
実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経済学基礎　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234前田　一樹

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G1

経済学部専門教育科目

テーマ 経済学を学ぶ基盤を修得する

授業の目的及び概要
本科目は，「経済学」の学修をはじめるにあたって「経済」の現象に関心を持てるようになることをねらいとします。同時に，経済学を学ぶために必要な最
低限の知識を身につけることも目的としており，ミクロ経済学やマクロ経済学をはじめとした経済学の基本も学修します。
経済学は社会を科学的に分析する優れた体系であり，マスターすれば社会の仕組みが手に取るように分かるようになるでしょう。本科目を受講すること
で経済学を修得するために真っ先に必要となる知識を身につけることができます。本科目で学修した知識を活用することで，経済学部における学びを通
じて修得することを目指す「実学としての経済学」を，より円滑に学ぶことができるようになります。

なお，講義は指定のテキスト（講義ノート）を基に進められますので，必ず毎回持参してください。

学修の到達目標
・市場メカニズムの働きと，その限界について説明することができる。
・授業で紹介した経済現象や経済問題について，自身の意見を述べることができる。
・経済データ・グラフから何が読み取れるか，説明することができる。
・経済学で用いられる基礎用語について理解し，説明することができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
・課題実施中は教室を巡回し、課題の回答に対し、適宜フィードバックを行う。
・課題解説の際、その課題に関する総評等のフィードバックを行う。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

本科目は経済学部の全1年生が履修する必修科目です。他の経済学に関する科目の大多数と深く関連する基礎的内容を扱いますので，毎回の課題提
出や復習などにしっかりと取り組むことが，今後の学修のためにも重要です。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

500

020300

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

経済学基礎　講義ノート，大阪経済法科大学経済学部，大阪経済法科大学経法学会，2019年

参考書

必要がある場合，授業中に適宜紹介します。

なし
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス 授業中の説明を振り返り，授業の進め方を再確認するとと
もに，今後の学修計画を検討してください。

4時間

第2回 経済学とはどのような学問か？ 授業で解説された専門用語を中心に，語句の暗記と説明
ができるように復習を行ってください。

4時間

第3回 経済学の登場人物―家計・企業・政府― 授業で解説された専門用語を中心に，語句の暗記と説明
ができるように復習を行ってください。特に需要曲線と供給
曲線はグラフをよくて，それぞれの意味を正確に理解する
ように復習してください。

4時間

第4回 私たちの人生と経済問題 授業で解説された専門用語を中心に，語句の暗記と説明
ができるように復習を行ってください。さらに，授業で紹介
した図を参考に，自分自身はどのようなライフイベントに直
面すると思うか考えてみてください。

4時間

第5回 付加価値の生産と日本経済 授業で解説された専門用語を中心に，語句の暗記と説明
ができるように復習を行ってください。特に付加価値につ
いては自分で数値例を作って，正しく理解できているか確
認することが望ましいです。

4時間

第6回 GDPについて学ぼう① 授業で解説された専門用語を中心に，語句の暗記と説明
ができるように復習を行ってください。余力があれば，諸外
国のGDPがどれほどか調べてみてください。

4時間

－1－



第7回 GDPについて学ぼう② 授業で解説された専門用語を中心に，語句の暗記と説明
ができるように復習を行ってください。数式で説明されてい
る箇所について，数学が苦手な方は特に時間をかけて復
習することが必要です。

4時間

第8回 経済数学入門 授業で説明する経済学で最低限求められる数学につい
て，計算問題を解くことを中心に，復習に取り組んでくださ
い。

4時間

第9回 市場メカニズムのメリット・デメリット 市場メカニズムの働きと功罪について説明できるように，
授業内容を整理して復習を行ってください。また，授業で
解説された専門用語を中心に，語句の暗記と説明ができ
るように復習を行ってください。

4時間

第10回 市場経済における政府の役割―市場の失敗を解決する― 授業で解説された専門用語を中心に，語句の暗記と説明
ができるように復習を行ってください。

4時間

第11回 市場経済における政府の役割―景気を安定させる― 授業で解説された専門用語を中心に，語句の暗記と説明
ができるように復習を行ってください。さらに関連する新聞
記事がないか探してみてください。

4時間

第12回 金融について知る 授業で解説された専門用語を中心に，語句の暗記と説明
ができるように復習を行ってください。

4時間

第13回 経済学への関心を深める 授業内容を参考に，経済学ではどのような研究を行うこと
ができるのか，図書館等で文献を調べてください。

4時間

第14回 国際的な経済取引と為替レート 授業で解説された専門用語を中心に，語句の暗記と説明
ができるように復習を行ってください。

4時間

第15回 総復習 授業で示されたポイントを中心に，定期試験に備えて総復
習を行ってください。

5時間

－2－



実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経済学基礎　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234藤田　峻

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G1

経済学部専門教育科目

テーマ 経済学を学ぶ基盤を修得する

授業の目的及び概要
本科目は，「経済学」の学修をはじめるにあたって「経済」の現象に関心を持てるようになることをねらいとします。同時に，経済学を学ぶために必要な最
低限の知識を身につけることも目的としており，ミクロ経済学やマクロ経済学をはじめとした経済学の基本も学修します。
経済学は社会を科学的に分析する優れた体系であり，マスターすれば社会の仕組みが手に取るように分かるようになるでしょう。本科目を受講すること
で経済学を修得するために真っ先に必要となる知識を身につけることができます。本科目で学修した知識を活用することで，経済学部における学びを通
じて修得することを目指す「実学としての経済学」を，より円滑に学ぶことができるようになります。

なお，講義は指定のテキスト（講義ノート）を基に進められますので，必ず毎回持参してください。

学修の到達目標
・市場メカニズムの働きと，その限界について説明することができる。
・授業で紹介した経済現象や経済問題について，自身の意見を述べることができる。
・経済データ・グラフから何が読み取れるか，説明することができる。
・経済学で用いられる基礎用語について理解し，説明することができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
・課題実施中は教室を巡回し、課題の回答に対し、適宜フィードバックを行う。
・課題解説の際、その課題に関する総評等のフィードバックを行う。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

本科目は経済学部の全1年生が履修する必修科目です。他の経済学に関する科目の大多数と深く関連する基礎的内容を扱いますので，毎回の課題提
出や復習などにしっかりと取り組むことが，今後の学修のためにも重要です。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

500

020300

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

経済学基礎　講義ノート，大阪経済法科大学経済学部，大阪経済法科大学経法学会，2019年

参考書

必要がある場合，授業中に適宜紹介します。

なし
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス 授業中の説明を振り返り，授業の進め方を再確認するとと
もに，今後の学修計画を検討してください。

4時間

第2回 経済学とはどのような学問か？ 授業で解説された専門用語を中心に，語句の暗記と説明
ができるように復習を行ってください。

4時間

第3回 経済学の登場人物―家計・企業・政府― 授業で解説された専門用語を中心に，語句の暗記と説明
ができるように復習を行ってください。特に需要曲線と供給
曲線はグラフをよくて，それぞれの意味を正確に理解する
ように復習してください。

4時間

第4回 私たちの人生と経済問題 授業で解説された専門用語を中心に，語句の暗記と説明
ができるように復習を行ってください。さらに，授業で紹介
した図を参考に，自分自身はどのようなライフイベントに直
面すると思うか考えてみてください。

4時間

第5回 付加価値の生産と日本経済 授業で解説された専門用語を中心に，語句の暗記と説明
ができるように復習を行ってください。特に付加価値につ
いては自分で数値例を作って，正しく理解できているか確
認することが望ましいです。

4時間

第6回 GDPについて学ぼう① 授業で解説された専門用語を中心に，語句の暗記と説明
ができるように復習を行ってください。余力があれば，諸外
国のGDPがどれほどか調べてみてください。

4時間

－3－



第7回 GDPについて学ぼう② 授業で解説された専門用語を中心に，語句の暗記と説明
ができるように復習を行ってください。数式で説明されてい
る箇所について，数学が苦手な方は特に時間をかけて復
習することが必要です。

4時間

第8回 経済数学入門 授業で説明する経済学で最低限求められる数学につい
て，計算問題を解くことを中心に，復習に取り組んでくださ
い。

4時間

第9回 市場メカニズムのメリット・デメリット 市場メカニズムの働きと功罪について説明できるように，
授業内容を整理して復習を行ってください。また，授業で
解説された専門用語を中心に，語句の暗記と説明ができ
るように復習を行ってください。

4時間

第10回 市場経済における政府の役割―市場の失敗を解決する― 授業で解説された専門用語を中心に，語句の暗記と説明
ができるように復習を行ってください。

4時間

第11回 市場経済における政府の役割―景気を安定させる― 授業で解説された専門用語を中心に，語句の暗記と説明
ができるように復習を行ってください。さらに関連する新聞
記事がないか探してみてください。

4時間

第12回 金融について知る 授業で解説された専門用語を中心に，語句の暗記と説明
ができるように復習を行ってください。

4時間

第13回 経済学への関心を深める 授業内容を参考に，経済学ではどのような研究を行うこと
ができるのか，図書館等で文献を調べてください。

4時間

第14回 国際的な経済取引と為替レート 授業で解説された専門用語を中心に，語句の暗記と説明
ができるように復習を行ってください。

4時間

第15回 総復習 授業で示されたポイントを中心に，定期試験に備えて総復
習を行ってください。

5時間

－4－



実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経済学部生のための経営学入門　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234高橋　美多

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G1

経済学部専門教育科目

テーマ 経営学の基本的な概念・理論について学修する。

授業の目的及び概要
この科目では、これから経済学部にて経済学を学修する学生に向け、学生が経済学の隣接学問である経営学の基礎を理解することを目的としていま
す。そして、経営学という学問とは何であるのかについて理解することで、経済学との違いを認識・理解し、学生が、より深く経済学を理解するための手
がかりを得ることを目指します。そのために、経営という活動・行為・現象に焦点をあて、そのなかでも経営学の基本的な学問体系である「経営戦略」、
「経営組織」、「経営管理」の諸領域を中心に、テキスト『経営学入門』を使いながら幅広く経営学について学修していきます。以上の学修を通して、社会
人、企業人として活躍していく上で必要な知識を身につけられるようにしていきます。また、この科目の内容は、各コースと関連を持っています。

学修の到達目標
①経営学はどのような学問であるのかについて、説明することができる。
②制度の選択に関する基本的な概念・理論について説明することができる。
③戦略の形成に関する基本的な概念・理論について説明することができる。
④組織の枠組みづくりに関する基本的な概念・理論について説明することができる。
⑤組織における⼈間への対応に関する基本的な概念・理論について説明することができる

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
理解度テストについては、ラーニング・ポータルに模範解答を⽰し、理解の定着を図ります。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

経営学は、極めて実践的な学問として発展してきました。理論や制度の学修とともに、学修した理論・制度のなかで自分自身だったらどう行動するか、
実践的な問いかけをしていきます。授業に対して主体的に取り組む姿勢が大切となります。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

300

30０2020

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

配布資料を用いて講義を行います。
藤田誠（2015）『経営学入門』中央経済社

参考書

ISBN:978-4502133916
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 【ガイダンス】
この科目の目的・目標、授業の進め方・受け方、成績評価などについ
て、授業計画の詳細とともに説明します。

経営学とは何かについて理解するため、主に①経営学の対象、②経営
の枠組み、③経営学の発展、④経営学の特徴について学修します。

事前学修として、この科目のシラバスを読み込むととも
に、経営学基礎を受講するにあたってのポイントについて
確認しておいて下さい。また、テキストの「第1章 経営学と
は何か」についてのレジュメ資料を一通り読み、予習して
下さい。
事後学修として、テキストの「第1章 経営学とは何か」につ
いてのレジュメ資料、ノートを読み返し、あらためてポイント
になるところは何かを考えながら復習して下さい。

4時間

第2回 【企業と会社の制度的特徴】
企業や会社の制度的・法律的な特徴を理解するため、主に①企業の種
類（企業形態）、②会社の種類、③会社の特徴、④株式会社の特徴、⑤
株式会社の機能、⑥所有と経営の分離について学修します 。

事前学修として、テキストの「第2章 企業と会社の制度的
特徴」の授業資料を一通り読み、予習して下さい。
事後学修として、テキストの「第2章 企業と会社の制度的
特徴」のレジュメ資料、ノートを読み返し、あらためてポイン
トになるところは何かを考えながら復習して下さい。

4時間

第3回 【コーポレート・ガバナンスと企業の社会的責任】
コーポレート・ガバナンスの基本的概念と企業倫理、企業の社会的責
任（CSR）について理解するため、主に①コーポレート・ガバナンスと株
式会社の機関設計、②コーポレート・ガバナンスの論点、③利害関係者
の多様性とコーポレート・ガバナンスについて学修します。

事前学修として、テキストの「第3章 コーポレート・ガバナン
スと企業の社会的責任」について授業資料を一通り読み、
予習して下さい。
事後学修として、テキストの「第3章 コーポレート・ガバナン
スと企業の社会的責任」についての授業資料、ノートを読
み返し、あらためてポイントになるところは何かを考えなが
ら復習して下さい。

4時間
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第4回 第４回 
【第1回～第3回の学修内容の再確認】
第1回～第3回までに学修してきた内容の再確認を進めるため、主に実
際にあった企業の不祥事についての事例を取り上げ、何が問題であっ
たのか確認する。

事前学修として、あらためてテキストの第1章～第3章の授
業資料、ノートを一通り読み返し、わからない所がないよう
にしておいて下さい。また、第4回用の授業資料を一通り
読み込み、予習して下さい。
事後学修として、当該部分の授業資料、ノートを読み返
し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら復
習して下さい。

4時間

第5回 【経営理念、目的と戦略】
経営理念、ビジョン等の概念、企業・組織の目的（目標）、戦略の基本概
念について理解するため、主に①経営理念・ビジョン、②コーポレート・
ステートメント、③企業・組織の目的、④経営理念、目的と経営戦略の
関連、⑤ドメインと経営戦略の概念、⑥CSR、企業倫理と経営戦略、⑦
戦略計画から創発的戦略へについて学修します。

事前学修として、テキストの「第4章 経営理念、目的と戦
略」についての授業資料を一通り読み、予習して下さい。
事後学修として、テキストの「第4章 経営理念、目的と戦
略」の授業資料、ノートを読み返し、あらためてポイントに
なるところは何かを考えながら復習して下さい。

4時間

第6回 【企業戦略】
企業戦略（全社戦略）の基本概念、対象である事業、戦略の方法につ
いて理解するため、主に①成長ベクトル、②多角化、③事業とは何か、
④ライフ・サイクルとポートフォリオ・プランニング、⑤ポジショニングと経
営資源・組織能力について学修します。

事前学修として、テキストの「第5章 企業戦略」についての
授業資料を一通り読み、予習して下さい。
事後学修として、テキストの「第5章 企業戦略」の授業資
料、ノートを読み返し、あらためてポイントになるところは何
かを考えながら復習して下さい。

4時間

第7回 【競争戦略と事業システム】
事業戦略（競争戦略）の前提の考え方、基本的類型、事業システムの
概念について理解するため、主に①経験効果・経験曲線、②ポーター
のファイブ・フォーシーズ・モデル、③競争戦略の類型、④事業システ
ム、⑤経営戦略に関する概念について学修します。

事前学修として、テキストの「第6章 競争戦略と事業システ
ム」についての授業資料を一通り読み、予習して下さい。
事後学修として、テキストの「第6章 競争戦略と事業システ
ム」の授業資料、ノートを読み返し、あらためてポイントに
なるところは何かを考えながら復習して下さい。

4時間

第8回 中間テスト
これまでに学修してきた内容を復習し、中間テストを実施します。

事前学修として、あらためてテキストの第1章～第6章、当
該部分の授業資料、ノートを一通り読み返し、わからない
所がないようにしておいて下さい。また。事後学修として、
当該部分の授業資料、ノートを読み返し、あらためてポイ
ントになるところは何かを考えながら復習して下さい。

4時間

第9回 【組織構造】
組織構造の諸概念と部門化に関する基本的類型、組織間関係としての
ネットワーク組織について理解するため、主に①戦略と組織、②組織構
造の基本要因、③官僚制、④部門化の基本形、⑤カンパニー制と持株
会社、⑥マトリックス組織とプロジェクト組織、⑦業務プロセスと部門の
統合、⑧組織間関係とネットワーク組織について学修します。

事前学修として、テキストの「第7章組織構造」についての
授業資料を一通り読み、予習して下さい。
事後学修として、テキストの「第7章組織構造」についての
授業資料、ノートを読み返し、あらためてポイントになると
ころは何かを考えながら復習して下さい。

4時間

第10回 【組織文化】
組織文化の概念と組織変革の基本的考え方について理解するため、
主に①組織文化の概念、②思考様式、行動様式と組織文化、③強い組
織文化と下位文化、④組織文化の機能と逆機能、⑤経営戦略、組織構
造と組織文化、⑥組織文化の変革、⑦機能主義と解釈主義について学
修します。

事前学修として、テキストの「第8章 組織文化」についての
授業資料を一通り読み、予習して下さい。
事後学修として、テキストの「第8章 組織文化」についての
授業資料、ノートを読み返し、あらためてポイントになると
ころは何かを考えながら復習して下さい。

4時間

第11回 【コンフリクトのマネジメント】
個人間・部門間コンフリクトの発生原因と対処方法について理解するた
め、主に①コンフリクトの概念、②コンフリクトの源泉、③下位文化とコ
ンフリクト、④コンフリクト・マネジメント、⑤交渉について、⑥組織変革と
コンフリクトについて学修します。

事前学修として、テキストの「第9章 コンフリクトのマネジメ
ント」についての授業資料を一通り読み、予習して下さい。
事後学修として、テキストの「第9章 コンフリクトのマネジメ
ント」についての授業資料、ノートを読み返し、あらためて
ポイントになるところは何かを考えながら復習して下さい。

4時間

第12回 【第9回～第11回の学修内容の再確認】
第9回～第11回までに学修してきた内容の再確認を進めるため、主に
実在する企業の取り組む組織変革についての事例を取り上げ、これま
で学修した理論を使ってどのように考えられるのかを確認します。

事前学修として、あらためてテキストの第7章～第9章、当
該部分の授業資料、ノートを一通り読み返し、わからない
所がないようにしておいて下さい。
事後学修として、授業資料、ノートを読み返し、あらためて
ポイントになるところは何かを考えながら復習して下さい。

4時間

第13回 【リーダーシップ】
リーダーシップの基本的概念と理論について理解するため、主に①リー
ダーシップの基本概念、②特性論（資質論）、③スタイル（行動）論、④コ
ンティンジェンシー・アプローチ、　⑤リーダーシップ概念の拡張、⑥リー
ダーシップの代替性について学修します。

事前学修として、テキストの「第10章 リーダーシップ」につ
いての授業資料を一通り読み、予習して下さい。
事後学修として、テキストの「第10章 リーダーシップ」につ
いての授業資料、ノートを読み返し、あらためてポイントに
なるところは何かを考えながら復習して下さい。

4時間

第14回 【モチベーション】
モチベーションに関する諸理論の基本的な考え方について理解するた
め、主に①内容理論（欲求理論）、②プロセス論、③フローと有能感、④
リーダーシップとモチベーション、⑤経済的インセンティブについて学修
します。

事前学修として、テキストの「第11章、モチベーション」につ
いての授業資料を一通り読み、予習して下さい。
事後学修として、テキストの「第11章、モチベーション」につ
いての授業資料、ノートを読み返し、あらためてポイントに
なるところは何かを考えながら復習して下さい。

4時間

第15回 【総括】
これまで取り扱ってきた内容について振り返るとともに、あらためて重
要なポイントは何かについて確認します。

事前学修として、あらためてテキストの第1章～第11章、当
該部分の授業資料、ノートを一通り読み返し、わからない
所がないようにしておいて下さい。
事後学修として、授業で確認された重要ポイントを中心に
テキスト、授業資料、ノートを読み返し、復習して下さい。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経済学部生のための経営学入門　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234米山　秀隆

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G1

経済学部専門教育科目

テーマ 経営学の基礎

授業の目的及び概要
この授業では、経営学を専門としない経済学部生にとって、最低限知っておくべき経営学の知識を学びます。経営学を学ぶ場合、基礎的な知識を項目
ごとに体系的に学んでいく方法もありますが、もともと経営学は、生きている企業を分析していく中で発展してきた学問です。そこでこの授業では、より経
営学に親しみやすいように、具体的なケース（事例）を最初に説明し、そのケースにしたがって経営学の基礎的な概念を説明していく方法を取ります。
ケースで取り上げる企業の多くは聞いたことのある企業だと思います。多くのケースを読み解きながら、経営学の知識が自然と身に付けられるようにし
ます。大学卒業後は多くの人は、企業などの組織で働くことになると思いますが、そうした組織の原理や機能を理解する上でも経営学は役立ちます。

学修の到達目標
・企業とはどういうものかを説明できる。
・企業の戦略で必要な要素について説明できる。
・企業のマネジメントで必要な要素について説明できる。
・社会的存在としての企業のあり方について説明できる。

授業の方法
この科目は遠隔授業で行われます。詳細についてはLearning Portalを確認してください。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
コメントシート、課題の結果については、授業内またはLearning Portalでフィードバックします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

企業は経済学の分析対象でもありますが、経営学の視点も学んでおけば、企業をより深く理解できるようになります。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

70０

00300

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

ケースに学ぶ経営学［第3版］，東北大学経営学グループ，有斐閣，2019年

参考書

9784641184480
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 授業の目標や到達目標等についてガイダンスを行います。 【予習】テキスト序章とLearning Portalに掲載する配布資料
を事前に読んでおいて下さい。
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認して
下さい。

4時間

第2回 企業の誕生（メルカリの設立と成長）について学びます。 【予習】テキスト第1章と配布資料を事前に読んでおいて下
さい。
【復習】テキスト、配布資料を読み直し、講義で得た知識を
確認して下さい。

4時間

第3回 会社とは誰のものか（カゴメのファン株主拡大戦略）について学びます。 【予習】テキスト第2章と配布資料を事前に読んでおいて下
さい。
【復習】テキスト、配布資料を読み直し、講義で得た知識を
確認して下さい。

4時間

第4回 環境・戦略・組織（フォードとGMの覇権交代）について学びます。 【予習】テキスト第3章と配布資料を事前に読んでおいて下
さい。
【復習】テキスト、配布資料を読み直し、講義で得た知識を
確認して下さい。

4時間

第5回 競争戦略の基本型（マクドナルドとモスバーガーの戦略）について学び
ます。

【予習】テキスト第4章と配布資料を事前に読んでおいて下
さい。
【復習】テキスト、配布資料を読み直し、講義で得た知識を
確認して下さい。

4時間
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第6回 事業のリストラクチャリングと組織改革（GEの企業革新）について学び
ます。

【予習】テキスト第5章と配布資料を事前に読んでおいて下
さい。
【復習】テキスト、配布資料を読み直し、講義で得た知識を
確認して下さい。

4時間

第7回 ビジネス・システム（コマツのビジネス・システムの革新とIoT）について
学びます。

【予習】テキスト第6章と配布資料を事前に読んでおいて下
さい。
【復習】テキスト、配布資料を読み直し、講義で得た知識を
確認して下さい。

4時間

第8回 破壊的技術への対応と新規事業創造（富士フイルムの企業変貌）につ
いて学びます。

【予習】テキスト第7章と配布資料を事前に読んでおいて下
さい。
【復習】テキスト、配布資料を読み直し、講義で得た知識を
確認して下さい。

4時間

第9回 プラットフォーム・ビジネス（アップルのApp Storeの展開）について学び
ます。

【予習】テキスト第8章と配布資料を事前に読んでおいて下
さい。
【復習】テキスト、配布資料を読み直し、講義で得た知識を
確認して下さい。

4時間

第10回 グローバル戦略（サムスン電子の統合と適応のジレンマ）について学び
ます。

【予習】テキスト第9章と配布資料を事前に読んでおいて下
さい。
【復習】テキスト、配布資料を読み直し、講義で得た知識を
確認して下さい。

4時間

第11回 経営理念と組織文化（リクルートの起業家精神に基づく組織文化）につ
いて学びます。

【予習】テキスト第10章と配布資料を事前に読んでおいて
下さい。
【復習】テキスト、配布資料を読み直し、講義で得た知識を
確認して下さい。

4時間

第12回 人材のマネジメント（双日の人事管理）について学びます。 【予習】テキスト第11章と配布資料を事前に読んでおいて
下さい。
【復習】テキスト、配布資料を読み直し、講義で得た知識を
確認して下さい。

4時間

第13回 日本的生産システム（トヨタの生産方式）について学びます。 【予習】テキスト第12章と配布資料を事前に読んでおいて
下さい。
【復習】テキスト、配布資料を読み直し、講義で得た知識を
確認して下さい。

4時間

第14回 環境変化期のマーケティング活動（良品計画における危機と克服）につ
いて学びます。

【予習】テキスト第14章と配布資料を事前に読んでおいて
下さい。
【復習】テキスト、配布資料を読み直し、講義で得た知識を
確認して下さい。

4時間

第15回 ビジネスの倫理（JR西日本の新幹線台車亀裂トラブル）について学びま
す。

【予習】テキスト第15章と配布資料を事前に読んでおいて
下さい。
【復習】テキスト、配布資料を読み直し、講義で得た知識を
確認して下さい。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経済学部生のための法学入門　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234呉　紅敏

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G1

経済学部専門教育科目

テーマ 経済学部１年生のための法学入門

授業の目的及び概要
法が現実の社会生活のなかでどのように使われ、どのような働きをもっているかについて、具体例を示しつつ説明していき、社会における法の役割につ
いて、全体的なイメージを作っていきます。そのなかで法律知識・法学的思考方法を身につけていくことで、経済学科生・経営学科生として、生活と学修
を自信と夢をもって進めるための基盤となる知識・スキルを養う。同時に市民としての法律の常識を身に着けることによって、社会人としての基礎力を養
うことになり、就業力育成の土台となります。

