市」について、そ
の役割と課題等について学びます。また、MICE開催の効果を経済
的、文化的観点及び都市戦略と国際化の面から考え、それによ
り国や都市が国際社会で果たすリーダーシップについても学びま
す。
第９回

プレイス・ブランディングと観光づくり法人DMOの役割、人材育
成
「アジア有数のMICEビジネス都市」として選ばれ続けるために
は、国、都市、ステークホルダーの横断的連携力とDMO（観光地
域づくり法人）を中心としたプレイス・ブランディングが必要で
あること、また、MICEビジネスにおいて求められる人材とその育
成についても学びます。

第10回

MICEにおけるリスクマネジメントとサスティナビリティ
MICEビジネスにおけるリスマネジメントとは何か？災害、テ
ロ、感染症等様々な課題を踏まえ、レジリアンスの概念をもと
に対策を考えます。また、MICEビジネスでサスティナビリティを
どのように実践していくかについても学びます。

第11回

海外のMICEビジネスの取組
日本と世界のMICE開催状況を比較し、国際会議基準の相違点等か
らもグローバルなMICEビジネスの状況を学びます。また、近年
特に成長の著しいアジア太平洋地域の国を取り上げ、国家戦略と
してのMICE取組状況を学びます。

第12回

IR（統合型リゾート）ビジネス
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IR:Integrated Resorts 統合型リゾートとは何か？ 「特定複合
観光施設区域の整備のための基本的な方針」を踏まえ、国の施
策としてのIRビジネス導入の概要と海外の状況について学びま
す。
第13回

MICEビジネスの今後の課題と取組
ポストコロナを見据え、海外と日本の状況を比較しなが
ら、MICEビジネスの今後の課題と取組について学びます。

第14回

総括講義
世界で競争力があり「選ばれ続けるMICE都市」としてどのように
あるべきかについて、国際社会の動静を踏まえながら総括講
義を行います。
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MICEビジネスの今後の課題について自習して
おくこと。

4時間

第13回までの講義内容を十分に復習しておく
こと。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

English for Business Communication

3

坂井純子
4年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
This class aims to provide students with a higher level of English business communication skills. We use materials from "Market
Leader Intermediate" with the goal of developing a knowledge base and business English communication skills through a variety of
topics in the international business context. Class assignments will be a mixture of presentations, discussions, and
communicative activities with a focus on meeting the needs of practical and real-life business communication situations in
English. The class will also introduce the business and cultural topics relevant in the contemporary business society.

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

To acquire the four skills of English,
and to deepen understanding and business
English communication skills

Students can understand English for work
purposes and demonstrate workplace
English through role-plays,
presentations, etc.

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

To understand listening texts in
real-life office situations and in
different business contexts.

Students can comprehend key information
in the relevant office, business, and
workplace environments. Students will
learn to listen for main ideas and
important information.

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

Students can communicate and learn from
in-class activities in groups and pairs.
To be able to ask and answer questions
in English about business and work.

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
成績評価の方法・評価の割合
Class Participation (homework,
preparation)

評価の基準

20％

Quizze
25％
Presentation/Projects

： Students will receive a grade for homework completion. Preparation and participation
grades will be assessed as classwork completion grades.
： Students will have frequent vocabulary and word quizzes. Quizzes will grade student
accuracy.
： Students will give presentations and be evaluated on a rubric.

30％
Final Exam

： Students will be tested on their understanding of the course.
25％

使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社
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出版年

2966
Cotton, Falvey, & Kent

・

ntermediate Market Leader 3rd ・ Pearson Education
Edition Extra

・

2016 年

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
This class is a 2-credit course that will require classwork and preparation every week outside of classroom hours. Students
should be prepared to complete classwork assignments on time every week and attend classes as instructed. Students should be
ready to use English actively in class and participate at all times.

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業で案内します。

場所：

初回授業で案内します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

Introductions / Unit 1 Brand
Course outline and introduction. Students will learn
course objectives and expectations. Students will also
learn how to use resources.

Unit 1. vocabulary study, content review,
content preview

2時間

Unit 1. vocabulary study, content review,
content preview

2時間

Unit 1.vocabulary study, content review,
content preview

2時間

Unit 1.vocabulary study, content review,
content preview

2時間

Unit 1 vocabulary study, content review,
Unit 2 content preview

2時間

Unit 2.vocabulary study, content review,
content preview

2時間

Unit 2.vocabulary study, content review,
prepare for presentation

2時間

Unit 2. vocabulary study, content review,
prepare for presentation

2時間

Unit 2. vocabulary study, content review,
prepare for presentation

2時間

Unit 2 vocabulary study, reflection, Unit
3 content preview

2時間

Unit 3.vocabulary study, content review,
content preview

2時間

Unit 3. vocabulary study, content review,
content preview

2時間

Unit 3 vocabulary study, content review,
content preview

2時間

Unit 1: Brands
warming-up activities
第2回

Unit1 Brand: Starting up and Vocabulary
Students will practice speaking and learn vocabulary
connected to the unit.
Students will learn meaning, form, and pronunciation of
lexis.

第3回

Unit 1 Brand: Reading and Listening
Students will do listening and reading activities related
to the topic. Students will listen to and watch authentic
business English materials and discuss the content and
important concepts in there.

第4回

Unit 1 Brand: Language Review and Skills
Students will review the language and grammar from the
units and practice them in conversations in business
situations.

第5回

Unit 1 Brand: Case Study
Students will read and discuss a case related to the
topic, and write a business email.

第6回

Unit 2 Travel: Starting up and Vocabulary
Students will practice speaking and learn vocabulary
connected to the unit.
Students will learn meaning, form, and pronunciation of
lexis.

第7回

Unit 2 Travel: Reading and Listening
Students will do listening and reading activities related
to the topic. Students will listen to and watch authentic
business English materials and discuss the content and
important concepts in there.

第8回

Unit 2 Travel: Language Review and Presentation Skills
Students will review the language and grammar from the
units and practice them in conversations in business
situations.

第9回

Unit 2 Travel : Case Study
Students will discuss a case related to the topic and then
write a business email.

第10回

Presentation
Students will give a formal presentation on a brand of
their choice.

第11回

Unit 3 Change: Starting up and Vocabulary
Students will practice speaking and learn vocabulary
connected to the unit.
Students will learn meaning, form, and pronunciation of
lexis.

第12回

Unit 3 Change: Reading and Listening
Students will do listening and reading activities related
to the topic. Students will listen to and watch authentic
business English materials and discuss the content and
important concepts in there.

第13回

Unit 3 Change: Language Review and Skills
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Students will review the language and grammar from the
units and practice them in conversations in business
situations.
第14回

Unit 3 Change: Case Study
Students will discuss a case related to the topic and then
write an action minute for the case.

第15回

Unit 4 Organization: Starting up and Vocabulary
Students will get introduced to the topic of great ideas
and business ideas.
Students will present mid-term presentation product
introducing and recommending about a product.

第16回

Unit 4 Organization: Reading and Listening
Students will do listening and reading activities related
to the topic. Students will listen to and watch authentic
business English materials and discuss the content and
important concepts in there.

第17回

Unit 4 Organization: Language Review and Skills
Students will review the language and grammar from the
units and practice them in conversations in business
situations.

第18回

Unit 4 Organization: Case Study
Students will discuss a case related to the topic and then
write a business email.

第19回

Group Presentation
Students will make a group presentation on a topic they
choose from Unit 2 or 3. The presentations will be
assessed by rubric and group contribution feedback.

第20回

Unit 5 Advertising: Start up and Vocabulary
Students will practice speaking and learn vocabulary
connected to the unit.
Students will learn meaning, form, and pronunciation of
lexis.

第21回

Unit 5 Advertising: Reading and Listening
Students will do listening and reading activities related
to the topic. Students will listen to and watch authentic
business English materials and discuss the content and
important concepts in there.

第22回

Unit 5 Advertising: Language Review and Skills
Students will review the language and grammar from the
units and practice them in conversations in business
situations.

第23回

Unit 5 Advertising: Case Study
Students will discuss a case related to the topic and then
write a business email..

第24回

Unit 6 Money: Starting up and Vocabulary
Students will practice speaking and learn vocabulary
connected to the unit.
Students will learn meaning, form, and pronunciation of
lexis.

第25回

Unit 6 Money: Reading and Listening
Students will do listening and reading activities related
to the topic. Students will listen to and watch authentic
business English materials and discuss the content and
important concepts in there.

第26回

Unit 6 Money: Language Review and Skills
Students will review the language and grammar from the
units and practice them in conversations in business
situations.

第27回

Unit 6 Money: Case Study
Students will discuss a case related to the topic and then
write a business email.

第28回

Unit 1-6 Review and Working Across Cultures
Students will exchange opinions about working in different
cultures. They sill discuss pros and cons of different
workstyles. Students will complete a cumulative review on
the content of Unit 1-6 and work in groups.
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Unit 3 vocabulary study, content review,
Unit 4 content preview

2時間

Unit 4.vocabulary study, content review,
presentation preparation

2時間

Unit 4. vocabulary study, content review,
presentation preparation

2時間

Unit 4. vocabulary study, content review,
presentation preparation

2時間

Unit 4. vocabulary study, content review,
presentation preparation

2時間

Unit 4 vocabulary study, reflection Unit
5 content preview

2時間

Unit 5. vocabulary study, content review,
content preview

2時間

Unit 5.vocabulary study, content review,
content preview

2時間

Unit 5.vocabulary study, content review,
content preview

2時間

Unit 5 vocabulary study, content review,
Unit 6 content preview

2時間

Unit 6 vocabulary study, content review,
content preview

2時間

Unit 6. vocabulary study, content review,
content preview

2時間

Unit 6 vocabulary study, content review,
content preview

2時間

Unit 6. vocabulary study, content review,
content preview

2時間

vocabulary study, content review

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

English for Business Communication

4

坂井純子
４年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
This class aims to provide students with a higher level of English business communication skills. We use materials from "Market
Leader Intermediate" with the goal of further developing a knowledge base and business English communication skills through a
variety of topics in the international business context. The textbook includes authentic resource materials, and through case
studies, we discuss realistic business problems and solutions in the international business world. Class assignments will be a
mixture of presentations, discussions, reading, writing, and communicative activities with a focus on meeting the needs of
practical and real-life business communication situations in English. The class will also introduce the business and cultural
topics relevant in the contemporary business society.

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

To acquire the four skills of English,
and to deepen understanding and business
English communication skills

Students can understand English for work
purposes, and demonstrate workplace
English through role-plays,
presentations, etc.

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

To understand listening texts in
real-life office situations and in
different business contexts.

Students can comprehend key information
in the relevant office, business, and
workplace environments. Students will
learn to listen for main ideas and
important information.

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

Students can to communicate and learn
from in-class activities in groups and
pairs. To be able to ask and answer
questions in English about business and
work.

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
成績評価の方法・評価の割合
Class Participation (homework,
preparation)

評価の基準

20％

Quizze
25％
Presentation/Projects

： Students will receive a grade for homework completion. Preparation and participation
grades will be assessed as classwork completion grades.
： Students will have frequent vocabulary and word quizzes. Quizzes will grade student
accuracy.
： Students will give presentations and be evaluated on a rubric.

30％
Final Exam

： Students will be tested on their understanding of the course.
25％

使用教科書
指定する
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著者

タイトル

Cotton, Falvey, & Kent

・

出版社

ntermediate Market Leader 3rd ・ Pearson Education
Edition Extra

出版年
・

2016 年

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
This class is a 2-credit course that will require classwork and preparation every week outside of classroom hours. Students
should be prepared to complete classwork assignments on time every week and attend classes as instructed. Students should be
ready to use English actively in class and participate at all times.

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業で案内します。

場所：

初回授業で案内します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

Introductions / Unit 7 Cultures
Course outline and introduction. Students will learn
course objectives and expectations. Students will also
learn how to use resources.

Unit 7. vocabulary study, content review,
content preview

2時間

Unit 7 Cultures. vocabulary study,
content review, content preview

2時間

Unit 7.vocabulary study, content review,
content preview

2時間

Unit 7 vocabulary study, content review,
content preview

2時間

Unit 7 vocabulary study, content review,
Unit 8 content preview

2時間

Unit 8.vocabulary study, content review,
content preview

2時間

Unit 8.vocabulary study, content review,
prepare for presentation

2時間

Unit 8. vocabulary study, content review,
prepare for presentation

2時間

Unit 8. vocabulary study, content review,
prepare for presentation

2時間

Unit 8 vocabulary study, reflection, Unit
9 content preview

2時間

Unit 9.vocabulary study, content review,
content preview

2時間

Unit 9. vocabulary study, content review,
content preview

2時間

Unit 9 vocabulary study, content review,
presentation preparation

2時間

Unit 7: Cultures
warming-up activities
第2回

Unit 7 Cultures: Starting up and Vocabulary
Students will practice speaking and learn vocabulary
connected to the unit.
Students will learn meaning, form, and pronunciation of
lexis.

第3回

Unit 7 Cultures: Reading and Listening
Students will do listening and reading activities related
to the topic. Students will listen to and watch authentic
business English materials and discuss the content and
important concepts in there.

第4回

Unit 7 Cultures Language Review and Skills
Students will review the language and grammar from the
units and practice them in conversations in business
situations.

第5回

Unit 7 Cultures: Case Study
Students will read and discuss a case related to the
topic, and write a business report.

第6回

Unit 8 Human Resources: Starting up and Vocabulary
Students will practice speaking and learn vocabulary
connected to the unit.
Students will learn meaning, form, and pronunciation of
lexis.

第7回

Unit 8 Human Resources: Reading and Listening
Students will do listening and reading activities related
to the topic. Students will listen to and watch authentic
business English materials and discuss the content and
important concepts in there.

第8回

Unit 8 Human Resources: Language Review and Skills
Students will review the language and grammar from the
units and practice them in conversations in business
situations.

第9回

Unit 8 Human Resources : Case Study
Students will discuss a case related to the topic and then
write a business letter.

第10回

Presentation
Students will give a formal presentation on a topic they
choose in relation with cultures.

第11回

Unit 9 International Markets: Starting up and Vocabulary
Students will practice speaking and learn vocabulary
connected to the unit.
Students will learn meaning, form, and pronunciation of
lexis.

第12回

Unit 9 International Markets: Reading and Listening
Students will do listening and reading activities related
to the topic. Students will listen to and watch authentic
business English materials and discuss the content and
important concepts in there.

第13回

Unit 9 International Markets: Language Review and Skills
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Students will review the language and grammar from the
units and practice them in conversations in business
situations.
第14回

Unit 9 International Markets: Case Study
Students will discuss a case related to the topic and then
write a business email.

第15回

Unit 10 Ethics: Starting up and Vocabulary
Students will get introduced to the topic of great ideas
and business ideas.
Students will present mid-term presentation product
introducing and recommending about a product.

第16回

Unit 10 Ethics: Reading and Listening
Students will do listening and reading activities related
to the topic. Students will listen to and watch authentic
business English materials and discuss the content and
important concepts in there.

第17回

Unit 10 Ethics: Language Review and Skills
Students will review the language and grammar from the
units and practice them in conversations in business
situations.

第18回

Unit 10 Ethics: Case Study
Students will discuss a case related to the topic and then
write a business report.

第19回

Group Presentation
Students will make a group presentation on a topic they
choose from Unit 8 or 9. The presentations will be
assessed by rubric and group contribution feedback.

第20回

Unit 11 Leadership: Start up and Vocabulary
Students will practice speaking and learn vocabulary
connected to the unit.
Students will learn meaning, form, and pronunciation of
lexis.

第21回

Unit 11 Leadership: Reading and Listening
Students will do listening and reading activities related
to the topic. Students will listen to and watch authentic
business English materials and discuss the content and
important concepts in there.

第22回

Unit 11 Leadership: Language Review and Skills
Students will review the language and grammar from the
units and practice them in conversations in business
situations.

第23回

Unit 11 Leadership: Case Study
Students will discuss a case related to the topic and then
write a business email..

第24回

Unit 12 Competition: Starting up and Vocabulary
Students will practice speaking and learn vocabulary
connected to the unit.
Students will learn meaning, form, and pronunciation of
lexis.

第25回

Unit 12 Competition: Reading and Listening
Students will do listening and reading activities related
to the topic. Students will listen to and watch authentic
business English materials and discuss the content and
important concepts in there.

第26回

Unit 12 Competition: Language Review and Skills
Students will review the language and grammar from the
units and practice them in conversations in business
situations.

第27回

Unit 12 Competition: Case Study
Students will discuss a case related to the topic and then
write a business email.

第28回

Unit 7-12 Review and Working Across Cultures
Students will exchange opinions about working in different
cultures. They sill discuss pros and cons of different
workstyles. Students will complete a cumulative review on
the content of Unit 7-12 and work in groups.
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Unit 9 vocabulary study, content review,
Unit 10 content preview

2時間

Unit 10.vocabulary study, content review,
presentation preparation

2時間

Unit 10. vocabulary study, content
review, presentation preparation

2時間

Unit 10. vocabulary study, content
review, presentation preparation

2時間

Unit 4. vocabulary study, content review,
content preview

2時間

Unit 10 vocabulary study, reflection Unit
11 content preview

2時間

Unit 11. vocabulary study, content
review, content preview

2時間

Unit 11.vocabulary study, content review,
content preview

2時間

Unit 11.vocabulary study, content review,
content preview

2時間

Unit 12 vocabulary study, content review,
Unit 12 content preview

2時間

Unit 12 vocabulary study, content review,
content preview

2時間

Unit 12. vocabulary study, content
review, content preview

2時間

Unit 12 vocabulary study, content review,
content preview

2時間

Unit 12. vocabulary study, content
review, content preview

2時間

vocabulary study, content review

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

Thesis Writing１
フロンク
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
In this class, students will review English grammar structures for writing in English. Through grammar practice activities and
vocabulary building activities, students will gain the tools necessary to write simple, logical English compositions. Thesis
Writing 1 will prepare students for Thesis Writing 2, which will focus on building sentences into complete paragraphs. Evaluation
will be focused on accuracy and students will be encouraged to write with accurate spelling and grammar.

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

Thorough knowledge of the basics of
English grammar and composition

Students will be able to draft their own
English compositions without the use of
dictionaries or machine translation

汎用的な力
1 ．DP7.完遂

Students will be able to begin, edit,
and complete English compositions in a
thorough and detailed manner

2 ．DP8.意思疎通

Students will be able to convey their
thoughts through English composition

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
・その他(以下に概要を記述)
Peer editing: students will edit each other's papers

成績評価
注意事項等
It is the student’s responsibility to schedule times to make up quizzes or tests due to absences. Failure to make up these
tests or quizzes will result in a zero for the assignment.
This class follows Personal Brand Management guidelines. Failure to follow these guidelines negatively affects the student's
classwork grade.
Students will actively practice the instructed skills in class and at home. As such, homework and classwork will be a large
part of students' evaluation.
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

Homework
10％
Classwork
20％
Quizzes

： The student's ability to follow instructions and complete assignments will affect their
homework grade.
： The student's ability to follow instructions, complete assignments, and participate with
classmates will affect their classwork grade.
： Students will be graded for grammatical and spelling accuracy on their quizzes.