学修の到達目標
現代社会に生きる市民として、
①法学の基礎的（ベーシック）な用語・概念を他者にわかりやすく説明することができる。
②各々の法分野に関心・問題意識を持ち、法律系科目を選択する際の基盤をつくる。
③経済学科生・経営学科生として、本科目で得た法学の知識・法的思考方法により、日常生活のできごとやニュースの意味の理解を深めることができ
る。
④社会的な問題について、自分の意見を表明することができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
①毎回の授業で学んだテキストの内容（とくに法学基礎必須用語の意味・概念）をしっかり確認すること。とくに必須用語は覚えること。②毎回、e-
learningによる法律重要用語の復習をしっかりやってください。③翌週の授業のはじめに教員が、学生たちの書いたコメントシートの疑問・質問に答え、
感想や学んだ点について講評し評価する。

アクティブ・ラーニング
の取組み

PBL（課題解決型学習）／ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

法学は、日常生活になじみのない専門用語が沢山出てきます。学生諸君は、初めは戸惑うかもしれませんが、この科目の学修は、より専門的な法学の
学修や社会生活において必ず役に立ちます。ですから、まず、授業に積極的に参加してください。それから、予習・復習をしてください。あせらずに、やっ
てください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

400

200040

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

大阪経済法科大学法学部「法学入門」作成委員会著　『経法大新入生のための法学入門』
信山社刊行「法学六法21」【ISBN：9784797257519】

参考書

【ISBN：9784797257519】
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ① ガイダンス
② 法と人間とのかかわり
③ 法を学ぶ意義
④ 「規範」としての法
⑤　法と道徳の区別

①予習；テキスト『経法大新入生のための法学入門』を通
読しておくこと（2時間）。
②復習；(1)毎回の授業に添って、テキストの法学重要用語
を「必須150ワード」を使って、漢字で書けるように覚えるこ
と、用語の概念を確認しておくこと。(2)e-learningでしっかり
復習すること（2時間）。

4時間

第2回 ① 法の体系
② 法の種類
③ 法律の構造

①予習；テキスト『経法大新入生のための法学入門』を通
読しておくこと（2時間）。
②復習；(1)毎回の授業に添って、テキストの法学重要用語
を「必須150ワード」を使って、漢字で書けるように覚えるこ
と、用語の概念を確認しておくこと。(2)e-learningでしっかり
復習すること（2時間）。

4時間

第3回 ① 法の解釈の方法
② 法の適用の方法
③ 裁判所による法の解釈

①予習；テキスト『経法大新入生のための法学入門』を通
読しておくこと（2時間）。
②復習；(1)毎回の授業に添って、テキストの法学重要用語
を「必須150ワード」を使って、漢字で書けるように覚えるこ
と、用語の概念を確認しておくこと。(2)e-learningでしっかり
復習すること（2時間）。

4時間
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第4回 ① 「憲法」とは何か
② わが国の統治体制
③ 三権分立

①予習；テキスト『経法大新入生のための法学入門』を通
読しておくこと（2時間）。
②復習；(1)毎回の授業に添って、テキストの法学重要用語
を「必須150ワード」を使って、漢字で書けるように覚えるこ
と、用語の概念を確認しておくこと。(2)e-learningでしっかり
復習すること（2時間）。

4時間

第5回 第１回〜第４回目までの確認テスト ①予習；テキスト『経法大新入生のための法学入門』を通
読しておくこと（2時間）。
②復習；(1)毎回の授業に添って、テキストの法学重要用語
を「必須150ワード」を使って、漢字で書けるように覚えるこ
と、用語の概念を確認しておくこと。(2)e-learningでしっかり
復習すること（2時間）。

4時間

第6回 ① 日本国憲法の理念
② 基本的人権の尊重
③ 新しい権利

①予習；テキスト『経法大新入生のための法学入門』を通
読しておくこと（2時間）。
②復習；(1)毎回の授業に添って、テキストの法学重要用語
を「必須150ワード」を使って、漢字で書けるように覚えるこ
と、用語の概念を確認しておくこと。(2)e-learningでしっかり
復習すること（2時間）。

4時間

第7回 ① 「民法」とは何か
② 「契約」とは何か
③ 「不法行為」とは何か

①予習；テキスト『経法大新入生のための法学入門』を通
読しておくこと（2時間）。
②復習；(1)毎回の授業に添って、テキストの法学重要用語
を「必須150ワード」を使って、漢字で書けるように覚えるこ
と、用語の概念を確認しておくこと。(2)e-learningでしっかり
復習すること（2時間）。

4時間

第8回 ①「家族」とは何か
② 婚姻と離婚
③ 親子関係と相続

①予習；テキスト『経法大新入生のための法学入門』を通
読しておくこと（2時間）。
②復習；(1)毎回の授業に添って、テキストの法学重要用語
を「必須150ワード」を使って、漢字で書けるように覚えるこ
と、用語の概念を確認しておくこと。(2)e-learningでしっかり
復習すること（2時間）。

4時間

第9回 第６回〜第９回目までの確認テスト ①予習；テキスト『経法大新入生のための法学入門』を通
読しておくこと（2時間）。
②復習；(1)毎回の授業に添って、テキストの法学重要用語
を「必須150ワード」を使って、漢字で書けるように覚えるこ
と、用語の概念を確認しておくこと。(2)e-learningでしっかり
復習すること（2時間）。

4時間

第10回 ① 「刑法」とは何か
② 「犯罪」とは何か
③ 「犯罪」が成立しない場合

①予習；テキスト『経法大新入生のための法学入門』を通
読しておくこと（2時間）。
②復習；(1)毎回の授業に添って、テキストの法学重要用語
を「必須150ワード」を使って、漢字で書けるように覚えるこ
と、用語の概念を確認しておくこと。(2)e-learningでしっかり
復習すること（2時間）。

4時間

第11回 ① 「刑罰」とは何か
② 刑罰の正当化
③ 少年法

①予習；テキスト『経法大新入生のための法学入門』を通
読しておくこと（2時間）。
②復習；(1)毎回の授業に添って、テキストの法学重要用語
を「必須150ワード」を使って、漢字で書けるように覚えるこ
と、用語の概念を確認しておくこと。(2)e-learningでしっかり
復習すること（2時間）。

4時間

第12回 ① 裁判制度と裁判所
② 民事手続
③ 刑事手続
④ 裁判の担い手

①予習；テキスト『経法大新入生のための法学入門』を通
読しておくこと（2時間）。
②復習；(1)毎回の授業に添って、テキストの法学重要用語
を「必須150ワード」を使って、漢字で書けるように覚えるこ
と、用語の概念を確認しておくこと。(2)e-learningでしっかり
復習すること（2時間）。

4時間

第13回 ① 国際社会（international community）とは何か
② 国家の基本的な権利義務
③ 国家の具体的な権利義務と秩序の回復

①予習；テキスト『経法大新入生のための法学入門』を通
読しておくこと（2時間）。
②復習；(1)毎回の授業に添って、テキストの法学重要用語
を「必須150ワード」を使って、漢字で書けるように覚えるこ
と、用語の概念を確認しておくこと。(2)e-learningでしっかり
復習すること（2時間）。

4時間

第14回 第11回〜第13回目までの確認テスト ①予習；テキスト『経法大新入生のための法学入門』を通
読しておくこと（2時間）。
②復習；(1)毎回の授業に添って、テキストの法学重要用語
を「必須150ワード」を使って、漢字で書けるように覚えるこ
と、用語の概念を確認しておくこと。(2)e-learningでしっかり
復習すること（2時間）。

4時間

第15回 全体のまとめ；テキストの内容を全部ふり返り、重要用語の概念や疑問
点を洗い出し確認する。

①予習；テキスト全体をふり返り、疑問点を洗い出し自分
で調べてみる通読しておくこと（2時間）。
②復習；(1)毎回の授業に添って、テキストの法学重要用語
を「必須150ワード」を使って、漢字で書けるように覚えるこ
と、用語の概念を確認しておくこと。(2)e-learningでしっかり
復習すること（2時間）。(3)「論述問題」対策準備を行う（2時
間）

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 ミクロ経済学Ⅰ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234藤田　峻

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ 部分均衡理論の基礎

授業の目的及び概要
ミクロ経済学は経済理論の基盤を形成する，近代経済学の基礎となる理論です。本科目で学修する理論は，産業組織論や国際経済学，労働経済学，
都市経済学などの応用分野に直結し，企業の行動や国際的な現象など，全てのコースに関連して幅広く社会について考えるための土台となります。
本科目では，商品を購入して使用する消費者の行動と，商品を生産して販売する企業の行動，そして両者が商品をやり取りする市場のメカニズムを中
心に解説します。経済・市場を理解するためにミクロ経済学の学修は必要不可欠であり，本科目で得ることができる知識・思考法は，社会に出てからも
役立つ「実学としての経済学」のひとつであると言えます。
たとえば，社会における様々な出来事が需要と供給にどのような影響を与え，その結果として市場全体では何が起こるのか理解することができれば，
ニュースから今後の状況を推理することができるようになります。
よって本科目では，以上のような人生において役立つ思考法を獲得し，今後の応用科目でも活用できるミクロ経済学の基礎を修得することを目的としま
す。

学修の到達目標
本科目では以下の到達目標を設定します。
1．部分均衡理論と関連するミクロ経済学の諸理論の概要を理解できる
2．グラフや式を用いた経済学的な説明を理解することができる
3．計算を伴う関連する練習問題を解くことができる

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
適宜実施する練習問題やコメントシート等に対して，授業冒頭等の時間を活用してフィードバックを行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

ミクロ経済学は数理的に体系化された理論であるため，数学的な要素が授業に登場することは避けられません。しかし，数学が苦手な学生でも授業内
容が理解できるよう，必要な数学については授業内で復習を行います。
また，ミクロ経済学は消費者としての自分自身や身近な企業も分析の対象としています。よって，一見すると現実離れしているように感じる理論も，具体
例を考えてみると日常で直面している現象を論理的に説明しているだけであることに気付くことができると思います。単に用語や計算を暗記するのでは
なく，具体例を考えることで理論を真に理解することができれば，今後の学修にも大いに役立つ力を得ることができるでしょう。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

500

00050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

ミクロ経済学 第3版，伊藤元重，日本評論社，2018年
（ただし，電子ブックで閲覧可能な場合は，必ずしも紙媒体の書籍を購入する必要はありません。）

参考書

ミクロ経済学の力，神取道宏，日本評論社，2014年

9784535558441

978-4-535-55756-7

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス ・シラバスおよび学修計画の確認（2時間程度）
・テキスト（pp. 1－18）または参考書でこれに準じる箇所の
確認（2時間程度）

4時間

第2回 数学の復習（式とグラフ） ・授業資料・内容の復習（2時間程度）
・テキスト（pp. 19－28）または参考書でこれに準じる箇所
の確認（1時間程度）

3時間

第3回 需要曲線・供給曲線の概要 ・授業資料・内容の復習（2時間程度）
・テキスト（pp. 19－28）または参考書でこれに準じる箇所
の確認（1時間程度）

3時間

第4回 価格変化と需給曲線のシフト ・授業資料・内容の復習（2時間程度）
・テキスト（pp. 29－43）または参考書でこれに準じる箇所
の確認（2時間程度）
・テキストp. 43演習問題または参考書でこれに準じる箇所
の確認（1時間程度）

5時間

第5回 需要と需要の価格弾力性 ・授業資料・内容の復習（2時間程度）
・テキスト（pp. 44－53）または参考書でこれに準じる箇所
の確認（2時間程度）

4時間
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第6回 消費者余剰 ・授業資料・内容の復習（2時間程度）
・テキスト（pp. 54－81）または参考書でこれに準じる箇所
の確認（2時間程度）

4時間

第7回 供給と供給の価格弾力性 ・授業資料・内容の復習（2時間程度）
・テキスト（pp. 83－89）または参考書でこれに準じる箇所
の確認（1時間程度）

3時間

第8回 費用と長期・短期 ・授業資料・内容の復習（2時間程度）
・テキスト（pp. 90－100）または参考書でこれに準じる箇所
の確認（3時間程度）

5時間

第9回 企業の利潤最大化行動と供給曲線 ・授業資料・内容の復習（2時間程度）
・テキスト（pp. 100－110）または参考書でこれに準じる箇
所の確認（2時間程度）

4時間

第10回 市場メカニズムと均衡への調整過程 ・授業資料・内容の復習（2時間程度）
・消費者・生産者理論の復習（1時間程度）
・テキスト（pp. 111－121）または参考書でこれに準じる箇
所の確認（1時間程度）

4時間

第11回 部分均衡理論の現実への適用 ・授業資料・内容の復習（2時間程度）
・テキスト（pp. 122－128）または参考書でこれに準じる箇
所の確認（1時間程度）
・消費者・生産者理論の復習（1時間程度）

4時間

第12回 国際経済に対する部分均衡理論の応用 ・授業資料・内容の復習（2時間程度）
・テキスト（pp. 128－137）または参考書でこれに準じる箇
所の確認（2時間程度）

4時間

第13回 企業の参入・退出行動 ・授業資料・内容の復習（2時間程度）
・テキスト（pp. 138－147）または参考書でこれに準じる箇
所の確認（2時間程度）

4時間

第14回 部分均衡理論の応用 ・授業資料・内容の復習（2時間程度）
・総復習（2時間程度）

4時間

第15回 試験に向けた総復習 ・試験対策 5時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 ミクロ経済学Ⅰ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234朱　東平

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ 部分均衡分析の基礎

授業の目的及び概要
ミクロ経済学は、経済学の基礎ですので、大学4年間の勉強にとって非常に重要です。とくに、ミクロ経済理論の手法は経済学の多くの分野で広く用いら
れています。たとえば、産業組織論、貿易理論などは、いずれもミクロ経済学をその主要な分析用具としています。
　この授業では、部分均衡分析を中心に勉強して行きたいと思います。需要曲線、供給曲線、均衡、需要（供給）の価格弾力性、効用、消費者余剰、利
潤、生産者余剰などについて学修していきます。授業内容は、ミクロ経済学の入門レベルにあたりますので、先修条件は設けていません。
　皆さんが経済学部の卒業生として活躍できるように、ミクロ経済学の視点から、現実の経済現象を理解できる力を身につけることを目的としています。

学修の到達目標
この授業の到達目標を以下のように設定します。
1 部分均衡分析の概要を理解することができる。
2 与えられたグラフの意味を読み取ることができる。
3 需要（供給）の価格弾力性や消費者余剰、生産者余剰、平均費用、限界費用などを正確
　に計算することができる。
4 完全競争の場合の供給曲線を理解することができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
実施される小テストの結果について講評します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

クリッカー等の理解度把握システムの利用

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

「ミクロ経済学Ⅰ」と「ミクロ経済学Ⅱ」はその両方を履修してはじめて内容が完結しますので、「ミクロ経済学Ⅰ」の修得後には直ちに「ミクロ経済学Ⅱ」を
履修してください。また、「ミクロ経済学Ⅱ」は「ミクロ経済学Ⅰ」の単位を修得してから履修してください。
　数学が苦手な学生も興味を持てるように工夫を凝らしていますので、一人でも多くの学生が履修することを期待しています。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

500

020030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

以下のテキストを併用して授業を進めますので、必ず購入してください。
①ミクロ経済学（第3版），伊藤元重，日本評論社，2018年。
②講義ノーミクロ経済学，朱東平，大阪経済法科大学出版部，2019年。
上記教材は、「ミクロ経済学Ⅰ」及び「ミクロ経済学Ⅱ」の両方の授業で使われる共通のテキストです。毎回必
ず持参してください。

参考書

①9784535558441
②なしISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ミクロ経済学とは何かーーミクロ経済学とは何かについて簡単に説明
し、科目の位置づけ、授業の概要、進め方、授業中の注意点、成績評
価の基準・方法について説明します。（なお、2回目以降の内容は計画
であり、授業の進行に合わせて変更することがあります）

【予習】「需要・供給曲線」（教科書ｐ.22〜25）を予習してくだ
さい。(１時間程度)
【復習】「需要・供給曲線」（教科書ｐ.22〜25）と「ミクロ経済
学とは」（教科書ｐ.1〜17）を読んで、授業で学修した内容
を確認してください。(３時間程度)

4時間

第2回 需要と供給：需要曲線の定義、需要曲線の「読み方」などについて勉強
します。

【予習】教科書第1章を予習してください。(２時間程度)
【復習】教科書第1章を読み直して、ｐ.43の演習問題2（1）を
考えてください。(２時間程度)

4時間

第3回 需要と供給：供給曲線の定義、「読み方」や均衡について勉強します。 【予習】講義ノートの「補論1」を中心に予習してください。(２
時間程度)
【復習】講義ノートの「補論1」を読み直して、教科書ｐ.43の
演習問題1（2）、2（2）を考えてください。(２時間程度)

4時間

第4回 数学の復習：講義ノートの「補論1」を中心に、グラフを理解する方法に
ついて勉強します。

【予習】講義ノートの「補論1」を中心に予習してください。(２
時間程度)
【復習】講義ノートの「補論1」を読み直して、教科書ｐ.43の
演習問題1（3）を考えてください。(２時間程度)

4時間

第5回 数学の復習：引き続き講義ノートの「補論１」を勉強し、価格の変動と供
給曲線のシフトの関係について理解します。

【予習】教科書第1章を予習してください。(２時間程度)
【復習】教科書ｐ.43の演習問題2（3）、2（4）を考えてくださ
い。(２時間程度)

4時間
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第6回 需要曲線と消費者行動：価格の変動と需要曲線のシフトの関係、需要
曲線の構造について勉強します。

【予習】教科書第２章を予習してください。(２時間程度)
【復習】教科書第２章を読み直して、ｐ.80の演習問題1（1）
を考えてください。(２時間程度)

4時間

第7回 需要曲線と消費者行動：需要の価格弾力性について勉強します。 【予習】教科書第２章および講義ノートｐ.24、ｐ.25の例題1と
例題2を予習してください。(２時間程度)
【復習】教科書第２章を読み直して、ｐ.80の演習問題1（4）
を考えてください。(２時間程度)

4時間

第8回 需要曲線と消費者行動：引き続き需要の価格弾力性について勉強しま
す。小テストを行う予定。ただし、授業の進行に合わせて小テストの予
定を変更することもあります。

【予習】教科書第２章を予習してください。(２時間程度)
【復習】教科書第２章を読み直して、章末の演習問題及び
講義ノートの練習問題を中心に復習してください。(２時間
程度)

4時間

第9回 需要曲線と消費者行動：需要曲線の形と需要の価格弾力性、需要曲線
と収入、需要曲線と効用、需要曲線と消費者余剰について勉強します。

【予習】教科書第３章を予習してください。(２時間程度)
【復習】教科書ｐ.80の演習問題2（2）と3を考えてください。
(２時間程度)

4時間

第10回 供給曲線と生産者行動：消費者余剰の内容を終了し、供給曲線の構造
について勉強します。

【予習】教科書第３章を予習してください。(２時間程度)
【復習】教科書ｐ.80の演習問題1（2）と2（1）を考えてくださ
い。(２時間程度)

4時間

第11回 供給曲線と生産者行動：生産のための費用構造について勉強します。 【予習】教科書第３章、とくに短期費用曲線と長期費用曲
線（教科書ｐ.95〜100）について予習してください。(２時間
程度)
【復習】教科書第３章、とくに短期費用曲線と長期費用曲
線（教科書ｐ.95〜100）を読み直して、授業で学修した知識
を確認してください。(２時間程度)

4時間

第12回 供給曲線と生産者行動：総費用曲線から平均費用曲線と限界費用曲
線を導出する方法、平均費用曲線と限界費用曲線の関係について勉
強します。

【予習】教科書第3章、とくに「利潤最大化行動と供給曲線」
（教科書ｐ.100〜106）を予習してください。(２時間程度)
【復習】教科書第３章を読み直して、教科書ｐ.109の演習問
題1（1）〜（3）と3を考えてください。(２時間程度)

4時間

第13回 供給曲線と生産者行動：利潤最大化行動と供給曲線について勉強しま
す。

【予習】教科書第４章を予習してください。(２時間程度)
【復習】教科書ｐ.109の演習問題2とｐ.110の演習問題5を考
えてください。(２時間程度)

4時間

第14回 市場取引と資源配分：市場経済の資源配分の効率性について勉強しま
す。

【予習】教科書の演習問題、講義ノートの例題、練習問題
などを中心に、授業全体の復習を始めてください。(３時間
以上)
【復習】授業で学修した内容を確認してください。(１時間程
度)

4時間

第15回 まとめ：授業全体の総括を行います。 【予習】教科書の演習問題、講義ノートの例題、練習問題
などを中心に、授業全体の復習を始めてください。(３時間
以上)
【復習】授業で学修した内容を確認してください。(１時間程
度)

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 ミクロ経済学Ⅰ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234田中　征史

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ 初めてミクロ経済学を学ぶ学⽣を対象に、ミクロ経済学の基礎を授業する。

授業の目的及び概要
本科⽬では、はじめて経済学を学ぶ学⽣がミクロ経済学の基本的な考え⽅や分析⽅法を習得し、受講⽣が現実社会で起きている問題を経済学的視点
から考えられるようになることを⽬的としています。ミクロ経済学はあらゆる経済学分野の基礎となっていると⾔っても過⾔ではなく、経済学を専攻する
学⽣にとってミクロ経済理論を理解することは必須となります。本講義では、経済学の前提知識のない学⽣を対象としているため、複雑な数式計算は極
⼒避け、より直感的な解説を中⼼に講義を⾏っていきます。

学修の到達目標
この授業で扱う主なトピックは、需要と供給、政府による政策介⼊の効果、市場の効率性、国際貿易、外部性と公共政策の5つです。各トピックでは、グ
ラフや具体例を使った直感的な解説を⾏いますが、多少の数式計算は避けられません。よって、受講⽣の到達⽬標は以下の3点となります。
1. 各トピックの概要を理解する
2. グラフを使った分析ができるようになる
3. 連⽴⽅程式を解き、経済の均衡を分析できるようになる

授業の方法
この科目は遠隔授業で行われます。詳細についてはLearning Portalを確認してください。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
レポートの答案にコメントを記載のうえ返却する

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

この講義を受講するにあたって受講⽣が数学の基礎知識を既に習得していることが受講条件ではありませんが、講義では数式を使った分析を⾏うこと
も多々あります。数学を苦⼿としている⼈は、講義中の解説や小テストを解くことによって、この授業で登場する数式を扱えるようになってください。期末
試験を受ける段階で、関数のグラフの図⽰や連⽴⽅程式の解の導出ができなければ単位を取得することが難しくなります。授業中の私語は固く禁じま
す。ただし、授業中の質問は歓迎しますので、質問がある場合は（できれば授業中に、もしくは授業後に）是⾮聞いてください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

700

00300

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

この科目ではテキストは使用しません。

参考書

この科目ではテキストは使用
しません。ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 初回のガイダンスとして、今後の授業の進め⽅やレポート課題、期末試
験等に関してアナウンスをする。残りの時間は、この科⽬のイントロダク
ションとして、経済学の⼗⼤原理について紹介する。テキスト第1章が該
当範囲となる。

講義で紹介した重要語句や演習問題の解法に関して⼗分
に復習しておくこと。

4時間

第2回 経済学の基本的な考え⽅を紹介する。特に、ミクロ経済学とマクロ経済
学の違い、ストックとフローの違い、⽣産可能性フロンティアを中⼼に解
説していく。また、グラフの描き⽅等に関する数学も説明する。テキスト
第2章が該当範囲となる。

講義で紹介した重要語句や演習問題の解法に関して⼗分
に復習しておくこと。

4時間

第3回 国際間での財の貿易に関する経済学の基本的な考え⽅を紹介する。
特に、絶対優位と⽐較優位の違いについて中⼼的に講義する。テキス
ト第3章が該当範囲となる。

講義で紹介した重要語句や演習問題の解法に関して⼗分
に復習しておくこと。

4時間

第4回 ⽐較優位の応⽤例について紹介する。テキスト第3章が該当範囲とな
る。

講義で紹介した重要語句や演習問題の解法に関して⼗分
に復習しておくこと。

4時間

第5回 市場の概念と競争の概念について。価格と需要量との関係について解
説を⾏う。テキスト第4章が該当範囲となる。

講義で紹介した重要語句や演習問題の解法に関して⼗分
に復習しておくこと。

4時間

第6回 価格と供給との関係について解説を⾏う。テキスト第4章が該当範囲と
なる。

講義で紹介した重要語句や演習問題の解法に関して⼗分
に復習しておくこと。

4時間

第7回 需要と供給から市場均衡を分析する。市場均衡の導出に関する演習問
題を解く。テキスト第4章が該当範囲となる。

講義で紹介した重要語句や演習問題の解法に関して⼗分
に復習しておくこと。

4時間
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第8回 需要の価格弾⼒性、供給の価格弾⼒性に関して解説する。テキスト第5
章が該当範囲となる。

講義で紹介した重要語句や演習問題の解法に関して⼗分
に復習しておくこと。

4時間

第9回 需要の価格弾⼒性、供給の価格弾⼒性に関して解説する。弾⼒性の
計算に関する演習を⾏う。テキスト第5章が該当範囲となる。

講義で紹介した重要語句や演習問題の解法に関して⼗分
に復習しておくこと。

4時間

第10回 価格規制は市場取引にどのような影響を及ぼすか。テキスト第6章が該
当範囲となる。

講義で紹介した重要語句や演習問題の解法に関して⼗分
に復習しておくこと。

4時間

第11回 課税は市場取引にどのような影響を及ぼすか。テキスト第6章が該当範
囲となる。

講義で紹介した重要語句や演習問題の解法に関して⼗分
に復習しておくこと。

4時間

第12回 消費者余剰と⽣産者余剰に関する解説を中⼼に⾏う。テキスト第7章が
該当範囲となる。

講義で紹介した重要語句や演習問題の解法に関して⼗分
に復習しておくこと。

4時間

第13回 消費者余剰と⽣産者余剰から市場の効率性を考える。また、市場の効
率性と市場の失敗についても解説を⾏い、同トピックに関する演習を⾏
う。テキスト第7章が該当範囲となる。

講義で紹介した重要語句や演習問題の解法に関して⼗分
に復習しておくこと。

4時間

第14回 税が変化した場合の死荷重と税収について解説する。テキスト第8章が
該当範囲となる。

講義で紹介した重要語句や演習問題の解法に関して⼗分
に復習しておくこと。

4時間

第15回 これまでのまとめとして、扱ったトピックを総復習する。 講義で紹介した重要語句や演習問題の解法に関して⼗分
に復習しておくこと。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 ミクロ経済学Ⅱ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234朱　東平

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ 部分均衡分析から一般均衡分析へ

授業の目的及び概要
ミクロ経済学は、経済学の基礎ですので、大学4年間の勉強にとって非常に重要です。とくに、ミクロ経済理論の手法は経済学の多くの分野で広く用いら
れています。たとえば、産業組織論、貿易理論などは、いずれもミクロ経済学をその主要な分析用具としています。
　この授業では、ミクロ経済学の基礎である消費者（家計）行動の理論と生産者（企業）行動の理論を中心に勉強して行きたいと思います。効用関数、無
差別曲線、限界代替率、予算制約、所得効果、代替効果、費用最小化、利潤最大化などについて学修していきます。授業内容は、ミクロ経済学の入門
レベルにあたりますので、先修条件は設けていません。
　皆さんが経済学部の卒業生として活躍できるように、ミクロ経済学の視点から、現実の経済現象を理解できる力を身につけることを目的としています。

学修の到達目標
この授業の到達目標を以下のように設定します。
1 消費者行動の理論を理解することができる。
2 消費者行動理論の労働供給への応用について説明することができる。
3 企業の費用最小化行動を理解することができる。
4 企業の利潤最大化行動を理解することができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
この科目は「ミクロ経済学Ⅰ」の単位を修得していないと履修できません。

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
実施される小テストの結果について講評します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

クリッカー等の理解度把握システムの利用

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

「ミクロ経済学Ⅰ」と「ミクロ経済学Ⅱ」はその両方を履修してはじめて内容が完結しますので、「ミクロ経済学Ⅰ」の修得後には直ちに「ミクロ経済学Ⅱ」を
履修してください。また、「ミクロ経済学Ⅱ」は「ミクロ経済学Ⅰ」の単位を修得してから履修してください。
　数学が苦手な学生も興味を持てるように工夫を凝らしていますので、一人でも多くの学生が履修することを期待しています。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

500

020030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

以下のテキストを併用して授業を進めますので、必ず購入してください。
①ミクロ経済学（第3版），伊藤元重，日本評論社，2018年。
②講義ノーミクロ経済学，朱東平，大阪経済法科大学出版部，2019年。
上記教材は、「ミクロ経済学Ⅰ」及び「ミクロ経済学Ⅱ」の両方の授業で使われる共通のテキストです。毎回必
ず持参してください。

参考書

①9784535558441
②なしISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 部分均衡分析①：科目の位置づけ、授業の概要、進め方、授業中の注
意点、成績評価の基準・方法について説明します。部分均衡分析の復
習を行います。（なお、2回目以降の内容は計画であり、授業の進行に
合わせて変更することがあります）

【予習】教科書第4章を読んで予習してください。(2時間程
度)
【復習】教科書第4章を読み直して授業で学修した内容を
確認してください。(２時間程度)

4時間

第2回 部分均衡分析②：市場と価格メカニズムについて勉強します。 【予習】教科書第4章を読んで、とくに「応用例」（教科書
ｐ.122〜128）を予習してください。(2時間程度)
【復習】教科書第4章を読み直して、ｐ.146の演習問題2（1）
とｐ.147の演習問題3（1）を考えてください。(２時間程度)

4時間

第3回 部分均衡分析③：市場に政策的に介入することの国民経済的なコスト
について考えます。

【予習】教科書第4章を読んで、とくに「自由貿易の利益」
（教科書ｐ.128〜130）を予習してください。(2時間程度)
【復習】教科書第4章を読み直して、ｐ.147の演習問題2
（2）、2（3）、3（2）を考えてください。(２時間程度)

4時間

第4回 部分均衡分析④：引き続き、市場に政策的に介入することの国民経済
的なコストについて考えます。

【予習】教科書第5章を読んで、とくに「無差別曲線と効用」
（教科書ｐ.152〜165）を予習してください。(2時間程度)
【復習】教科書ｐ.147の演習問題4及び講義ノートの練習問
題を考えてください。(２時間程度)

4時間
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第5回 消費者行動の理論①：無差別曲線と効用について勉強します。 【予習】教科書第5章を読んで、とくに予算制約（教科書
ｐ.165〜167）を予習してください。(2時間程度)
【復習】教科書第５章を読み直して、ｐ.173の演習問題1
（1）、1（4）を考えてください。(２時間程度)

4時間

第6回 消費者行動の理論②：予算制約の定義、数式とグラフについて勉強し
ます。

【予習】教科書第5章を読んで、とくに「無差別曲線と効用
最大化」（教科書ｐ.167以降の内容）について予習してくだ
さい。(2時間程度)
【復習】教科書第５章を読み直して、ｐ.173の演習問題2を
考えてください。(２時間程度)

4時間

第7回 消費者行動の理論③：効用最大化と消費者行動について勉強します。 【予習】これまでの授業内容を復習すると同時に、教科書
第6章を予習してください。(３時間程度)
【復習】授業で学修した内容を確認してください。(１時間程
度)

4時間

第8回 消費者行動理論の展開①：所得の変化と需要について勉強します。小
テストを行う予定。ただし、授業の進行に合わせて小テストの予定を変
更することもあります。

【予習】教科書第6章を読んで、とくに「価格の変化と需要」
（教科書ｐ.183〜195）を予習してください。(３時間程度)
【復習】教科書第6章を読み直して、授業で学修した内容を
確認してください。(１時間程度)

4時間

第9回 消費者行動理論の展開②：価格の変化と需要について勉強します。 【予習】教科書第6章を読んで、とくに「労働供給の理論」
（教科書ｐ.196〜202）を予習してください。(３時間程度)
【復習】教科書第6章を読み直して、授業で学修した内容を
確認してください。(１時間程度)

4時間

第10回 消費者行動理論の展開③：労働供給の理論について勉強します。 【予習】教科書第7章を読んで、とくに「生産関数としてとら
えた企業」（教科書ｐ.206〜214）を予習してください。(３時
間程度)
【復習】教科書第７章を読み直して、授業で学修した内容を
確認してください。(１時間程度)

4時間

第11回 生産と費用①：生産関数を中心に勉強します。 【予習】教科書第7章を読んで、とくに「生産要素間の代替
と費用」、「費用最小化行動と費用曲線」（教科書ｐ.214〜
228）を予習してください。(２時間程度)
【復習】教科書第７章を読み直して、ｐ.237の演習問題2を
考えてください。(２時間程度)

4時間

第12回 生産と費用②：企業の費用最小化行動について勉強します。 【予習】教科書第7章を読んで、とくに「利潤最大化行動」
（教科書ｐ.229〜236）を予習してください。(２時間程度)
【復習】教科書第７章を読み直して、ｐ.237の演習問題2を
考えてください。(２時間程度)

4時間

第13回 生産と費用③：企業の利潤最大化行動について勉強します。 【予習】教科書第８章を読んで予習してください。(２時間程
度)
【復習】教科書ｐ.237の演習問題3を考えてください。(２時間
程度)

4時間

第14回 一般均衡と資源配分：交換の利益や生産活動における資源配分につ
いて勉強します。

【予習】教科書の演習問題、講義ノートの例題、練習問題
などを中心に、授業全体の復習を始めてください。(３時間
以上)
【復習】授業で学修した内容を確認してください。(１時間程
度)

4時間

第15回 まとめ：授業全体の総括を行います。 【予習】教科書の演習問題、講義ノートの例題、練習問題
などを中心に、授業全体の復習を始めてください。(３時間
以上)
【復習】授業で学修した内容を確認してください。(１時間程
度)

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 ミクロ経済学Ⅱ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234藤田　峻

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ 部分均衡分析から一般均衡分析へ

授業の目的及び概要
ミクロ経済学は経済理論の基盤を形成する，近代経済学の基礎となる理論です。本科目で学修する理論は，産業組織論や国際経済学，労働経済学，
都市経済学などの応用分野に直結し，企業の行動や国際的な現象など，幅広く社会について考えるための土台となります。
本科目では，「ミクロ経済学Ⅰ」で解説された部分均衡理論から更に進んで，複数の産業や市場を同時に考えることができる一般均衡理論を扱います。
経済・市場を理解するためにミクロ経済学の学修は必要不可欠であり，本科目で得ることができる知識・思考法は，社会に出てからも役立つ「実学として
の経済学」のひとつであると言えます。
たとえば，社会における様々な出来事が需要と供給にどのような影響を与え，その結果として市場全体では何が起こるのか理解することができれば，
ニュースから今後の状況を推理することができるようになります。
本科目では，以上のように人生において役立つ思考法を獲得することができるとともに，「ミクロ経済学Ⅲ」や各コースにおいて学ぶ応用科目でも活用で
きる，ミクロ経済学の基礎を修得することを目的とします。

学修の到達目標
本科目では以下の到達目標を設定します。
1．一般均衡理論と関連するミクロ経済学の諸理論の概要を理解できる
2．グラフや式を用いた経済学的な説明を理解することができる
3．計算を伴う関連する練習問題を解くことができる

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
この科目は「ミクロ経済学Ⅰ」の単位を修得していないと履修できません。

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
実施される小テストの結果について講評します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

本科目は「ミクロ経済学Ⅰ」と比べて使用する数学の難易度が上昇します。しかし，ミクロ経済学は数理的に体系化された理論であるため，数学的な要
素が授業に登場することは避けられません。ただし，数学が苦手な学生でも授業内容が理解できるよう，必要な数学については授業内で復習を行いま
す。
また，ミクロ経済学は消費者としての自分自身や身近な企業も分析の対象としています。よって，一見すると現実離れしているように感じる理論も，具体
例を考えてみると日常で直面している現象を論理的に説明しているだけであることに気付くことができると思います。単に用語や計算を暗記するのでは
なく，具体例を考えることで理論を真に理解することができれば，今後の学修にも大いに役立つ力を得ることができるでしょう。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

500

00050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

ミクロ経済学（第3版），伊藤元重，日本評論社，2018年
（ただし，電子ブックで閲覧可能な場合は，必ずしも紙媒体の書籍を購入する必要はありません。）

参考書

ミクロ経済学の力，神取道宏，日本評論社，2014年

9784535558441

978-4-535-55756-7

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス
ミクロ経済学Ⅰで用いた数学の復習

・シラバスおよび学修計画の確認（2時間程度）
・ミクロ経済学Ⅰの復習（2時間程度）

4時間

第2回 部分均衡理論の復習1
（需給曲線と市場均衡）

・授業資料・内容の復習（2時間程度）
・ミクロ経済学Ⅰの復習（2時間程度）

4時間

第3回 部分均衡理論の復習2
（余剰分析）

・授業資料・内容の復習（2時間程度）
・ミクロ経済学Ⅰの復習（2時間程度）

4時間

第4回 消費者理論1
（効用関数と無差別曲線）

・授業資料・内容の復習（2時間程度）
・テキスト（pp. 149－165）または参考書でこれに準じる箇
所の確認（2時間程度）

4時間

第5回 消費者理論2
（予算制約と効用最大化）

・授業資料・内容の復習（2時間程度）
・テキスト（pp. 165－173）または参考書でこれに準じる箇
所の確認（2時間程度）

4時間

第6回 消費者理論3
（効用最大化の復習と所得効果）

・授業資料・内容の復習（2時間程度）
・テキスト（pp. 175－183）または参考書でこれに準じる箇
所の確認（2時間程度）

4時間
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第7回 消費者理論4
（価格効果とスルツキー分解）

・授業資料・内容の復習（2時間程度）
・テキスト（pp. 183－194）または参考書でこれに準じる箇
所の確認（2時間程度）

4時間

第8回 消費者理論の応用例 ・授業資料・内容の復習（2時間程度）
・テキスト（pp. 194－204）または参考書でこれに準じる箇
所の確認（2時間程度）

4時間

第9回 生産者理論1
（生産関数と費用）

・授業資料・内容の復習（2時間程度）
・テキスト（pp. 205－221）または参考書でこれに準じる箇
所の確認（2時間程度）

4時間

第10回 生産者理論2
（費用最小化と利潤最大化）

・授業資料・内容の復習（2時間程度）
・テキスト（pp. 221－237）または参考書でこれに準じる箇
所の確認（2時間程度）

4時間

第11回 一般均衡理論1
（交換経済）

・授業資料・内容の復習（2時間程度）
・テキスト（pp. 239－249）または参考書でこれに準じる箇
所の確認（2時間程度）

4時間

第12回 一般均衡理論2
（生産経済）

・授業資料・内容の復習（2時間程度）
・テキスト（pp. 249－256）または参考書でこれに準じる箇
所の確認（2時間程度）

4時間

第13回 一般均衡分析3
（一般均衡理論再考）

・授業資料・内容の復習（2時間程度）
・一般均衡理論の復習（2時間程度）

4時間

第14回 一般均衡分析4
（比較優位）
価格理論の限界

・授業資料・内容の復習（2時間程度）
・テキスト（pp. 256－266）または参考書でこれに準じる箇
所の確認（2時間程度）

4時間

第15回 試験に向けた総復習 ・試験に向けた総復習（4時間程度以上） 4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 ミクロ経済学Ⅱ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234田中　征史

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ ミクロ経済学Ⅰの受講者を対象に、ミクロ経済学の基礎を授業する

授業の目的及び概要
本科⽬では、はじめて経済学を学ぶ学⽣がミクロ経済学の基本的な考え⽅や分析⽅法を習得し、受講⽣が現実社会で起きている問題を経済学的視点
から考えられるようになることを⽬的としています。ミクロ経済学はあらゆる経済学分野の基礎となっていると⾔っても過⾔ではなく、経済学を専攻する
学⽣にとってミクロ経済理論を理解することは必須となります。本講義では、経済学の前提知識のない学⽣を対象としているため、複雑な数式計算は極
⼒避け、より直感的な解説を中⼼に講義を⾏っていきます。

学修の到達目標
この授業で扱う主なトピックは、企業の費⽤関数、独占と寡占、労働の需要と供給、消費の最適化、情報の⾮対称性の5つです。各トピックでは、グラフ
や具体例を使った直感的な解説を⾏いますが、多少の数式計算は避けられません。よって、受講⽣の到達⽬標は以下の3点となります。
1. 各トピックの概要を理解する
2. グラフを使った分析ができるようになる
3. 連⽴⽅程式を解き、経済の均衡を分析できるようになる

授業の方法
この科目は遠隔授業で行われます。詳細についてはLearning Portalを確認してください。

履修の条件・注意
この科目は「ミクロ経済学Ⅰ」の単位を修得していないと履修できません。

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
レポートの答案にコメントを記載のうえ返却する。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

この講義を受講するにあたって受講⽣が数学の基礎知識を既に習得していることが受講条件ではありませんが、講義では数式を使った分析を⾏うこと
も多々あります。数学を苦⼿としている⼈は、講義中の解説やレポート課題を解くことによって、この授業で登場する数式を扱えるようになってください。
期末試験を受ける段階で、関数のグラフの図⽰や連⽴⽅程式の解の導出ができなければ単位を取得することが難しくなります。
授業中の私語は固く禁じます。ただし、授業中の質問は歓迎しますので、質問がある場合は（できれば授業中に、もしくは授業後に）是⾮聞いてくださ
い。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

700

00300

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

この科目では特定のテキストは指定しない。

参考書

この科目では特定のテキスト
は指定しない。ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 初回のガイダンスとして、今後の授業の進め⽅やレポート課題、期末試
験等に関してアナウンスをする。残りの時間は、この科⽬のイントロダク
ションとして、ミクロ経済学Iの内容の簡単なまとめと、本講義で扱うト
ピックの紹介を⾏う。

講義で紹介した重要語句や演習問題の解法に関して⼗分
に復習しておくこと。

4時間

第2回 機会費⽤や限界・平均費⽤の概念について紹介する。テキスト第13章
が該当範囲となる。

講義で紹介した重要語句や演習問題の解法に関して⼗分
に復習しておくこと。

4時間

第3回 短期経済と⻑期経済における費⽤の捉え⽅の違いについても解説す
る。テキスト第13章が該当範囲となる。

講義で紹介した重要語句や演習問題の解法に関して⼗分
に復習しておくこと。

4時間

第4回 競争市場の概念について。また、企業の利潤最⼤化⾏動がどのように
分析することができるかを解説する。テキスト第14章が該当範囲とな
る。

講義で紹介した重要語句や演習問題の解法に関して⼗分
に復習しておくこと。

4時間

第5回 企業の利潤最⼤化をグラフを使って分析する。テキスト第14章が該当
範囲となる。

講義で紹介した重要語句や演習問題の解法に関して⼗分
に復習しておくこと。

4時間

第6回 企業の利潤最⼤化⾏動によって供給曲線がどのように導かれるかを解
説する。テキスト第14章が該当範囲となる。

講義で紹介した重要語句や演習問題の解法に関して⼗分
に復習しておくこと。

4時間

第7回 企業は⾃社で雇う労働者の数をどのように決定する？労働需要に関す
る解説を⾏う。テキスト第18章が該当範囲となる。

講義で紹介した重要語句や演習問題の解法に関して⼗分
に復習しておくこと。

4時間

第8回 労働者は⾃⾝の労働時間をどのように決定する？労働供給に関する
解説を⾏う。テキスト第18章が該当範囲となる。

講義で紹介した重要語句や演習問題の解法に関して⼗分
に復習しておくこと。

4時間
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第9回 予算制約線と無差別曲線について。テキスト第21章が該当範囲とな
る。

講義で紹介した重要語句や演習問題の解法に関して⼗分
に復習しておくこと。

4時間

第10回 消費者にとって最適な消費量とはどのように決定される？消費者によ
る効⽤最⼤化に関して解説を⾏う。テキスト第21章が該当範囲となる。

講義で紹介した重要語句や演習問題の解法に関して⼗分
に復習しておくこと。

4時間

第11回 所得や価格の変化が消費者の選択に及ぼす影響について分析する。
テキスト第21章が該当範囲となる。

講義で紹介した重要語句や演習問題の解法に関して⼗分
に復習しておくこと。

4時間

第12回 外部性と市場の⾮効率性について解説を⾏う。テキスト第10章が該当
範囲となる。

講義で紹介した重要語句や演習問題の解法に関して⼗分
に復習しておくこと。

4時間

第13回 外部性に対する公共政策について解説を⾏う。テキスト第10章が該当
範囲となる。

講義で紹介した重要語句や演習問題の解法に関して⼗分
に復習しておくこと。

4時間

第14回 公共財のフリーライダー問題とは。共有資源における共有地の悲劇と
は。テキスト第11章が該当範囲となる。

講義で紹介した重要語句や演習問題の解法に関して⼗分
に復習しておくこと。

4時間

第15回 これまでのまとめとして、扱ったトピックを総復習する。 講義で紹介した重要語句や演習問題の解法に関して⼗分
に復習しておくこと。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 マクロ経済学Ⅰ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234グスタボ・バルダス

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ 経済全体の生産水準と雇用の決定メカニズムと経済政策の効果

授業の目的及び概要
マクロ経済学Iの主な目的は、国全体の生産水準（GDP）、雇用、賃金、などはどのようなメカニズムによって決定されるか、変動させる要因が何か、そし
て、経済政策が経済にどのような影響を与えるかを勉強することです。マクロ経済学を理解することによって、経済学の各分野である労働・金融・貿易な
どをより広範に理解できるようになります。マクロ経済学では、経済の変動を起こす要因の理論を勉強することと共に、日本経済の現状と将来の見通し
について勉強します。この科目の最終的な目標は、学生が卒業した後、より充実な就職活動もでき、社会に貢献できる人材になることです。
マクロ経済学で勉強するGDP、利子率、為替レート、貿易のつながりのメカニズムは、本学の経済学部が取り組んでいる「実学としての経済学」の内容を
理解するための基本知識です。「実学としての経済学」の取り組みが主に各演習で行い、同トピックスの理解を深め、応用問題の解き方も勉強します。

学修の到達目標
この授業の学修の主な目標は以下の通りです。

１. マクロ経済学の理論を理解する力
２. 日本経済の現状と将来の見通しについて分析できる力
３. 実際の経済を変動させるメカニズを説明する力
４. マクロ経済の諸問題を理解し、解決策を考える力

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
提出された練習問題のなか、正解率の低い問題がある場合、後に同タイプの問題を解説して、フィードバックします。分からない点があれば、自由に質
問してください。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

マクロ経済学Iでは、マクロ経済の動きを理解するための基礎的な知識を得ることができますが、合格すれば、「マクロ経済学II」も履修して勉強すること
が望ましいです。マクロ経済学IIでは利子率、株価、債券の価格、企業の設備投資、為替レート、財政政策と金融政策について勉強します。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

0500

00500

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキスト：講義ノートマクロ経済学I　２０２２年版　著者：バルダス グスタボ
テキストのPDFバージョンがLearning Portalの「授業内容/教材」にアップされます。

参考書

①『入門マクロ経済学（第５版）』，中谷巌，日本評論社、2007年
②マンキューマクロ経済学 1 入門篇 第4版，N.グレゴリー マンキュー，東洋経済新報社，2017年
③マンキューマクロ経済学 2 応用篇 第4版，N.グレゴリー マンキュー，東洋経済新報社，2018年

データベース
 内閣府：　https://www.cao.go.jp/
 日本銀行：　https://www.boj.or.jp/
 政府統計の総合窓：https://www.e-stat.go.jp/
 経済産業省：https://www.meti.go.jp/
 財務省：https://www.mof.go.jp/
他のデータベースを授業で紹介します。

なし

①9784535555136
②9784492315040
③9784492315101

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 授業の案内を行う。 予習：「授業1  授業の案内」を読んでください。
復習：「練習1　マクロ経済学の主なトピックス」を解いて、
オンラインで、回答してください。

1時間

第2回 日本経済の現状と将来の見通しについてのデータを紹介します。 予習：「授業2  日本経済の現状と将来の見通し」を読んで
下さい。
復習：「練習2　日本の経済の現状と将来の見通し」を解い
て、オンラインで、回答してください。

4時間

第3回 失業率と有効求人倍率の定義、計算法などについて勉強する。 予習：「授業3  失業率と有効求人倍率 」を読んで下さい。
復習：「練習3　失業率と求人倍率 」を解いて、オンライン
で、回答してください。

4時間

第4回 賃金と労働供給の関係を勉強する。 予習：「授業4  賃金と労働供給 」を読んで下さい。
復習：「練習4　賃金と労働供給  」を解いて、オンラインで
回答してください。

4時間

－23－



第5回 企業の生産技術、利潤最大化問題、労働需要関数について勉強する。 予習：「授業5  企業の技術と労働需要」を読んで下さい。
復習：「練習5　企業の利潤最大化問題 」を解いて、オンラ
インで、回答してください。

4時間

第6回 労働市場、失業の原因、失業を減らす政策について勉強する。 予習：「授業6  労働市場」を読んで下さい。
復習：「練習6　労働市場と失業の原因」を解いて、オンライ
ンで回答してください。

4時間

第7回 国内総生産（GDP)の定義、原則、三面等価などについて勉強する。 予習：「授業7  GDP 」を読んで下さい。
復習：「練習7　GDP 」を解いて、オンラインで回答してくだ
さい。

4時間

第8回 国民総生産（GNP)、国民所得、経済循環の図、投資・貯蓄バランスにつ
いて勉強する。

予習：「授業8  GNP  経済循環の図・ISバランス 」を読んで
下さい。
復習：「練習8　GNPや国民所得など 」を解いて、オンライ
ンで回答してください。

4時間

第9回 産業連関表、名目GDP、実質GDP、GDPデフレーターについて勉強す
る。

予習：「授業9  産業連関表 ＧＤＰデフレーター」を読んで下
さい。
復習：「練習9　産業連関表　GDPデフレーター」を解いて、
オンラインで回答してください。

4時間

第10回 消費関数について勉強する。 予習：「授業10  消費関数 」を読んで下さい。
復習：「練習10　消費関数 」を解いて、オンラインで回答し
てください。

4時間

第11回 ケインズ経済学の乗数モデルによるＧＤＰの均衡の決定の図と、均衡
の計算方法を勉強する。

予習：「授業11  ケインズの乗数モデルによるGDPの均衡
の決定 」を読んで下さい。
復習：「練習11  乗数モデル（均衡の計算） 」を解いて、オ
ンラインで回答してください。

4時間

第12回 乗数モデルによる財政政策（政府支出と税金の変化）について勉強す
る。

予習：「授業12  ケインズの乗数モデルによる政策の効果」
を読んで下さい。
復習：「練習12　乗数モデル（政策の効果の計算）」を解い
て、オンラインで回答してください。