20％
Midterm exam
25％
Final exam
25％

： Exams will evaluate knowledge and application of English grammar, punctuation and
spelling.
： Exams will evaluate knowledge and application of English grammar, punctuation and
spelling.

使用教科書
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指定する
著者

タイトル

Folse, Keith S.

・

出版社

Great Writing: Foundations

・ National Geographic Learning

出版年
・

2019 年

参考文献等
Swan, Michael. (2016) “Practical English Usage.” Oxford University Press

履修上の注意・備考・メッセージ
This class is a hybrid class, combining face-to-face instruction and Google Classroom-based on-demand classes.
For writing homework/activities, machine translation (i.e. Google translate, LINE translate, etc.) will not be accepted. These
words are not the students' own thoughts and words, and thus constitutes plagiarism. Students will receive no credit for machine
translated writings and will be referred to disciplinary procedures when applicable.
Written homework assignments must be presented to the teacher before class for credit. Homework will not be accepted late. If a
student will be absent, they may turn in the assignment early by hand or by e-mail.

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

TBD

場所：

Global Building English Education Center

備考・注意事項： Students will be notified of office hours during the first class.
Students can reach Mr. Fronk and request an appointment by sending an e-mail to fronk@g.osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

Introduction to class: discussion
Teacher and students will discuss expectations, rules and
repercussions, and homework. Students are expected to
understand the syllabus and the teacher's expectations,
and are also encouraged to communicate their expectations
of the class with the teacher.

第2回

Introduction to textbook and review of grammar
Students will begin their review of basic English grammar
and spelling, starting with a discussion about the basic
structure of the English sentence.

第3回

Simple present "be" and other verbs
Students will write about classmates with the simple
present tense of the &quot;be&quot; verb.

第4回

Simple present verbs
Students will write about their routines with using the
simple present tense.

第5回

Noun: writing about cities
Students will learn about nouns by using nouns to write
about cities.

第6回

The how's and why's of peer editing
Students will learn about editing their peers' papers. By
reviewing other students' paper, students will recognize
the importance of perspective when it comes to editing
papers, including their own work.

第7回

Pronouns
Students will practice using pronouns this week by writing
about the job of someone they know. In preparation,
students will review pronouns and their uses in
composition and will be introduced to the vocabulary and
spelling words for the unit.

第8回

Writing about jobs
Using pronouns, students will write about the job of
someone they know.

第9回

Enhancing writing with adjectives
Students will write about places later this week. In
preparation, students will review adjectives and their
uses in composition and will be introduced to the
vocabulary and spelling words for the unit.

第10回

Writing about places
Using adjectives, students will write about a number of
difference places in the world.

第11回

Paragraph writing and the conjuction "and"
Students will learn how to put sentences together to form
a paragraph. In preparation, students will review the
conjunction &quot;and&quot; and its uses in composition
and will be introduced to the vocabulary and spelling
words for the unit.

第12回

Writing about schedules
Students will practice using the conjuction
&quot;and&quot; by writing paragraphs about their weekly
schedule.
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Vocabulary and grammar activities,
vocabulary and spelling review

2時間

Vocabulary and grammar activities,
vocabulary and spelling review

2時間

Vocabulary and grammar activities,
vocabulary and spelling review

2時間

Vocabulary and grammar activities,
vocabulary and spelling review

2時間

Vocabulary and grammar activities,
vocabulary and spelling review

2時間

Vocabulary and grammar activities,
vocabulary and spelling review

2時間

Vocabulary and grammar activities,
vocabulary and spelling review

2時間

Vocabulary and grammar activities,
vocabulary and spelling review

2時間

Vocabulary and grammar activities,
vocabulary and spelling review

2時間

Vocabulary and grammar activities,
vocabulary and spelling review

2時間

Vocabulary and grammar activities,
vocabulary and spelling review

2時間

Vocabulary and grammar activities,
vocabulary and spelling review

2時間
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第13回

Writing about processes
Students will practice writing about processes by
describing how to make their favorite food. edit a draft
of a previous work to make their midterm paper.

第14回

Midterm: how to edit a paper to create a final draft
Students will edit a draft of a previous work. Their final
draft will be their midterm paper.

第15回

Prepositions
Students will write about places to visit in cities known
for tourism this week. In preparation, students will
review prepositions and their uses in composition and will
be introduced to the vocabulary and spelling words for the
unit.

第16回

Tourist cities
Students will use prepositions to write sentences about
cities that millions of tourists visit every year.

第17回

Compound sentences
Students will write about hobbies this week. In
preparation, students will review compound sentences and
their uses in composition and will be introduced to the
vocabulary and spelling words for the unit.

第18回

Writing about hobbies
Using compound sentences, students will write sentences
about the hobby of someone they know.

第19回

Simple past
Students will write a story this week. In preparation,
students will review the simple past verb tense and its
uses in composition and will be introduced to the
vocabulary and spelling words for the unit. Students will
also learn about story structure, including conflict,
climax, and resolution.

第20回

Story structure
Students will write about their past using simple past
verb tense and story structure. Students will write a
story including conflict, climax, and resolution.

第21回

Complex sentences
Students will write about their first job later this week.
In preparation, students will review complex sentences and
their uses in composition and will be introduced to the
vocabulary and spelling words for the unit.

第22回

Firsts
Students will write about their first job using complex
sentences.

第23回

Adverbs
Students will write sentences about their neighbors this
week. In preparation, students will review adverbs and
their uses in composition and will be introduced to the
vocabulary and spelling words for the unit.

第24回

Neighbors
Students will use adverbs to write about their neighbors.

第25回

Present progressive
This week, students will write about chores they do. In
preparation, students will review the present progressive
tense and its uses in composition and will be introduced
to the vocabulary and spelling words for the unit.

第26回

Chores
Students will write about chores. Imagining they are doing
chores write now, students will write about doing these
chores in the present progressive tense.

Vocabulary and grammar activities,
vocabulary and spelling review

2時間

Vocabulary and grammar activities,
vocabulary and spelling review

2時間

Vocabulary and grammar activities,
vocabulary and spelling review

2時間

Vocabulary and grammar activities,
vocabulary and spelling review

2時間

Vocabulary and grammar activities,
vocabulary and spelling review

2時間

Vocabulary and grammar activities,
vocabulary and spelling review

2時間

Vocabulary and grammar activities,
vocabulary and spelling review

2時間

Vocabulary and grammar activities,
vocabulary and spelling review

2時間

Vocabulary and grammar activities,
vocabulary and spelling review

2時間

Vocabulary and grammar activities,
vocabulary and spelling review

2時間

Vocabulary and grammar activities,
vocabulary and spelling review

2時間

Vocabulary and grammar activities,
vocabulary and spelling review

2時間

Vocabulary and grammar activities,
vocabulary and spelling review

2時間

Vocabulary and grammar activities,
vocabulary and spelling review

2時間

第27回

Preparation for Final Paper: Experience
Students will use lists, simple past, compound sentences,
complex sentences, draft revision, and peer editing to
write their final paper for the class. The topic will be
discussed in class.

Finish final report rough draft

2時間

第28回

Final paper: Experience
Students will finish their final draft for their report.
This report will be a culmination of the grammar and
vocabulary the student reviewed or learned anew this
semester.

Finish final report final draft

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

Thesis Writing２
フロンク
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
In this class students will focus on building concise, accurate sentences into complete paragraphs for writing. Students will
learn how to report information and express their thoughts logically in writing in the English language through grammar
activities, vocabulary practice, and writing practice. Students will learn how to view their writing and the writing of their
peers objectively through draft editing.

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

Ability to apply English skills into
accurate English composition

Students will be able to view their own
English work critically, make
corrections as needed, and express their
thoughts in written English with
accurate grammar.

汎用的な力
1 ．DP7.完遂

Students will be able to draft and
complete simple English compositions
with a high level of accuracy

2 ．DP8.意思疎通

Students will be able to present
information and communicate using
written English

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
・その他(以下に概要を記述)
Peer editing: students will edit each other's papers

成績評価
注意事項等
It is the student’s responsibility to schedule times to make up quizzes or tests due to absences. Failure to make up these
tests or quizzes will result in a zero for the assignment.
This class follows Personal Brand Management guidelines. Failure to follow these guidelines negatively affects the student's
classwork grade.
Students will actively practice the instructed skills in class and at home. As such, homework and classwork will be a large
part of students' evaluation.
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

Homework
10％
Classwork
20％
Quizzes

： The student's ability to follow instructions and complete assignments will affect their
homework grade.
： The student's ability to follow instructions, complete assignments, and participate with
classmates will affect their classwork grade.
： Students will be graded for grammatical and spelling accuracy on their quizzes.

20％
Midterm exam
25％
Final exam
25％

： Exams will evaluate knowledge and application of English grammar, punctuation and
spelling.
： Exams will evaluate knowledge and application of English grammar, punctuation and
spelling.
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使用教科書
指定する
著者

タイトル

Folse, K. S.; Muchmore-Vokoun, ・
A.; Vestri, E.

出版社

Great Writing 1: Great
Sentences for Great
Paragraphs

・ National Geographic Learning

出版年
・

2019 年

参考文献等
Swan, Michael. (2016) “Practical English Usage.” Oxford University Press

履修上の注意・備考・メッセージ
For writing homework/activities, machine translation (i.e. Google translate, LINE translate, etc.) will not be accepted. These
words are not the students' own thoughts and words, and thus constitutes plagiarism. Students will receive no credit for machine
translated writings and will be referred to disciplinary procedures when applicable.
Written homework assignments must be presented to the teacher before class for credit. Homework will not be accepted late. If a
student will be absent, they may turn in the assignment early by hand or by e-mail.

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

TBD

場所：

Global Building English Education Center

備考・注意事項： Students will be notified of office hours during the first class.
Students can reach Mr. Fronk and request an appointment by sending an e-mail to fronk@g.osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

Orientation: rules and expectations
Teacher and students will discuss expectations, rules and
repercussions, and homework. Students are encouraged to
discuss their expectations for the class and the teacher.

第2回

Thesis writing 1 review and application warm-ups
Students will begin a brief review of the content in
Thesis Writing 1 and apply this content in warm-up writing
exercises.

第3回

Review of sentence basics
Students will continue to review grammar from Thesis
Writing 1 with a focus on sentence basics.

第4回

Sentence structure and writing for prompts
Students will review sentence structure and practice
writing to textbook prompts.

第5回

Draft editing and peer editing
Students will learn how to edit their rough drafts and
edit their classmates' papers.

第6回

Structural elements of a paragraph
Students will learn and review structural elements of a
paragraph, including topic sentences and titles.

第7回

Grammar for paragraphs
Students will learn and review grammar for writing
paragraphs, including subject and object pronouns and
possessive adjectives.

第8回

The most interesting person I know
Students will write paragraphs about the most interesting
person they know.

第9回

Simple present tense
Students will review simple present tense. Students will
begin learning about simple and compound sentences in
paragraphs.

第10回

Using simple and compound sentences in paragraphs
Students will practice using simple and compound sentences
in paragraphs. Students will also learn about concluding
their paragraphs.

第11回

Paragraph structure and concluding sentences
Students will write this week about their favorite thing
to do. In preparation, students will learn about paragraph
structure and concluding sentences. Students will be
introduced to vocabulary and spelling words for the unit.

第12回

Favorite thing to do
Students will practice paragraph structure and concluding
sentences while writing about their favorite thing to do.

第13回

Writing about the past
Students will focus on grammar for writing about the past.
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Vocabulary and grammar activities,
vocabulary and spelling review

2時間

Vocabulary and grammar activities,
vocabulary and spelling review

2時間

Vocabulary and grammar activities,
vocabulary and spelling review

2時間

Vocabulary and grammar activities,
vocabulary and spelling review

2時間

Vocabulary and grammar activities,
vocabulary and spelling review

2時間

Vocabulary and grammar activities,
vocabulary and spelling review

2時間

Vocabulary and grammar activities,
vocabulary and spelling review

2時間

Vocabulary and grammar activities,
vocabulary and spelling review

2時間

Vocabulary and grammar activities,
vocabulary and spelling review

2時間

Vocabulary and grammar activities,
vocabulary and spelling review

2時間

Vocabulary and grammar activities,
vocabulary and spelling review

2時間

Vocabulary and grammar activities,
vocabulary and spelling review

2時間

Prepare for the midterm

2時間
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第14回

Midterm report: important historical events
Students will write a midterm report about important
historical events.

第15回

Writing about the future: making predictions
Students will practice writing complex sentences about the
future using &quot;will&quot; and &quot;be going to.&quot;
Students will make predictions about events that will
happen in the future. Students will also be introduced to
the vocabulary and spelling words for the unit.

第16回

Writing complex sentences about the future
Students will write about the future while focusing on
verbs and complex sentence use.

第17回

Writing about the future using clauses
This week, students will write about their goals. In
preparation, students will learn to improve sentence
variety using clauses and will be introduced to the
vocabulary and spelling words for the unit.

第18回

Goals
Students will use grammar for writing about the future to
write about their goals. Students will write about how
they will achieve their goals in the future.

第19回

Improving sentence variety
This week, students will write about eating at home or
eating at restaurants. In preparation, student will learn
about modal verbs and their uses in composition and will
be introduced to the vocabulary and spelling words for the
unit.

第20回

Eat in or eat out?
Students will write about eating at home or eating at
restaurants. Students will focuse on sentence variety and
modal verb use in their compositions.

第21回

Opinion verb + "that" clauses
This week, students will learn to respond to a reading
passage through writing. In preparation, student will
learn about opinion verb + &quot;that&quot; clauses and
their uses in composition and will be introduced to the
vocabulary and spelling words for the unit.

第22回

Responding through writing
Students will learn to respond to a reading passage
through writing.

第23回

Responses to reading
Students will read positive and negative written responses
to opinion paragraphs. Students will write positive and
negative responses to reading passages.

第24回

Lists and opinions
Students will learn to write with lists and opinion
clauses.

第25回

Combining sentences
Students will practice combining sentences and
indentifying complex sentences.

第26回

Books or E-books
Students will use complex sentences to write opinions
regarding books and e-books.

Vocabulary and grammar activities,
vocabulary and spelling review

2時間

Vocabulary and grammar activities,
vocabulary and spelling review

2時間

Vocabulary and grammar activities,
vocabulary and spelling review

2時間

Vocabulary and grammar activities,
vocabulary and spelling review

2時間

Vocabulary and grammar activities,
vocabulary and spelling review

2時間

Vocabulary and grammar activities,
vocabulary and spelling review

2時間

Vocabulary and grammar activities,
vocabulary and spelling review

2時間

Vocabulary and grammar activities,
vocabulary and spelling review

2時間

Vocabulary and grammar activities,
vocabulary and spelling review

2時間

Vocabulary and grammar activities,
vocabulary and spelling review

2時間

Vocabulary and grammar activities,
vocabulary and spelling review

2時間

Vocabulary and grammar activities,
vocabulary and spelling review

2時間

Vocabulary and grammar activities,
vocabulary and spelling review

2時間

第27回

Preparation for final report
Students will write about a prompt. Using the skills
gained cumulatively in Thesis Writing 2 to write a
paragraph with a topic sentence, supporting sentences with
sentence variety, and a concluding sentence. Paragraphs
will be self- and peer-edited.

Finish final report rough draft

2時間

第28回

Final report completion and polish
Students will use feedback from teacher- and peer-editing
to edit their rough draft for their final report.

Finish final report final draft

2時間

584

2970

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

マクロ経済学
本間哲也
3年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
マクロ経済学は，社会全体（普通は一国）の経済の動きを「全体として」捉える。そして「全体」で合計した，家計・企業の動き，市
場の動き，政府の働きを理解し，たとえば経済成長，景気循環，物価，失業などのメカニズムを解き明かそうとする学問である。
本科目では，マクロ経済学の基本的な考え方や分析の方法を学ぶ。それにより，社会の理解や政策立案の「道具」としての「経済
学の考え方」を身につけ，その有用性を実感してもらうことを目指す。
学んだ内容は今後，生活やビジネスの中で経済環境を理解する際や，政府や中央銀行の諸政策を評価する際に，的確な判断をする助けとなるで
あろう。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

国民経済・国際社会に関わる諸現象を捉え
る際に有効な，経済学的分析概念の知
識を得る。

国民経済・国際経済・政府や中央銀行の政
策，等のメカニズムを科学的に理解し，説
明できる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

経済状態の理解，政策の理解を助けるツー
ルとしての経済学的アプローチを修得する。

前項の分析手段を用いて，具体的事例を理
解し，また説明できる。選挙等の政治参
加で適切な判断ができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

経済学の考え方や接近方法を自らが関わる具
体的場面に援用し，適切な現状理解ができる

2 ．DP5.計画・立案力

前項の現状理解に基づき，適切な判断・意思
決定ができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

定期試験
40％
毎回の課題

： 学習内容の理解，適切な説明ができる文章力。 ※表面的な用語知識よりも概念やメカニズムの理
解を重視する。
： 授業内容の理解，諸事例に対する応用力。 ※提出資料の体裁や読みやすさも評価の対象。

40％
授業への貢献

： 質問・発言などの「参加」状況。
20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
・N.グレゴリー＝マンキュー『マンキュー経済学Ⅱ マクロ編（第４版）』東洋経済新報社，2019年
・N.グレゴリー＝マンキュー『マンキュー入門経済学（第３版）』東洋経済新報社，2019年
・塩路悦朗『やさしいマクロ経済学』日本経済新聞出版社，2019年
・その他，授業中に適宜示す

履修上の注意・備考・メッセージ
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・本科目は２単位の科目であるため，平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むことで，その回の授
業の内容を丁寧に復習すること。また，次回の授業に向けて予習をすること。
・履修開始前の特段の予備知識は不要。
・「ミクロ経済学」履修者は是非，本科目も履修して，ひと通りの「経済学」を身につけることが望ましい。もちろん「ミクロ」未修者の履
修も歓迎。
・授業中の発言・質問等の積極的な参加は高く評価する。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜３時限目

場所：

研究室（西館４階）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

授業ガイダンス・経済学の道具立て

講義の目的・内容・授業の進め方・評価方法など
社会科学における「経済学」の位置づけ，マクロ経済学の研究対
象，ミクロ経済学とマクロ経済学の違い，マンキューの「経済
学の十大原理」など
第2回

国民経済計算とGDP
国民経済計算体系の諸指標，GDPなど

第3回

物価・景気
物価，インフレ・デフレ，名目値と実質値など

第4回

GDPの決定
45度線分析，乗数効果など

第5回

消費・貯蓄・投資
消費と貯蓄，投資の決定，IS曲線

第6回

貨幣
貨幣の役割，信用創造など

第7回

金融
貨幣の需要・供給，LM曲線など

第8回

経済安定化政策
IS-LM分析，財政政策，金融政策

第9回

財政
政府の役割，財政収支，国債など

第10回

総需要と総供給
総需要曲線・総供給曲線を用いたマクロ経済分析

第11回

経済政策の有効性
古典派とケインズ派の主張など

第12回

経済成長
経済成長の原動力，成長理論

第13回

国際経済
国際収支，外国為替など

第14回

まとめ
授業の振り返りとまとめ，試験情報
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シラバスを読み直し，内容を確認する。復習
用教材等を用い，授業内容（経済学独特の基
礎的諸概念）を次回授業時に説明できるよう
にしておく。

4時間

復習用教材等を用い，授業内容（GDPの定
義，意義と限界など）を説明できるようにし
ておく。

4時間

復習用教材等を用い，授業内容（インフ
レ・デフレの原因や影響，実質値計算の方
法など）を説明できるようにしておく。

4時間

復習用教材等を用い，授業内容（均衡GDPの意
味，計算など）を説明できるようにしてお
く。

4時間

復習用教材等を用い，授業内容（IS曲線の導
出など）を説明できるようにしておく。

4時間

復習用教材等を用い，授業内容（貨幣の特
徴など）を説明できるようにしておく。

4時間

復習用教材等を用い，授業内容（LM曲線の導
出など）を説明できるようにしておく。

4時間

復習用教材等を用い，授業内容（IS-LMモデ
ルによる経済政策の説明など）を説明できる
ようにしておく。

4時間

復習用教材等を用い，授業内容（財政の理
論や現状・課題など）を説明できるようにし
ておく。

4時間

復習用教材等を用い，授業内容（総需要曲
線・総供給曲線の導出など）を説明できるよ
うにしておく。

4時間

復習用教材等を用い，授業内容（マクロ経
済モデルの対立と政策への反映など）を説
明できるようにしておく。

4時間

復習用教材等を用い，授業内容（経済成
長のメカニズムなど）を説明できるようにし
ておく。

4時間

復習用教材等を用い，授業内容（国際取
引の影響，為替レートの決定など）を説明で
きるようにしておく。

4時間

定期試験準備：全14回の授業内容を総復習す
る。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

Global Business Studies３
Ｊリング
4年

開講時期

前期

1

単位数

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

The instructor has practical business experience in a medium sized company (50 or more people) and
has experience as a manager with responsibilities that included budgeting, staff hiring,
motivation and evaluation, contract negotiation, customer relations, and general oversight of

授業概要
This is a seminar style class. We will study global business content, local/global business issues, global skills, and English.
The course will include useful career skills, and “life-long learning” techniques. We will use all four skills: reading,
writing, speaking and listening. In the Spring term, we will get career advice by video conference from a well-known career
consulting agency based in Hawaii and New York. This class is designed for students with a TOEICR score of 450 ~ 700 but all
levels are welcome!

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

Seminar style communication in English
for business purposes and studying
business content.

Students will become able to:
Discuss familiar topics, their field of
study, business topics, world events and
give their opinions/advice and
reasons/explanations.

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

communication, collaboration,
creativity, critical thinking,
intercultural competence, well-being,
and digital literacy.

Discuss future professional goals,
intentions, hopes, and ambitions. Read
and understand factual texts. Write
brief reports. Carry out a prepared
interview with teacher support.

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

Research, exchange, check, and confirm
factual information and negotiate.
Give a presentation on a topic of
interest with teacher support.

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・ディベート、討論
・課題解決学習(PBL)
・その他(以下に概要を記述)
ビデオ会議

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
It is the policy of this class to protect the privacy of all students and class participants. All data and videos that are
collected for evaluation will be deleted at the end of this class after grades have been submitted. Students may not take
screen captures, repost class materials, personal information or photos of others, or videoconference discussions to the
Internet. Students must not collect personal information or photos of anyone in this class. The images, text, and materials
used in this class are the property of the copyright holders.
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

Videoconference report
5％
Midterm Project Materials +
Project (SMAP)

25％

Vocabulary Log

： 1/2-to-1 (A4) page, short report of career advice from international video conference.
Evaluated for grammar, spelling, content.
： Materials evaluated for grammar, spelling, content.
Standards based on rubric handout. Evaluated for communication skills and preparation.
： 5~10 new words per week. Evaluated for spelling and content.

5％
Teacher Materials/Student
Notetaking
Participation

： Evaluated for spelling, completion, and content.
15％
： Actively participates in discussion and group work. Please tell the instructor when you
will be absent for job search activities.
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30％
Student Choice Project (SMAP
Final)

20％

： Theme and evaluation standards based on class and instructor choice. Rubric will be
negotiated by class and instructor.

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
Text: There is no textbook to buy. The teacher will provide the study materials. Students will also choose their own study
materials.
A dictionary is highly recommended.

履修上の注意・備考・メッセージ
Participation while Job Searching
Students who are busy “job hunting” can submit homework/short reports to cover any absences and give short presentations by
video conference.
Prerequisites
No prerequisites. Your previous courses at Osaka Seikei University have prepared you for this course. This class is designed for
students with a TOEICR score of 450 ~ 700 but all levels are welcome!
【事前・事後学習（Self-study before/after classes）】
Students should expect to study from 1 to 4 hours per week for this class. All students may have to be online at the time that
will be announced in class for the videoconference with the career consulting agency based in Hawaii/New York (USA). The schedule
or any changes to the syllabus will be posted well in advance in Google classroom and clearly explained in class but please note
that the syllabus may be changed to suit the needs of the class.

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業時に紹介

場所：

初回授業時に紹介
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

Week 1-Positive education/positive psychology
Introduction; Positive education/positive psychology: How
to set SMART goals. Ice Breaker/Make teams. Homework
(HW); Self-introductions.
SL: Course introduction, Business Skills in the 21st
century.
TM: How to set SMART goals

Teacher Materials (TM), Short Lecture
(SL), Student Materials and Project
(SMAP)

2時間

第2回

Week 2-Global Skills defined
SL: Global Skills defined. Culture defined. What is
cross-cultural communication?
TM: Live from London (giving presentations)

SL, TM, Video/ Communication Activity

2時間

第3回

Week 3-Global skills continued
Schedule office hour meeting with J. Ring for Week 4, 5,
or 6.
SL: Global skills continued. High and low context cultures
TM: Live from London (writing reports)

SL, TM, Video/Writing Activity

2時間

第4回

Week 4-discussing your career

SL, TM, Communication Activity, SMAP
discussion

2時間

SL, TM, Communication/Notetaking
Activity, SMAP discussion

2時間

International Video Conference/Career
Advice/ Listening Activity, SMAP
preparation

2時間

SL, TM, Communication/Writing Activity,
SMAP preparation

2時間

SL, TM, Communication/Writing Activity,
SMAP challenge

2時間

SL: High and low context cultures continued
TM: business manners, explaining your job, future (making
suggestions), decide SMAP midterm theme
第5回

Week 5-Relationship-based and Rule-Based Cultures
SL: Relationship-based and Rule-Based Cultures
TM: job seeking, selling (making suggestions),
SMAP Teacher Example: IKEA,
Video conference preparation

第6回

Week 6-Videoconference Guest Speaker Professional Career
Consultant
Videoconference Guest Speaker Professional Career
Consultant; Career advice for university students in a
Coronavirus Economy. Videoconference Q &amp;amp; A/Talking
about your future.
SMAP project preparation. Choose individual/team
project-based learning (PBL) theme based on class
activities, present theme to class. HW; start PowerPoint
(PPT) design.
SL: Relationship-based and Rule-Based Cultures
SMAP project preparation continued.

第7回

Week 7-team project preparation
SMAP Mid-term individual/team project preparation/
progress check. Individual/team practice.
SL: Regulating Behavior
TM: But you said…! (Negotiation, expressing
dissatisfaction, customer service)

第8回

Week 8-Making money (role-play)
Mid-term individual/team project -Project Based Learning
(PBL)
SL: Regulating Behavior continued
TM: Making money (role-play, giving financial advice)
SMAP Challenge!
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第9回

Week 9-team project

Mid-term individual/team project -Project Based Learning
(PBL) continued (if necessary). Unit 7.
SMAP: Challenge continued!

schedule office hour meeting with J. Ring
for Week 10, 11, or 12. SL: Transparency
in Business TM: How wrong can you be?
(Wrong predictions-for fun!)

2時間

第10回

Week 10-Transparency in Business
SL: Transparency in Business continued
TM: The rise and fall of Enron (timelines, business case
study)
or SMAP: Final Project preparation

SL, TM, Case Study Activity, SMAP Finals

2時間

第11回

Week 11-Happiness

SL, TM, Communication/Mini-Debate
Activity, SMAP Finals

2時間

SL, TM, Communication/Mini-Debate
Activity, SMAP Finals

2時間

SL, TM, Communication Activity, SMAP
Final Challenge

2時間

SL, TM, Communication Activity, SMAP
Final Challenge

2時間

Happiness. Talking about happiness, positive psychology,
stress management, and well-being. How can we make
work-life balance?
SL: Marketing and Advertising
TM: What the CEO said (giving opinions, discussing aims
and responsibilities of small and multinational
businesses)
or SMAP: Final Project preparation
第12回

Week 12-Happiness continued
Happiness continued. Talking about happiness, positive
psychology, stress management, and well-being. Final
evaluation preparation.
SL: Marketing and Advertising continued
TM: business trip planning, email writing to the person
you’re going to meet [email 1] and to your colleagues
[email 2])
or SMAP: Final Project progress check/practice

第13回

Week 13-Cross Cultural Business Communication
SL: Cross Cultural Business Communication SMAP Project
Final Evaluation
TM: Business behavior (business manners, cross-cultural
communication)

第14回

Week 14-Cross Cultural Business Communication
Cross Cultural Business Communication SMAP Project Final
Evaluation continued (if necessary).
SL: Class summary and concluding comments
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

Global Business Studies４
Ｊリング
4年

開講時期

後期

1

単位数

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

The instructor has practical business experience in a medium sized company (50 or more people) and
has experience as a manager with responsibilities that included budgeting, staff hiring,
motivation and evaluation, contract negotiation, customer relations, and general oversight of

授業概要
This is a seminar style class. We will study global business content, local/global business issues, global skills, and English.
The course will include useful career skills, and “life-long learning” techniques. We will use all four skills: reading,
writing, speaking and listening. I have contacted well-known international companies in Canada, Europe, and the USA, and other
countries to have a video conference about international business and the global economy. We will practice video conference
skills, asking questions, notetaking, and summary writing. This will be a good chance for you to get a real world understanding
of globalism, business, and practical skills for your future. This class is designed for students with a TOEICR score of 450 ~
700 but all levels are welcome!

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

Seminar style communication in English
for business purposes and studying
business content.

Students will become able to:
Discuss familiar topics, their field of
study, business topics, world events and
give their opinions/advice and
reasons/explanations.

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

communication, collaboration,
creativity, critical thinking,
intercultural competence, well-being,
and digital literacy.

Discuss future professional goals,
intentions, hopes, and ambitions. Read
and understand factual texts. Write
brief reports. Carry out a prepared
interview with teacher support.

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

Research, exchange, check, and confirm
factual information and negotiate.
Give a presentation on a topic of
interest with teacher support.

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・ディベート、討論
・課題解決学習(PBL)
・その他(以下に概要を記述)
ビデオ会議

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
It is the policy of this class to protect the privacy of all students and class participants. All data and videos that are
collected for evaluation will be deleted at the end of this class after grades have been submitted. Students may not take
screen captures, repost class materials, personal information or photos of others, or videoconference discussions to the
Internet. Students must not collect personal information or photos of anyone in this class. The images, text, and materials
used in this class are the property of the copyright holders.
成績評価の方法・評価の割合
“SMART Hope Goals” Final
Progress Report:

評価の基準

10％

： 1/2-to-1 (A4) page, short report of self-chosen goals. Evaluated for grammar, spelling,
content.

Discussion summaries 1 through 5
： Lesson discussion summaries evaluated for grammar, spelling, content.
20％
Vocabulary Log

： 5~10 new words per week. Evaluated for spelling and content.
20％

Videoconference PBL Final Report
10％

： 1 ? 2 (A4) page short report.
Evaluated for spelling, completion, and content.
Individual PowerPoint PBL slides
5%
PowerPoint slides e
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Participation

： Actively participates in discussion and group work.
10％

Student Choice PBL Project
30％

： Theme and evaluation standards based on class and instructor choice. Rubric will be
negotiated by class and instructor

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
Text: There is no textbook to buy. The teacher will provide the study materials. Students will also choose their own study
materials.
A notebook and dictionary is highly recommended.

履修上の注意・備考・メッセージ
Participation while Job Searching
Students who are busy “job hunting” can submit homework/short reports to cover any absences and give short presentations by
video conference.
Prerequisites
No prerequisites. Your previous courses at Osaka Seikei University have prepared you for this course. This class is designed for
students with a TOEICR score of 450 ~ 700 but all levels are welcome!
【事前・事後学習（Self-study before/after classes）】
Students should expect to study from 1 to 4 hours per week for this class. All students may have to be online at the time that
will be announced in class for the videoconference with international companies based overseas. The schedule or any changes to
the syllabus will be posted well in advance in Google classroom and clearly explained in class but please note that the syllabus
may be changed to suit the needs of the class.

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業時に紹介

場所：

初回授業時に紹介
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

Week 1
Review; Positive education/positive psychology: How to
set SMART goals. Ice Breaker/Make teams.
SL: Global Skills defined/reviewed.
TM: How to set SMART goals and how to summarize
information

第2回

Week 2-Global skills
SL: Global skills continued. High and low context cultures
discussed/reviewed
TM: Summary 1 (in class); Do Happy Workers Increase
Productivity?

第3回

Week 3-time management/concepts
Schedule office hour meeting with Instructor for Week 4,
5, or 6.
SL: Polychronic vs monochronic time management/concepts
TM: Summary 1 continued (in class); Do Happy Workers
Increase Productivity?

第4回

Week 4-Language and culture
SL: Language, entrainment, and primary culture
TM: Summary 2; Student choice from Google Classroom
materials (in class)

第5回

Week 5-International communication styles
SL: Proxemics and communication styles
TM: Summary 3; World Bank Monthly Economic Forecasts (p.
1-2, in class)
SMAP Teacher Example:
Video conference preparation

第6回

Week 6-Global economic studies basic skills introduction
TM: Summary 3; World Bank Monthly Economic Forecasts (p.
3-4, in class) continued.

第7回

Week 7-Ideas about human nature and communication styles
SL: Ideas about human nature and communication styles
TM: Summary 4 (in class); World Bank 2020 Global Economic
Forecasts
HW; write progress reports on “SMART Hope Goals” (Refer
to style guide in Google classroom)

第8回

Week 8-Global economics continued
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Teacher Materials (TM), Short Lecture
(SL), Student Materials and Project
(SMAP)

2時間

Teacher Materials (TM), Short Lecture
(SL), Student Materials and Project
(SMAP)

2時間

Teacher Materials (TM), Short Lecture
(SL), Student Materials and Project
(SMAP)

2時間

Teacher Materials (TM), Short Lecture
(SL), Student Materials and Project
(SMAP)

2時間

Teacher Materials (TM), Short Lecture
(SL), Student Materials and Project
(SMAP)

2時間

Teacher Materials (TM), Short Lecture
(SL), Student Materials and Project
(SMAP)

2時間

Teacher Materials (TM), Short Lecture
(SL), Student Materials and Project
(SMAP)

2時間

Teacher Materials (TM), Short Lecture
(SL), Student Materials and Project
(SMAP)

2時間

2972
SL: Respect and deference in high/low context cultures
TM: Summary 4 (finish in class); World Bank 2020 Global
Economic Forecasts
HW; schedule office hour meeting with Instructor for Week
13 ,14, or 15.
第9回

Week 9-Video Conference Preparation
Video Conference Preparation/ Summary 5 (in class).
Download the videoconference schedule and company profile
from Google classroom, coordinate with team members,
prepare questions based on independent
reading/Informational Interview Guide. HW; practice
pronunciation and questions.
SL: Intercultural Business Communication

第10回

Week 10-Video Conference Preparation
Video Conference with international company (The
instructor will support you). Ask
questions/Videoconference Notetaking/Summary 5

第11回

Week 11-Student choice research
Independent Research Summary 5 and PBL Research Report
writing used for PowerPoint Project-Based Learning (PBL)
presentations. PBL example by Instructor.

第12回

Week 12-Student choice research
Continue Independent Research Summary 5 and PBL Research
Report writing used for PowerPoint Project-Based Learning
(PBL) presentations.