4時間

第13回 乗数モデルによる波及プロセスと不況の原因について勉強する。 予習：「授業13  波及プロセス・不況の原因」を読んで下さ
い。
復習：「練習13　波及プロセスと不況の原因 」を解いて、オ
ンラインで回答してください。
　　　　試験の準備も行ってください。

5時間

第14回 完全雇用の達成と所得税のある乗数モデルについて勉強する。 予習：「授業14  乗数モデルの他のトピックス 」を読んで下
さい。
復習：「練習14　完全雇用の達成政策と所得税 」を解い
て、オンラインで回答してください。
　　　　試験の準備も行ってください。

5時間

第15回 開放経済の乗数モデルを勉強する。 予習：「授業15  開放経済の乗数モデル」を読んで下さい。
復習：「練習15   開放経済の乗数モデル  」を解いて、オン
ラインで回答してください。
　　　　オンラインの最後の練習問題を解いて、受講してく
ださい。試験の準備も行ってください。

5時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 マクロ経済学Ⅰ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234嶋田　裕光

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ マクロ経済学で登場する基本的な指標(モデル上は変数）とそれぞれの関係の把握、所得水準の決定理論（いわゆる45度線分析）

授業の目的及び概要
家計や企業といった個々の経済主体の合理的な行動に着目するミクロ経済学と異なり、マクロ経済学は景気、経済成長、物価変動、失業といった経済
全体の動きを説明するための理論の体系です。その中で家計や企業、政府、海外経済というように経済主体を大括りのグループで捉え、それぞれの行
動の変化が経済全体にどの様な影響を及ぼすかを理論的に説明するための指標や分析の枠組みを学ぶことになります。
そこで本講義では、まず講義前半で、マクロ経済学の理解に不可欠な概念や分析に用いる統計指標からはじめ、基本的な国民所得水準の決定理論、
経済政策の効果などについて説明していきます。講義後半ではマクロ経済学における主体間の関係を掘り下げるために、家計や企業、政府それぞれ
の主体の行動の原理や政策の効果などについて説明します。
　この講義全体を通じて、実際の経済全体の動きと各経済主体との相互の連関を統計や理論を活用して体系的に理解できる力を身につけることを目的
とします。

学修の到達目標
マクロ経済学の基礎的理論の理解を通じて、これまでニュースや新聞記事に書かれていることをただ何となく断片的に読んでいたものから、経済学とい
う体系的な視点をもっていろいろな事象と関連づけながら理解し、例えば「景気が悪いとはどういうことなのか？」「景気が悪い場合、どのような政策対応
が有効なのか？」などについて自ら説明できること目指します。なお、公務員などを志望する人にとっては、マクロ経済学に関する基礎的な問題が解け
るようになることを同時に目標とします。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
・適時、区切りのよいタイミングで確認課題（演習問題形式）を出します。
・次回講義にて回収後、課題の解説、講評を行うとともに、以降の講義進度や内容調整の参考とします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

本科目の担当教員は、１９８６年に経済企画庁（現内閣府）に入庁し、国家公務員として３０年以上のキャリアを積んでいる。また、経済白書や経済計
画、GDP統計、社会福祉政策にも携わった実務経験から、マクロ経済学、財政学、GDP統計、少子化問題を専門領域としている。本科目では、これらの
経験を生かし、経済データを正しく評価する目を養い、社会で役立てるための基本的な理論から実務的なプロセスまで含めた幅広い授業を行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

講義の最後に適宜、確認のための課題を演習問題形式で出します。次回講義の際に回収し、解説と復習を行いながら次の新たな項目を学ぶ形で説明
を積み重ねていきます。わからないところについてはその都度潰していくよう心がけてください。なお、日本経済等、経済事情に関する講義と並行して履
修すると理解の相乗効果が高まります。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

500

300200

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキスト指定は行いません。必要な資料を適宜配布します。

参考書

①マクロ経済学・入門(第５版）,福田慎一・照山博司,有斐閣,2016年
②入門マクロ経済学【第4版】,井堀利宏 ,新世社,2020年
　かなり平易に書かれているマクロ経済学の基礎的なテキストです。
③入門マクロ経済学【第5版】,中谷巌 ,日本評論社,2007年。
　伝統的なマクロ経済学のテキストとして広く読まれています。

なし

①9784641220669
②9784883843084
③9784535555136

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 マクロ経済学で何を対象とするのか基本的な視点を解説します。併せ
て、本講義の授業計画や参考書、注意点について説明します。

授業中の説明を振り返り、授業の進め方を再確認するとと
もに、今後の学習計画を検討してください。

2時間

第2回 マクロ経済学を身近なものとして関心を持ってもらうために、マクロ経済
に関するニュースや景気判断、政策決定の現場について解説します。

授業開始までにマクロ経済に関するニュースや記事を集
めて読んでおいて下さい。同時にそのニュースなどを読ん
で疑問点をまず整理してしておいて下さい。後の講義でそ
れらがだんだん理解できるようになります。併せて、今回
講義内容の復習を行っておいてください。

4時間

第3回 マクロ経済学で用いる代表的な経済指標について解説します。併せて
実質や名目といった概念や図表の読み方などについても解説します。

マクロ経済学を初めて学習するために不可欠な内容が多
数登場しますので今回講義内容の復習をよく行っておい
てください。確認のための課題（演習問題形式）を課します
ので、次回講義日までに解答作成、提出して下さい。次回
講義で解説、講評します。

4時間

第4回 マクロ経済分析で登場するGDPの概念、国民経済計算の基本的内容
を解説します。

多くの項目が新しく登場しますので今回講義内容の復習を
十分行っておいてください。確認のための課題（演習問題
形式）を課しますので、次回講義日までに解答作成、提出
して下さい。次回講義で解説、講評します。

5時間
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第5回 前回に引き続き、国民経済計算を用いながら、三面等価の原則、実
質、名目、フローとストックの概念について解説します。

今回も引き続き今後のマクロ経済学の理解に不可欠な概
念の内容となるので、講義内容の復習を十分行って下さ
い。確認のための課題（演習問題形式）を課しますので、
次回講義日までに解答作成、提出して下さい。次回講義
で解説、講評します。

5時間

第6回 三面等価の原則やGDPの構成要素について復習した後、需要と供給
などマクロ経済学上の基本的な概念と枠組みを解説します。

今回講義内容の復習を行っておいてください。確認のため
の課題（演習問題形式）を課しますので、次回講義日まで
に解答作成、提出して下さい。次回講義で解説、講評しま
す。

5時間

第7回 財市場の均衡とGDP水準の決定理論（４５度線分析）の基本について
解説します。

次回中間テストを行いますので、これまでの学習内容につ
いて改めて復習をしてください。

5時間

第8回 中間テストを授業中に実施した後、解答の解説を行います。続いて、需
要の構成要素である家計消費について、消費にかかる諸仮説と消費関
数を詳しく解説します。

中間テストで出来なかったところは、今後の学習の支障に
ならないよう完全に理解できるよう今一度復習しておいてく
ださい。また、今回講義については、また通常通り、確認
のための課題（演習問題形式）を課しますので、次回講義
日までに解答作成、提出して下さい。次回講義で解説、講
評します。

5時間

第9回 企業の設備投資についての諸原理、理論について解説します。 今回講義内容の復習を行っておいてください。確認のため
の課題（演習問題形式）を課しますので、次回講義日まで
に解答作成、提出して下さい。次回講義で解説、講評しま
す。

4時間

第10回 マクロ経済学における政府の役割と財政政策の効果（乗数分析）につ
いて解説します。

今回講義内容の復習を行っておいてください。確認のため
の課題（演習問題形式）を課しますので、次回講義日まで
に解答作成、提出して下さい。次回講義で解説、講評しま
す。

4時間

第11回 財政政策のパターンの違いによる経済効果の差や、中立命題など財政
赤字の効果について解説します。

今回講義内容の復習を行っておいてください。確認のため
の課題（演習問題形式）を課しますので、次回講義日まで
に解答作成、提出して下さい。次回講義で解説、講評しま
す。

4時間

第12回 貿易（輸出入）を中心とした海外経済との関係を通じて、国内外の経済
の変動がGDP水準にどう影響するか解説します。

今回講義内容の復習を行っておいてください。確認のため
の課題（演習問題形式）を課しますので、次回講義日まで
に解答作成、提出して下さい。次回講義で解説、講評しま
す。

4時間

第13回 輸出や輸入の水準の決定要因や為替変動の影響について解説しま
す。

今回講義内容の復習を行っておいてください。確認のため
の課題（演習問題形式）を課しますので、次回講義日まで
に解答作成、提出して下さい。次回講義で解説、講評しま
す。

4時間

第14回 財市場均衡モデル（４５度線分析）のまとめとして家計、企業、政府、海
外経済各主体の行動変化による経済全体への影響をレビューします。

今回講義内容の復習を行っておいてください。確認のため
の課題（演習問題形式）を課しますので、次回講義日まで
に解答作成、提出して下さい。次回講義で解説、講評しま
す。

5時間

第15回 これまでマクロ経済学Iで取り上げた、統計や理論について総復習しま
す。併せて経済現象をより深く理解するために、さらにどの様な学習が
必要かについても概説します。

定期試験に向けて、講義資料、確認課題等の解答を使っ
て復習をしっかり行ってください。これまで学習した内容
は、マクロ経済学IIやその他の応用科目の理解に不可欠
となりますので、改めて全体をよく復習しておいてくださ

5時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 マクロ経済学Ⅰ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234田中　征史

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ マクロ経済学を初めて学ぶ学生を対象に、マクロ経済学の基礎を授業する

授業の目的及び概要
本科目では、初級のマクロ経済学を講義します。GDPの成長や物価の変動、景気の変動、貿易収支、財政赤字といった用語は普段テレビや新聞などの
メディアで耳にする言葉でしょう。こういった「経済指標」は、ある国、もしくは、ある地域全体の経済活動を包括的に分析するために用いられるものです。
マクロ経済学とは、このように個々人の経済活動を集計的に捉え、国や地域全体の経済の変動について分析する学問です。この講義では、マクロ経済
学の基礎を学ぶことで、受講生が現実世界のマクロ経済現象に対して論理的に理解できるようになることを目標としています。

学修の到達目標
まずニュースや新聞などで用いられる国民所得統計の基本的概念を理解することを目標とします。次に簡単な理論モデルによる考察ができるようにな
ることを目的とします。

授業の方法
この科目は遠隔授業で行われます。詳細についてはLearning Portalを確認してください。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
Learning Portalで提出された小テストや試験の答案に対してコメントを記載する。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

授業中の私語は固く禁じます。ただし、授業中の質問は歓迎しますので、質問がある場合は（できれば授業中に、もしくは授業後に）是非聞いてくださ
い。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

700

00300

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

マクロ経済学入門 第3版 二神孝一 （著）

参考書

ISBN-13: 978-4535041240
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 初回のガイダンスとして、今後の授業の進め方やレポート課題、期末試
験等に関してアナウンスをする。残りの時間は、マクロ経済学の役割
や、ミクロ経済学との違いについて解説を行う。

授業前に指定教科書の該当箇所を読んで予習をしておく
こと。
授業後に授業内容・演習問題の復習をしておくこと。

4時間

第2回 マクロ経済モデルで分析する経済主体に関して。テキスト第1章が該当
範囲となる。

授業前に指定教科書の該当箇所を読んで予習をしておく
こと。
授業後に授業内容・演習問題の復習をしておくこと。

4時間

第3回 生産面で測ったGDPとは？GDPと付加価値に関して解説を行い、その
後、GDPの計算に関して演習問題を解く。テキスト第2章が該当範囲と
なる。

授業前に指定教科書の該当箇所を読んで予習をしておく
こと。
授業後に授業内容・演習問題の復習をしておくこと。

4時間

第4回 所得で測ったGDPと支出で測ったGDPについて解説を行う。また、実質
GDPと名目GDPの定義を解説し、これらの計算に関する演習を行う。テ
キスト第2章が該当範囲となる。

授業前に指定教科書の該当箇所を読んで予習をしておく
こと。
授業後に授業内容・演習問題の復習をしておくこと。

4時間

第5回 物価の定義について。GDPデフレータの定義と計算演習。テキスト第3
章が該当範囲となる。

授業前に指定教科書の該当箇所を読んで予習をしておく
こと。
授業後に授業内容・演習問題の復習をしておくこと。

4時間

第6回 消費者物価指数や企業物価指数の定義と計算演習。テキスト第3章が
該当範囲となる。

授業前に指定教科書の該当箇所を読んで予習をしておく
こと。
授業後に授業内容・演習問題の復習をしておくこと。

4時間

第7回 世界の国の経済発展の違いは何によって説明されるか？経済成長と
物的資本の関係について。テキスト第4章が該当範囲となる。

授業前に指定教科書の該当箇所を読んで予習をしておく
こと。
授業後に授業内容・演習問題の復習をしておくこと。

4時間

第8回 ソロー経済成長モデルの解説と演習。テキスト第4章が該当範囲とな
る。

授業前に指定教科書の該当箇所を読んで予習をしておく
こと。
授業後に授業内容・演習問題の復習をしておくこと。

4時間
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第9回 金融市場における貯蓄と投資の関係について。テキスト第5章が該当
範囲となる。

授業前に指定教科書の該当箇所を読んで予習をしておく
こと。
授業後に授業内容・演習問題の復習をしておくこと。

4時間

第10回 利子率の決定について解説を行う。テキスト第5章が該当範囲となる。 授業前に指定教科書の該当箇所を読んで予習をしておく
こと。
授業後に授業内容・演習問題の復習をしておくこと。

4時間

第11回 貨幣の定義と役割について解説を行う。テキスト第6章が該当範囲とな
る。

授業前に指定教科書の該当箇所を読んで予習をしておく
こと。
授業後に授業内容・演習問題の復習をしておくこと。

4時間

第12回 中央銀行の役割について解説を行う。テキスト第6章が該当範囲とな
る。

授業前に指定教科書の該当箇所を読んで予習をしておく
こと。
授業後に授業内容・演習問題の復習をしておくこと。

4時間

第13回 貨幣とインフレーションに関して。テキスト第7章が該当範囲となる。 授業前に指定教科書の該当箇所を読んで予習をしておく
こと。
授業後に授業内容・演習問題の復習をしておくこと。

4時間

第14回 フィッシャー効果とデフレの罠。テキスト第7章が該当範囲となる。 授業前に指定教科書の該当箇所を読んで予習をしておく
こと。
授業後に授業内容・演習問題の復習をしておくこと。

4時間

第15回 これまでの講義内容のまとめを簡単に行う。 授業前に指定教科書の該当箇所を読んで予習をしておく
こと。
授業後に授業内容・演習問題の復習をしておくこと。

4時間

－28－



実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 マクロ経済学Ⅱ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234グスタボ・バルダス

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ GDP・利子率・為替レートの決定メカニズムと財政政策と金融政策の効果

授業の目的及び概要
マクロ経済学Iの続きとして、マクロ経済学IIの主な目的は、GDP、雇用、賃金、利子率、為替レートなどはどのようなメカニズムによって決定されるか、変
動させる要因が何か、そして経済政策が実体経済にどのような影響を与えるかを勉強することです。特に貨幣市場、債券市場、外貨為替市場、財政政
策と金融政策の効果を勉強します。マクロ経済学を理解することによって、経済学の各分野である労働・金融・貿易などをより広範に理解できるようにな
ります。マクロ経済学では、経済の変動を起こす要因の理論を勉強することと共に、データから日本経済の現状と将来の見通しについて勉強します。こ
の科目の最終的な目標は、学生が卒業した後、より充実な就職活動もでき、社会に貢献できる人材になることです。マクロ経済学で勉強するGDP、利子
率、為替レート、貿易のつながりのメカニズムは、本学の経済学部が取り組んでいる「実学としての経済学」の内容を理解するための基本知識です。「実
学としての経済学」の取り組みが主に各演習で行い、同トピックスの理解を深め、応用問題の解き方も勉強します。

学修の到達目標
この授業の学修の主な目標は以下の通りです。

１. マクロ経済学の理論を理解する力
２. 日本経済の現状と将来の見通しについて分析できる力
３. 実際の経済を変動させるメカニズを説明する力
４. マクロ経済の諸問題を理解し、解決策を考える力

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
この科目は「マクロ経済学Ⅰ」の単位を修得していないと履修できません。

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
提出された練習問題のなか、正解率の低い問題がある場合、後に同タイプの問題を解説して、フィードバックします。分からない点があれば、自由に質
問してください。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

マクロ経済学IIで勉強するトピックスは、特に「大学院に進学したい」、「公務員試験を受けたい」、「銀行で働きたい」などといった進路を望んでいる学生
にとって不可欠な知識であり、「貿易会社」、「商社」、「一般企業」といった他の進路を望んでいる学生にも役に立ちます。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

500

00500

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキスト：講義ノートマクロ経済学II　２０２２年版　著者：バルダス グスタボ
テキストのPDFバージョンがLearning Portalの「授業内容/教材」にアップされます。

参考書

① 中谷巌『入門マクロ経済学（第５版）』日本評論社、2007年
② マンキューマクロ経済学 1 入門篇 第4版、東洋経済新報社
③ マンキューマクロ経済学 2 応用篇 第4版、東洋経済新報社

データベース
 内閣府：　https://www.cao.go.jp/
 日本銀行：　https://www.boj.or.jp/
 政府統計の総合窓：https://www.e-stat.go.jp/
 経済産業省：https://www.meti.go.jp/
 財務省：https://www.mof.go.jp/
他のデータベースを授業で紹介します。

なし

①　4535555133
②  9784492315040
③　9784492315101

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 授業の案内を行う。 予習：「授業1　授業の案内」を読んでください。
復習：「練習1　マクロ経済学の主なトピックス」を解いて、
オンラインで、回答してください。

1時間

第2回 日本経済の現状と将来の見通しについて勉強する。 予習：「授業2  日本経済の現状と将来の見通し」を読んで
下さい。
復習：「練習2　日本の経済の現状と将来の見通し」を解い
て、オンラインで、回答してください。

4時間

第3回 投資家が債券や株や不動産貨幣を保有する理由について勉強する。 予習：「授授業3  資産市場・資金調達・貨幣 」を読んで下
さい。
復習：「練習3　 資金調達と貨幣」を解いて、オンラインで、
回答をしてください。

4時間

－29－



第4回 資産の価値を計算する方法について勉強する。 予習：「授業4  割引現在価値と資産の価値   」を読んで下
さい。
復習：「練習4　割引現在価値」を解いて、オンラインで、回
答をしてください。

4時間

第5回 債券の価格の決定メカニズムについて勉強する。 予習：「授業5  債券の価格」を読んで下さい。
復習：「練習5　債券の価格」を解いて、オンラインで、回答
をしてください。

4時間

第6回 株価と株式市場について勉強する。 予習：「授業6  株価 」を読んで下さい。
復習：「練習6 　株価と株式市場」を解いて、オンラインで、
回答をしてください。

4時間

第7回 中央銀行がコントロールする貨幣の供給について勉強する。 予習：「授業7  貨幣の供給・金融政策・貨幣の乗数 」を読
んで下さい。
復習：「練習7　貨幣と貨幣の乗数」を解いて、オンライン
で、回答をしてください。

4時間

第8回 貨幣需要、貨幣市場とＬＭ曲線について勉強する。 予習：「授業8　貨幣需要関数・貨幣市場・ＬＭ曲線 」を読ん
で下さい。
復習：「練習 8   貨幣市場 」を解いて、オンラインで回答し
てください。

4時間

第9回 企業の投資プロジェクトと投資関数について勉強する。 予習：「授業9　企業の投資プロジェクトと投資関数」を読ん
で下さい。
復習：「練習 9  投資プロジェクトと投資関数」を解いて、オ
ンラインで回答してください。

4時間

第10回 IS-LM曲線モデルによる利子率とGDPの決定と政策の効果について勉
強する。

予習：「授業10   IS-LMモデルによる均衡の決定と政策の
効果 」を読んで下さい。
復習：「練習 10 　IＳ-ＬＭ曲線モデルによる政策分析」を解
いて、オンラインで回答してください。

4時間

第11回 IS-LM曲線モデルによる不況の原因、物価の変動の説明、クラウディン
グアウトについて勉強する。

予習：「授業11  不況 、クラウディングアウト、インフレー
ション  」を読んで下さい。
復習：「練習 11 不況とクラウディングアウト 」を解いて、オ
ンラインで回答してください。

4時間

第12回 線形IS-LM曲線を使って、均衡の計算方法と経済政策の効果の計算方
法について勉強する。

予習：「授業12   線形IS-LMモデル  」を読んで下さい。
復習：「練習 12  IS-LM線形モデルによる均衡と政策の効
果の計算」を解いて、オンラインで回答してください。
　　　　試験の準備も行ってください。

4時間

第13回 IS-LMモデルによる失業の発生、失業を減少させる政策の効果、IS-LM
モデルの特殊なケースについて勉強する。

予習：「授業13   IS-LM曲線のその他のトピックス」を読ん
で下さい。
復習：「練習 13  IS-LM曲線のその他のトピックス  」を解い
て、オンラインで回答してください。
　　　　試験の準備を続けてください。

5時間

第14回 変動為替相場制度における為替レートの決定と円安・円高の原因につ
いて勉強する。

予習：「授業14   為替レートと外貨為替市場」を読んで下さ
い。
復習：「練習 14　為替レートと外貨為替市場」を解いて、オ
ンラインで回答してください。
　　　　試験の準備も行ってください。

5時間

第15回 開放経済IS-LMモデルにおける経済政策の効果を分析する。 予習：「授業15   開放経済IS-LM曲線モデル」を読んで下
さい。
復習：「練習 15　開放経済IS-LMモデル  」を解いて、オン
ラインで回答してください。
　　　「試験のための練習」を解いて、オンラインで回答して
ください。試験の準備を行ってください。

5時間

－30－



実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 マクロ経済学Ⅱ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234嶋田　裕光

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ 金融市場や海外との取引を考慮した理論枠組みとなるIS-LMモデル、オープンマクロモデル、並びに経済成長論の基礎

授業の目的及び概要
最近「アメリカの金融政策の変更は日本経済にどのような影響を与えるのだろうか？」といった話題が経済ニュースでよく取り上げられています。本講義
では、マクロ経済学Iで学んだ財市場の均衡を中心とする理論の枠組みから、金融市場における均衡まで織り込んだISー LMモデル、海外経済との取引
を考慮したオープンマクロモデル、労働市場の需給から供給サイドも取り入れた総需要ー総供給モデル、さらには経済成長モデルにまで分析の枠組み
を拡張させることにより、金融市場も含めた経済全体の動きをより体系的に理解し、上記のような話題も含め実際の経済の動きを理論に即して説明でき
る力を身につけることを目的とします。

学修の到達目標
この講義ではマクロ経済学Iで学んだモデルからより発展させた短期のマクロ経済モデルと動学的要素を織り込んだ成長モデルを扱うことにより、マクロ
経済における金融市場の役割や経済成長要因などに関しより広い経済学的視点を持って、失業やデフレ、財政金融政策の効果などマクロ経済上の諸
課題について体系的に説明できるようになることを目指します。また、公務員などを志望する人は、より広範な内容のマクロ経済学に関する問題に対応
できる力を養います。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
・適時、区切りの良いところで確認課題（演習問題形式）を出します。
・次回講義までに解答し,提出してもらったのち、解説、講評し、それ以降の講義の進度や内容調整の参考にします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

本科目の担当教員は、１９８６年に経済企画庁（現内閣府）に入庁し、国家公務員として３０年以上のキャリアを積んでいる。また、経済白書や経済計
画、GDP統計、社会福祉政策にも携わった実務経験から、マクロ経済学、財政学、GDP統計、少子化問題を専門領域としている。本科目では、これらの
経験を生かし、経済データを正しく評価する目を養い、社会で役立てるための基本的な理論から実務的なプロセスまで含めた幅広い授業を行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

本講義はマクロ経済学Iで講義した基礎的なマクロ経済学の知識を前提として講義を行いますので、受講生は春学期開講のマクロ経済学Iの単位を取得
できていることが望ましい。マクロ経済学Iを受講していない学生は、授業が始まるまでに、参考書などでGDPの概念や財市場均衡（４５度線分析）の枠
組みまで抑えた予習を行って下さい。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

500

300200

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキスト指定は行いません。必要な資料を適宜配布します。

参考書

①マクロ経済学・入門(第５版）,福田慎一・照山博司,有斐閣,2016年
②入門マクロ経済学【第4版】,井堀利宏 ,新世社,2020年
　かなり平易に書かれているマクロ経済学の基礎的なテキストです。
③入門マクロ経済学【第5版】,中谷巌 ,日本評論社,2007年。
　伝統的なマクロ経済学のテキストとして広く読まれています。
どの参考書も後半部分が本講義の対象内容に該当します。

なし

①9784641220669
②9784883843084
③9784535555136

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 初回のガイダンスとして、今後の授業の進め方や確認課題（問題形
式）、期末試験等に関して説明します。残りの時間は、春学期開講のマ
クロ経済学Iの内容に関して簡単に復習します。

今回講義内容の復習を行っておいてください。確認のため
の課題（演習問題形式）を課しますので、次回講義日まで
に解答作成、提出して下さい。次回講義で解説、講評しま
す。

4時間

第2回 GDP統計（国民経済計算）の概要と乗数分析の復習（マクロ経済学Iの
復習）

今回講義内容の復習を行っておいてください。確認のため
の課題（演習問題形式）を課しますので、次回講義日まで
に解答作成、提出して下さい。次回講義で解説、講評しま
す。

4時間

第3回 金融市場について、資産選択の理論、金融政策の理論を解説する。 今回講義内容の復習を行っておいてください。確認のため
の課題（演習問題形式）を課しますので、次回講義日まで
に解答作成、提出して下さい。次回講義で解説、講評しま
す。