第13回

Week 13-Student choice presentations
Globalism and Business PowerPoint PBL Presentations

第14回

Week 14-Student choice presentations
Globalism and Business PowerPoint PBL Presentations
continued (if necessary.
SL: Class summary and concluding comments.
Final thoughts for life-long learning.
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Teacher Materials (TM), Short Lecture
(SL), Student Materials and Project
(SMAP)

2時間

Teacher Materials (TM), Short Lecture
(SL), Student Materials and Project
(SMAP)

2時間

Teacher Materials (TM), Short Lecture
(SL), Student Materials and Project
(SMAP)

2時間

Teacher Materials (TM), Short Lecture
(SL), Student Materials and Project
(SMAP)

2時間

Teacher Materials (TM), Short Lecture
(SL), Student Materials and Project
(SMAP)

2時間

Teacher Materials (TM), Short Lecture
(SL), Student Materials and Project
(SMAP)

2時間

2973

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

旅程管理者演習
松田充史
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

長年旅行会社にて着型観光および地域イベントの企画・立案・商品造成および運営マネジメントを担当。ま
た自治体プロモーションなどをおこなってきた。（全14回）

授業概要
ツーリズムは世界規模で成長しており、経済効果や雇用創出から最も重要な成長分野であるとされます。また、ツーリズム産業は裾野が広い産
業であり、経済のソフト・サービス化においてあらゆる産業が参入しています。本授業ではトラベルビジネスに焦点を当て、旅程管理を通し
て実務的なツーリズム・マネジメントについて学びます。新しい着地型観光にも期待される旅程管理業務の資格に必要な知識を得ながら、実践
的演習で知識と態度を身に付けます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

旅程管理業務の知識を得ることができる。

総合旅程管理業務のマスター

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

旅程管理能力を身に着けることができる。

学外連携学修
有り

(連携先：株式会社ツーリストエキスパーツ)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

小テスト

： 授業内で小テストを行い60点満点とします。
60％

旅程管理業務資格の知識
40％

： 旅程管理業務資格の必要知識を40点満点で評価します。定期試験および実地研修により評価しま
す。合格相当の知識および態度があれば40点とします。

使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社

出版年

株式会社ツーリストエキスパーツ ・

業法・約款テキスト

・ 株式会社ツーリストエキスパーツ

・

年

株式会社ツーリストエキスパーツ ・

国内・海外添乗実務テキスト

・ 株式会社ツーリストエキスパーツ

・

年

参考文献等
株式会社ツーリストエキスパーツ作成のテキストを使用する。
購入についてはオリエンテーション等で説明する（別途費用要）。

履修上の注意・備考・メッセージ
・国土交通省により定められた国内旅程管理資格の取得をめざす授業です。
・株式会社ツーリストエキスパーツのテキスト、旅程管理研修修了テスト、管理費用、修了書発行費用（約20,000円）が別途必要です。
・実地研修参加が必修であり、その費用（約5,000円）も実費必要となります。
・本科目は2単位の科目であるため、全体で90時間の学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をしてください。
・原則毎回の授業には出席すること。欠席の場合は必ず欠席届を提出すること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日3時限

場所：

西館2階 個人研究室15

13:10～14:50

備考・注意事項： 質問は授業の前後にも答えるが、メールでも対応します。
アドレス：matsuda-mi@osaka-seikei.ac.jp
メールには必ず氏名と学籍番号を書いてください。
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2973

授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

企画旅行と旅行業法
旅行業法とは何か、構成・しくみについて学びます。

第2回

募集型企画旅行における旅行者との取引準則
募集型企画旅行の広告、誇大広告の禁止、取引条件の説明、契約
書交付や必要表示事項

第3回

旅程管理業務
旅程管理業務とは何かについて学びます。

第4回

旅行業約款
約款とは何か業法との違いについて学びます。

第5回

旅行業者の債務
企画旅行契約上の旅行業者の債務について学びます。

第6回

募集型企画旅行契約
企画旅行契約の締結、変更、解除について学びます。

第7回

旅行業者の責任
企画旅行業者の責任ついて学びます。

第8回

添乗員の責任
企画旅行の添乗員について学びます。

第9回

国内実務（１）国内旅行の業務
国内旅行の業務について学びます。

第10回

国内実務（２）航空機利用
航空機利用の場合

第11回

国内実務（３）運輸機関
運輸機関に関する知識、事故処理、心構え

第12回

実務研修①（準備）
事前準備のポイントについて学びます。

テキストを読み、練習問題を解き旅行業
法を予習復習すること。

4時間

テキストを読み、練習問題を解き募集型企画
旅行を予習復習すること。

4時間

テキストを読み、練習問題を解き旅程管理業
務を予習復習すること。

4時間

テキストを読み、練習問題を解き旅行業約
款を予習復習すること。

4時間

テキストを読み、練習問題を解き債務と
は何かを予習復習すること。

4時間

テキストを読み、練習問題を解き契約と
は何かを予習復習すること。

4時間

テキストを読み、練習問題を解き企画旅行業
者の責任とは何かを予習復習すること。

4時間

テキストを読み、練習問題を解き企画旅
行の添乗員の業務について予習復習するこ
と。

4時間

テキストを読み、練習問題を解き国内旅
行の業務知識について予習復習すること。

4時間

テキストを読み、練習問題を解き航空機利
用の際必要な業務知識について予習復習する
こと。

4時間

テキストを読み、練習問題を解き、運輸機
関との業務や事故の処理方法について予習復
習すること。

4時間

添乗業務で必要な事前準備について予習復
習すること。

4時間

第13回

実務研修②（手続き）
チェックイン、出入国検査、検疫、税関検査について学びます。

テキストを読み、実務の予習復習すること。

4時間

第14回

ふりかえり

添乗員が使う専門用語について予習復習する
こと。

4時間

添乗専門用語
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

国際ビジネス調査
本間哲也・平賀富一
3年

開講時期

集中

単位数

2

実習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

本間：電機メーカー欧州販売拠点で，連結決算等の欧州統括業務，財務・税務，企業買収等を担当。
（全14回）
平賀：損保企業で国際事業戦略・M&A等，外務省でODA，調査機関で各国の政治経済や企業制度の分析等を担

授業概要
フィールド調査を中心に据えた実習授業。海外の企業・国際機関などを実際に訪れて調査を行うことを通じ，国際ビジネスを「体感」し，国際
経営に関する理解を深める。また，フィールド調査前後の学修活動において国際ビジネスの理論やケースを学び，対象地域を研究・理解する訓
練も行う。さらに，外国語での資料読解や報告を行うことが外国語運用の訓練になることも併せ，将来「グローバル人材」として活動する素
養を身につけることを目指す。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

海外の地域および国際ビジネスが直面する課
題を的確に捉え，解決方法を提示する能力

上記課題を自ら発見し，科学的な分
析を行い，合理的な解決案を提示できる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

海外の地域および国際ビジネスが直面する課
題を発見し，科学的な思考で分析できる

2 ．DP5.計画・立案力

直面する国際ビジネス上の課題を解決するた
めの現実的な方法を計画・立案できる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

研修および報告
60％
現地調査結果報告書

： 事前の学修、現地での取組み、研修後のレポート及び報告会でのプレゼンテーションにつき、ルー
ブリックに基づいて評価を行う。
： 仮説と研究計画、調査および分析などが適切であるかどうかを40点満点で評価する。

40％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
各自の調査・報告に必要な資料は自ら探すことを基本とする。ただし教員も必要に応じ各受講者の調査テーマに適した文献等を適宜提示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
・国際キャリアコースの学生が対象。
・２単位の科目であるため，平均で毎回４時間の授業外学修が求められる。
・海外のフィールド調査が中心の授業であり，海外渡航が前提（旅費・保険料等の負担が発生）。
・パスポートや査証等も，各自で手配が必要。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

本間：水曜３限，平賀：水曜３限

場所：

本間：研究室（西館４階），平賀：研究室（西館３階）
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授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

事前学習(1)：授業ガイダンスと体制づくり
本授業の目標・内容・進め方を確認する。グループ分け
を行い，役割（リーダーなど）を決める。

シラバスをよく読んで需要の内容を確認す
る。現有の予備知識を整理する。

4時間

第2回

事前学習(2)：訪問先の調査
訪問先国に関する基本的な知識を得る。特に，現地での円滑な活
動に必要な情報を整理する。訪問先企業等に関する調
査を行い，各自の調査テーマを検討する。

活動内容を整理，報告する。

4時間

第3回

調査準備(1)：テーマ設定

調査テーマおよび目標を整理，報告する。調
査テーマに関わる先行研究を収集し，理
解に努める。

4時間

各自の調査テーマを決め，調査目的を設定する
第4回

調査準備(2)：先行研究調査
各自のテーマに関連する先行研究を収集し，方法や結果を比
較・批評する

活動の結果を整理，報告する。

4時間

第5回

調査準備(3)：計画立案
自身のテーマや調査目標に沿った調査手法を検討し，具体的な計
画書を作成する。

計画書を完成，提出する

4時間

第6回

調査準備(4)：計画の彫琢

授業の成果を踏まえ，計画書を改訂，提出す
る。

4時間

計画書を相互批評し，コメントを踏まえて計画をブラッシュアッ
プする。
第7回

調査準備(5)：計画書作成
各自の実施計画書を完成させる。

計画書を完成，提出する

4時間

第8回

フィールド調査(1)：現地調査
調査計画に基づいて実際の調査を行う。

調査結果を整理，報告する

4時間

第9回

フィールド調査(2)：結果のチェック・再調査
調査結果を大まかに整理・検討し，必要に応じて再調査を行う。

活動内容を整理，報告する。

4時間

第10回

調査結果の分析(1)：情報の整理
調査結果を整理し，分析する

結果を整理，報告する。

4時間

第11回

調査結果の分析(2)：考察
分析結果を考察し，得られた知見を整理する。口頭発表の準
備を行う。

口頭発表資料を作成する。

4時間

第12回

報告(1)：口頭発表

得られたコメントを整理し，最終報告書作
成に着手する

4時間

調査の成果を口頭で報告し，相互に批評する。
第13回

報告(2)：報告書
調査の過程と成果を報告書にまとめる。

調査報告書を完成，提出する

4時間

第14回

まとめ
実習全体を振り返り，学びの成果を自己評価・相互評価する。

振り返り資料を作成する

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

競争戦略論
西釜義勝
3年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
経営戦略とは、「企業の将来像とそれを達成するための道筋」のことを意味し、企業全体の発展方向とそれに必要な経営資源の配分を決め
る「企業戦略（全社戦略）」と、それぞれの事業で他の企業とどのような形で競争するかを明らかにする「競争戦略（事業戦略）」に大別でき
る。
本講義では、「競争戦略」に焦点を当て、その基本的な考え方と仕組みを学習する。多くの事例を示すことで、受講生が理論と実践を統合し
た複眼的視点を構築できることを目指す。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

競争戦略論に関する知識

競争戦略論の諸概念、その生成された背景お
よび歴史について理解できる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

競争戦略論に関する知識の応用

企業の競争戦略の現況を説明できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

企業活動での現象を総合的に理解し考察する
ための事実の見方を修得できる。

2 ．DP8.意思疎通

集団内のメンバーの行動に影響を与えること
で集団の目標達成を促すことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、不合格とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末試験

： 講義内容の理解度を評価する。
50％

課題レポート

： 課題内容の理解と自らの考えを論理的に説明できているかという観点から評価する。
20％

小テスト

： 講義内容の理解度を評価する。
10％

授業への参加意欲

： コメントカードの内容などをもとに能動的姿勢を評価する。
20％

使用教科書
指定する
著者
宮崎正也

タイトル
・

出版社

コア・テキスト事業戦略

参考文献等

597

・ 新世社

出版年
・

2011 年

2975
味香興郎・藤井一郎・澤田兼一郎編（2017）『【改訂版】業種把握読本－時代の潮流を的確に把握し、勝ち残るための戦略を立てる』金融ブッ
クス株式会社．

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授
業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜日3限

場所：

研究室

備考・注意事項： ・上記以外の場合、申し出て下さい。
・講義時間の前後以外で質問がある場合は、メールで受け付ける。メールには必ず件名、氏名、所属を明記すること。
・講義終了後のコメントカードで質問等を受け付ける。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

イントロダクション：講義の進め方の説明と競争戦略
論を学ぶ意義
本講義の目的や進め方、評価方法、スケジュール、約束事と
いった概要について説明する。さらに、講義で取り上げる「競争
戦略」とはどのようなものであるのか、経済と経営の違いを把
握した上で、経営学における競争戦略論の位置づけを確認し、事
例を基にイメージをつかみ、学ぶ意義を受講生との間で共有す
る。

【予習】シラバスを読んでおくこと。 【復
習】競争戦略論の講義概要を確認すること。

4時間

第2回

競争戦略の考え方

【予習】教科書の第1章について読んでおくこ
と。 【復習】第2回講義の内容を見
直し、学びや気づきをまとめること。

4時間

【予習】教科書の第2章について読んでおくこ
と。 【復習】第3回講義の内容を見
直し、学びや気づきをまとめること。

4時間

【予習】教科書の第3章について読んでおくこ
と。 【復習】第4回講義の内容を見
直し、学びや気づきをまとめること。

4時間

【予習】教科書の第4章について読んでおくこ
と。 【復習】第5回講義の内容を見
直し、学びや気づきをまとめること。

4時間

【予習】教科書の第5章について読んでおくこ
と。 【復習】第6回講義の内容を見
直し、学びや気づきをまとめること。

4時間

【予習】教科書の第6章と第7章について読ん
でおくこと。 【復習】第7回講義の内容を見
直し、学びや気づきをまとめること。

4時間

【予習】教科書の第8章について読んでおくこ
と。 【復習】第8回講義の内容を見
直し、学びや気づきをまとめること。

4時間

【予習】教科書の第9章について読んでおくこ
と。 【復習】第9回講義の内容を見
直し、学びや気づきをまとめること。

4時間

【予習】教科書の第10章について読んでおく
こと。 【復習】第10回講義の内容を見
直し、学びや気づきをまとめること。

4時間

【予習】教科書の第11章について読んでおく
こと。 【復習】第11回講義の内容を見
直し、学びや気づきをまとめること。

4時間

【予習】教科書の第12章と第13章につい
て読んでおくこと。 【復習】第12回講
義の内容を見直し、学びや気づきをまとめる
こと。

4時間

「戦略」、「経営戦略」、「事業戦略」というそれぞれの概念
的な定義と内容について解説する。
第3回

差別化戦略
事業が収益を上げていくための方法として、自社の製品やサー
ビスを業界の中でも独自性や特異性といった違いがあるとして顧
客に認識される価値を創造することで競争優位の確立を目
指す「差別化戦略」について身近な事例をもとに学習する。

第4回

低コスト戦略
事業が収益を上げていくための方法として、業界
内で最も低いコスト構造を実現することで競争優位の確立を目
指す「低コスト戦略」について身近な事例をもとに学習する。

第5回

集中戦略
事業が収益を上げていくための方法として、絞り込んだ事業領
域に企業の資源を集中することで差別化や低コストを図る「集中
戦略」について身近な事例をもとに学習する。

第6回

マーケット・セグメンテーション
特定セグメントの顧客ニーズに最も合致したマーケティング施
策を実行することで企業の収益性を効果的に増加させること
を狙う方法をについて事例をもとに学習する。

第7回

顧客のシステム経済性、製品ライフサイクル
すべての製品には、寿命がある。「製品ライフサイクル」とい
う概念をもとに市場における戦略的な課題を検討する。

第8回

デファクト・スタンダード
特定の業界内で確立された支配的な境界の互換性の標準をいか
に戦略的に確立するか、また、業界標準化に敗れそうな時の対処
法としてどのような施策があるのか、事例をもとに検討する。

第9回

プラットフォーム型ビジネスモデル
企業同士をつなぐことで価値を創出するビジネスの形態であ
る「プラットフォーム型ビジネスモデル」について、そ
の考え方を学習する。

第10回

新製品開発
企業が新製品を開発する時に、自社内の研究開発資源だけを活
用するのではなく、顧客や他企業などが有する社外の知識や技
術を積極的に取り入れていくことの重要性について学習する。

第11回

価値連鎖と機能統合／機能分化
企業が収益性を高めるために自社の事業活動範囲をどこまで手
掛けるかという問題を取り上げる。業務範囲を拡大させること
は「統合」の問題として、逆に絞り込むことは「分化」の問題と
して議論する。

第12回

知的財産、競争優位が持続する理由
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企業間の差異性が生まれる原因として、企業が戦略を実行して
いく上で必要となる経営資源の有無や質の違いがあげられ
る。他の企業が保有しない優れた有用な経営資源を自社がいか
に保有し、それを戦略的に活用して他者との差異性を創るか、競
争優位を持続させる考え方について学習する。
第13回

事業環境の分析・選択・操作
企業は、「今どこにいるのか」ということを把握するために外
部環境分析・業界分析・内部分析を実施し、その分析結果を踏ま
えた上で「どこへ向かうべきか」ということを決定し、戦略オプ
ションを考案する。外部環境分析と内部分析を組み合わせた戦略
立案プロセスについて学習する。

第14回

まとめ：競争戦略論の展望
これまでの講義で学習した内容を振り返り、競争戦略
論を学ぶ意義と要点を確認する。また、事前に講義の中で受講
生に調べ学習として、競争戦略の理論と実践を結びつけてもらえ
る内容のレポートを提出してもらう。自らの考えた内容を発表し
てもらい、全員で議論を深めてから、最後に担当教員が総括す
る。
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【予習】教科書の第14章について読んでおく
こと。 【復習】第13回講義の内容を見
直し、学びや気づきをまとめること。

4時間

講義内容について見直しをすること。

4時間

2976

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

企業財務論
笠岡恵理子
3年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
財務会計は、株主、投資家、債権者等の企業外部の利害関係者に対し、経営成績や財政状態を報告することを目的とした会計である。本講義で
は、財務諸表の作成にあたり、企業が遵守すべきルールである会計基準について理解を深めていく。主として、財務会計の機能と制度、財務諸
表における利益計算、企業会計原則の一般原則、および個々の会計項目における会計処理について学んでいく。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

貸借対照表、損益計算書

財務諸表を構成する個別の会計項目におけ
る会計処理を理解する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

企業の財務諸表を見て、その内容の分析およ
び問題点の発見ができる。

2 ．DP8.意思疎通

与えられた課題の内容を把握した上で、グ
ループのメンバーとコミュニケーショ
ンを取りながら課題に取り組むことができ
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

小テスト

： 授業中に行う小テストにより内容理解の確認を行う。
30％

課題の提出

： 学習内容を理解し、課題の発見ができているかを確認する。
30％

期末テスト

： 授業内容の理解度を評価する。
40％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
桜井久勝『財務会計講義 第22版』中央経済社、2021年。
伊東邦雄『新・現代会計入門 第4版』日本経済新聞出版、2020年。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜2限目

場所：

個人研究室（西館２F）

備考・注意事項： 質問はメールでも受け付けます。
メールアドレスは第1回目の授業時に連絡します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
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第1回

オリエンテーションおよび財務会計の機能
講義の進め方に関する説明
財務会計の利害調整機能と情報提供機能
財務会計の法規制

第2回

貸借対照表と損益計算書
貸借対照表と損益計算書における会計項目

第3回

利益計算の仕組み
企業活動と財務諸表
複式簿記の構造

第4回

会計基準
会計基準の必要性
会計基準の設定
企業会計原則の一般原則

第5回

利益測定の基礎概念
現金主義会計と発生主義会計
発生主義会計の基本原則

第6回

資産評価の基礎概念
資産評価の基準（取得原価、取替原価、純実現可能価額、割引現
在価値）

第7回

現金預金と有価証券
現金および預金
有価証券とは
有価証券の範囲と区分
有価証券の取得原価
有価証券の期末評価

第8回

売上高と売上債権
収益認識に関する会計基準
売上債権（売掛金、受取手形、貸倒引当金）

第9回

棚卸資産と売上原価
棚卸資産の範囲と区分
棚卸資産の取得原価
棚卸資産の原価配分
棚卸資産の期末評価

第10回

有形固定資産と減価償却
固定資産の範囲と区分（有形固定資産、無形固定資産、投資そ
の他の資産）
有形固定資産の取得原価
減価償却
固定資産の期末評価

第11回

無形固定資産
知的財産と研究開発
無形固定資産とは
無形固定資産の取得原価
無形固定資産の償却
繰延資産

第12回

負債
負債の範囲と区分
引当金
流動負債
固定負債
偶発債務

第13回

株主資本と純資産
純資産の構成
払込資本――資本金と資本剰余金
組織再編――会社の結合と分割
稼得資本――留保利益

第14回

まとめ
第1回～第13回までの授業内容の復習
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配布資料（財務会計の機能）の復習と次回講
義内容の資料の予習

4時間

配布資料（貸借対照表と損益計算書）の復
習と次回講義内容の資料の予習

4時間

配布資料（利益計算の仕組み）の復習と次回
講義内容の資料の予習

4時間

配布資料（会計基準）の復習と次回講義内
容の資料の予習

4時間

配布資料（利益測定の基礎概念）の復習と次
回講義内容の資料の予習

4時間

配布資料（資産評価の基礎概念）の復習と次
回講義内容の資料の予習

4時間

配布資料（現金預金と有価証券）の復習と次
回講義内容の資料の予習

4時間

配布資料（売上高と売上債権）の復習と次回
講義内容の資料の予習

4時間

配布資料（棚卸資産と売上原価）の復習と次
回講義内容の資料の予習

4時間

配布資料（有形固定資産と減価償却）の復
習と次回講義内容の資料の予習

4時間

配布資料（無形固定資産）の復習と次回講義
内容の資料の予習

4時間

配布資料（負債）の復習と次回講義内容の資
料の予習

4時間

配布資料（株主資本と純資産）の復習と次回
講義内容の資料の予習

4時間

授業で配布した問題の見直し

4時間

3002

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習３【国観】
松田充史・原田弘之・東出加奈子・金蘭正
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業では、観光地および観光ビジネスのマネジメントに関する卒業論文準備のための課題発見や演習指導をします。これまでの学習や実習成
果などをもとに、観光分野における自己の関心・課題を明確にし、専門的研究につなげることをねらいとします。観光にかかわる文
献を読み、近年の研究課題や研究方法、考察や議論の展開などについて学んだうえで、各自の関心・課題にもとづき、観光学の先行研究を調
査して分析し、研究方法や到達点などについて討論します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

観光が直面している課題を解決する方法を探
究

観光が直面している課題や問題点などについ
て、自らがその解決法を探ることによっ
て、広がりつつある観光業界で活躍するため
の力が身に付けられる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

国の成長戦略の一つとして位置づけられてい
る観光産業における課題について、自らがそ
の解決方法を見つけられるようになる。

2 ．DP5.計画・立案力

自ら設定した観光における課題を解決するた
めの方法を計画・立案し、実行できるように
なる。

3 ．DP6.行動・実践

計画に基づき、研究調査や卒業論文の執
筆に取り組むための行動力や実践
力を身に付ける。

4 ．DP7.完遂

決められた期日までに、定められた書
式に基づきやり遂げる力を身に付ける。

学外連携学修
有り

(連携先：各研究テーマ関連)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

試験（期末レポート）

： 課題設定および仮説検証のプロセスが妥当かつ効果的であるかどうかで評価する。
30％

プレゼンテーション
20％
受講態度

： 自分の研究成果や研究デザインを分かり易くかつ聞く側に興味を持たせるような形でプレゼンテー
ション出来たかどうかで評価する。
： 演習への取り組み方、他の受講者の発表時の傾聴態度等により評価する。

20％
ポートフォリオ（学びの記録）
30％

： 「何を学んだかわかるものになっているか」、「学びのふりかえりができているか」を評価の基
準とする。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
都度テーマに沿った文献、論文等を紹介する。
各自の卒業論文を完成させるための先行研究、引用参考文献などを自ら用意する。

履修上の注意・備考・メッセージ
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本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

松田/水３限、原田/

場所：

各研究室

、東出/水2限、金/火3限

備考・注意事項： オフィスアワー時間以外も、教員が研究室にいる時は質問に応じる。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、観光が直面している課題、研究倫理
本講義の目標、内容、卒業研究の進め方について確認する。
また、研究倫理、著作権と個人情報の取り扱いについての説
明も行う。

第2回

基礎知識の習得
文献検索等の資料収集、図書館などの活用方法について確認す
る。

シラバスを熟読し、授業についての見通し
を持つ

4時間

文献などの調べ方などについての既習事項を
まとめる。

4時間

第3回

先行研究の調査（１）調査計画の立案
観光学の分野で、各自興味がある課題の先行研究の調査につい
て、計画を立案する。

調査についての見通しを立てる。

4時間

第4回

先行研究の調査（２）先行研究の調査
先行研究の調査を行う。

調査を進める。

4時間

第5回

先行研究の調査（３）調査状況の報告

調査を進め、進捗状況と問題点・課題などに
ついてまとめる。

4時間

各自集めた先行研究を整理し、内容を熟読し
ておく。

4時間

調査の進捗状況について報告し、情報を共有する。
第6回

先行研究の分析（１）先行研究の整理と内容分析
先行研究を整理し、文献の構成・アプローチ、分析の視点につい
て学ぶ。

第7回

先行研究の分析（２）自分の研究への応用
先行研究の中から、自分の研究へ応用できる箇所に着目し、整
理する。

先行研究を熟読しておく。

4時間

第8回

先行研究の分析（３）研究方法について

先行研究を熟読し、自分の研究方法を考え
る。

4時間

先行研究を熟読し、自分の研究の到達点につ
いて考える。

4時間

研究方法に着目し，先行研究を分析する。
第9回

先行研究の分析（４）研究の到達点について
先行研究での結論や考察の部分に着目し、先行研究を分析する。

第10回

研究テーマの設定
先行研究の分析に基づき、自分の研究テーマを設定する。

論文作成のための資料収集とノート整理。

4時間

第11回

仮説を立てる
設定した課題について考えられる原因と対策を挙げる。

論文作成のための資料収集とノート整理。

4時間

第12回

研究の方法を設定する
仮説を検証するための、研究方法を設定する。

論文作成のための資料収集とノート整理。

4時間

第13回

発表会の準備
研究のテーマ、仮説、方法、予想される結果等研究デザインにつ
いて発表するための資料を作成する。

発表用資料の準備、発表の練習をしておく。

4時間

第14回

発表会

質疑応答の内容をまとめる。卒業研究進捗状
況の振り返り。

4時間

卒業論文の構想発表会を実施する。
期末レポートおける課題提供をし、レポート作成時の注意点につ
いて指示をする。
特に研究倫理、著作権と個人情報についての説明を行う。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習３【国観】
西釜義勝
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
専門演習は、大学での学びの中核をしめる科目である。経営学部西釜ゼミの専門演習3では、4年次の卒業研究に備え、幅広く専門分野の先行
研究や文献を読み、グローバル企業の経営を中心に論文執筆に必要な情報収集、調査手法、仮説の導出方法、分析、結果のまとめなど一連の研
究プロセスを学習する。具体的には、1年間の研究計画を立て、どのような分野の研究に重点を置くのか各自の関心に合わせて研究内容を決定す
る。専門分野の文献を正確に理解・整理しながら、課題を発見し、調査を進めていく。グローバル経営の実態を捉えるために理論的かつ実践
的に考察するための技法を身に付け、卒業研究の準備を行う。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

経営学分野の文献や資料を調べ、まとめ、発
表して議論するスキル

問題の所在に気づき、その解決方
法を自ら考え導き出すことができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

経営学に関する理論や知識

企業経営の現況を説明できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

企業活動での現象を総合的に理解し考察する
ための事実の見方を修得できる。

2 ．DP5.計画・立案力

自ら設定した課題を解決するための方法を論
理的に組み立てることができる。

3 ．DP8.意思疎通

集団内のメンバーの行動に影響を与えること
で集団の目標達成を促すことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、不合格とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末レポート
50％
プレゼンテーション
30％
授業への参加意欲
20％

： 講義内容の理解度を評価する。深く内容を掘り下げているか、考察は十分であるかといった観点か
ら評価する。
： 研究成果の発表内容や発表スキルなど課題内容の理解と自らの考えを論理的に説明できているかと
いう観点から評価する。
： 積極的に授業に参加しているか、グループワークなどで役割を果たしたかといった観点から能動的
姿勢を評価する。

使用教科書
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指定する
著者

タイトル

小田部正明・栗木契・太田 一樹編・
著

出版社

1からのグローバル・マーケティ ・ 碩学舎
ング

出版年
・

2017 年

参考文献等
味香興郎・藤井一郎・澤田兼一郎編（2017）『【改訂版】業種把握読本－時代の潮流を的確に把握し、勝ち残るための戦略を立てる』金融ブッ
クス株式会社．

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授
業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜日3限

場所：

研究室

備考・注意事項： ・上記以外の場合、申し出て下さい。
・講義時間の前後以外で質問がある場合は、メールで受け付ける。メールには必ず件名、氏名、所属を明記すること。
・講義終了後のコメントカードで質問等を受け付ける。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

イントロダクション 演習（ゼミナール）の進め方の説明と経
営学を研究する意義、研究倫理教育
演習（ゼミナール）の目的や進め方、評価方法、スケジュー
ル、約束事といった概要について説明する。さらに、卒業研
究の全体プロセスを解説する。また、研究倫理のもと、著作
権と個人情報の取り扱いに関する説明も行う。グローバル企
業、イノベーションマネジメント、経営戦略といったキーワー
ドをもとに経営学に関する研究を展開する意義を受講生と
の間で共有する。

第2回

進むグローバル化（1）グローバル・マーケティングの概要
グローバル時代のマーケティングに関して、その概要を学ぶ。

第3回

進むグローバル化（2）グローバル・マーケティングの発展
グローバル企業の典型的な発展プロセス、並びにその展
開を支える組織構造に関して検討を行う。

第4回

グローバル市場の把握（1）グローバルな文化環境
グローバル化について、嗜好の違い、宗教の違い、法律の違い
など文化環境の多様性という側面から考える。

第5回

グローバル市場の把握（2）グローバル市場調査
グローバルなマーケティング・リサーチにおける考え方につい
て、その論点を検討する。

第6回

グローバル市場の把握（3）グローバルな市場規模推定
市場規模の推定に関する論点と課題について考える。

第7回

グローバル市場の把握（4）グローバル市場セグメンテーション
グローバルな市場において、企業がどのように買い手をグルー
プ分けし、狙いを定めたセグメントにアプローチしていくの
か、その方法を考える。

第8回

グローバル市場の攻略（1）グローバル・マーケティング戦略
世界の様々な国や地域でのマーケティング活動を統合しなが
ら事業を展開するグローバル企業の実態について考える。

第9回

グローバル市場の攻略（2）グローバル市場参入戦略
海外事業の所有の形態の違いに注目しながら、海外市場への参
入の方法について考える。

第10回

グローバル市場の攻略（3）グローバル製品戦略
グローバル企業は、どのような新製品や新サービスを、どのよ
うな国や地域の市場に向けて開発し、どのようなタイミングで導
入するべきであるのか。そのためには、どのような組織の仕組み
が必要となるのかという製品戦略の側面について考える。

第11回

グローバル市場の攻略（4）グローバル・ブランド戦略
グローバル・ブランディングを戦略的に展開するため
の考え方について検討する。
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【予習】シラバスを読んでおくこと。 【復
習】専門演習3の講義概要を確認すること。関
心のある分野について考え関連する文
献を調べること。

4時間

【予習】教科書の第1章を読みまとめておくこ
と。 【復習】第2回講義の内容を見直すこ
と。

4時間

【予習】教科書の第2章を読みまとめておくこ
と。 【復習】第3回講義の内容を見直すこ
と。

4時間

【予習】教科書の第3章を読みまとめておくこ
と。 【復習】第4回講義の内容を見直すこ
と。

4時間

【予習】教科書の第4章を読みまとめておくこ
と。 【復習】第5回講義の内容を見直すこ
と。

4時間

【予習】教科書の第5章を読みまとめておくこ
と。 【復習】第6回講義の内容を見直すこ
と。

4時間

【予習】教科書の第6章を読みまとめておくこ
と。 【復習】第7回講義の内容を見直すこ
と。

4時間

【予習】教科書の第7章を読みまとめておくこ
と。 【復習】第8回講義の内容を見直すこ
と。

4時間

【予習】教科書の第8章を読みまとめておくこ
と。 【復習】第9回講義の内容を見直すこ
と。

4時間

【予習】教科書の第9章を読みまとめておくこ
と。 【復習】第10回講義の内容を見直すこ
と。

4時間

【予習】教科書の第10章を読みまとめておく
こと。 【復習】第11回講義の内容を見直す
こと。

4時間

3003
第12回

グローバル市場の攻略（5）グローバル価格戦略
グローバルに流通する製品やサービスの価格は、どのような枠
組みのもとで決定されるのか、価格戦略について考える。

第13回

研究内容の進捗報告
研究内容の進捗状況を報告し、ゼミにてディスカッショ
ンを行う。研究テーマに関しての気づきを得る。

第14回

前期のまとめ

研究内容の進捗確認

前期の演習で学習した内容を振り返り、自らの研究内容の進捗
状況を確認する。
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【予習】教科書の第11章を読みまとめておく
こと。 【復習】第12回講義の内容を見直す
こと。

4時間

研究内容の進捗報告を通して得られた気づき
を研究内容に反映すること。

4時間

講義内容について見直しをすること。期末レ
ポートを期日までにまとめること。

4時間

3004

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習３【国観】
平賀富一
3年

開講時期

前期

2

単位数

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

大手損害保険会社、外務省、シンクタンク（研究機関）、格付け会社などで、国際的なビジネス経験、外
交、各国の政治経済や有力企業の分析、論文・レポートの執筆やそれらの執筆・作成に関する指導などを担
当（全14回）

授業概要
本演習（ゼミ）では、国際ビジネスをメインテーマに、企業の海外進出、海外企業との提携、海外企業の日本への参入や投資、インバウンド観
光、および関連するケース（企業事例）分析（就職活動にも役立つ）など、受講生の興味を考慮して学び理解を深めます。本演習では、第
一に、定評あるテキストを分担して読み発表してもらい討議します。第二は卒業論文に関し、テーマ・論文骨子の検討、文献収集、「研究計画
書（3年次版）」の作成準備を行います。ゼミの運営はゼミ生が中心となって行い、教員はその学習の指導・支援・助言を行います。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

専門知識やスキル、表現法を学習する。

知識等を踏まえ問題を解決する能力、表現す
る力が身につく。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

自ら考え行動に移す能力が養える。

2 ．DP8.意思疎通

グループでの自分の役割を理解し貢献でき
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなす。
ゼミへの参加、取り組む姿勢・貢献（発表・討議など）、与えられた課題、領域に関する基礎的な事項を理解し、整理・論述ができたかどう
か、の観点より評価する。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末レポート
40％
取り組み姿勢
30％
ポートフォリオ（学びの記録）
30％

： 課題テーマに関する情報収集や整理ができているか、自らの考えを論理的・的確に表現・表記でき
ているか、の観点で評価する。
： 毎回提出のリアクションペーパー、学習の主体的な取り組み・成果、ゼミ内の討議。忠恕の心を
もったコメントなどの観点から評価する。
： 「何を学んだかわかるものになっているか」、「学びのふりかえり
ができているか」の観点で評価する。

使用教科書
指定する
著者
吉原英樹

タイトル
・

出版社

国際経営（第5版）

・ 有斐閣

参考文献等
【参考書】
講義中に適宜紹介する 。
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出版年
・

2021 年

3004

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、毎回の授
業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
欠席者には、原則として、欠席日の授業内容に関するレポートの提出を求めます。
Google Classroomの本講義の項で、授業の情報・資料を掲示し、毎回の授業後のリアクションペーパーや課題等の掲示・提出を行います。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日3限

場所：

西館3階44研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

全体のガイダンス：授業の進め方、成績評価手法、研究倫理
本演習（ゼミナール）での学びについて解説します。テキス
トの各章の発表の分担を決めます。また、研究倫理について学び
ます。

第2回

テキスト第1章の発表／卒論研究(研究の進め方)

テキスト第1章「国際経営の新しい動き」の発表、ゼミ生の討
議、教員の解説などを行います。次いで卒業研究ガイドラインな
どに沿って卒論研究の進め方を学び考えます。
第3回

テキスト第2章の発表・討議／卒論研究（関心分野の検討）
テキスト第2章「国際経営とは」の発表、ゼミ生の討議、教
員の解説などを行います。
各自の興味ある分野について検討します。

第4回

テキスト第3章の発表・討議／卒論研究（テーマ案の検討）
テキスト第3章「国際経営戦略」の発表、ゼミ生の討議、教
員の解説などを行います。
前回の検討を踏まえて個人研究のテーマ案を検討します。

第5回

テキスト第4章の発表・討議／卒論研究（テーマ案の決定）
テキスト第4章「国際マーケティング」の発表、ゼミ生の討
議、教員の解説などを行います。
卒論研究の現時点でのテーマ案を決定します。

第6回

テキスト第5章の発表・討議／卒論研究（研究課題案の検討）
テキスト第5章「海外生産」の発表、ゼミ生の討議、教員の解
説などを行います。
卒論の研究で、明らかにしたい研究課題案の検討を行います。

第7回

テキスト第6章の発表・討議／卒論研究（研究課題案の決定）
テキスト第6章「技術移転と海外研究開発」の発表、ゼミ生の討
議、教員の解説などを行います。
研究課題案の決定を行います。

グーグルクラルームの掲示資料を参照し、研
究倫理の重要性を復習します。

4時間

テキスト第1章の予習および卒業研究ガイドラ
イン等で復習します。グーグルクラルー
ムの掲示資料で示された次回分の予習を行い
ます。

4時間

テキスト第2章の復習と第3章の予習、卒論研
究の関心分野をさらに検討します。

4時間

テキスト第3章の復習と第4章の予習、卒論研
究のテーマ案についてさらに考えます。

4時間

テキスト第4章の復習と第5章の予習、卒
論の研究課題案について検討します。

4時間

テキスト第5章の復習と第6章の予習、研究課
題案についてさらに検討します。

4時間

テキスト第6章の復習と第7章の予習、卒論研
究に関する文献資料の収集方法について考え
ます。

4時間

第8回

テキスト第7章の発表・討議／卒論研究（文献・情報収集：書
籍・論文等）
テキスト第7章「国際経営マネジメント」の発表、ゼミ生の討
議、教員の解説などを行います。
卒論研究に必要な文献や情報の収集方法を学び、図書館等で実
際の収集を行います。

テキスト第7章の復習と第8章の予習、文献情
報の収集を自宅等でも行います。

4時間

第9回

テキスト第8章の発表・討議／卒論研究（文献・情報収集：イン
ターネット等）
テキスト第8章「北米・欧州の中の日本企業」の発表、ゼ
ミ生の討議、教員の解説などを行います。
卒論研究に必要な文献や情報をインターネットやデータベー
スで収集します。

テキスト第8章の復習と第9章の予習、文献収
集をさらに行います。

4時間

第10回

テキスト第9章の発表・討議／卒論研究（研究の流れの検討）

テキスト第9章の復習と第10章の予習、卒論研
究の論証の流れについて検討します。

4時間

テキスト第10章の復習と第11章の予習、卒論
研究の論証方法について考えます。

4時間

テキスト第11章の復習と第12章の予習、卒論
研究における論証方法や手法について授業内
容を踏まえてさらに考えます。

4時間

テキスト第9章「アジアの中の日本企業」の発表、ゼミ生の討
議、教員の解説などを行います。
卒論研究の項目を論証する流れについて考えます。
第11回

テキスト第10章の発表・討議／卒論研究（研究の流れの決定）
テキスト第10章「新興国市場と日本企業」の発表、ゼミ生の討
議、教員の解説などを行います。
卒論研究の項目を論証する流れについて現時点の案を決定しま
す。

第12回

テキスト第11章の発表・討議／卒論研究（論証方法・手法の検
討）
テキスト第11章「サービス企業の海外進出」の発表、ゼミ生の討
議、教員の解説などを行います。
卒論研究における論証方法や手法を学び、各自の研究にどれが適
切かを検討します。