4時間

第4回 財市場の均衡から導かれるIS曲線と金融市場の均衡から 導かれるLM
曲線について、それぞれの導出方法とそれらを用いたGDP水準の決定
理論を解説する。

今回講義内容の復習を行っておいてください。確認のため
の課題（演習問題形式）を課しますので、次回講義日まで
に解答作成、提出して下さい。次回講義で解説、講評しま
す。

4時間

第5回 IS-LMモデルを用いて財政政策や金融政策の効果について解説する。
さまざまなケースについて演習問題も予定。

今回講義内容の復習を行っておいてください。確認のため
の課題（演習問題形式）を課しますので、次回講義日まで
に解答作成、提出して下さい。次回講義で解説、講評しま
す。

4時間

－31－



第6回 国内の財市場と金融市場の均衡に着岸したこれまでのIS-LM分析に海
外経済部門を導入した開放経済下でのIS- LM分析までモデルを拡張し
た、オープンマクロモデル（マンデルフレミングモデル）について説明し
ます。

今回講義内容の復習を行っておいてください。確認のため
の課題（演習問題形式）を課しますので、次回講義日まで
に解答作成、提出して下さい。次回講義で解説、講評しま
す。

4時間

第7回 オープンマクロモデルを用い、諸条件を変化させた場合の財政金融政
策の効果について解説します。

今回講義内容の復習を行っておいてください。確認のため
の課題（演習問題形式）を課しますので、次回講義日まで
に解答作成、提出して下さい。次回講義で解説、講評しま
す。次回は中間テストを授業内に実施するので、初回授業
からの内容をよく復習しておくこと。

4時間

第8回 中間テストを実施し、授業内に解答解説を行います。 中間テストに備え、これまでの授業内容や演習問題の復
習を十分しておくこと。テスト後は間違えた箇所について
正答が得られるまでよく復習すること。

4時間

第9回 労働市場における賃金と雇用との関係、失業発生のメカニズム、フィ
リップスカーブなどについて解説します。

今回講義内容の復習を行っておいてください。確認のため
の課題（演習問題形式）を課しますので、次回講義日まで
に解答作成、提出して下さい。次回講義で解説、講評しま
す。

4時間

第10回 IS-LM分析から導かれる総需要に加え、労働市場の均衡から導かれる
総供給を重ね合わせた総需要ー総供給モデルを用いたGDPの均衡水
準の決定について解説します。

今回講義内容の復習を行っておいてください。確認のため
の課題（演習問題形式）を課しますので、次回講義日まで
に解答作成、提出して下さい。次回講義で解説、講評しま
す。

4時間

第11回 総需要ー総供給モデルを用い、経済変動や経済政策の効果がどのよう
な形でモデル上説明できるか解説します。

今回講義内容の復習を行っておいてください。確認のため
の課題（演習問題形式）を課しますので、次回講義日まで
に解答作成、提出して下さい。次回講義で解説、講評しま
す。

4時間

第12回 経済を動態的に捉える枠組みとしてハロッド＝ドーマーモデルを用い経
済成長論の基礎を説明します。併せて理解を深めるための演習を実施
します。

今回講義内容の復習を行っておいてください。確認のため
の課題（演習問題形式）を課しますので、次回講義日まで
に解答作成、提出して下さい。次回講義で解説、講評しま
す。

4時間

第13回 新古典派による経済成長論の拡張モデルと技術進歩の効果などにつ
いて解説します。併せて理解を深めるための演習も実施します。

今回講義内容の復習を行っておいてください。確認のため
の課題（演習問題形式）を課しますので、次回講義日まで
に解答作成、提出して下さい。次回講義で解説、講評しま
す。

4時間

第14回 景気循環、景気変動の理論について最近の研究成果も含め紹介しま
す。

今回講義内容の復習を行っておいてください。確認のため
の課題（演習問題形式）を課しますので、次回講義日まで
に解答作成、提出して下さい。次回講義で解説、講評しま
す。

4時間

第15回 これまでの授業のまとめを行います。 期末テストに備え、授業後にこれまでの確認課題や中間
テストの問題も含め、授業内容の復習を十分しておいて下
さい。

5時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 マクロ経済学Ⅱ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234田中　征史

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ マクロ経済学Ⅰを履修した学生を対象に、マクロ経済学の基礎を授業する

授業の目的及び概要
本科目では、初級のマクロ経済学を講義します。GDPの成長や物価の変動、景気の変動、貿易収支、財政赤字といった用語は普段テレビや新聞などの
メディアで耳にする言葉でしょう。こういった「経済指標」は、ある国、もしくは、ある地域全体の経済活動を包括的イ分析するために用いられるものです。
マクロ経済学とは、このように個々人の経済活動を集計的に捉え、国や地域全体の経済の変動について分析する学問です。この講義では、マクロ経済
学の基礎を学ぶことで、受講生が現実世界のマクロ経済現象に対して論理的に理解できるようになることを目標としています。

学修の到達目標
この講義では長期のマクロ経済モデルと短期のマクロ経済モデルについて重点的に解説を行う。この2つのモデルの違いを十分に理解できるようになる
ことがこの授業における到達目標となる。授業の後半では、失業や財政赤字の持続可能性といったトピックについても解説を行う。

授業の方法
この科目は遠隔授業で行われます。詳細についてはLearning Portalを確認してください。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
Learning Portalで提出された小テストや試験の答案に対してコメントを記載する。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

この科目はマクロ経済学Iで講義した基礎的なマクロ経済の知識を前提として講義を行う。したがって、受講生は春学期開講のマクロ経済学Iの単位を取
得できていることが望ましい。マクロ経済学Iを受講していない学生は、授業が始まる前に指定教科書の第1章〜第7章までの範囲を読んでおいてくださ
い。

授業中の私語は固く禁じます。ただし、授業中の質問は歓迎しますので、質問がある場合は（できれば授業中に、もしくは授業後に）是非聞いてくださ
い。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

700

00300

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

マクロ経済学入門 第3版 二神孝一 （著）

参考書

ISBN-13: 978-4535041240
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 初回のガイダンスとして、今後の授業の進め方やレポート課題、期末試
験等に関してアナウンスをする。残りの時間は、春学期開講のマクロ経
済学Iの内容に関して簡単に復習を行う。

授業前に指定教科書の該当箇所を読んで予習をしておく
こと。
授業後に授業内容・演習問題の復習をしておくこと。

4時間

第2回 GDPと物価水準の測り方、各市場の均衡に関して解説を行う。テキスト
第1章〜第7章が該当範囲となる。

授業前に指定教科書の該当箇所を読んで予習をしておく
こと。
授業後に授業内容・演習問題の復習をしておくこと。

4時間

第3回 海外との財の取引や資本の取引について解説を行う。テキスト第8章が
該当範囲となる。

授業前に指定教科書の該当箇所を読んで予習をしておく
こと。
授業後に授業内容・演習問題の復習をしておくこと。

4時間

第4回 国際取引によって決定される名目為替レートと実質為替レートに関して
解説を行い、応用問題の演習を行う。テキスト第8章が該当範囲とな
る。

授業前に指定教科書の該当箇所を読んで予習をしておく
こと。
授業後に授業内容・演習問題の復習をしておくこと。

4時間

第5回 開放経済モデルを紹介する。テキスト第9章が該当範囲となる。 授業前に指定教科書の該当箇所を読んで予習をしておく
こと。
授業後に授業内容・演習問題の復習をしておくこと。

4時間

第6回 開放経済モデルにおける名目為替レートの決定と政策効果に関して解
説を行い、その後、応用問題の演習を行う。テキスト第9章が該当範囲
となる。

授業前に指定教科書の該当箇所を読んで予習をしておく
こと。
授業後に授業内容・演習問題の復習をしておくこと。

4時間

第7回 総需要と総供給の決定について解説を行う。テキスト第10章が該当範
囲となる。

授業前に指定教科書の該当箇所を読んで予習をしておく
こと。
授業後に授業内容・演習問題の復習をしておくこと。

4時間
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第8回 短期経済モデルの均衡と、短期経済から長期経済にかけての市場調
整に関して解説を行い、その後、応用問題の演習を行う。テキスト第10
章が該当範囲となる。

授業前に指定教科書の該当箇所を読んで予習をしておく
こと。
授業後に授業内容・演習問題の復習をしておくこと。

4時間

第9回 経済変動の分析を行う。総需要の変動や総供給の変動が経済に与え
る影響を短期、長期ともに分析を行う。テキスト第10章が該当範囲とな
る。

授業前に指定教科書の該当箇所を読んで予習をしておく
こと。
授業後に授業内容・演習問題の復習をしておくこと。

4時間

第10回 経済安定化政策に関する分析を行う。テキスト第10章が該当範囲とな
る。

授業前に指定教科書の該当箇所を読んで予習をしておく
こと。
授業後に授業内容・演習問題の復習をしておくこと。

4時間

第11回 失業の定義と失業発生のメカニズムについて。テキスト第11章が該当
範囲となる。

授業前に指定教科書の該当箇所を読んで予習をしておく
こと。
授業後に授業内容・演習問題の復習をしておくこと。

4時間

第12回 経済学では失業はどのように説明されるか？代表的な失業モデルを簡
単に紹介する。テキスト第11章が該当範囲となる。

授業前に指定教科書の該当箇所を読んで予習をしておく
こと。
授業後に授業内容・演習問題の復習をしておくこと。

4時間

第13回 日本の財政赤字の実態に関して解説を行う。特に、アベノミクスによる
金融緩和と財政赤字の関係に関して。テキスト第12章が該当範囲とな
る。

授業前に指定教科書の該当箇所を読んで予習をしておく
こと。
授業後に授業内容・演習問題の復習をしておくこと。

4時間

第14回 簡単な経済モデルを使って財政赤字の持続可能性を分析する。残りの
時間で、応用問題の演習を行う。テキスト第12章が該当範囲となる。

授業前に指定教科書の該当箇所を読んで予習をしておく
こと。
授業後に授業内容・演習問題の復習をしておくこと。

4時間

第15回 これまでの授業のまとめを行う。 授業前に指定教科書の該当箇所を読んで予習をしておく
こと。
授業後に授業内容・演習問題の復習をしておくこと。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 社会経済学Ⅰ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234西　淳

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ 資本主義という経済システムを古典派経済学やマルクス経済学の視点から考える。

授業の目的及び概要
資本主義社会はそれ以前の社会とあきらかに異なる経済社会である。利潤追求が経済活動の中心となるし、人々は日々、労働力を売らなければ生活
ができない。また資本主義に入って人類は初めて経済成長というものを経験するようになった。しかし、他方で資本主義社会にはこれまでの社会と同じ
側面があるのである。この「社会経済学Ⅰ」では、資本主義社会が人間の経済システムとして歴史的に不変的な部分をもちつつも、それが市場や分業、
それに資本賃労働関係を基礎としてなされているがゆえに、それ以前の経済社会とまったく違うものとして現われているということを学ぶ。

学修の到達目標
●商品や貨幣の問題について説明することができる。
●社会システムの再生産について説明することができる。
●経済学における価値の問題について説明することができる。
●経済の営みにとって制約となることについて説明することができる。
●搾取の問題について説明することができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
コメント・シートを配布し受講生の理解を確かめ、それを以降の授業にフィードバックする。

アクティブ・ラーニング
の取組み

PBL（課題解決型学習）

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

ミクロ経済学やマクロ経済学とは違った、マルクス経済学の資本主義に対する見方とはどのようなものかについて関心をもって授業にのぞんでくださ
い。経済に対する見方は決して一つではありません。さまざまな見方を理解してこそ、経済という対象を理解することができるようになると思われます。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

「小テスト・理解度テスト」とはコメント・
シートの提出で行う。900

00100

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

特に定めません(授業の中で配布するプリントを中心に進めます)

参考書

置塩信雄・鶴田満彦・米田康彦『経済学』大月書店、1988年(ISBN 4-272-11056-X)。
松尾匡・橋本貴彦『はじめてのマルクス経済学入門』筑摩書房、2016年(ISBN 978-4-480-01636-2)。
その他については、授業中に指示します。

なし

① 427211056X
② 9784480016362

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 はじめに：全体の議論の前提について。 復習：当日の配布プリントについて復習すること（２時間程
度）。

2時間

第2回 経済における歴史普遍的側面：生産、分配、消費、投資について。また
その役割について。

予習：生産、分配、消費といったことが何を意味するかを
調べておくこと（２時間程度）。
復習：当日配布するプリントについて復習すること（２時間
程度）。

4時間

第3回 資本主義経済の特殊性とはなにか。 予習：資本の自己増殖とはどういうことか調べておくこと（２
時間程度）。
復習：当日配布するプリントについて復習すること（２時間
程度）。

4時間

第4回 商品と貨幣(1)：商品とはなにか。 予習：商品の二重性とはどのようなことかを調べておくこと
（２時間程度）。
復習：当日配布するプリントについて復習すること（２時間
程度）。

4時間

第5回 商品と貨幣(2)：貨幣について。 予習：貨幣のもつ諸機能について調べておくこと（２時間程
度）。
復習：当日配布するプリントについて復習すること（２時間
程度）。

4時間

第6回 価格調整と数量調整について。 予習：市場の需要と供給の調整はどのようになされている
か考えておくこと（２時間程度）。
復習：当日配布するプリントについて復習すること（２時間
程度）。

4時間
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第7回 価値について(1)：効用価値論と労働価値論について。 予習：価値とはなにか、調べておくこと（２時間程度）。
復習：当日配布するプリントについて復習すること（２時間
程度）。

4時間

第8回 価値について(2)：価値をどう規定するか。 予習：労働価値説とはどのような学説なのかを調べておく
こと（２時間程度）。
復習：当日配布するプリントについて復習すること（２時間
程度）。

4時間

第9回 生産技術と資源との関係について。 予習：「生産関数」、「等量曲線」、「生産可能性集合」など
の用語を調べておくこと（２時間程度）。
復習：当日配布するプリントについて復習すること（２時間
程度）。

4時間

第10回 価値について(3)：労働価値論は現代においていかなる意味をもつの
か。

予習：労働も一つの生産資源であるが、その資本や土地と
いった生産資源とどこが違うかを調べておくこと（２時間程
度）。
復習：当日配布するプリントについて復習すること（２時間
程度）。

4時間

第11回 不変資本と可変資本について。 予習：生産要素の付加価値生産性とはどのようなことか、
調べておくこと（２時間程度）。
復習：当日配布するプリントについて復習すること（２時間
程度）。

4時間

第12回 賃労働と資本(労働過程)：労働力商品について。 予習：「労働」と「労働力」はどう違うかを調べておくこと（２
時間程度）。
復習：当日配布するプリントについて復習すること（２時間
程度）。

4時間

第13回 剰余労働の搾取について(1)：搾取とはなにか。 予習：「必要」と「剰余」という概念を調べておくこと（２時間
程度）。
復習：当日配布するプリントについて復習すること（２時間
程度）。

4時間

第14回 剰余労働の搾取について(2)：絶対的と相対的。 予習：技術革新はわれわれの生活にいかなる影響をもた
らすのか考えておくこと（２時間程度）。
復習：当日配布するプリントについて復習すること（２時間
程度）。

4時間

第15回 これまでの内容を総括します。 予習：これまで配布してきたプリントを読み返しておくこと
（2時間程度）。
復習：当日配布するプリントについて復習すること（2時間
程度）。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 社会経済学Ⅰ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234山垣　真浩

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ 資本主義の経済理論：マルクス『資本論』を通して学ぶ資本主義の矛盾と革新性 （資本の生産過程）

授業の目的及び概要
われわれの暮らす資本主義社会は制度疲労を起こしているようにみえます。労働者の生活水準の低下（中流層の解体）が広く世界で生じており、これ
が各国で政治の不安定さを招いています。
本授業の目的は、マルクスの『資本論』の理解を通して、資本主義という矛盾と革新性に満ちた社会の仕組みを理解することです。
「実学としての経済学」との関係：
　資本主義の仕組みを理解することにより、あなたが将来労働者、社会人となったときに直面する社会問題を理解するのに役立つ知識が得られます。
またこの授業を受講することにより、論理的思考能力を養うことができます。

学修の到達目標
●商品や貨幣の性質について説明することができる。
●資本主義の「資本」とは何かについて説明することができる。
●剰余価値生産のメカニズムについて説明することができる。
●資本主義社会における資本と労働の対立関係から生じる労働時間問題や賃金問題について説明することができる。
●江戸時代などの他の社会体制と比較して、資本主義社会はなぜ変化が急速なのか説明することができる。

授業の方法
この科目は遠隔授業で行われます。詳細についてはLearning Portalを確認してください。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
毎回、授業の最後に練習問題を解いて終わりますが、次回授業の冒頭において、代表的解答の紹介と解説を行い、前回の復習とします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

マルクスの『資本論』は難解で有名ですが、資本主義を批判的に理解しようとするときには、避けて通れない作品です。『資本論』の内容を平易に解説し
ます。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

550

00045

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

教科書は指定しません。代わりに毎回授業で使用するプリントを事前にLearning Portalにアップします。

参考書

①現代の経済学入門，松石勝彦編，同成社，2010年
②資本論（第1～4分冊），カール・マルクス，新日本出版社，2019年  
マルクスの『資本論』は非常に難解なため、家庭での学修が欠かせま
せん。１冊目（松石）は『資本論』第１巻に関するわかりやすい解説
書です。また『資本論』の読破にチャレンジするなら、いろいろな
翻訳が出版されていますが、上に挙げた新日本出版社版を推薦しておきます。

ー

①978-4886215161
②978-4406063753

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 【ガイダンス】この授業のテーマや進め方、成績評価の方法について説
明します。

復習：当日配布したプリントをよく読んでおくこと。 2時間

第2回 【「商品」の生産――資本主義市場経済の最も基本的な特徴】市場経済
を歴史的に特徴づけるのは、生産物の大部分が自家消費でも強制徴
収でもなく他人との交換目的の「商品」として生産されていることです。
商品の使用価値や価値、および商品を生産する労働の特徴について
学びます。

予習：事前にプリントを印刷して、よく読んでおくこと。『資
本論』だと「第1章　商品」の第1～2節に相当します。
復習：プリントをよく読んで復習し、とくに用語の意味と論理
展開をしっかり理解すること。

4時間

第3回 【商品の価値表現の発展 → 貨幣の発生（価値形態または交換価値）】
商品の価値はそれに含まれる社会的必要労働時間によりますが、商品
それ自体には投下された労働時間は書いてありません。したがって商
品の価値を表現するには、もうひとつ別の商品を必要とします。価値表
現の究極が貨幣商品を用いた価格表現である、ということを学びます。

予習：事前にプリントを印刷して、よく読んでおくこと。『資
本論』だと「第1章　商品」の第3節に相当します。
復習：プリントをよく読んで復習し、とくに用語の意味と論理
展開をしっかり理解すること。

4時間

第4回 【商品の呪物的性格とその秘密】＆【商品の交換過程と貨幣の発生】商
品の呪物（物神）的性格について学んだ後、具体的に商品所持者たち
が登場して、商品の交換過程におけるマネーの発生の必然性を学びま
す。

予習：事前にプリントを印刷して、よく読んでおくこと。『資
本論』だと「第1章　商品」の第4節ならびに「第2章　交換過
程」に相当します。
復習：プリントをよく読んで復習し、とくに用語の意味と論理
展開をしっかり理解すること。

4時間

－37－



第5回 【マネー――商品流通における貨幣の諸機能】みなさんの大好きなおカ
ネ（貨幣）の機能について学びます。商品の価値を測るものさしとしての
機能や、商品流通を媒介する機能、価値を貯蔵する機能などです。

予習：事前にプリントを印刷して、よく読んでおくこと。『資
本論』だと「第３章　貨幣または商品流通」に相当します。
復習：プリントをよく読んで復習し、とくに用語の意味と論理
展開をしっかり理解すること。

4時間

第6回 【現代の通貨】前回の授業でやり残した『資本論』の説明する貨幣（掛取
引における支払手段としての機能、世界貨幣）について学修したあと、
『資本論』からしばし離れて現代のマネーである中央銀行券と預金通貨
や、銀行の信用創造について学びます。

予習：事前にプリントを印刷して、よく読んでおくこと。『資
本論』だと「第３章　貨幣または商品流通」に相当します。
復習：プリントをよく読んで復習し、とくに用語の意味と論理
展開をしっかり理解すること。

4時間

第7回 【貨幣の資本への転化――「資本」とは何か】日本にいる私たちは「資
本主義社会」に住んでいますが、そもそも「資本」とは何でしょうか。資
本の一般的定式について学びます。

予習：事前にプリントを印刷して、よく読んでおくこと。『資
本論』だと「第4章　貨幣の資本への転化」に相当します。
復習：プリントをよく読んで復習し、とくに用語の意味と論理
展開をしっかり理解すること。

4時間

第8回 【貨幣の資本への転化】（つづき）　資本主義社会では、何でも商品とし
て売買されるようになりますが、さすがに人身（奴隷）売買はやがて禁
止されます。しかしこの社会では便宜的に人間を「人格」と「労働力」に
区別することによって、後者については売買の対象とするのは何ら問
題がないばかりか、むしろこの売買が日常的になされることが資本主
義システムの根幹をなします。この「労働力商品」の特徴について学び
ます。

予習：事前にプリントを印刷して、よく読んでおくこと。『資
本論』だと「第4章　貨幣の資本への転化」に相当します。
復習：プリントをよく読んで復習し、とくに用語の意味と論理
展開をしっかり理解すること。

4時間

第9回 【絶対的剰余価値生産のメカニズム――⊿G発生のしくみ】前回までは
「自由・平等・所有・ベンサム」の原理が支配するエデンの楽園のように
ハッピーな市場（流通過程）を歩いてきました。しかし剰余価値⊿Gの発
生の秘密を探るためには、「部外者立入禁止」の札のかかる工場（生産
過程）の中に入って行かねばならないようです。資本が労働力商品を消
費して剰余価値を生産するしくみについて学びます。

予習：事前にプリントを印刷して、よく読んでおくこと。『資
本論』だと「第5章　労働過程と価値増殖過程」に相当しま
す。
復習：プリントをよく読んで復習し、とくに用語の意味と論理
展開をしっかり理解すること。

4時間

第10回 【不変資本と可変資本、および剰余価値率】生産物の価値は、原材料
や機械設備のように生産物に価値移転した旧価値部分と、人件費と剰
余価値からなる新たに形成された付加価値部分からなります。また、前
者は生産の前後でただ価値移転しただけで価値の大きさが変わらない
ので不変資本、後者の人件費に投じられた資本部分は剰余価値を生
み価値の大きさが変わるので可変資本といいます。不変資本と可変資
本の比率は、のちに資本主義の変化を理解するためのキーワードとな
ります。

予習：事前にプリントを印刷して、よく読んでおくこと。『資
本論』だと「第6章　不変資本と可変資本」「第7章　剰余価
値率」に相当します。
復習：プリントをよく読んで復習し、とくに用語の意味と論理
展開をしっかり理解すること。

4時間

第11回 【労働日の延長と法律による規制――労働日決定の理論】おそらく人類
史上で、人間が１日あたり最も長い時間、労働に従事しているのは、資
本主義社会（とくに産業革命期）であると推定されます。どうして資本主
義社会では労働時間が延びるのでしょうか。

予習：事前にプリントを印刷して、よく読んでおくこと。『資
本論』だと「第8章　労働日」に相当します。
復習：プリントをよく読んで復習し、とくに用語の意味と論理
展開をしっかり理解すること。

4時間

第12回 【相対的剰余価値生産のメカニズム――資本主義の驚異的発展の秘
密】江戸時代と比較してみればわかることですが、資本主義社会の発
展、技術進歩のスピードは驚異（脅威）的です。その秘密を探ります。

予習：事前にプリントを印刷して、よく読んでおくこと。『資
本論』だと「第10章　相対的剰余価値の概念」に相当しま
す。
復習：プリントをよく読んで復習し、とくに用語の意味と論理
展開をしっかり理解すること。

4時間

第13回 【サイエンスは必ず人々を豊かにするのか？――機械の発明とその資
本主義的利用法】産業革命による機械の登場は労働生産性を飛躍的
に高めました。したがってそれは労働時間を短縮する可能性もあったは
ずですが、実際には劣悪な労働環境を世界中に蔓延させました。なぜ
そうなったのでしょうか。機械の「資本主義的利用法」について学びま
す。

予習：事前にプリントを印刷して、よく読んでおくこと。『資
本論』だと「第11章　協業」「第12章　分業とマニュファク
チュア」「第13章　機械設備と大工業」に相当します。
復習：プリントをよく読んで復習し、とくに用語の意味と論理
展開をしっかり理解すること。

4時間

第14回 【労働賃金】これまで労働者には「労働力の価値」どおりに支払われるこ
とを前提にしてきましたが、現実には短時間非正規労働者が典型的で
すが、労働力の価値以下の賃金しか受け取れない労働者も存在しま
す。「賃金」をめぐる問題について学びます。

予習：事前にプリントを印刷して、よく読んでおくこと。『資
本論』だと「第17章　労働力の価値または価格の労賃への
転化」「第18章　時間賃金」「第19章　出来高賃金」に相当
します。
復習：プリントをよく読んで復習し、とくに用語の意味と論理
展開をしっかり理解すること。

4時間

第15回 これまでの内容を総括します。 予習：定期試験に備えて、不明点は質問できるよう、これ
までの配布プリントを全体的によく読んでおくこと。
復習：プリントをよく読んで復習し、とくに用語の意味と論理
展開をしっかり理解すること。

6時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 社会経済学Ⅱ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234西　淳

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ マルクス経済学の視点から資本主義のメカニズムについて考える。