第13回

テキスト第12章の発表・討議／卒論研究（論証方法・手法の決
定）
テキスト第12章「国際経営の新展開」の発表、ゼミ生の討議、教
員の解説などを行います。
卒論研究における論証方法や手法につき、現時点でどれを採用す
るかを決めます。

テキスト第12章の復習、卒業研究計画書（3年
次版）の原案を検討します。

4時間

第14回

卒業研究計画書（3年次版）原案作成と重要事項のまとめ

卒業研究計画書（3年次版）の原案の作成をさ
らに進めます。

4時間
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これまでの検討の進捗を踏まえて、現時点での卒業研究計画
書（3年次版）の原案を作成します。併せて演習3の重要事項のま
とめを行います。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習４【国観】
松田充史・原田弘之・東出加奈子・金蘭正
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業では、観光地および観光ビジネスのマネジメントに関する卒業論文準備のための演習として、課題設定をおこないます。これまでの学
習や実習成果などをもとに、観光分野における自己の関心・課題を明確にし、専門的研究につなげることをねらいとします。観光にかかわる文
献を読み、近年の研究課題や研究方法、考察や議論の展開などについて学んだうえで、各自の関心・課題にもとづき、観光学の先行研究を調
査して分析し、研究方法や到達点などについて確認をします。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

観光が直面している課題を解決する方法を探
究

観光が直面している課題や問題点などについ
て、自らがその解決法を探ることによっ
て、広がりつつある観光業界で活躍するため
の力が身に付ける。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

国の成長戦略の一つとして位置づけられてい
る観光産業における課題について、自らがそ
の解決方法を見つけられるようになる。

2 ．DP5.計画・立案力

自ら設定した観光における課題を解決するた
めの方法を計画・立案し、実行できるように
なる。

3 ．DP6.行動・実践

計画に基づき、研究調査や卒業論文の執
筆に取り組むための、行動力や実践
力を身に付ける。

4 ．DP7.完遂

決められた期日までに、定められた書
式に基づきやり遂げる力を身に付ける。

学外連携学修
有り

(連携先：各テーマ関連)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末レポート

： 課題設定および仮説検証のプロセスが妥当かつ効果的であるかどうかで評価する。
30％

プレゼンテーション
20％
受講態度

： 自分の研究成果や研究デザインを分かり易くかつ聞く側に興味を持たせるような形でプレゼンテー
ション出来たかどうかで評価する。
： 演習への取り組み方、他の受講者の発表時の傾聴態度等により評価する。

20％
ポートフォリオ（学びの記録）
30％

： 「何を学んだかわかるものになっているか」、「学びのふりかえりができているか」を評価の基
準とする。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
各自の卒業論文を完成させるための先行研究、引用参考文献などを自ら用意する。
教員からも随時、個々の学生の研究内容に合わせ文献、論文等を提供する。

履修上の注意・備考・メッセージ
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本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

松田/水3限、原田/

場所：

各研究室

、東出/水3限、金/火3限

備考・注意事項： オフィスアワー時間以外も、教員が研究室にいる時は質問に応じる。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、観光が直面している課題
本講義の目標、内容、卒業研究の進め方について確認する。
研究倫理、著作権と個人情報についての確認をする。

シラバスを熟読し、授業についての見通し
を持つ。

4時間

第2回

研究テーマ・課題の共有
受講生各自の研究テーマや課題について構想を発表し、指導教
員、ゼミ生と共有する。

構想発表会の資料をまとめる。

4時間

第3回

研究デザインの修正
構想発表会での質疑応答やコメントに基づき、研究デザインを見
直す。

論文作成のための資料収集とノート整理

4時間

第4回

調査企画
仮説を検証するための根拠を探るための調査について、計画を立
案する。
調査対象や調査項目など、実施計画を具体化させる。

調査方法について既習事項を復習しておく

4時間

第5回

調査票の作成
調査票を作成する。

調査方法について既習事項を復習しておく。

4時間

第6回

調査企画についての共有
各自の調査企画について発表し、実施可能性や問題点などについ
て議論する。

企画書の発表資料を用意しておく。

4時間

第7回

調査企画の修正

発表時の質疑応答やコメントをまとめてお
く。

4時間

結果をまとめるのに必要な手法を確認してお
く。

4時間

企画書発表会にて、出たコメントに基づき、調査企画を見直す。
第8回

調査結果のまとめ①データ整理
調査データを整理する。

第9回

調査結果のまとめ②データ分析
調査データを分析する。

データ分析に必要な手法を確認しておく。

4時間

第10回

調査結果のまとめ③データ考察

調査結果の考察について既習事項を確認して
おく。

4時間

調査結果の解析、考察を行う。
第11回

卒業論文の枠組みの構築
問題意識や研究の目的と調査結果を照らし合せて、卒業論文全
体の枠組みを構築する。

論文作成のための資料収集とノート整理。

4時間

第12回

卒業論文の枠組みの修正
卒業論文の枠組みを構築する。

論文作成のための資料収集とノート整理。

4時間

第13回

発表会の準備
調査結果や卒業論文の枠組みについて発表するための資料を作
成する。

発表用資料の準備、発表の練習をしておく。

4時間

第14回

発表会

質疑応答の内容をまとめる。卒業研究進捗状
況の振り返り

4時間

調査結果と卒業論文の枠組みについて発表する。
期末レポートおける課題提供をし、レポート作成時の注意点につ
いて指示をする。
特に研究倫理、著作権と個人情報についての説明を行う。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習４【国観】
西釜義勝
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
専門演習は、大学での学びの中核をしめる科目である。経営学部西釜ゼミの専門演習4では、専門演習3に続いて4年次の卒業研究に備え、幅
広く専門分野の先行研究や文献を読み、グローバル企業のイノベーションマネジメントや経営戦略を中心に論文執筆に必要な情報収集、調査手
法、仮説の導出方法、分析、結果のまとめなど一連の研究プロセスを学習する。専門分野の文献を正確に理解・整理しながら、課題を発
見し、調査を進めていく。グローバル経営の実態を捉えるために理論的かつ実践的に考察するための技法を身に付け、卒業研究の準
備を行う。これらの能力は、就職活動や社会人になってからも大変重要な能力となるはずである。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

経営学分野の文献や資料を調べ、まとめ、発
表して議論するスキル

問題の所在に気づき、その解決方
法を自ら考え導き出すことができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

経営学に関する理論や知識

企業経営の現況を説明できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

企業活動での現象を総合的に理解し考察する
ための事実の見方を修得できる。

2 ．DP7.完遂

やるべきことを諦めずに自らの力でやり遂げ
ることができる。

3 ．DP8.意思疎通

集団内のメンバーの行動に影響を与えること
で集団の目標達成を促すことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、不合格とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末レポート
50％
プレゼンテーション
30％
授業への参加意欲
20％

： 講義内容の理解度を評価する。深く内容を掘り下げているか、考察は十分であるかといった観点か
ら評価する。
： 研究成果の発表内容や発表スキルなど課題内容の理解と自らの考えを論理的に説明できているかと
いう観点から評価する。
： 積極的に授業に参加しているか、グループワークなどで役割を果たしたかといった観点から能動的
姿勢を評価する。

使用教科書
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指定する
著者

タイトル

出版社

出版年

小田部正明・栗木契・太田 一樹編・
著

1からのグローバル・マーケティ ・ 碩学舎
ング

・

2017 年

雨宮寛二

アップル、アマゾン、グーグ
ルのイノベーション戦略

・

2015 年

・

・ NTT出版

参考文献等
味香興郎・藤井一郎・澤田兼一郎編（2017）『【改訂版】業種把握読本－時代の潮流を的確に把握し、勝ち残るための戦略を立てる』金融ブッ
クス株式会社．

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授
業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜日3限

場所：

研究室

備考・注意事項： ・上記以外の場合、申し出て下さい。
・講義時間の前後以外で質問がある場合は、メールで受け付ける。メールには必ず件名、氏名、所属を明記すること。
・講義終了後のコメントカードで質問等を受け付ける。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

イントロダクション 演習（ゼミナール）の進め方の説明と経
営学を研究する意義、研究倫理教育
演習（ゼミナール）の目的や進め方、評価方法、スケジュー
ル、約束事といった概要について説明する。さらに、卒業研
究の全体プロセスを解説する。また、研究倫理のもと、著作
権と個人情報の取り扱いに関する説明も行う。グローバル企
業、イノベーションマネジメント、経営戦略といったキーワー
ドをもとに経営学に関する研究を展開する意義を受講生と
の間で共有する。

第2回

グローバル市場の攻略（6）グローバル・コミュニケーション戦
略【専門演習3からの続き】
グローバル企業は、標準化と適応化というトレード・オフ関
係の中で、どのようにコミュニケーションを進めるのか、そのア
プローチ方法について考える。

第3回

グローバル市場の攻略（7）グローバル営業戦略
企業はグローバル市場における営業案件を、いかにマネジメン
トしているのかということを考え、その際に生じる課題を検討す
る。

第4回

グローバル競争の場としての日本（1）グローバル小売の店舗戦
略、（2）グローバル企業の日本市場参入
日本市場に参入し活躍するのは、どのような企業であるの
か。また、外資系企業は、日本の産業にどのような影響を及ぼす
のか、日本の国内市場でも進むグローバル化の動きを検討する。

第5回

イノベーションマネジメント（1）イノベーションとは
イノベーションとは、どのようなものであるのか。なぜ重要で
あり、どうしてマネジメントしていかなければならないのか、重
要性や意義について受講生との間で共有し、イノベーションマネ
ジメントが現代の企業にとって重大な課題のひとつであること
を理解する。

第6回

イノベーションマネジメント（2）アップルのイノベーション
アップルをケースとしてイノベーション戦略について考える。

第7回

イノベーションマネジメント（3）アマゾンのイノベーション
アマゾンをケースとしてイノベーション戦略について考える。

第8回

イノベーションマネジメント（4）グーグルのイノベーション
グーグルをケースとしてイノベーション戦略について考える。

第9回

イノベーションマネジメント（5）企業の革新性
革新的な企業の特徴について事例の比較をもとに考える。ま
た、これまでの演習で学習した内容を振り返り、グローバルビジ
ネスやイノベーションマネジメントといった経営学を学ぶ意
義と要点を確認する。

第10回

研究テーマの相互理解
各自の研究テーマと進捗状況を発表し、ディスカッショ
ンを通しての気づきを得る。

第11回

関連文献の調査と報告
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【予習】シラバスを読んでおくこと。 【復
習】専門演習4の講義概要を確認すること。関
心のある分野について考え関連する文
献を調べること。

4時間

【予習】教科書の第12章を読みまとめておく
こと。 【復習】第2回講義の内容を見直すこ
と。

4時間

【予習】教科書の第13章を読みまとめておく
こと。 【復習】第3回講義の内容を見直すこ
と。

4時間

【予習】教科書の第14章と第15章を読みまと
めておくこと。 【復習】第4回講義の内
容を見直すこと。

4時間

【予習】教科書の第1章を読みまとめておくこ
と。 【復習】第5回講義の内容を見直すこ
と。

4時間

【予習】教科書の第2章を読みまとめておくこ
と。 【復習】第6回講義の内容を見直すこ
と。

4時間

【予習】教科書の第3章を読みまとめておくこ
と。 【復習】第7回講義の内容を見直すこ
と。

4時間

【予習】教科書の第4章を読みまとめておくこ
と。 【復習】第8回講義の内容を見直すこ
と。

4時間

【予習】教科書の第5章を読みまとめておくこ
と。 【復習】第9回講義の内容を見直すこ
と。

4時間

研究内容の進捗報告を通して得られた気づき
を研究内容に反映すること。

4時間

報告を通して得られた気づきをもとに、さら
に関連する文献を調査すること。

4時間

3009
自らの研究テーマに関わる文献を調べた上で、内容をまとめ
て報告する。
第12回

卒業研究計画書の作成
これまでの学びの集大成として卒業研究計画書を作成する。

卒業研究計画書を作成すること。

4時間

第13回

研究内容の発表準備

研究内容に関してまとめた発表資料を作成す
ること。

4時間

講義内容について見直しをすること。期末レ
ポートを期日までにまとめること。

4時間

自らの研究内容の進捗状況を発表するための資料を作成し、発
表方法を考える。
第14回

後期のまとめ

研究計画の発表

後期の演習で学習した内容を振り返り、今後の自らの研究計
画を発表する。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習４【国観】
平賀富一
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

大手損害保険会社、外務省、シンクタンク（研究機関）、格付け会社などで、国際的なビジネス経験、外
交、各国の政治経済や有力企業の分析、論文・レポートの執筆やそれらの執筆・作成の指導などを担
当（全14回）

授業概要
本演習（ゼミ）では、国際ビジネスをメインテーマに、企業の海外進出、海外企業との提携、海外企業の日本への参入や投資、インバウンド観
光、および関連するケース（企業事例）分析（就職活動にも役立つ）など、受講生の興味を考慮して学び理解を深めます。本演習では、第
一に、定評ある国際経営のテキストを分担して読み発表してもらい討議します。第二は卒業論文研究に関し、演習3を踏まえて研究を進め「研究
計画書（3年次版）の作成・完成を行います。その上で、卒論の基本的な部分の執筆にも着手します。ゼミの運営はゼミ生が中心となっ
て行い、教員は学習の指導・支援・助言を行います。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

専門知識やスキル、表現法を学習する。

知識等を踏まえ問題を解決する能力、表現す
る力が身につく。

汎用的な力
1 ．DP7.完遂

自ら考え行動に移す能力が養える。

2 ．DP8.意思疎通

グループでの自分の役割を理解し貢献でき
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなす。
ゼミへの参加、取り組む姿勢・貢献（発表・討議など）、与えられた課題、領域に関する基礎的な事項を理解し、整理・論述ができたかどう
か、の観点より評価する。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末レポート
40％
取り組み姿勢
30％
ポートフォリオ（学びの記録）
30％

： 課題テーマに関する情報収集や整理ができているか、自らの考えを論理的・的確に表現・表記でき
ているか、の観点で評価する。
： 毎回提出のリアクションペーパー、学習の主体的な取り組み・成果、ゼミ内の討議、忠恕の心を
もったコメントなどの観点から評価する。
： 「何を学んだかわかるものになっているか」、「学びのふりかえりができているか」の観点で評
価する。

使用教科書
指定する
著者
江夏健一・太田正孝・藤井健

タイトル
・

出版社

国際ビジネス入門（第２版）

参考文献等
【参考書】
講義中に適宜紹介する 。
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・ 中央経済社

出版年
・

2013 年
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履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、毎回の授
業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
欠席者には、原則として、欠席日の授業内容に関するレポートの提出を求めます。
Google Classroomの本講義の項で、授業の情報・資料を掲示し、毎回の授業後のリアクションペーパーや課題等の掲示・提出を行います。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日3限

場所：

西館3階44研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

授業の進め方、卒論研究の進め方
授業の進め方を説明し、テキストの各章の発表の分担を決めま
す。
卒論研究については「卒業研究ガイドライン」に沿って今
後の進め方やスケジュール等を確認します。

第2回

テキスト第1章の発表／卒論研究（研究テーマ案のチェック）
テキスト第1章「多国籍企業と世界経済」の発表、ゼミ生の討
議、教員の解説などを行います。次いで、演習3で考えた研
究テーマ案について様々な角度から再度チェックしより深く考え
ることとします。

第3回

テキスト第2章の発表・討議／卒論研究（研究テーマ案の決定）
テキスト第2章「多国籍企業の歴史的変遷」の発表、ゼミ生の討
議、教員の解説などを行います。
各人が研究テーマ案を決めて発表します。

第4回

テキスト第3章の発表・討議／卒論研究（論証方法案の検討）
テキスト第3章「国際ビジネスの諸理論」の発表、ゼミ生の討
議、教員の解説などを行います。
卒論研究の論証方法について学び、どれが適切かを考えます。

第5回

テキスト第4章の発表・討議／卒論研究（論証方法案の決定）
テキスト第4章「多国籍企業のCSRと企業倫理」の発表、ゼ
ミ生の討議、教員の解説などを行います。
卒論研究の論証方法について、どれを採用するかを決めます。

第6回

テキスト第5章の発表・討議／卒論研究（論文の骨子案の検討）
テキスト第5章「グローバル市場参入戦略」の発表、ゼミ生の討
議、教員の解説などを行います。
卒論の骨子案について検討します。

第7回

テキスト第6章の発表・討議／卒論研究（論文の骨子案の決定）
テキスト第6章「グローバルマーケティング戦略」の発表、ゼ
ミ生の討議、教員の解説などを行います。
卒論の骨子案を決定します。

第8回

テキスト第7章の発表・討議／卒論研究（目次案の検討）
テキスト第7章「グローバルイノベーション戦略」の発表、ゼ
ミ生の討議、教員の解説などを行います。
卒論の目次案の検討を行います。

第9回

テキスト第8章の発表・討議／卒論研究（目次案の決定）
テキスト第8章「グローバル製品戦略」の発表、ゼミ生の討
議、教員の解説などを行います。
卒論の目次案を決定します。

テキスト第1章の予習をします。卒業研究ガイ
ドラインに沿って、今後の研究の進め方、項
目を確認します。

4時間

テキスト第1章の復習・第2章の予習、およ
び研究テーマ案について検討します。

4時間

テキスト第2章の復習・第3章の予習、卒論研
究の論証方法の検討を行います。

4時間

テキスト第3章の復習と第4章の予習、卒論研
究の論証方法についてさらに考えます。

4時間

テキスト第4章の復習と第5章の予習、論
文の骨子案の案を考えます。

4時間

テキスト第5章の復習よ第6章の予習、卒
論の骨子案についてさらに検討します。

4時間

テキストを含め前回授業の復習をします。Lド
ライブ等の資料で示された次回分の予
習を行います。

4時間

テキスト第7章の復習と第8章の予習、卒
論の目次案についてさらに検討を行います。

4時間

テキスト第7章の復習と第9章の予習、研究計
画書（3年次版）の項目・内容をチェックしま
す。

4時間

第10回

テキスト第9章の発表・討議／卒論研究（研究計画書（3年次
版）の検討
テキスト第9章「グローバルアライアンス戦略」の発表、ゼ
ミ生の討議、教員の解説などを行います。
研究計画書（3年次版）の作成についての検討を行います。

テキスト第9章の復習と第10章の予習、研究計
画書（3年次版）の検討を進めます。

4時間

第11回

テキスト第10章の発表・討議／卒論研究（研究計画書（3年次
版）の作成）
テキスト第10章「グローバル組織戦略」の発表、ゼミ生の討
議、教員の解説などを行います。
研究計画書（3年次版）の作成を行います。