授業の目的及び概要
資本主義という経済体制のもつ特質を理解することによってそのなかに生きている自分のありようを理解することが目的となります。自分の存在のあり
ようを理解するということはほかの視点からも行うことができるかもしれませんが、資本主義という歴史的にも特殊的な経済体制のなかで生き生活して
いるということが我々の存在を規定しているということを理解することが重要です。しかし資本主義には経済の再生産という、歴史普遍的な側面もありま
す。よって、「社会経済学Ⅱ」においては、その両面から資本主義を考察し、そのもつメカニズムについて考えます。この授業を履修することによって、わ
れわれがそのなかで生きている資本主義について客観的な視点から考えるためのヒントが得られることと思います。また、経済についての見方は一つ
ではないという視点が得られ、現実を複眼的にみる見方を身につけることができます。なお、「実学としての経済学」という観点からいえば、この授業を
履修すると、社会における格差の問題や日本社会が抱える独自の問題(少子高齢化など)に対して経済学がいかに役に立つのかが理解できるようにな
ります。

学修の到達目標
●資本の概念ついて説明することができる。
●資本主義の成長の原因について説明することができる。
●価値と価格の違いについて説明することができる。
●失業についての諸原因について説明することができる。
●近代経済学とマルクス経済学との違いについて説明することができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
この科目は「社会経済学Ⅰ」の単位を修得していないと履修できません。

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
コメント・シートを配布して受講生の理解度を確認し、それを以降の授業でフィードバックします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

PBL（課題解決型学習）

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

資本主義のなかで生きていかなければならないわれわれにとって、資本主義の理解は欠かすことができません。たんなる市場や分業に還元されつくす
ことのない資本主義という経済システムについて考えなければならないと思われます。さらには経済についての見方は一つではないという視点を獲得
することが重要であると思われます。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

「小テスト・理解度テストなど」とはコメ
ント・シートの提出によります。900

00100

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

特に定めません(授業中に配布するプリントで進めます)。

参考書

置塩信雄・鶴田満彦・米田康彦『経済学』大月書店、1988年。
松尾匡・橋本貴彦『これからのマルクス経済学入門』筑摩書房、2016年。

なし

① 427211056X
② 9784480016362

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 はじめに：授業の進め方と、「社会経済学Ⅰ」の復習をします。 復習：当日配布するプリントについて復習すること（２時間
程度）。

2時間

第2回 資本とは何か。 予習：資本の経済学的意味について考えておくこと（２時
間程度）。
復習：当日配布するプリントについて復習すること（２時間
程度）。

4時間

第3回 資本の回転について。 予習：資本の回転とはどういうことかを調べておくこと（２時
間程度）。
復習：当日配布するプリントについて復習すること（２時間
程度）。

4時間

第4回 価格の一時的決定について。 予習：経済学における「短期」と「長期」の違いはなにかを
調べておくこと（２時間程度）。
復習：当日配布するプリントについて復習すること（２時間
程度）。

4時間

第5回 剰余価値と利潤 予習：「必要」と「剰余」という概念を調べておくこと（２時間
程度）。
復習：当日配布するプリントについて復習すること（２時間
程度）。

4時間
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第6回 価値と生産価格。 予習：財の交換比率とはどういうことか調べておくこと（２時
間程度）。
復習：当日配布するプリントについて復習すること（２時間
程度）。

4時間

第7回 経済の再生産について：経済の再生産についての諸学説(リカードvs.マ
ルサス論争など)。

予習：「セイ法則」とはどのような法則なのかを調べておく
こと（２時間程度）。
復習：当日配布するプリントについて復習すること（２時間
程度）。

4時間

第8回 単純再生産について。 予習：「単純再生産」の意味を調べておくこと（２時間程
度）。
復習：当日配布するプリントについて復習すること（２時間
程度）。

4時間

第9回 拡大再生産について。 予習：「拡大再生産」の意味を調べておくこと（２時間程
度）。
復習：当日配布するプリントについて復習すること（２時間
程度）。

4時間

第10回 労働市場と失業。 予習：失業の原因にどういうものがあるかを調べておくこと
（２時間程度）。
復習：当日配布するプリントについて復習すること（２時間
程度）。

4時間

第11回 利潤率の傾向的低下論。 予習：利潤率が低下することが資本主義にとってどのよう
な意味をもつか、考えておくこと（２時間程度）。
復習：当日配布するプリントについて復習すること（２時間
程度）。

4時間

第12回 国際価値論について。 予習：「国際価値論」の意味を調べておくこと（２時間程
度）。
復習：当日配布するプリントについて復習すること（２時間
程度）。

4時間

第13回 【補論１】利潤の源泉、賃金の水準はどのように決まるかについての学
説史。

予習：利潤はどこから生まれてくるかについて考えておくこ
と（２時間程度）。
復習：当日配布するプリントについて復習すること（２時間
程度）。

4時間

第14回 【補論２】近代経済学とマルクス経済学とはどう違うのか。 予習：「近代経済学」とは具体的に何を指す用語か調べて
おくこと（２時間程度）。
復習：当日配布するプリントについて復習すること（２時間
程度）。

4時間

第15回 全体の議論を総括します。 予習：これまで配布してきたプリントを読み返しておくこと
（３時間程度）。
復習：当日配布するプリントについて復習すること（３時間
程度）。

6時間

－40－



実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 社会経済学Ⅱ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234山垣　真浩

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ 資本主義の経済理論：マルクス『資本論』を通して学ぶ資本主義の矛盾と革新性 （資本の生産過程〜流通過程〜総過程）

授業の目的及び概要
本授業は社会経済学Ⅰをすでに学修した人が対象です。
　資本主義は本質的に不平等を作り出すシステムであるとする、トマ・ピケティの『21世紀の資本』(仏語版2013年）がベストセラーになりましたが、いま世
界中で資本主義批判の運動が起きています。ニューヨークで2011年9月から始まったOccupy Wall Street（ウォール街を占拠せよ）が代表的ですが、マル
クスの『資本論』（Das Kapital、初版1867年）は体系的な“資本主義批判”の理論書です。これを読むと資本主義の“矛盾と革新性”がよく理解できます。
「実学としての経済学」との関係：
　資本主義の仕組みを理解することにより、あなたが将来労働者、社会人となったときに直面する社会問題を理解するのに役立つ知識が得られます。
またこの授業を受講することにより、論理的思考能力を養うことができます。

学修の到達目標
●技術進歩による労働生産性上昇が産業予備軍を生みだすメカニズムについて説明することができる。
●資本制経済の形成過程（本源的蓄積）について説明することができる。
●資本循環の三形態について説明することができる。
●総資本の回転が計算できる。
●社会的総資本の蓄積過程を拡大再生産表式を使って説明することができる。
●競争による平均利潤率・生産価格の形成メカニズムを説明することができる。
●技術進歩のもとで利潤率が傾向的に下落する法則について説明することができる。

授業の方法
この科目は遠隔授業で行われます。詳細についてはLearning Portalを確認してください。

履修の条件・注意
この科目は「社会経済学Ⅰ」の単位を修得していないと履修できません。

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
毎回、授業の最後に練習問題を解いて終わりますが、次回授業の冒頭において、代表的解答の紹介と解説を行い、前回の復習とします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

マルクスの『資本論』は難解で有名ですが、資本主義を批判的に理解しようとするときには、避けて通れない作品です。『資本論』の内容を平易に解説し
ます。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

550

00045

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

教科書は指定しません。代わりに毎回授業で使用するプリントを事前にLearning Portalにアップします。

参考書

①現在の経済学入門，松石勝彦編，同成社，2010年
②図解　社会経済学，大谷禎之介，桜井書店，2001年
③資本論（第１～４分冊），カール・マルクス，新日本出版社，1982年
１冊目（松石）は『資本論』第１巻に関するわかりやすい解説書です。但しこの本は第１巻までしかカバーしてい
ないため、第２巻、第３巻は２冊目（大谷）で学修するといいでしょう。『資本論』の読破にチャレンジするなら、
大学生は第１巻まで読めば十分だと思います。いろいろな翻訳が出版されていますが、上に挙げた新日本出
版社版を推薦しておきます。第１巻部分は、第１～４分冊に相当します。

ー

①978-4886215161
②978-4921190088
③978-4406063753
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授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 【ガイダンス】本授業の進め方と、「社会経済学Ⅰ」の復習をします。 予習：社会経済学Ⅰで配布した教材をよく復習しておくこ
と。
復習：当日配布したプリントをよく読んでおくこと。

4時間

第2回 【資本蓄積（その１）──単純再生産・拡大再生産と所有問題】単純再
生産の考察を通して、所有の根拠について考えます。あなたのモノは、
なぜあなたのモノなのか？　自己労働にもとづく所有、商品生産の所有
法則、資本主義的取得法則への、矛盾を伴う発展・転回をみます。

予習：事前にプリントを印刷して、よく読んでおくこと。『資
本論』だと「第１巻　第21章　単純再生産」「第22章　剰余価
値の資本への転化」に相当します。
復習：プリントをよく読んで復習し、とくに用語の意味と論理
展開をしっかり理解すること。

4時間

第3回 【資本蓄積（その２）──資本制下の技術進歩と産業予備軍の創出】資
本蓄積が失業者や低賃金不安定雇用労働者などの産業予備軍を生み
だすメカニズムを学びます。

予習：事前にプリントを印刷して、よく読んでおくこと。『資
本論』だと「第１巻　第23章　資本主義的蓄積の一般的法
則」に相当します。
復習：プリントをよく読んで復習し、とくに用語の意味と論理
展開をしっかり理解すること。

4時間
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第4回 【資本蓄積（その２）】（つづき）　マルサスの『人口論』や現代の「格差社
会論」をマルクス主義の立場から批判的に紹介します。また時代の制
約からマルクスが取り上げなかった、海外移転を伴う資本蓄積の問題
を学びます。

予習：事前にプリントを印刷して、よく読んでおくこと。
復習：プリントをよく読んで復習し、とくに用語の意味と論理
展開をしっかり理解すること。

4時間

第5回 【資本の本源的蓄積──資本主義の生成過程】長い人類史からみて資
本主義の歴史はほんの数百年、日本ならわずか150年にすぎません。
理論から歴史に目を転じて、資本主義社会の誕生について考察しま
す。

予習：事前にプリントを印刷して、よく読んでおくこと。『資
本論』だと「第１巻　第24章　いわゆる本源的蓄積」に相当
します。
復習：プリントをよく読んで復習し、とくに用語の意味と論理
展開をしっかり理解すること。

4時間

第6回 【資本の本源的蓄積】（つづき）　マルクスによれば、社会体制は生き物
と同じように成長と老化、そして寿命があるといいます。マルクスが考え
た資本主義の終焉を紹介します。以上で『資本論』第１巻「資本の生産
過程」は終了です。

予習：事前にプリントを印刷して、よく読んでおくこと。『資
本論』だと「第１巻　第24章　いわゆる本源的蓄積」に相当
します。
復習：プリントをよく読んで復習し、とくに用語の意味と論理
展開をしっかり理解すること。

4時間

第7回 【資本の循環】ここから『資本論』第２巻の内容で、テーマは「資本の流
通過程」です。人の命は有限ですが、資本は無限につづくことが前提さ
れる循環運動（ゴーイング・コンサーン）です。循環のどこを出発点とみ
るかで、貨幣資本循環、生産資本循環、商品資本循環という3つの見方
があり、さまざまな経済学説に対応していることをみます。

予習：事前にプリントを印刷して、よく読んでおくこと。『資
本論』だと「第２巻　第1篇　資本の諸変態とそれらの循環」
（第１~６章）に相当します。
復習：プリントをよく読んで復習し、とくに用語の意味と論理
展開をしっかり理解すること。

4時間

第8回 【資本の回転】建物、機械設備、原材料、人件費などは生産物に価値移
転されます。価値移転の仕方によって固定資本と流動資本に区別され
ることを学びます。また総資本の回転数は速いほど効率的であることを
理解します。またそれゆえ回転期間を短縮する方法が開発されます。

予習：事前にプリントを印刷して、よく読んでおくこと。『資
本論』だと「第２巻　第2篇　資本の回転」（第７~17章）に相
当します。
復習：プリントをよく読んで復習し、とくに用語の意味と論理
展開をしっかり理解すること。

4時間

第9回 【社会的総資本の再生産と流通（その１）】単純再生産の再生産表式を
利用して、社会が維持・再生産される条件について学びます。

予習：事前にプリントを印刷して、よく読んでおくこと。『資
本論』だと「第２巻　第３篇　社会的総資本の再生産と流
通」（第18~21章）に相当します。
復習：プリントをよく読んで復習し、とくに用語の意味と論理
展開をしっかり理解すること。

4時間

第10回 【社会的総資本の再生産と流通（その２）】拡大再生産の再生産表式を
利用して、社会が維持・再生産される条件について学びます。

予習：事前にプリントを印刷して、よく読んでおくこと。『資
本論』だと「第２巻　第３篇　社会的総資本の再生産と流
通」（第18~21章）に相当します。
復習：プリントをよく読んで復習し、とくに用語の意味と論理
展開をしっかり理解すること。

4時間

第11回 【拡大再生産表式を使って成長軌道をシミュレーションする】ある数値例
を使って、自身で再生産表式を作成する練習をします。以上で『資本
論』第２巻の内容は終了です。

予習：事前にプリントを印刷して、よく読んでおくこと。『資
本論』だと「第２巻　第３篇　社会的総資本の再生産と流
通」（第18~21章）に相当します。
復習：プリントをよく読んで復習し、とくに用語の意味と論理
展開をしっかり理解すること。

4時間

第12回 【剰余価値の利潤への転化】ここから『資本論』第３巻の内容で、テーマ
は「資本主義的生産の総過程」です。剰余価値の現象形態としての利
潤の概念について学びます。

予習：事前にプリントを印刷して、よく読んでおくこと。『資
本論』だと「第３巻　第１篇　剰余価値の利潤への転化、お
よび剰余価値率の利潤率への転化」（第1～7章）に相当し
ます。
復習：プリントをよく読んで復習し、とくに用語の意味と論理
展開をしっかり理解すること。

4時間

第13回 【利潤の平均利潤への転化】部門間競争を通して、利潤率が均等化し
生産価格が形成されるメカニズムを学びます。

予習：事前にプリントを印刷して、よく読んでおくこと。『資
本論』だと「第３巻　第２篇　利潤の平均利潤への転化」
（第8～12章）に相当します。
復習：プリントをよく読んで復習し、とくに用語の意味と論理
展開をしっかり理解すること。

4時間

第14回 【利潤率の傾向的下落法則】資本蓄積とともに平均利潤率は傾向的に
下落していき、資本制経済は不安定化して、資本制経済再生のために
は恐慌の発生を必然とする、というマルクスの有名なテーゼについて学
びます。

予習：事前にプリントを印刷して、よく読んでおくこと。『資
本論』だと「第３巻　第３篇　利潤率の傾向的下落の法則」
（第13~15章）に相当します。
復習：プリントをよく読んで復習し、とくに用語の意味と論理
展開をしっかり理解すること。

4時間

第15回 これまでの内容を総括し、『資本論』第３巻の残りの部分について概説
します。

予習：定期試験に備えて、これまでに配布した教材を復習
し、疑問点は質問できるように準備しておくこと。
復習：プリントをよく読んで復習し、とくに用語の意味と論理
展開をしっかり理解すること。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経済史Ⅰ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234脇村　孝平

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ 経済史入門－経済とは何かを歴史から学ぶ

授業の目的及び概要
経済学で使われる基本的なキーワードを、様々な歴史的事例を学ぶなかで理解し、自分のものにすることを目指してもらう。具体的には、主に西洋
（ヨーロッパ）経済史の諸事例と著名な経済学者が残した言葉を使いながら、経済学の基本的な概念を説明する。
なお、本講義では、適宜、「実学としての経済学」という学習も考慮に入れた講義を行う。本経済学部において「実学としての経済学」の学習とは、具体
的にはＧＤＰ・為替レート・金利などの経済諸指標の連関を理解しつつ、経済諸指標が互いに連動するマクロ経済学的な連関性を学ぶことを意味する

学修の到達目標
「市場」、「貨幣」、「資本主義」、「産業革命」、「社会主義」、「企業」、「政府」、「所得分配」、「国際経済」などの基本的な経済学の概念を、歴史的事例を
使いつつ、他者に説明できることを目指してもらう。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
小テストを数回、実施した後、その解答例を詳しく説明する。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

本講義では、経済学の基本的な概念を理解してもらうために、歴史的事例をツール（道具）として使うことを心がけるので、「経済学入門」のような科目だ
と思って履修してほしい。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

700

002010

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

なし

参考書

なし

なし

なし

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 序論－経済史をなぜ学ぶ必要があるのか？ 【予習】資料「経済史をなぜ学ぶ必要があるのか？」を事
前によく読んでおいてください。
【復習】講義資料（授業中に配布した資料）を復習しておい
てください。
なお、事前に資料をラーニングポータルにアップする予定
です。受講生は、予習のために事前に読んでおいてくださ
い。

2時間

第2回 「市場」とは何か？ 【予習】資料「アダム・スミスの分業論」を事前によく読んで
おいてください。
【復習】講義資料（授業中に配布した資料）を復習しておい
てください。

2時間

第3回 「貨幣」の登場－物々交換の困難 【予習】資料「カール・メンガーの貨幣論」を事前によく読ん
でおいてください。
【復習】講義資料（授業中に配布した資料）を復習しておい
てください。

2時間

第4回 「資本主義」とは何か？ 【予習】資料「世界システム論」を事前によく読んでおいてく
ださい。
【復習】講義資料（授業中に配布した資料）を復習しておい
てください。

2時間

第5回 「市場社会」の出現－労働・土地・資本の商品化 【予習】資料「労働・土地・貨幣の商品化」を事前によく読ん
でおいてください。
【復習】講義資料（授業中に配布した資料）を復習しておい
てください。

2時間
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第6回 「産業革命」とは何か？－化石エネルギーの利用 【予習】資料「E・A・リグリィの産業革命論」を事前によく読
んでおいてください。
【復習】講義資料（授業中に配布した資料）を復習しておい
てください。

2時間

第7回 「所得分配」をかんがえる－「資本主義」再考 【予習】資料「トマ・ピケティの格差論」を事前によく読んで
おいてください。
【復習】講義資料（授業中に配布した資料）を復習しておい
てください。

2時間

第8回 「社会主義」－なぜ成功しなかったのか？ 【予習】資料「フリードリッヒ・ハイエクの知識論」を事前によ
く読んでおいてください。
【復習】講義資料（授業中に配布した資料）を復習しておい
てください。

2時間

第9回 「企業」とは何か－経営管理と革新 【予習】資料「ロナルド・コースの企業論」を事前によく読ん
でおいてください。
【復習】講義資料（授業中に配布した資料）を復習しておい
てください。

2時間

第10回 大企業の出現－「株式会社」制度について 【予習】資料「Ａ．Ａ．バーリとＧ．Ｃ．ミーンズの株式会社
論」を事前によく読んでおいてください。
【復習】講義資料（授業中に配布した資料）を復習しておい
てください。

2時間

第11回 大恐慌と「政府の役割」－不確実性と流動性 【予習】資料「Ｊ・M・ケインズの貨幣論」を事前によく読んで
おいてください。
【復習】講義資料（授業中に配布した資料）を復習しておい
てください。

2時間

第12回 大恐慌と「政府の役割」（その２）－金融政策 【予習】資料「ミルトン・フリードマンの大恐慌論」を事前によ
く読んでおいてください。
【復習】講義資料（授業中に配布した資料）を復習しておい
てください。

2時間

第13回 復習篇①：市場と貨幣－自生的秩序と取引費用 【予習】資料「復習篇①」を事前によく読んでおいてくださ
い。
【復習】資料「復習篇①」を復習しておいてください。

2時間

第14回 復習篇②：資本主義再考－労働市場と企業 【予習】資料「復習篇②」を事前によく読んでおいてくださ
い。
【復習】資料「復習篇②」を復習しておいてください。

2時間

第15回 復習篇③：市場と国家－財政政策と金融政策 【予習】資料「復習篇③」を事前によく読んでおいてくださ
い。
【復習】資料「復習篇③」を復習しておいてください。

2時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経済史Ⅰ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234北西　正人

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ 経済史入門－経済社会の変容を概観する

授業の目的及び概要
経済社会の変容を学ぶなかで，経済学で使われる基本的な概念を理解するとともに，現代社会の成り立ちを理解することが目的である。

たんに経済史上の出来事を羅列することにとどまらず，諸事象に関する著名な経済学者たちの解釈を紹介しながら，経済社会の変容を説明する。

学修の到達目標
市場や貨幣，資本主義，産業革命，社会主義，企業といった基本的な経済学の概念をふまえて，経済社会の歴史的展開を他者に説明できることを目指
す。

授業の方法
この科目は遠隔授業で行われます。詳細についてはLearning Portalを確認してください。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
毎回(出席確認を兼ねた)小テストを実施し，次の授業で解答例を確認する。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

「歴史」は，たんに年号や出来事を暗記するだけの学問ではありません。これまで人間がどのような経済行為を営んできたかを学ぶことによって，「現
在」を生きるわれわれにとって，「未来」を紡ぐ教訓を得ることができるでしょう。そうした問題意識をもって，履修者には積極的に学ぶ姿勢を期待します。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

700

00300

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

特に指定しない。

参考書

―
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 序論―経済史を学ぶ意義 【予習】事前に掲載する資料をよく読んでおいてください。
【復習】講義内容を整理し，(出席確認を兼ねた)小テストに
回答してください。

2時間

第2回 経済発展段階論とその批判 【予習】事前に掲載する資料をよく読んでおいてください。
【復習】講義内容を整理し，(出席確認を兼ねた)小テストに
回答してください。

2時間

第3回 市場 【予習】事前に掲載する資料をよく読んでおいてください。
【復習】講義内容を整理し，(出席確認を兼ねた)小テストに
回答してください。

2時間

第4回 貨幣 【予習】事前に掲載する資料をよく読んでおいてください。
【復習】講義内容を整理し，(出席確認を兼ねた)小テストに
回答してください。

2時間

第5回 資本主義と世界システム 【予習】事前に掲載する資料をよく読んでおいてください。
【復習】講義内容を整理し，(出席確認を兼ねた)小テストに
回答してください。

2時間

第6回 産業革命 【予習】事前に掲載する資料をよく読んでおいてください。
【復習】講義内容を整理し，(出席確認を兼ねた)小テストに
回答してください。

2時間

第7回 大企業の出現 【予習】事前に掲載する資料をよく読んでおいてください。
【復習】講義内容を整理し，(出席確認を兼ねた)小テストに
回答してください。

2時間

第8回 社会主義 【予習】事前に掲載する資料をよく読んでおいてください。
【復習】講義内容を整理し，(出席確認を兼ねた)小テストに
回答してください。

2時間
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第9回 帝国主義の時代 【予習】事前に掲載する資料をよく読んでおいてください。
【復習】講義内容を整理し，(出席確認を兼ねた)小テストに
回答してください。

2時間

第10回 大恐慌とその影響 【予習】事前に掲載する資料をよく読んでおいてください。
【復習】講義内容を整理し，(出席確認を兼ねた)小テストに
回答してください。

2時間

第11回 戦後国際経済秩序 【予習】事前に掲載する資料をよく読んでおいてください。
【復習】講義内容を整理し，(出席確認を兼ねた)小テストに
回答してください。

2時間

第12回 ヨーロッパの統合 【予習】事前に掲載する資料をよく読んでおいてください。
【復習】講義内容を整理し，(出席確認を兼ねた)小テストに
回答してください。

2時間

第13回 アジアの経済発展 【予習】事前に掲載する資料をよく読んでおいてください。
【復習】講義内容を整理し，(出席確認を兼ねた)小テストに
回答してください。

2時間

第14回 経済と環境 【予習】事前に掲載する資料をよく読んでおいてください。
【復習】講義内容を整理し，(出席確認を兼ねた)小テストに
回答してください。

2時間

第15回 総括 【予習】事前に掲載する資料をよく読んでおいてください。
【復習】講義内容を整理し，(出席確認を兼ねた)小テストに
回答してください。

2時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経済史Ⅱ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234脇村　孝平

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ 近現代アジアにおける貿易と経済発展

授業の目的及び概要
・本講義は、近代アジア経済史を、貿易史を基軸として論じることを目標とする。19世紀半ば以降現代までの、アジア内の相互の貿易（本講義では、「ア
ジア間貿易（Intra-Asian Trade）」と呼称する）の変遷に焦点を合わせる。東アジア、東南アジア、南アジアを含むアジア内の貿易を扱うが、日本を中心に
置くことになろう。
・本講義は、「国際経済コース」を選択する意思のある人に特にお勧めしたい。「国際経済コース」では、世界経済の中でも、特にアジア諸国の経済状況
について学んでもらうことを重視している。その理由は、日本経済の未来を考えるならば、アジア諸国との貿易や直接投資を通じての経済的な関係が
いっそう重要となるからである。本講義は、近現代アジアの経済発展を、主に「貿易」に焦点を合わせて考察することを目的としているが、アジア諸国の
経済の現状と未来を考える上で意味のある講義にしたいと考えている。

学修の到達目標
・本講義では、貿易史の変遷を概観することによって、同時期のアジア諸地域の経済発展の様相を概観することを意図している。多くの場合、貿易構造
の変化は、背後に控える産業構造の変化、あるいは経済に関わる諸制度の変化、さらには国家による政策の変化などを映し出している。貿易史を通し
て、近現代における「アジア経済史」の概要を学んでもらう。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
この科目は「経済史Ⅰ」の単位を修得していないと履修できません。

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
Learning Portalのディスカッションの機能、もしくは電子メールを使用して、質問等を受けつける。それらに対して、適宜お答えする。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