テキスト第10章の復習と第11章の予習、研究
計画書（3年次版）の作成を進めます。

4時間

第12回

テキスト第11章の発表・討議／卒論研究（研究計画書（3年次
版）の完成）
テキスト第11章「国際人的資源管理戦略」の発表、ゼミ生の討
議、教員の解説などを行います。
研究計画書（3年次版）を完成します。その後プレゼン資料の作
成を行います。

テキスト第11章の復習と第15章の予習、プレ
ゼン資料の作成を行います。

4時間

第13回

テキスト第13章の発表・討議／卒論研究（研究計画書（3年次
版）の発表と提出）
テキスト第13章「異文化マネジメント戦略」の発表、ゼミ生の討
議、教員の解説などを行います。
研究計画書（3年次版）のプレゼン発表を行います。並行して卒
論の基本部分の執筆を開始します。

テキスト第13章の復習と第15章の予習をしま
す。卒論原稿案の執筆を進めます。

4時間

第14回

テキスト第15章の発表・討議／卒論研究（4年次のスケジュー
ル等確認）

テキスト第15章の復習をします。4年次におけ
る卒論の作成・提出のスケジュールや必要事
項を再確認し、原稿案の執筆も進めます。

4時間
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テキスト第15章「グローバルサービスビジネスの新展開」の発
表、ゼミ生の討議、教員の解説などを行います。
卒論研究について4年次における卒論の作成・提出のスケジュー
ルや必要事項を確認し、さらに原稿案の執筆を進めます。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習５【国観】
国枝よしみ・中野毅・松田充史・金蘭正
4年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業では、観光地および観光ビジネスのマネジメントに関する卒業論文作成のための演習として、調査および論文作成に向けての準備をおこ
ないます。これまでの学習や実習体験などをもとに、学びの集大成としての卒業論文を執筆してもらいますので、その指導を中心とします。専
門演習３・４での成果を踏まえ、自ら設定した研究課題を解決するための研究アプローチや、研究デザインについて具体的に検討し、卒業論
文をまとめ上げます。受講者自身が主体的に卒業研究に取り組むことが求められます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

観光が直面している課題を解決する方法を探
究できる

観光が直面している課題や問題点などについ
て、自らがその解決法を探ることによっ
て、広がりつつある観光業界で活躍するため
の力を身に付ける。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

国の成長戦略の1つとして位置づけられてい
る観光産業における課題を見つけることがで
きる。

2 ．DP5.計画・立案力

自ら設定した観光における課題を解決するた
めの方法を計画・立案し、実行できる。

3 ．DP6.行動・実践

計画に基づき、研究調査や卒業論文の執
筆に取り組むための、行動力や実践
力を身に付ける。

4 ．DP7.完遂

決められた期日までに、定められた書
式に基づきやり遂げる力を身に付ける。

5 ．DP10.忠恕の心

常に誠を尽くし、ひとの立場に立って考え行
動することができる。

学外連携学修
有り

(連携先：各テーマ関連)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末レポート
50％
研究過程

： 専門性としてテーマの妥当性、内容の妥当性・論点の明確さ、データと先行研究の参照、独自
性・社会的意義、実践力として論理的構成（説得性）、文章の体裁、表現の推敲、研究の完遂、忠
恕として不適切な内容の有無
： 取り組む姿勢として意思疎通、主体性、積極性、忠恕の心を持ったコメント等を評価する

40％
研究発表（中間発表会）
10％

： 専門性としてテーマの妥当性、内容の妥当性・論点の明確さ・オリジナリティ、データと先行研
究の参照、実践力として論理的構成（説得性）、資料（含スライド）の活用、発表技術、発表時
間、協調性として質疑応答

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
各自の卒業論文を完成させるための先行研究、引用参考文献などを自ら用意する。
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履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

国枝/金3限,中野/火3限,松田/水3限,金/火3限

場所：

各研究室（西館）

備考・注意事項： 質問は授業の前後にも答えるが、メールでも対応する。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、卒業論文作成の手順および研究倫理
卒業研究の進め方やスケジュールについて確認する。
研究倫理教育として、著作権と個人情報の取り扱いについての確
認をおこなう。

シラバスを熟読し、授業についての見通し
を持つ。

4時間

第2回

卒業論文枠組みの見直し（研究課題）
専門演習３・４の成果を踏まえ、自ら設定した卒論の課題を見
直し、より発展させる。

先行研究や参考文献を整理する。

4時間

第3回

卒業論文枠組みの見直し（研究目的）
専門演習３・４の成果を踏まえ、自ら設定した卒論の目的をよ
り明確にする。

先行研究や参考文献を整理する。

4時間

第4回

卒業論文枠組みの見直し（理論的考察）
収集した先行研究や参考文献に基づき、卒論のベースになる理論
的考察について検討する。

先行研究や参考文献を整理する。

4時間

第5回

卒業論文枠組みの見直し（研究の方法・オリジナリティ）
専門演習３・４の成果を踏まえ、研究の方法や自分の卒論でのオ
リジナリティについて検討する。

調査方法について既習事項を確認しておく。

4時間

第6回

調査結果の妥当性について検討
専門演習３・４の成果を踏まえ、実施済みの調査結果の妥当性に
ついて検討する。

調査結果や考察を確認しておく。

4時間

第7回

資料収集と作業報告（１）先行研究

調査や資料収集を行い、結論の裏付けとな
るデータや資料を追加する。

4時間

調査や資料収集を行い、結論の裏付けとな
るデータや資料を追加する。

4時間

調査や資料収集を行い、結論の裏付けとな
るデータや資料を追加する。

4時間

調査や資料収集を行い、結論の裏付けとな
るデータや資料を追加する。

4時間

研究の目的を達成するための先行研究を整理する。
第8回

資料収集と作業報告（２）文献レビュー
研究の目的を達成するための資料や文献の内容が充分であるか検
討する。

第9回

資料収集と作業報告（３）資料収集
研究の目的を達成するための資料や文献収集が質、量ともに充
分であるか検討する。

第10回

資料収集と作業報告（４）資料整理
研究の目的を達成するための資料や文献を整理しまとめる。

第11回

卒業論文の作成（１）リサーチクエスチョン
各自の進捗状況に合わせ、リサーチクエスチョンを明らかに
し、卒論執筆に取り組む。

卒業論文の執筆

4時間

第12回

卒業論文の作成（２）仮説の検討
各自の進捗状況に合わせ、仮説の検証を中心に卒論執
筆に取り組む。

卒業論文の執筆

4時間

第13回

中間報告会の準備
卒業論文の進捗状況を発表するための資料を作成する。

発表用資料の準備、発表の練習をしておく。

4時間

第14回

中間報告会、前期の振り返り

質疑応答の内容をまとめる。卒業研究進捗状
況の振り返り。

4時間

卒業論文の進捗状況をパワーポイントを用いて発表。
夏休み期間の継続した研究のための計画を確認する。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習５【国観】
西釜義勝
4年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
専門演習は、大学での学びの中核をしめる科目である。経営学部西釜ゼミの専門演習5では、これまでの学びを踏まえ卒業論文の作成を目
的に受講生全員での討論と個別指導をもとに展開する。自らの問題意識にもとづいてグローバル企業のイノベーションマネジメントや経営戦
略の問題を中心に卒論テーマを設定し、研究対象と研究方法を選び、研究計画書を策定し、4年間の学生生活を締めくくる「論文」の完成に向け
て卒業研究に取り組むことになる。卒論の準備と執筆の段階で得られた知見や様々な材料をひとつの論文にまとめ上げていく構想力、分析
力、論理的思考力、表現力は就職活動や社会人になってからも大変重要な能力となるはずである。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

経営学分野の文献や資料を調べ、まとめ、発
表して議論するスキル

問題の所在に気づき、その解決方
法を自ら考え導き出すことができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

経営学に関する理論や知識

企業経営の現況を説明できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

企業活動での現象を総合的に理解し考察する
ための事実の見方を修得できる。

2 ．DP5.計画・立案力

自ら設定した課題を解決するための方法を論
理的に組み立てることができる。

3 ．DP8.意思疎通

集団内のメンバーの行動に影響を与えること
で集団の目標達成を促すことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、不合格とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末レポート
50％
プレゼンテーション
30％
授業への参加意欲
20％

： 講義内容の理解度を評価する。深く内容を掘り下げているか、考察は十分であるかといった観点か
ら評価する。
： 研究成果の発表内容や発表スキルなど課題内容の理解と自らの考えを論理的に説明できているかと
いう観点から評価する。
： 積極的に授業に参加しているか、グループワークなどで役割を果たしたかといった観点から能動的
姿勢を評価する。

使用教科書
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指定する
著者

タイトル

雨宮寛二

・

出版社

アップル、アマゾン、グーグ
ルのイノベーション戦略

・ NTT出版

出版年
・

2015 年

参考文献等
伊丹敬之（2001）『創造的論文の書き方』有斐閣．
その他、各自の関心に応じて対応する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授
業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜日3限

場所：

研究室

備考・注意事項： ・上記以外の場合、申し出て下さい。
・講義時間の前後以外で質問がある場合は、メールで受け付ける。メールには必ず件名、氏名、所属を明記すること。
・講義終了後のコメントカードで質問等を受け付ける。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

イントロダクション 演習（ゼミナール）の進め方の説明と経
営学を研究する意義、研究倫理教育
演習（ゼミナール）の目的や進め方、評価方法、スケジュー
ル、約束事といった概要について説明する。さらに、卒業研
究の全体プロセスを解説する。また、研究倫理のもと、著作
権と個人情報の取り扱いに関する説明も行う。グローバル企
業、イノベーションマネジメント、経営戦略といったキーワー
ドをもとに経営学に関する研究を展開する意義を受講生と
の間で共有する。

第2回

卒業論文とは何か、論文の書き方
大学において卒業論文を書くことの学びの意義を確認し、論文
執筆を進めるための基本的事項を説明する。

第3回

論文の構想
各自の卒業研究活動を進めるためにテーマの妥当性、研究目
的、進め方、論文の全体構成についてこれまでの内容を踏まえ再
度検討する。

【予習】シラバスを読んでおくこと。 【復
習】専門演習5の講義概要を確認すること。関
心のある分野について考え関連する文
献を調べること。

4時間

論文を書き上げるための基本的事項を確認す
る。

4時間

自らの卒業研究テーマの妥当性、研究目
的、進め方、論文の全体構成について見直す
こと。

4時間

第4回

卒業研究計画書の意義と作成方法
卒業論文を書き上げるためになぜ研究計画書を作成する必要が
あるのか、その意義を確認する。それを踏まえ、何を、どこま
で、どのように研究するのか、4年次版卒業研究計画書として具
体的な活動内容を検討する。

4年次版卒業研究計画書を検討すること。

4時間

第5回

卒業研究計画書の作成
研究内容を卒業論文という形にするための卒業研究計画書を作
成する。

卒業研究計画書を作成すること。

4時間

第6回

論文指導

余裕をもってスケジュールを組み実際の研究
活動を進めること。

4時間

【予習】教科書の第1章を読みまとめておくこ
と。 【復習】第7回講義の内容を見直すこ
と。

4時間

【予習】教科書の第2章を読みまとめておくこ
と。 【復習】第8回講義の内容を見直すこ
と。

4時間

【予習】教科書の第3章を読みまとめておくこ
と。 【復習】第9回講義の内容を見直すこ
と。

4時間

【予習】教科書の第4章を読みまとめておくこ
と。 【復習】第10回講義の内容を見直すこ
と。

4時間

【予習】教科書の第5章を読みまとめておくこ
と。 【復習】第11回講義の内容を見直すこ
と。

4時間

研究内容の進捗報告を通して得られた気づき
を研究内容に反映すること。

4時間

各自の卒業研究活動の進捗状況をもとにテーマと照らし合わせ
ながら論文完成に向けて活動の方向性を指導する。
第7回

イノベーションマネジメント（1）イノベーションとは
イノベーションとは、どのようなものであるのか。なぜ重要で
あり、どうしてマネジメントしていかなければならないのか、重
要性や意義について受講生との間で共有し、イノベーションマネ
ジメントが現代の企業にとって重大な課題のひとつであること
を理解する。

第8回

イノベーションマネジメント（2）アップルのイノベーション
アップルをケースとしてイノベーション戦略について考える。

第9回

イノベーションマネジメント（3）アマゾンのイノベーション
アマゾンをケースとしてイノベーション戦略について考える。

第10回

イノベーションマネジメント（4）グーグルのイノベーション
グーグルをケースとしてイノベーション戦略について考える。

第11回

イノベーションマネジメント（5）企業の革新性
革新的な企業の特徴について事例の比較をもとに考える。ま
た、これまでの演習で学習した内容を振り返り、グローバルビジ
ネスやイノベーションマネジメントといった経営学を学ぶ意
義と要点を確認する。

第12回

研究内容の進捗報告（1）前半
研究内容の進捗状況を報告し、ゼミにてディスカッショ
ンを行う。研究テーマに関しての気づきを得る。
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第13回

研究内容の進捗報告（2）後半
研究内容の進捗状況を報告し、ゼミにてディスカッショ
ンを行う。研究テーマに関しての気づきを得る。

第14回

前期のまとめ

研究内容の進捗確認

前期の演習で学習した内容を振り返り、自らの研究内容の進捗
状況を確認する。

622

研究内容の進捗報告を通して得られた気づき
を研究内容に反映すること。

4時間

講義内容について見直しをすること。期末レ
ポートを期日までにまとめること。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習５【国観】
平賀富一
4年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

大手損害保険会社、外務省、シンクタンク（研究機関）、格付け会社などで、国際的なビジネス経験、外
交、各国の政治経済や有力企業の分析、論文・レポートの執筆やそれらの執筆・作成に関する指導などを担
当（全14回）

授業概要
専門演習５と6では、3年次の研究計画案を踏まえて、本格的な卒業研究を実施し、テーマ、目次、先行研究のレビュー、筆者自身の分析結果
等を総合的にまとめ、卒業論文を作成・完成させることを目的としています。前半部分である専門演習5では、3年次の専門演習で行った研究計
画案をベースに、テーマを決定し、目次案、先行研究のレビュー、自身の研究を通して、卒業論文の骨子を完成させます。その研究成果は、中
間発表の場で報告することになります。その後は、卒業論文の執筆作業を授業時および授業外で前倒しで進め、夏休み明けまでに、論文の第一
次原稿案を完成させます。
履修生自身が主体的に取り組むことを前提に、ゼミ生相互間のコメントや指摘も重視します。指導教員は、研究の進捗状況の確認を行い、必
要な指導・助言を行います。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

各自の研究分野に関連した幅広い教養と知
識の習得

卒業研究の分析・検討に必要な知識・情
報を得る

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

卒業研究を遂行する能力・手法等の習得

卒業研究を自ら主体的に進めることができる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

卒業研究の課題の発見

2 ．DP5.計画・立案力

卒業研究の遂行の計画の立案

3 ．DP8.意思疎通

中間発表を含むプレゼンテーション・発
表の実践力を習得する

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなす。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末レポート（研究プロポーサ
ル）の評価
50％
研究過程の評価
40％
研究発表（中間発表会）の評価
10％

： 卒業研究のテーマの適格性・妥当性、分析・検討手法の妥当性、採用データと先行研究の参照・引
用等の妥当性、独自の分析・検討内容、論理性、ルールに従った明確な表記
敲、研究の完遂 忠恕として適切な内
： 毎回のリアクションペーパー、取り組み姿勢、主体性、積極性、進捗実績、忠恕の心をもったコメ
ント等
： テーマと発表内容の妥当性、適切な先行研究やデータ・情報、分析手法の活用、それらを踏まえ
た自身の分析・検討内容の論理的な説明力、タイムマネジメント、質問への回答

使用教科書
特に指定しない
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参考文献等
論文を完成させるために、テーマに関する代表的・基本的な文献を含め先行研究、引用参考文献など、各人10冊・本以上を教員の助言も得つ
つ収集し読み込みます。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
卒業研究には履修生自身の自主的な研究の実施・遂行が必要です。日頃から積極的に担当教員とのコミュニケーションをとって分析・検討・作
成を推進してください。授業時間のみならず、可能な限り多くの時間を充て集中して取り組むことが大切です。
Google Classroomの本講義の項で、授業の情報・資料を掲示し、毎回の授業後のリアクションペーパーや課題等の掲示・提出、質疑応答を行い
ます。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日3限

場所：

研究室44（西館3階）

備考・注意事項： 随時、タイムリーに連絡・相談等を行ってください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、卒業論文作成の手順および研究倫理
卒業研究の進め方やスケジュールについて確認するとともに、研
究倫理とその重要性を理解します。

第2回

卒業研究の研究課題とテーマの確認・検討
専門演習３・４の成果を踏まえ、自ら設定した卒論の研究課
題とテーマの確認・検討・修正等を行います。

第3回

卒業論文の目次案および分析手法の確認・検討
卒業論文の目次案および分析に使用する手法や理論の確認・検
討を行います。

第4回

先行研究や参考文献の確認および追加収集の検討
既に収集した先行研究や参考文献を踏まえて、さらに追加すべき
ものを検索・検討します。

第5回

卒業研究前期中間発表会の準備
卒業研究に関するこの時点における研究計画書を作成し中間発表
会の準備を行います。

第6回

卒業研究前期中間発表会（前半）
卒業研究前期中間発表会を行います。各自の発表および他のゼ
ミ生の発表を傾聴し相互にコメントを行います。教員はアドバイ
スを行います。

第7回

卒業研究前期中間発表会（後半）
卒業研究前期中間発表会を行います。各自の発表および他のゼ
ミ生の発表を傾聴し相互にコメントを行います。教員はアドバイ
スを行います。

シラバスや資料を熟読し授業内容を復
習し、卒業研究についての予定・手順を理
解・再確認する。

4時間

研究課題とテーマについてさらに検討し必
要な修正・追加等を行う。

4時間

卒論の目次案を作成し、分析手法・理論等に
ついて検討する。

4時間

必要な先行研究・参考文献を確認しリス
トの作成を行います。

4時間

研究計画書を作成し中間発表会の資料を作
成する。

4時間

各自の発表準備および、他のゼミ生の発
表を傾聴し理解・参考にする。

4時間

各自の発表準備および、他のゼミ生の発
表を傾聴し理解・参考にする。

4時間

第8回

卒業研究前期中間発表会の振り返り
卒業研究前期中間発表会を振り返り、教員のアドバイスや他のゼ
ミ生の発表を踏まえて、各自の卒論案の修正や追加などの検
討を行います。

各自の卒論案の修正・追加の検討を行う。

4時間

第9回

研究テーマ・目次案の決定
卒論のテーマ・目次案を決定し文章化します。
実際には、この回以降は、卒論の原稿の骨子や本文案の執筆を授
業時および授業外でも前倒しで行っていきます（この記述は以下
同様ですので省略します）。

卒論のテーマ・目次案を文章化する。

4時間

第10回

先行研究・参考文献の読み込み

先行研究・参考文献の読み込み、入力・記録
作業を行う。

4時間

先行研究・参考文献についての発表へ
の他のゼミ生からのコメントや教員のアドバ
イスを復習・検討します。

4時間

収集した先行研究・参考文献の読み込みを行い、引用等に必
要な個所の確認、その入力・記録やリストの作成作業を行いま
す。
第11回

重要な先行研究・参考文献についての発表
各自が引用・参照する先行研究や参考文献の中の代表的なも
の1-2点につき、その重要点や卒論の中で使用を予定する内
容や論点などについて発表します。ゼミ生相互間でのコメン
ト、教員のアドバイスを行います。

第12回

分析手法や理論の再確認と検討
卒論作成に当たって使用する分析手法・理論についてその内
容を改めて確認・検討します。

分析手法・理論の復習を行う。

4時間

第13回

重要な分析手法・理論についての発表

分析手法・理論についての発表への他のゼ
ミ生からのコメントや教員のアドバイスを復
習・検討します。

4時間

前期の進捗状況を踏まえて夏休みおよび後
期の計画を検討する。

4時間

各自が卒業研究で使用する予定の分析手法・理論につき、その重
要点や卒論の中で使用を予定する内容や論点などについて発表し
ます。ゼミ生相互間でのコメント、教員のアドバイスを行いま
す。
第14回

前期の振り返り
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前期の研究の進捗状況を振り返り、夏休み期間の予定も含めて研
究計画の検討・修正などを行い、具体的な卒業論文の執筆の計画
案を作成します。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習６【国観】
国枝よしみ・中野毅・松田充史・金蘭正
4年

開講時期

後期

単位数

4

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業では、観光地および観光ビジネスのマネジメントに関する卒業論文作成のための演習として、論文仕上げおよび研究発表をします。これ
までの学習や実習成果などをもとに、学びの集大成としての卒業論文を執筆してもらいますので、その指導を中心とします。専門演
習３・４・５での成果を踏まえ、自ら設定した研究課題を解決するための研究アプローチや、研究デザインについて具体的に検討し、卒業論
文をまとめ上げます。受講者自身が主体的に卒業研究に取り組むことが求められます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

観光が直面している課題を解決する方法を探
究することができる。

観光が直面している課題や問題点などについ
て、自らがその解決法を探ることによっ
て、広がりつつある観光業界で活躍するため
の力を身に付ける。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

国の成長戦略の1つとして位置づけられてい
る観光産業における課題を見つける。

2 ．DP5.計画・立案力

自ら設定した観光における課題を解決するた
めの方法を計画・立案し、実行できる。

3 ．DP6.行動・実践

計画に基づき、研究調査や卒業論文の執
筆に取り組むための、行動力や実践
力を身に付ける。

4 ．DP7.完遂

決められた期日までに、定められた書
式に基づきやり遂げる力を身に付ける。

5 ．DP10.忠恕の心

常に誠をつくし、ひとの立場に立って考え行
動することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

試験（卒業論文）
50％
研究過程

： 専門性としてテーマの妥当性、内容の妥当性・論点の明確さ、データと先行研究の参照、独自
性・社会的意義、実践力として論理的構成（説得性）、文章の体裁、表現の推敲、研究の完遂、忠
恕として不適切な内容の有無
： 取り組む姿勢として意思疎通、主体性、積極性、忠恕の心を持ったコメント等を評価する

40％
研究発表
10％

： 専門性としてテーマの妥当性、内容の妥当性・論点の明確さ・オリジナリティ、データと先行研
究の参照、実践力として論理的構成（説得性）、資料（含スライド）の活用、発表技術、発表時
間、協調性として質疑応答

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
各自の卒業論文を完成させるための先行研究、引用参考文献などを自ら用意する。

履修上の注意・備考・メッセージ

626

3032
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められます。
「授業外学修課程」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

国枝/金3限,中野/火3限,松田/金3限,金/火3限

場所：

各研究室（西館）

備考・注意事項： 質問は授業の前後にも答えるが、メールでも対応する。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、卒業論文進捗状況の確認
卒業論文の進捗状況について確認する。
研究倫理教育として、著作権と個人情報の取り扱いについての確
認を行う。

中間報告会でのコメントや質問に基づき、卒
業論文全体の構成などについて検討する。

4時間

第2回

卒業論文の作成（１）中心命題の確認
研究課題の設定において、結論に導くための裏付けとなる資
料の確保は出来るかについて確認する。

卒業論文の執筆

4時間

第3回

卒業論文の作成（２）近接問題の検討
研究のアプローチに論理的な矛盾はないか確認する。

卒業論文の執筆

4時間

第4回

卒業論文の作成（３）証拠の積み上げ
研究課題を解決するためのベースとなる理論や結論の裏付けとな
る資料を積み上げる。、

卒業論文の執筆

4時間

第5回

卒業論文の作成（４）証拠の選択
収集した資料の中から、論理的に矛盾がなく、結論に導くための
より妥当な証拠を選択する。

卒業論文の執筆

4時間

第6回

卒業論文の作成（５）表現の検討
論理的に矛盾している所はないか、結論に導くための理論や裏
付けとなる資料は充分であるか確認する。

卒業論文の執筆

4時間

第7回

卒業論文進捗状況の報告

卒業論文の目的と目的を達成するためのプロ
セスや結論に導くための裏付けの適性性につ
いて確認する。

4時間

これまでの卒業論文の進捗状況について発表する。
第8回

卒業論文の作成（６）修正
全体の構成や書式などを確認しながら、修正・追加する。

卒業論文を修正する。

4時間

第9回

卒業論文の作成（７）新しいデータの追加
結論に導くための理論や裏付けとなる資料は充分であるか確
認し、新しいデータを追加する。

卒業論文を修正する。

4時間

第10回

卒業論文の作成（８）完成
全体の構成や書式などを確認しながら、論文を完成させる。

卒業論文を修正する。

4時間

第11回

卒業論文発表会の準備（１）資料準備
卒業論文の成果を発表するための資料を作成する。

発表用資料の準備、発表の練習をしておく。

4時間

第12回

卒業論文発表会の準備（２）パワーポイント作成
卒業論文の成果をパワーポイントを用いて発表。

卒業論文全体の学びについての振り返り。

4時間

第13回

ゼミ内で卒業論文発表会のリハーサル
全体の卒業論文の発表会に向け、ゼミ内でリハーサルを行う。

発表用資料の準備、発表の練習をしておく。

4時間

第14回

卒業論文発表会
卒業論文の成果をパワーポイントを用いて発表。

卒業論文全体の学びについての振り返り。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習６【国観】
西釜義勝
4年

開講時期

後期

単位数

4

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
専門演習は、大学での学びの中核をしめる科目である。経営学部西釜ゼミの専門演習6では、専門演習5に続いて卒業論文の完成を目的に受講
生全員での討論と個別指導をもとに展開する。これまでに明らかにした知見にもとづいて、さらに研究活動を積み重ねていくことになる。受講
生は文献講読、データ収集、データ分析、論文執筆などの一連の卒業論文の作成プロセスを計画的に進めることで、主体的に研
究に取り組み、論文の完成を目指す。このような努力は、最終的に卒業論文という人生において2つとない貴重な知的資産として実を結ぶことに
なる。学びの集大成としての卒業論文を書き上げた時、そこには経営学という学問に裏付けられた論理的思考力と文章力をもった新しい自
分を発見するはずである。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

経営学分野の文献や資料を調べ、まとめ、発
表して議論するスキル

問題の所在に気づき、その解決方
法を自ら考え導き出すことができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

経営学に関する理論や知識

企業経営の現況を説明できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

企業活動での現象を総合的に理解し考察する
ための事実の見方を修得できる。

2 ．DP7.完遂

やるべきことを諦めずに自らの力でやり遂げ
ることができる。

3 ．DP8.意思疎通

集団内のメンバーの行動に影響を与えること
で集団の目標達成を促すことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、不合格とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末レポート（卒業論文）
50％
プレゼンテーション
30％
授業への参加意欲
20％

： 講義内容の理解度を評価する。深く内容を掘り下げているか、考察は十分であるかといった観点か
ら評価する。
： 研究成果の発表内容や発表スキルなど課題内容の理解と自らの考えを論理的に説明できているかと
いう観点から評価する。
： 積極的に授業に参加しているか、グループワークなどで役割を果たしたかといった観点から能動的
姿勢を評価する。
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使用教科書
特に指定しない

参考文献等
伊丹敬之（2001）『創造的論文の書き方』有斐閣．
その他、各自の関心に応じて対応する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授
業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜日3限

場所：

研究室

備考・注意事項： ・上記以外の場合、申し出て下さい。
・講義時間の前後以外で質問がある場合は、メールで受け付ける。メールには必ず件名、氏名、所属を明記すること。
・講義終了後のコメントカードで質問等を受け付ける。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

イントロダクション
営学を研究する意義

演習（ゼミナール）の進め方の説明と経

演習（ゼミナール）の目的や進め方、評価方法、スケジュー
ル、約束事といった概要について説明する。さらに、卒業研
究の全体プロセスを解説する。また、研究倫理のもと、著作
権と個人情報の取り扱いに関する説明も行う。グローバル企
業、イノベーションマネジメント、経営戦略といったキーワー
ドをもとに経営学に関する研究を展開する意義を受講生と
の間で共有する。
第2回

論文指導
各自の卒業研究活動の進捗状況をもとにテーマと照らし合わせ
ながら論文完成に向けて活動の方向性を指導する。

第3回

資料の集め方
文献など研究を進めるために必要となる資料の集め方につい
て確認する。

第4回

研究の方法（1）質問票調査
研究を進める上での研究方法として「質問票調
査」の進め方を確認する。

第5回

研究の方法（2）インタビュー調査
研究を進める上での研究方法として「インタビュー調
査」の進め方を確認する。

第6回

研究の方法（3）フィールドワーク
研究を進める上での研究方法として「フィールドワー
ク」の進め方を確認する。

第7回

研究の方法（4）資料分析
研究を進める上での研究方法として「資料分析」の進め方を確
認する。

第8回

研究内容の進捗報告
研究内容の進捗状況を報告し、ゼミにてディスカッショ
ンを行う。研究テーマに関しての気づきを得る。

【予習】シラバスを読んでおくこと。 【復
習】専門演習6の講義概要を確認すること。関
心のある分野について考え関連する文
献を調べること。

4時間

余裕をもってスケジュールを組み実際の研究
活動を進めること。

4時間

論文を完成させるために必要となる資料を各
自で収集すること。

4時間

研究目的を達成するために研究方法を検
討し実践すること。

4時間

研究目的を達成するために研究方法を検
討し実践すること。

4時間

研究目的を達成するために研究方法を検
討し実践すること。

4時間

研究目的を達成するために研究方法を検
討し実践すること。

4時間

研究内容の進捗報告を通して得られた気づき
を研究内容に反映すること。

4時間

第9回

卒業論文の作成
研究内容の進捗報告を通して得られた気づきを反映させ、これ
までの学びの集大成として卒業論文を作成する。

卒業論文を作成すること。

4時間

第10回

卒業論文発表会の意義と進行方法の確認

卒業論文の内容を分かりやすく発表するため
の方法を考えること。

4時間

卒業論文の作成や提出にあたり、なぜ発表会を開催するの
か、その意義と進行方法を確認する。
第11回

研究発表の方法
聞き手に伝わるプレゼンテーションを実現するための資料作
成から表現まで研究発表に必要な準備を方法として具体的に説
明する。

卒業研究内容の発表準備を進めること。

4時間

第12回

卒業研究発表資料の作成

卒業研究の内容に関してまとめた発表資
料を作成すること。

4時間

卒業研究発表会に向けて各自で発表練
習を行うこと。

4時間

【予習】卒業研究発表の準備を行うこと。
【復習】各自で卒業研究活動から得られ
た学びについて振り返ること。

4時間

自らの卒業研究の内容を発表するための資料を作成し、発表方
法を考える。
第13回

卒業研究発表会の準備
発表会を想定して、自らの卒業研究内容を聴衆に向けて分かり
やすくプレゼンテーションするために質疑応答まで含めて研究報
告の練習を行う。

第14回

卒業研究発表会
学びの集大成としての卒業研究発表会を実施する。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習６【国観】
平賀富一
4年

開講時期

後期

単位数

4

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

大手損害保険会社、外務省、シンクタンク（研究機関）、格付け会社などで、国際的なビジネス経験、外
交、各国の政治経済や有力企業の分析、論文・レポートの執筆やそれらの執筆・作成に関する指導などを担
当（全14回）

授業概要
専門演習５と6では、3年次の計画案を踏まえて、本格的な卒業研究を実施し、テーマ、目次、先行研究のレビュー、筆者自身の分析結果等を総
合的にまとめ、卒業論文を作成・完成させることを目的としています。後半部分である専門演習6では、専門演習５で行った研究内容および研究
計画案、前期および夏休み期間中に完成した第一次卒論原稿案をベースに、各人の人生における節目の貴重な成果となる卒業論文の作成およ
び完成・提出を行います。さらにその研究成果を卒業研究発表会において報告します。履修生自身が卒論の作成・完成に主体的に取り組むこと
を前提に、ゼミ生相互間のコメントも重視します。指導教員は、研究の進捗状況の確認を行い、必要な指導・助言を行います。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

各自の研究分野に関連した幅広い教養と知
識の習得

卒業研究の分析・検討に必要な知識・情
報を得る

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

卒業研究を遂行する能力・手法等の習得

卒業研究を自ら主体的に進めることができる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

卒業研究の課題の発見

2 ．DP7.完遂

卒業研究の遂行の計画の立案

3 ．DP8.意思疎通

卒業研究発表を含むプレゼンテーション・発
表の実践力を習得する

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなす。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

卒業論文の評価
50％
研究過程の評価
40％
卒業研究発表の評価
10％

： 卒業研究のテーマの適格性・妥当性、分析・検討手法の妥当性、採用データと先行研究の参照・引
用等の妥当性、独自の分析・検討内容、論理性、ルールに従った明確な表記
敲、研究の完遂 忠恕として適切な内
： 毎回のリアクションペーパー、取り組み姿勢、主体性、積極性、進捗実績、忠恕の心をもったコメ
ント等
： テーマと発表内容の妥当性、適切な先行研究やデータ・情報、分析手法の活用、それらを踏まえ
た自身の分析・検討内容の論理的な説明力、タイムマネジメント、質問への回答

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
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論文を完成させるために、テーマに関する代表的・基本的な文献を含め先行研究、引用参考文献など各人10冊・本以上を教員の助言も得つつ収
集し読み込みます。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。卒業論文の執筆作
業を行うこと。
卒業研究には履修生自身の自主的な研究の実施・遂行が必要です。日頃から積極的に担当教員とのコミュニケーションをとって分析・検討・作
成を推進してください。授業時間のみならず、可能な限り多くの時間を充て集中して取り組むことが大切です。
Google Classroomの本講義の項で、授業の情報・資料を掲示し、毎回の授業後のリアクションペーパーや課題等の掲示・提出を行います。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日3限

場所：

研究室44（西館3階）

備考・注意事項： 随時、タイムリーに連絡・相談等を行ってください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、卒業論文の進捗状況・スケジュールの確
認
卒業論文の進捗状況について確認し、今後の卒論完成・提出・発
表までの研究の進め方やスケジュールについて確認します。並
行して、夏休み明けまでに作成した卒業論文の第一次原稿
案をベースに、卒論原稿の執筆作業を行います（この卒業論
文の執筆作業は、毎回の授業時および授業外の双方で行う、こ
の作業は12月下旬の完成・提出まで毎回同様である）。

中間報告会等でのコメントや質問、教員のア
ドバイスに基づき、卒業論文全体の構成、今
後のスケジュールなどについて確認・検討す
る

4時間

第2回

卒業論文の作成（１）論文の問題意識・研究の意義等の確認
各自の卒論について、論理的に矛盾している所はないか、結
論に導くための分析手法・理論や論拠となる資料は充分である
か確認します。並行して卒論原稿の執筆を行います。

卒業論文の執筆作業を進める。

4時間

第3回

卒業論文の作成（２）論文テーマの検討・確認
各自の卒論について、論理的に矛盾している所はないか、結
論に導くための分析手法・理論や論拠となる資料は充分である
か確認します。並行して卒論原稿の執筆を行います。

卒業論文の執筆作業を進める。

4時間

第4回

卒業論文の作成（３）主張する内容・結論の検討・確認
各自の卒論について、論理的に矛盾している所はないか、結
論に導くための分析手法・理論や論拠となる資料は充分である
か確認します。並行して卒論原稿の執筆を行います。

卒業論文の執筆作業を進める。

4時間

第5回

卒業論文の作成（４）主張の論拠とする事項・内容の選択・確
認
各自の卒論について、論理的に矛盾している所はないか、結
論に導くための分析手法・理論や論拠となる資料は充分である
か確認します。並行して卒論原稿の執筆を行います。

卒業論文の執筆作業を進める。

4時間

第6回

卒業論文の作成（５）文章表現・表記の検討・確認
各自の卒論について、論理的に矛盾している所はないか、結
論に導くための分析手法・理論や論拠となる資料は充分である
か確認します。特に文章表現・表記ルールへの準拠の点を検
討・確認します。並行して卒論原稿の執筆を行います。

卒業論文の執筆作業を進める。

4時間

第7回

卒業論文進捗状況の発表（前半）

卒業論文の目的と当該目的を達成するため
のプロセスや結論に導くための裏付けの適格
性について確認する。

4時間

卒業論文の目的と当該目的を達成するため
のプロセスや結論に導くための裏付けの適格
性について確認する。

4時間

これまでの卒業論文の進捗状況について発表する。ゼミ生相互
間のコメント、教員のアドバイスを行います。並行して卒論原
稿の執筆を行います。
第8回

卒業論文進捗状況の発表（後半）
これまでの卒業論文の進捗状況について発表する。ゼミ生相互
間のコメント、教員のアドバイスを行います。並行して卒論原
稿の執筆を行います。

第9回

卒業論文の作成（６）修正・追記
全体の構成や書式などを確認しながら、卒論原稿の修正・追記し
ます。

卒業論文を修正・追記する。

4時間

第10回

卒業論文の作成（７）新たな資料・データの追加・補足
全体の構成や書式などを確認しながら、卒論原稿の新たな修
正・追加等を行い、表記を修正・補足します。

卒業論文を修正・追記する。

4時間

第11回

卒業論文の作成（８）完成
全体の構成や書式などを確認しながら、卒論原稿の修正・追
加を行い、論文として完成させます。

卒業論文を完成させる。

4時間

第12回

卒業論文発表会の準備
卒業論文の成果を発表するための資料を作成します。

発表用資料の準備・作成を行う。

4時間

第13回

卒業論文発表会のリハーサル

授業での指摘等を踏まえて、さらに発表の練
習を行う。

4時間

卒業論文および本講義での学びについ
て振り返りを行う。

4時間

卒業論文の発表会に向け、ゼミ内でリハーサルを行う。ゼミ生相
互間のコメント、教員のアドバイスも実施します。
第14回

卒業論文発表会
卒業論文の成果をパワーポイント等プレゼンテーション資
料を用いて発表します。
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