・歴史の講義であるが、本講義の最終目的は、現代のアジアにおける経済発展の主たる要因とメカニズムを理解してもらう点にある。あくまでも、「現代」
を理解してもらうことが眼目である。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

700

002010

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

なし

参考書

河崎信樹・村上衛・山本千映『グローバル経済の歴史』有斐閣、2020年。

なし

978-4-641-22148-2

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 近現代アジアにおける貿易と経済発展－序論 【復習】資料を復習しておいてください。
・次回以降、動画を見る前に、Learning Portalにアップされ
た資料を、受講生は予習のために必ず読んでおいてくださ
い。

1時間

第2回 近代以前の東アジア貿易－日本を中心に 【予習】資料を事前によく読んでおいてください。
【復習】資料を復習しておいてください。

2時間

第3回 アジア三角貿易 【予習】資料を事前によく読んでおいてください。
【復習】資料を復習しておいてください。

2時間

第4回 不平等条約と居留地貿易 【予習】資料を事前によく読んでおいてください。
【復習】資料を復習しておいてください。

2時間

第5回 植民地化と貿易－19世紀のインド 【予習】資料を事前によく読んでおいてください。
【復習】資料を復習しておいてください。

2時間

第6回 熱帯アジアの一次産品輸出と低賃金 【予習】資料を事前によく読んでおいてください。
【復習】資料を復習しておいてください。

2時間

第7回 貿易と工業化－日本 【予習】資料を事前によく読んでおいてください。
【復習】資料を復習しておいてください。

2時間

第8回 アジア間貿易の形成－綿業基軸体制 【予習】資料を事前によく読んでおいてください。
【復習】資料を復習しておいてください。

2時間
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第9回 日本の植民地における貿易－朝鮮と台湾 【予習】資料を事前によく読んでおいてください。
【復習】資料を復習しておいてください。

2時間

第10回 両大戦間期のアジア間貿易 【予習】資料を事前によく読んでおいてください。
【復習】資料を復習しておいてください。

2時間

第11回 番外編：「南北問題」再考 【予習】資料を事前によく読んでおいてください。
【復習】資料を復習しておいてください。

2時間

第12回 昭和恐慌と1930年代の日本経済 【予習】資料を事前によく読んでおいてください。
【復習】資料を復習しておいてください。

2時間

第13回 ナショナリズムと輸入代替工業化－1950年代および1960年代のアジア
経済

【予習】資料を事前によく読んでおいてください。
【復習】資料を復習しておいてください。

2時間

第14回 新国際分業と環太平洋貿易－1970年代および1980年代のアジア経済 【予習】資料を事前によく読んでおいてください。
【復習】資料を復習しておいてください。

2時間

第15回 グローバリズム－1990年代・2000年代 【予習】資料を事前によく読んでおいてください。
【復習】資料を復習しておいてください。

2時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経済史Ⅱ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234脇村　孝平

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ 近現代アジアにおける貿易と経済発展

授業の目的及び概要
・本講義は、近代アジア経済史を、貿易史を基軸として論じることを目標とする。19世紀半ば以降現代までの、アジア内の相互の貿易（本講義では、「ア
ジア間貿易（Intra-Asian Trade）」と呼称する）の変遷に焦点を合わせる。東アジア、東南アジア、南アジアを含むアジア内の貿易を扱うが、日本を中心に
置くことになろう。
・本講義は、「国際経済コース」を選択する意思のある人に特にお勧めしたい。「国際経済コース」では、世界経済の中でも、特にアジア諸国の経済状況
について学んでもらうことを重視している。その理由は、日本経済の未来を考えるならば、アジア諸国との貿易や直接投資を通じての経済的な関係が
いっそう重要となるからである。本講義は、近現代アジアの経済発展を、主に「貿易」に焦点を合わせて考察することを目的としているが、アジア諸国の
経済の現状と未来を考える上で意味のある講義にしたいと考えている。

学修の到達目標
・本講義では、貿易史の変遷を概観することによって、同時期のアジア諸地域の経済発展の様相を概観することを意図している。多くの場合、貿易構造
の変化は、背後に控える産業構造の変化、あるいは経済に関わる諸制度の変化、さらには国家による政策の変化などを映し出している。貿易史を通し
て、近現代における「アジア経済史」の概要を学んでもらう。

授業の方法
この科目は遠隔授業で行われます。詳細についてはLearning Portalを確認してください。

履修の条件・注意
この科目は「経済史Ⅰ」の単位を修得していないと履修できません。

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
Learning Portalのディスカッションの機能、もしくは電子メールを使用して、質問等を受けつける。それらに対して、適宜お答えする。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

・歴史の講義であるが、本講義の最終目的は、現代のアジアにおける経済発展の主たる要因とメカニズムを理解してもらう点にある。あくまでも、「現代」
を理解してもらうことが眼目である。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

700

002010

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

なし

参考書

河崎信樹・村上衛・山本千映『グローバル経済の歴史』有斐閣、2020年。

なし

978-4-641-22148-2

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 近現代アジアにおける貿易と経済発展－序論 【復習】資料を復習しておいてください。
・次回以降、動画を見る前に、Learning Portalにアップされ
た資料を、受講生は予習のために必ず読んでおいてくださ
い。

1時間

第2回 近代以前の東アジア貿易－日本を中心に 【予習】資料を事前によく読んでおいてください。
【復習】資料を復習しておいてください。

2時間

第3回 アジア三角貿易 【予習】資料を事前によく読んでおいてください。
【復習】資料を復習しておいてください。

2時間

第4回 不平等条約と居留地貿易 【予習】資料を事前によく読んでおいてください。
【復習】資料を復習しておいてください。

2時間

第5回 植民地化と貿易－19世紀のインド 【予習】資料を事前によく読んでおいてください。
【復習】資料を復習しておいてください。

2時間

第6回 熱帯アジアの一次産品輸出と低賃金 【予習】資料を事前によく読んでおいてください。
【復習】資料を復習しておいてください。

2時間

第7回 貿易と工業化－日本 【予習】資料を事前によく読んでおいてください。
【復習】資料を復習しておいてください。

2時間

第8回 アジア間貿易の形成－綿業基軸体制 【予習】資料を事前によく読んでおいてください。
【復習】資料を復習しておいてください。

2時間
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第9回 日本の植民地における貿易－朝鮮と台湾 【予習】資料を事前によく読んでおいてください。
【復習】資料を復習しておいてください。

2時間

第10回 両大戦間期のアジア間貿易 【予習】資料を事前によく読んでおいてください。
【復習】資料を復習しておいてください。

2時間

第11回 番外編：「南北問題」再考 【予習】資料を事前によく読んでおいてください。
【復習】資料を復習しておいてください。

2時間

第12回 昭和恐慌と1930年代の日本経済 【予習】資料を事前によく読んでおいてください。
【復習】資料を復習しておいてください。

2時間

第13回 ナショナリズムと輸入代替工業化－1950年代および1960年代のアジア
経済

【予習】資料を事前によく読んでおいてください。
【復習】資料を復習しておいてください。

2時間

第14回 新国際分業と環太平洋貿易－1970年代および1980年代のアジア経済 【予習】資料を事前によく読んでおいてください。
【復習】資料を復習しておいてください。

2時間

第15回 グローバリズム－1990年代・2000年代 【予習】資料を事前によく読んでおいてください。
【復習】資料を復習しておいてください。

2時間

－50－



実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 日本経済論Ⅰ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234嶋田　裕光

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 日本の経済データの読み方と景気動向(経済全体、経済主体別）の把握

授業の目的及び概要
本講義では、日本経済の動向を把握する上で必要となる経済データ（経済指標）の見方について学びます。まず、日本の景気判断や活用の現場（政府
や企業）について紹介したのち、経済の動向や構造を見る上で不可欠な経済データとしてGDP（国内総生産）、産業連関表、景気動向指数、物価指数な
どを取り上げます。次いで、家計部門の動向を捉えるための経済データ（消費、貯蓄、所得）、企業部門の動向を捉えるための経済データ（生産、設備投
資、企業収益など）、海外経済とのやりとりである貿易、投資動向を捉えるための経済データ（国際収支、貿易統計等）、労働者と企業の間にまたがる労
働市場に関するデータ（求人倍率、失業率など）について順次説明します。こうした一連の知識を身に付けることで、新聞の経済面などに掲載される日
本経済の景気動向に関する記事を読みこなし、日常の生活や将来の仕事に役立てられる力を身につけることを目指します。
この科目は経済学部においては、いずれのコースを選択する場合でも履修することが求められる、学科共通科目に位置付けられています。

学修の到達目標
以下の能力を身につけることを目標とします。
・経済データを読むための基礎知識を身に付ける。
・経済全体と物価を捉える経済指標について説明できる。
・家計部門、企業部門、貿易投資、労働市場を捉える経済指標を説明できる。
・各経済指標相互の因果関係を説明できる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
適時、課題（演習問題形式）を課しますので、次回講義までに解答して提出してもらい、回収後、解説、講評します。特に間違えたところについては、中
間テストや期末テストまでによく復習し、完全に潰しておいて下さい。

アクティブ・ラーニング
の取組み

本科目の担当教員は、１９８６年に経済企画庁（現内閣府）に入庁し、国家公務員として３０年以上のキャリアを積んでいる。また、経済白書や経済計
画、GDP統計、社会福祉政策にも携わった実務経験から、マクロ経済学、財政学、GDP統計、少子化問題を専門領域としている。本科目では、これらの
経験を生かし、経済データを正しく評価する目を養い、社会で役立てるための基本的な理論から実務的なプロセスまで含めた幅広い授業を行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

経済データの読み方を習得すれば、日本経済だけでなく、世界経済の動きもわかるようになります。マクロ経済学系の授業を併せて履修すると、理論と
現実の繋がり、経済事象間の関係についてより理解が深まります。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

50０

300200

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

特定のテキストは指定しません。適宜、必要な資料を配布します。

参考書

①予測の達人が教える経済指標の読み方,新家義貴,日本経済新聞出版,2017年
②Q＆A 日本経済のニュースがわかる！（2022年版）,日本経済新聞, 2021年

なし

①9784532357030
②9784532358969

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 授業の目標や到達目標等についてガイダンスを行います。 2回目講義以降、授業内容の理解の確認のために適時、
課題（演習問題形式）を課しますので、復習を兼ねてノート
などを参照しながら回答し、次回講義時に提出を求めた上
で解説します。

2時間

第2回 日銀短観の紹介からはじめ月例経済報告など景気判断の現場と景気
判断の重要性について解説します。

適時、左記講義内容についての課題（演習問題形式）を課
しますので、復習を兼ねてノートなどを参照しながら回答
し、次回講義時に提出を求めた上で解説します。

4時間

第3回 経済データを読み解くための基礎知識（経済データの持つ癖など）につ
いて解説します。

適時、左記講義内容についての課題（演習問題形式）を課
しますので、復習を兼ねてノートなどを参照しながら回答
し、次回講義時に提出を求めた上で解説します。

4時間

第4回 経済データを読み解くための基礎知識（経済動向の把握手法）方法に
ついて解説します。

適時、左記講義内容についての課題（演習問題形式）を課
しますので、復習を兼ねてノートなどを参照しながら回答
し、次回講義時に提出を求めた上で解説します。

4時間

第5回 経済全体の動向を捉えるための代表的な経済データ（GDP、産業連関
表）について解説します。

適時、左記講義内容についての課題（演習問題形式）を課
しますので、復習を兼ねてノートなどを参照しながら回答
し、次回講義時に提出を求めた上で解説します。

4時間
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第6回 経済全体の動向を捉えるための経済データ（景気動向指数、物価指
数）について解説します。

適時、左記講義内容についての課題（演習問題形式）を課
しますので、復習を兼ねてノートなどを参照しながら回答
し、次回講義時に提出を求めた上で解説します。

4時間

第7回 授業内に中間テストを行います。これまでの学習内容に関して出題し、
解答終了後、解説します。

中間テストに向けて、これまで学習した経済統計の見方、
経済全体を捉えるための統計に関して十分復習しておい
て下さい。

5時間

第8回 家計部門を捉える経済データ（消費・貯蓄）について解説します。 適時、左記講義内容についての課題（演習問題形式）を課
しますので、復習を兼ねてノートなどを参照しながら回答
し、次回講義時に提出を求めた上で解説します。

4時間

第9回 家計部門を捉える経済データ（所得分布、住宅投資）について解説しま
す。

適時、左記講義内容についての課題（演習問題形式）を課
しますので、復習を兼ねてノートなどを参照しながら回答
し、次回講義時に提出を求めた上で解説します。

4時間

第10回 企業部門を捉える経済データ（生産、設備投資、企業収益）について解
説します。

適時、左記講義内容についての課題（演習問題形式）を課
しますので、復習を兼ねてノートなどを参照しながら回答
し、次回講義時に提出を求めた上で解説します。

4時間

第11回 企業部門を捉える経済データ（国際収支、貿易）について解説します。 適時、左記講義内容についての課題（演習問題形式）を課
しますので、復習を兼ねてノートなどを参照しながら回答
し、次回講義時に提出を求めた上で解説します。

4時間

第12回 企業部門を捉える経済データ（海外への投資活動）について学びます。 適時、左記講義内容についての課題（演習問題形式）を課
しますので、復習を兼ねてノートなどを参照しながら回答
し、次回講義時に提出を求めた上で解説します。

4時間

第13回 労働市場の動向（雇用情勢（失業など労働需給））を捉える経済データ
について解説します。

適時、左記講義内容についての課題（演習問題形式）を課
しますので、復習を兼ねてノートなどを参照しながら回答
し、次回講義時に提出を求めた上で解説します。

4時間

第14回 労働市場の動向を捉える経済データ（賃金動向）について解説します。 適時、左記講義内容についての課題（演習問題形式）を課
しますので、復習を兼ねてノートなどを参照しながら回答
し、次回講義時に提出を求めた上で解説します。【

4時間

第15回 これまでの講義内容の総復習を行います。 定期試験に備え、これまでの演習課題を中心に授業内容
の総復習を行って下さい。

5時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 日本経済論Ⅰ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234米山　秀隆

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 日本の経済データの読み方

授業の目的及び概要
この授業では、日本経済の現状を把握する上で必要な、経済データ（経済指標）の見方について学びます。まず、データを見る上で必要な基礎知識を説
明し、経済全体の動向を捉えるための経済データとしてGDP（国内総生産）と景気動向指数を取り上げます。次いで、企業部門の動向を捉えるための経
済データ（生産、設備投資など）、家計部門を捉えるための経済データ（消費、雇用など）についてそれぞれ学び、さらに経済の体温とも言うべき物価に
ついて学びます。政府、日銀は、これら経済データの全体から、景気動向を分析する文書を定期的に発表していますが、その読み方も説明します。ま
た、政府、日銀や経済の調査機関（シンクタンク）は、現状を把握した上で、将来の予測を行っていますが、予測手法の基本も学びます。こうした一連の
知識を身に付けることで、新聞の経済面に掲載される経済データに関する記事を読みこなし、生活や将来の仕事に役立てられるようになることを目指し
ます。

学修の到達目標
・経済データを読むための基礎知識を身に付ける。
・経済全体と物価を捉える経済指標について説明できる。
・企業部門、家計部門を捉える経済指標を説明できる。

授業の方法
この科目は遠隔授業で行われます。詳細についてはLearning Portalを確認してください。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
コメントシート、課題の結果については、授業内またはLearning Portalでフィードバックします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

経済データの読み方を習得すれば、世の中の流れがわかるようになります。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

70０

00300

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

予測の達人が教える経済指標の読み方，新家義貴，日本経済新聞出版，2017年

参考書

9784532357030
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 授業の目標や到達目標等についてガイダンスを行います。 【予習】Learning Portalに掲載する配布資料を事前に読ん
でおいて下さい。
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認して
下さい。

4時間

第2回 何が景気循環をもたらすのかについて学びます。 【予習】テキスト第1章の1～3と配布資料を事前に読んでお
いて下さい。
【復習】テキスト、配布資料を読み直し、講義で得た知識を
確認して下さい。

4時間

第3回 経済データを読み解くための基礎知識について学びます。 【予習】テキスト第1章の4と配布資料を事前に読んでおい
て下さい。
【復習】テキスト、配布資料を読み直し、講義で得た知識を
確認して下さい。

4時間

第4回 経済データのチェックポイントについて学びます。 【予習】テキスト第2章と配布資料を事前に読んでおいて下
さい。
【復習】テキスト、配布資料を読み直し、講義で得た知識を
確認して下さい。

4時間

第5回 経済全体の動向を捉える経済データ（GDP、景気動向指数）について学
びます。

【予習】テキスト第3章の1、2と配布資料を事前に読んでお
いて下さい。
【復習】テキスト、配布資料を読み直し、講義で得た知識を
確認して下さい。

4時間
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第6回 企業部門を捉える経済データ（貿易）について学びます。 【予習】テキスト第4章の1と配布資料を事前に読んでおい
て下さい。
【復習】テキスト、配布資料を読み直し、講義で得た知識を
確認して下さい。

4時間

第7回 企業部門を捉える経済データ（生産、企業収益）について学びます。 【予習】テキスト第4章の2、3と配布資料を事前に読んでお
いて下さい。
【復習】テキスト、配布資料を読み直し、講義で得た知識を
確認して下さい。

4時間

第8回 企業部門を捉える捉える経済データ（景況感）について学びます。 【予習】テキスト第4章の4と配布資料を事前に読んでおい
て下さい。
【復習】テキスト、配布資料を読み直し、講義で得た知識を
確認して下さい。

4時間

第9回 企業部門を捉える捉える経済データ（設備投資）について学びます。 【予習】テキスト第4章の5と配布資料を事前に読んでおい
て下さい。
【復習】テキスト、配布資料を読み直し、講義で得た知識を
確認して下さい。

4時間

第10回 家計部門を捉える経済データ（雇用・賃金）について学びます。 【予習】テキスト第5章の1と配布資料を事前に読んでおい
て下さい。
【復習】テキスト、配布資料を読み直し、講義で得た知識を
確認して下さい。

4時間

第11回 家計部門を捉える経済データ（消費）について学びます。 【予習】テキスト第5章の2と配布資料を事前に読んでおい
て下さい。
【復習】テキスト、配布資料を読み直し、講義で得た知識を
確認して下さい。

4時間

第12回 物価を捉える経済データについて学びます。 【予習】テキスト第5章の3と配布資料を事前に読んでおい
て下さい。
【復習】テキスト、配布資料を読み直し、講義で得た知識を
確認して下さい。

4時間

第13回 月例経済報告について学びます。 【予習】テキストコラム4、コラム5と配布資料を事前に読ん
でおいて下さい。
【復習】テキスト、配布資料を読み直し、講義で得た知識を
確認して下さい。

4時間

第14回 経済見通しについて学びます。 【予習】テキスト第6章と配布資料を事前に読んでおいて下
さい。
【復習】テキスト、配布資料を読み直し、講義で得た知識を
確認して下さい。

4時間

第15回 経済予測の方法について学びます。 【予習】テキスト第6章と配布資料を事前に読んでおいて下
さい。
【復習】テキスト、配布資料を読み直し、講義で得た知識を
確認して下さい。

4時間

－54－



実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 日本経済論Ⅱ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234嶋田　裕光

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 日本経済の構造的課題と経済政策

授業の目的及び概要
本講義では、デフレ現象の継続、所得格差の拡大、少子高齢化、グローバル化など日本経済を巡る中長期的な環境の変化や、構造的な課題を順次
テーマに取り上げ、経済学の知識や分析道具も使いながら理解を深めていきます。どうしてそのような状況になっているのか、その背景と困難な状況を
どう打破していくべきなのか、今後の対応策への問題意識も持って、現在の日本経済が抱える諸課題を自ら論じる力を身につけることを目的とします。
なお、この科目は経済学部においては、いずれのコースを選択する場合でも履修することが求められる、学科共通科目に位置付けられています。

学修の到達目標
以下の能力を身につけることを目標とします。
・近年の日本経済のデフレ現象の背景と対応策について説明できる。
・日本の所得格差、貧困問題を巡る課題について説明できる。
・日本の少子高齢化問題や社会保障の問題について説明できる
・日本経済を巡るグローバル化の影響や課題について説明できる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
適時、課題（演習問題形式）を課しますので、次回講義までに解答し、回収後、解説、講評します。特に間違えたところについては、中間テストや期末テ
ストまでに潰しておいて下さい。

アクティブ・ラーニング
の取組み

本科目の担当教員は、１９８６年に経済企画庁（現内閣府）に入庁し、国家公務員として３０年以上のキャリアを積んでいる。また、経済白書や経済計
画、GDP統計、社会福祉政策にも携わった実務経験から、マクロ経済学、財政学、GDP統計、少子化問題を専門領域としている。本科目では、これらの
経験を生かし、経済データを正しく評価する目を養い、社会で役立てるための基本的な理論から実務的なプロセスまで含めた幅広い授業を行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

日本経済が直面する課題の全体像について理解を深めておくことは、問題意識を持って今後さらに個々の専門的な勉強に進んでいく上での基礎となり
ます。日本経済論Iに連続する講義内容なので、それを履修するとともに、理論的な背景としてマクロ経済学系の講義も履修することを薦めます。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

500

300200

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

特にテキストは指定しません。適宜必要な資料を配布します。

参考書

①日本経済のマクロ分析,鶴光太郎,前田佐恵子,村田啓子,日本経済新聞社,2019年
②日本経済論

なし

① 9784532134976
② 9784502374814

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 授業の目標や到達目標等についてガイダンスを行います。 2回目講義以降、適時、理解の確認のための課題（演習問
題形式）を課しますので、復習を兼ねてノートを見ながら解
答し、次回講義で回収します。その後、解答解説、講評を
行います。

2時間

第2回 近年の日本のデフレ状況継続の要因と影響について解説します。 適時、左記授業内容についての確認のための課題（演習
問題形式）を課しますので、解答し次回講義にて提出して
もらいます。その後、解説、講評を行います。

4時間

第3回 デフレ状況を脱するための財政、金融政策（非伝統的金融政策）につい
て解説します。

適時、左記授業内容についての確認のための課題（演習
問題形式）を課しますので、解答し次回講義にて提出して
もらいます。その後、解説、講評を行います。

4時間

第4回 労働市場の構造変化と所得格差や貧困問題について解説します。 適時、左記授業内容についての確認のための課題（演習
問題形式）を課しますので、解答し次回講義にて提出して
もらいます。その後、解説、講評を行います。

4時間

第5回 人口減少、少子高齢化が日本経済全体や地域経済にもたらす課題に
ついて解説します。

適時、左記授業内容についての確認のための課題（演習
問題形式）を課しますので、解答し次回講義にて提出して
もらいます。その後、解説、講評を行います。

4時間

第6回 人口減少や少子高齢化の対応策について解説します。 適時、左記授業内容についての確認のための課題（演習
問題形式）を課しますので、解答し次回講義にて提出して
もらいます。その後、解説、講評を行います。

4時間
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第7回 社会保障政策と財政の持続可能性について解説します。 適時、左記授業内容についての確認のための課題（演習
問題形式）を課しますので、解答し次回講義にて提出して
もらいます。その後、解説、講評を行います。

4時間

第8回 これまでの学習内容の確認のための中間テストを実施します。 これまでの学習内容の復習を毎回の確認課題を中心に十
分行って下さい。

5時間

第9回 グローバル社会の中での日本経済（産業や企業）の直面する課題につ
いて解説します。

適時、左記授業内容についての確認のための課題（演習
問題形式）を課しますので、解答し次回講義にて提出して
もらいます。その後、解説、講評を行います。

4時間

第10回 TPPなど貿易を巡るトピックスについて解説します。 適時、左記授業内容についての確認のための課題（演習
問題形式）を課しますので、解答し次回講義にて提出して
もらいます。その後、解説、講評を行います。

4時間

第11回 日本経済のイノベーションの重要性と科学技術政策について解説しま
す。

適時、左記授業内容についての確認のための課題（演習
問題形式）を課しますので、解答し次回講義にて提出して
もらいます。その後、解説、講評を行います。

4時間

第12回 環境問題と日本経済への影響と課題について解説します。 適時、左記授業内容についての確認のための課題（演習
問題形式）を課しますので、解答し次回講義にて提出して
もらいます。その後、解説、講評を行います。

4時間

第13回 日本経済を巡る諸課題に対応した政府における経済政策の決定過程
について解説します。

適時、左記授業内容についての確認のための課題（演習
問題形式）を課しますので、解答し次回講義にて提出して
もらいます。その後、解説、講評を行います。

4時間

第14回 日本経済と政治との関係について解説します。 適時、左記授業内容についての確認のための課題（演習
問題形式）を課しますので、解答し次回講義にて提出して
もらいます。その後、解説、講評を行います。

4時間

第15回 これまでの授業全体の総復習を行います。 定期試験に向けて、これまでの学習内容を課題を中心に
よく復習しておいて下さい。

5時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 日本経済論Ⅱ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234米山　秀隆

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 現代日本経済の構造

授業の目的及び概要
この授業では、現代の日本経済を理解する上で重要なトピックスを取り上げ、経済学の知識や分析道具を使って、理解を深めていきます。取り上げるト
ピックスは、日本経済の成長の歩み、労働市場、産業構造、環境・エネルギー、金融、財政、地域、社会保障、グローバル化などです。これら日本経済
の様々な側面は、一見、どうしてそのような状況になったのかを理解しにくい場合でも、経済学の枠組みを使えば、その構造がよくわかることがありま
す。現象の背後に隠れたメカニズムを解き明かしながら、現代の日本経済が直面する課題の全体像に迫っていきます。経済学といっても、使うのは最低
限の基礎的な部分で、その都度必要な知識は説明していきます。経済学的に考えてみる習慣は、普段の生活や将来の仕事にも役立つはずです。

学修の到達目標
・日本経済の成長の歩みについて説明できる。
・日本の労働市場や産業構造、環境・エネルギー問題について説明できる。
・日本の金融や財政、社会保障の問題について説明できる
・日本の地域経済やグローバル化の問題について説明できる。

授業の方法
この科目は遠隔授業で行われます。詳細についてはLearning Portalを確認してください。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
コメントシート、課題の結果については、授業内またはLearning Portalでフィードバックします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

日本経済の課題の全体像について理解を深めておくことは、個々の専門的な勉強に進んでいく上での基礎となります。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

70０

00300

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

日本経済論（第2版），宮川努・細野薫・細谷圭・川上淳之，中央経済社，2021年

参考書

9784502374814
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 授業の目標や到達目標等についてガイダンスを行います。 【予習】テキスト第1章とLearning Portalに掲載する配布資
料を事前に読んでおいて下さい。
【復習】テキスト、配布資料を読み直し、講義で得た知識を
確認して下さい。

4時間

第2回 高度成長はなぜ実現できたのかについて学びます。 【予習】テキスト第2章と配布資料を事前に読んでおいて下
さい。
【復習】テキスト、配布資料を読み直し、講義で得た知識を
確認して下さい。

4時間

第3回 バブルとその後の長期停滞について学びます。 【予習】テキスト第3章と配布資料を事前に読んでおいて下
さい。
【復習】テキスト、配布資料を読み直し、講義で得た知識を
確認して下さい。

4時間

第4回 労働市場の構造変化と所得格差について学びます。 【予習】テキスト第4章と配布資料を事前に読んでおいて下
さい。
【復習】テキスト、配布資料を読み直し、講義で得た知識を
確認して下さい。

4時間

第5回 中小企業・ベンチャー企業の役割について学びます。 【予習】テキスト第5章と配布資料を事前に読んでおいて下
さい。
【復習】テキスト、配布資料を読み直し、講義で得た知識を
確認して下さい。

4時間
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第6回 産業構造の変化と日本経済の盛衰について学びます。 【予習】テキスト第6章と配布資料を事前に読んでおいて下
さい。
【復習】テキスト、配布資料を読み直し、講義で得た知識を
確認して下さい。

4時間

第7回 環境・エネルギー問題の克服について学びます。 【予習】テキスト第7章と配布資料を事前に読んでおいて下
さい。
【復習】テキスト、配布資料を読み直し、講義で得た知識を
確認して下さい。

4時間

第8回 日本の金融システムについて学びます。 【予習】テキスト第8章と配布資料を事前に読んでおいて下
さい。
【復習】テキスト、配布資料を読み直し、講義で得た知識を
確認して下さい。

4時間

第9回 デフレと非伝統的金融政策について学びます。 【予習】テキスト第9章と配布資料を事前に読んでおいて下
さい。
【復習】テキスト、配布資料を読み直し、講義で得た知識を
確認して下さい。

4時間

第10回 財政の維持可能性について学びます。 【予習】テキスト第10章と配布資料を事前に読んでおいて
下さい。
【復習】テキスト、配布資料を読み直し、講義で得た知識を
確認して下さい。

4時間

第11回 地域経済と政府の役割について学びます。 【予習】テキスト第11章と配布資料を事前に読んでおいて
下さい。
【復習】テキスト、配布資料を読み直し、講義で得た知識を
確認して下さい。

4時間

第12回 人口減少と社会保障について学びます。 【予習】テキスト第12章と配布資料を事前に読んでおいて
下さい。
【復習】テキスト、配布資料を読み直し、講義で得た知識を
確認して下さい。

4時間

第13回 国際経済の中の日本経済について学びます。 【予習】テキスト第13章と配布資料を事前に読んでおいて
下さい。
【復習】テキスト、配布資料を読み直し、講義で得た知識を
確認して下さい。

4時間

第14回 これからの日本経済（平成経済から令和経済へ）について学びます。 【予習】テキスト第14章と配布資料を事前に読んでおいて
下さい。
【復習】教科書、配布資料を読み直し、講義で得た知識を
確認して下さい。

4時間

第15回 経済財政白書について学びます。 【予習】配布資料を事前に読んでおいて下さい。
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認して
下さい。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経済統計学Ⅰ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234内海　正郎

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G1

経済学部専門教育科目

テーマ 記述統計の基礎

授業の目的及び概要
本講義では経済現象の分析に用いられる統計の知識を身に着ける事を目的としています。春学期開講の経済統計学Ⅰでは、調査対象のデータから傾
向や特徴を見出す記述統計学の基礎を学びます。秋学期開講の経済統計学Ⅱでは推測統計学の基礎を学びます。これらを合わせて履修する事に
よって、経済統計学の基礎を一通り学ぶ事ができます。経済統計学の知識を身に着ける事により、現実の統計データが分析できるようになります。

学修の到達目標
度数分布表やヒストグラムの作成、データ集団の整理や分析を行える知識を身に着ける事を目標とします。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業中に解説を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

科目の性質上、数学の知識が不可欠な部分もありますが、極力平易に解説していきます。予習復習をしっかりとこなして計算に慣れてください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

700

30000

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

はじめての統計学、鳥居泰彦、日本経済新聞出版社、1994年

参考書

ISBN：978-4-532-13074-9
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 初回ガイダンスで講義の進め方、試験や成績評価について説明を行
い、統計学の概要を紹介する。

【予習】シラバスをよく読み、指定教科書に目を通しておく
事。（2時間程度）。
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください（1時間程度）。

3時間

第2回 度数分布表およびヒストグラムについての解説する。 【予習】テキスト1～9ページまで読み込んでおく事。（1時間
程度）。
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください（2時間程度）。

3時間

第3回 確率、確率分布について解説する。 【予習】テキスト10～14ページまで読み込んでおく事。（1時
間程度）。
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください（2時間程度）。

3時間

第4回 母集団、及び標本の概念について解説する。 【予習】テキスト15～31ページまで読み込んでおく事。（2時
間程度）。
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください（2時間程度）。

4時間

第5回 階級データ及び、ヒストグラムの作成について解説する。 【予習】テキスト33～36ページまで読み込んでおく事。ま
た、37～42ページまでの演算を取り扱う補論の内容も確認
しておく事。（1時間程度）。
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください（2時間程度）。

3時間

第6回 平均値、中央値、最頻値の概念を解説し、値を算出する計算を行う。 【予習】テキスト49～62ページまで読み込んでおく事。（2時
間程度）。
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください（2時間程度）。

4時間
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第7回 分散、標準偏差、変動係数の概念を解説し、値を算出する計算を行う。 【予習】テキスト63～71ページまで読み込んでおく事。（2時
間程度）。
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください（2時間程度）。

4時間

第8回 中間試験 【予習】これまでに学習した内容を復習しておく事。（2時間
程度）。
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください（2時間程度）。

4時間

第9回 階乗、順列、組合せの概念を解説し、値を算出する計算を行う。 【予習】テキスト77～87ページまで読み込んでおく事。（2時
間程度）。
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください（2時間程度）。

4時間

第10回 確率変数について解説する。 【予習】テキスト88～92ページまで読み込んでおく事。（2時
間程度）。
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください（2時間程度）。

4時間

第11回 二項分布について解説する。 【予習】テキスト93～99ページまで読み込んでおく事。（3時
間程度）。
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください（2時間程度）。

5時間

第12回 ポアソン分布について解説する。 【予習】テキスト100～106ページまで読み込んでおく事。（3
時間程度）。
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください（2時間程度）。

5時間

第13回 一様分布について解説する。 【予習】テキスト107～110ページまで読み込んでおく事。（3
時間程度）。
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください（2時間程度）。

5時間

第14回 正規分布について解説する。 【予習】テキスト111～117ページまで読み込んでおく事。（3
時間程度）。
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください（2時間程度）。

5時間

第15回 正規分布の標準化について解説し、計算を行う。 【予習】テキスト118～124ページまで読み込んでおく事。（3
時間程度）。
【復習】これまでの配布プリント、ノートを読み直し、講義で
得た知識を総復習してください（3時間程度）。

6時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経済統計学Ⅰ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234吉田　茂一

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G1

経済学部専門教育科目

テーマ 記述統計の基礎

授業の目的及び概要
本講義では経済現象の分析に用いられる統計の知識を身に着ける事を目的としています。経済統計学Ⅰでは、調査対象のデータから傾向や特徴を見
出す記述統計学の基礎を学びます。経済統計学Ⅱでは推測統計学の基礎を学びます。これらを合わせて履修する事によって、経済統計学の基礎を一
通り学ぶ事ができます。経済統計学の知識を身に着ける事により、現実の統計データが分析できるようになります。

学修の到達目標
度数分布表やヒストグラムの作成、データ集団の整理や分析を行える知識を身に着ける事を目標とします。

授業の方法
この科目は遠隔授業で行われます。詳細についてはLearning Portalを確認してください。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業中に解説を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

PBL（課題解決型学習）／ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

科目の性質上、数学の知識が不可欠な部分もありますが、極力平易に解説していきます。予習復習をしっかりとこなして計算に慣れてください。
なお、Excelを用いた課題提出を実施します。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

030

3030010

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

はじめての統計学,鳥居 泰彦,日本経済新聞出版 (1994)

参考書

9784532130749
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 初回ガイダンスで講義の進め方、試験や成績評価について説明を行
い、統計学の概要を紹介する。

【予習】シラバスをよく読み、指定教科書に目を通しておく
事
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください

1.5時間

第2回 度数分布表およびヒストグラムについての解説する。 【予習】テキスト1～9ページまで読み込んでおく事
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください

1.5時間

第3回 確率、確率分布について解説する。 【予習】テキスト10～14ページまで読み込んでおく事
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください。

1.5時間

第4回 母集団、及び標本の概念について解説する。 【予習】テキスト15～31ページまで読み込んでおく事
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください

1.5時間

第5回 階級データ及び、ヒストグラムの作成について解説する。 【予習】テキスト33～36ページまで読み込んでおく事。ま
た、37～42ページまでの演算を取り扱う補論の内容も確認
しておく事
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください

1.5時間

第6回 平均値、中央値、最頻値の概念を解説し、値を算出する計算を行う。 【予習】テキスト49～62ページまで読み込んでおく事
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください

1.5時間

第7回 分散、標準偏差、変動係数の概念を解説し、値を算出する計算を行う。 【予習】テキスト63～71ページまで読み込んでおく事
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください

1.5時間
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第8回 中間試験 【予習】これまでに学習した内容を復習しておく事
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください

1時間

第9回 階乗、順列、組合せの概念を解説し、値を算出する計算を行う。 【予習】テキスト77～87ページまで読み込んでおく事
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください

1.5時間

第10回 確率変数について解説する。 【予習】テキスト88～92ページまで読み込んでおく事
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください

1.5時間

第11回 二項分布について解説する。 【予習】テキスト93～99ページまで読み込んでおく事
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください

1.5時間

第12回 ポアソン分布について解説する。 【予習】テキスト100～106ページまで読み込んでおく事
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください

1.5時間

第13回 一様分布について解説する。 【予習】テキスト107～110ページまで読み込んでおく事
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください

1.5時間

第14回 正規分布について解説する。 【予習】テキスト111～117ページまで読み込んでおく事
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください

1.5時間

第15回 正規分布の標準化について解説し、計算を行う。 【予習】テキスト118～124ページまで読み込んでおく事
【復習】これまでの配布プリント、ノートを読み直し、講義で
得た知識を総復習してください

1.5時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経済統計学Ⅱ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234内海　正郎

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ 推測統計の基礎

授業の目的及び概要
本講義では経済現象の分析に用いられる統計の知識を身に着ける事を目的としています。春学期開講の経済統計学Ⅰでは、調査対象のデータから傾
向や特徴を見出す記述統計学の基礎を学びます。秋学期開講の経済統計学Ⅱでは推測統計学の基礎を学びます。これらを合わせて履修する事に
よって、経済統計学の基礎を一通り学ぶ事ができます。経済統計学の知識を身に着ける事により、現実の統計データが分析できるようになります。

学修の到達目標
まず経済統計学Ⅰで学習した記述統計学について復習を行います。この後、区間推定や仮説検定など推測統計学の内容を学習していきます。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業中に解説を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

科目の性質上、数学の知識が不可欠な部分もありますが、極力平易に解説していきます。予習復習をしっかりとこなして計算に慣れてください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

700

30000

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

はじめての統計学、鳥居泰彦、日本経済新聞出版社、1994年

参考書

ISBN：978-4-532-13074-9
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 初回ガイダンスで講義の進め方、試験や成績評価について説明を行
い、その後講義全体の概観を説明する。

【予習】シラバスをよく読み、指定教科書に目を通しておく
事（1時間程度）。
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください（1時間程度）。

2時間

第2回 平均、分散、標準偏差等の概念と計算方法を解説し、演習を行う。 【予習】テキスト49～68ページまで読み込んでおく事（3時
間程度）。
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください（1時間程度）。

4時間

第3回 二項分布、ポアソン分布の概念を解説する。 【予習】テキスト79～106ページまで読み込んでおく事（3時
間程度）。
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください（1時間程度）。

4時間

第4回 一様分布、正規分布の概念を解説する。 【予習】テキスト107～126ページまで読み込んでおく事（3
時間程度）。
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください（1時間程度）。

4時間

第5回 信頼係数、有意水準の概念を解説する。 【予習】テキスト131～138ページまで読み込んでおく事（2
時間程度）。
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください（2時間程度）。

4時間

第6回 標本平均について解説する。 【予習】テキスト139～144ページまで読み込んでおく事（2
時間程度）。
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください（2時間程度）。

4時間
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第7回 母平均の区間推定について解説する。 【予習】テキスト145～150ページまで読み込んでおく事（2
時間程度）。
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください（2時間程度）。

4時間

第8回 中間試験 【予習】これまでに学習した内容を復習しておく事（2時間程
度）。
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください（1時間程度）。

3時間

第9回 t分布について解説する。 【予習】テキスト155～160ページまで読み込んでおく事（2
時間程度）。
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください（2時間程度）。

4時間

第10回 前回に引き続きｔ分布について解説する。また、応用問題を用いて演習
を行う。

【予習】テキストの前回の範囲、及び講義内容をよく復習し
ておく事（2時間程度）。
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください（2時間程度）。

4時間

第11回 母平均の推定について解説する。 【予習】テキスト162～169ページまで読み込んでおく事（2
時間程度）。
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください（2時間程度）。

4時間

第12回 前回に引き続き母平均の推定について解説する。また、応用問題を用
いて演習を行う。

【予習】テキストの前回の範囲を復習しておく事。及び章末
問題に挑戦しておく事（3時間程度）。
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください（2時間程度）。

5時間

第13回 仮説検定の基本的な概念を解説する。 【予習】テキスト191～196ページまで読み込んでおく事（3
時間程度）。
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください（2時間程度）。

5時間

第14回 前回に引き続き仮説検定について解説する。 【予習】テキスト197～203ページまで読み込んでおく事（3
時間程度）。
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください（2時間程度）。

5時間

第15回 これまでの復習を行う。 【予習】前回の講義内容を復習しておく事（3時間程度）。
【復習】これまでの配布プリント、ノートを読み直し、講義で
得た知識を総復習してください（3時間程度）。

6時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経済統計学Ⅱ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234吉田　茂一

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ 推測統計の基礎

授業の目的及び概要
本講義では経済現象の分析に用いられる統計の知識を身に着ける事を目的としています。経済統計学Ⅰでは、調査対象のデータから傾向や特徴を見
出す記述統計学の基礎を学びます。経済統計学Ⅱでは推測統計学の基礎を学びます。これらを合わせて履修する事によって、経済統計学の基礎を一
通り学ぶ事ができます。経済統計学の知識を身に着ける事により、現実の統計データが分析できるようになります。

学修の到達目標
まず経済統計学Ⅰで学習した記述統計学について復習を行います。この後、区間推定や仮説検定など推測統計学の内容を学習していきます。

授業の方法
この科目は遠隔授業で行われます。詳細についてはLearning Portalを確認してください。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業中に解説を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

PBL（課題解決型学習）／ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

科目の性質上、数学の知識が不可欠な部分もありますが、極力平易に解説していきます。予習復習をしっかりとこなして計算に慣れてください。
なお、Excelを用いた課題提出を実施します。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

030

3030010

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

はじめての統計学,鳥居 泰彦,日本経済新聞出版 (1994)

参考書

9784532130749
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 初回ガイダンスで講義の進め方、試験や成績評価について説明を行
い、その後講義全体の概観を説明する。

【予習】シラバスをよく読み、指定教科書に目を通しておく
事
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください

2時間

第2回 平均、分散、標準偏差等の概念と計算方法を解説し、演習を行う。 【予習】テキスト49～68ページまで読み込んでおく事
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください

2時間

第3回 二項分布、ポアソン分布の概念を解説する。 【予習】テキスト79～106ページまで読み込んでおく事
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください

2時間

第4回 一様分布、正規分布の概念を解説する。 【予習】テキスト107～126ページまで読み込んでおく事
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください

2時間

第5回 信頼係数、有意水準の概念を解説する。 【予習】テキスト131～138ページまで読み込んでおく事
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください

2時間

第6回 標本平均について解説する。 【予習】テキスト139～144ページまで読み込んでおく事
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください

2時間

第7回 母平均の区間推定について解説する。 【予習】テキスト145～150ページまで読み込んでおく事
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください

2時間

第8回 中間試験 【予習】これまでに学習した内容を復習しておく事
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください

1.5時間
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第9回 t分布について解説する。 【予習】テキスト155～160ページまで読み込んでおく事
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください

2時間

第10回 前回に引き続きｔ分布について解説する。また、応用問題を用いて演習
を行う。

【予習】テキストの前回の範囲、及び講義内容をよく復習し
ておく事
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください

2時間

第11回 母平均の推定について解説する。 【予習】テキスト162～169ページまで読み込んでおく事
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください

2時間

第12回 前回に引き続き母平均の推定について解説する。また、応用問題を用
いて演習を行う。

【予習】テキストの前回の範囲を復習しておく事。及び章末
問題に挑戦しておく事
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください

2時間

第13回 仮説検定の基本的な概念を解説する。 【予習】テキスト191～196ページまで読み込んでおく事
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください

2時間

第14回 前回に引き続き仮説検定について解説する。 【予習】テキスト197～203ページまで読み込んでおく事
【復習】配布プリント、ノートを読み直し、講義で得た知識を
確認してください

2時間

第15回 これまでの復習を行う。 【予習】前回の講義内容を復習しておく事
【復習】これまでの配布プリント、ノートを読み直し、講義で
得た知識を総復習してください

2時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経営学総論Ⅰ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234水野　清

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ 経済学部（経済・経営）においてベースとなる経営学全般について、基礎から専門科目へステップアップするための基本内容を学修します。

授業の目的及び概要
経営学概論Ⅰでは、「制度の選択、戦略の形成」を学修し、個別の経営学テーマとして、コーポレート・ガバナンスと企業の社会的責任、競争戦略と事業
システム等について講義を展開します。
経営学概論Ⅱでは、「組織の枠組み作り、組織における人間への対応」を学修し、個別の経営学テーマとして、組織文化、コンフリクト、リーダーシップ、
モチベーション等について、講義を展開します。
この科目を受講することにより、経営の知識を活かしながら考え、企業、行政、NPOなどでマネジメント能力を発揮し、地域や企業の発展に貢献できる基
本的な知識の修得を目的とします。

学修の到達目標
以下の内容を到達目標とします。
・経営学全般にわたり、基礎知識を修得する
・関心のある経営学領域を見つける
・自分の進む経営専門領域を定める（経営学科）

授業の方法
この科目は遠隔授業で行われます。詳細についてはLearning Portalを確認してください。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
理解度テスト等については、授業内で解説し、フィードバックします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

プレゼンテーション、発表、報告

本科目の担当教員は、民間企業でマーケティング戦略の企画・立案や組織のマネジメント業務に従事してきた。本科目では、これらの実務経験を活かし
た授業を行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

・この科目は「連続履修」であり、ⅠとⅡの両方を履修して内容が完結するので、Ⅰの単位取得後は直ちにⅡを履修してください。
・多岐にわたりますが、経営科目として必修内容を網羅しているので、十分学修してください。
・また、企業経験も織り混ぜながら実践的な内容を提供します。
・日頃から日本経済新聞やビジネス誌を読んで、世界や日本の経営事情に関する出来事を把握してください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

060

002020

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

藤田誠(2015)『経営学入門』中央経済社

参考書

井原久光(2008)『テキスト経営学(第3版)』ミネルヴァ書房

978-4-502-13391-6

978-4623051298

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 「ガイダンス」
この科目の目的・目標、授業の進め方・受け方、成績評価などについ
て、授業計画の詳細とともに説明します。
「どのような学問か(1)」
経営学とは何かについて理解するため、①経営学の対象、②経営の枠
組み、について学修します。

(事前学修)
この科目のシラバスを読み込み、受講するにあたってのポ
イントについて確認しておいて下さい。また、テキストの第
1章を一通り読み、予習して下さい。
(事後学修)テキストの第1章の当該部分のレジュメ資料、
ノートを読み返し、あらためてポイントになるところは何か
を考えながら復習して下さい。

4時間

第2回 「どのような学問か(2)」
③経営学の発展、④経営学の特徴について学修します。

(事前学修)
テキストの第1章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第1章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第3回 「企業と会社の制度的特徴(1)」
企業や会社の制度的・法律的な特徴を理解するため、①企業の種類
（企業形態）、②会社の種類、③会社の特徴について学修します。

(事前学修)
テキストの第2章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第2章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間
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第4回 「企業と会社の制度的特徴(2)」
④株式会社の特徴、⑤株式会社の機能、⑥所有と経営の分離につい
て学修します。

(事前学修)
テキストの第2章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第2章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第5回 「コーポレート・ガバナンスと企業の社会的責任(1)」
コーポレート・ガバナンスの基本的概念と企業倫理、企業の社会的責
任（CSR）について理解するため、①コーポレート・ガバナンスと株式会
社の機関設計、②コーポレート・ガバナンスの論点、③利害関係者の多
様性とコーポレート・ガバナンスについて学修します。

(事前学修)
テキストの第3章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第3章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第6回 「コーポレート・ガバナンスと企業の社会的責任(2)」
④企業倫理、⑤企業の社会的責任（CSR）について学修します。

(事前学修)
テキストの第3章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第3章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第7回 「第1回～第6回の学修内容の再確認」
第1回～第6回までに学修してきた内容の再確認を進めるため、実在す
る企業の取り組む戦略についての事例を取り上げ、これまで学修した
理論を使ってどのように考えられるのかを確認します。

(事前学修)
あらためてテキストの第1章～第3章、当該部分のレジュメ
資料、ノートを一通り読み返し、わからない所がないように
しておいて下さい。また、第4回用のレジュメ資料を一通り
読み込み、予習して下さい。
(事後学修)
当該部分のレジュメ資料、ノートを読み返し、あらためてポ
イントになるところは何かを考えながら復習して下さい。

4時間

第8回 「経営理念、目的と戦略(1)」
経営理念、ビジョン等の概念、企業・組織の目的（目標）、戦略の基本概
念について理解するため、①経営理念・ビジョン、②コーポレート・ス
テートメント、③企業・組織の目的、④経営理念、目的と経営戦略の関
連について学修します。

(事前学修)
テキストの第4章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第4章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第9回 「経営理念、目的と戦略(2)」
⑤ドメインと経営戦略の概念、⑥CSR、企業倫理と経営戦略、⑦戦略計
画から創発的戦略へについて学修します。

(事前学修)
テキストの第4章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第4章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第10回 「企業戦略(1)」
企業戦略（全社戦略）の基本概念、対象である事業、戦略の方法につ
いて理解するため、①成長ベクトル、②多角化、③事業とは何かについ
て学修します。

(事前学修)
テキストの第5章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第5章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第11回 「企業戦略(2)」
④ライフ・サイクルとポートフォリオ・プランニング、⑤ポジショニングと経
営資源・組織能力について学修します。

(事前学修)
テキストの第5章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第5章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第12回 「競争戦略と事業システム(1)」
事業戦略（競争戦略）の前提の考え方、基本的類型、事業システムの
概念について理解するため、①経験効果・経験曲線、②ポーターのファ
イブ・フォーシーズ・モデル、③競争戦略の類型について学修します。

(事前学修)
テキストの第6章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第6章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第13回 「競争戦略と事業システム(2)」
④事業システム、⑤経営戦略に関する概念について学修します。

(事前学修)
テキストの第6章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第6章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第14回 「第8回～第13回の学修内容の再確認」
第8回～第13回までに学修してきた内容の再確認を進めるため、実在
する企業の取り組む戦略についての事例を取り上げ、これまで学修し
た理論を使ってどのように考えられるのかを確認します。

(事前学修)
あらためてテキストの第4章～第6章、当該部分のレジュメ
資料、ノートを一通り読み返し、わからない所がないように
しておいて下さい。
(事後学修)
当該部分のレジュメ資料、ノートを読み返し、あらためてポ
イントになるところは何かを考えながら復習して下さい。

4時間

第15回 「全体のまとめ」
これまで取り扱ってきた内容について振り返るとともに、あらためて重
要なポイントは何かについて確認します。

(事前学修)
あらためてテキストの第1章～第6章、当該部分のレジュメ
資料、ノートを一通り読み返し、わからない所がないように
しておいて下さい。
(事後学修)
授業で確認された重要ポイントを中心にテキスト、レジュメ
資料、ノートを読み返し、復習して下さい。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経営学総論Ⅱ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234水野　清

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ 経済学部（経済・経営）においてベースとなる経営学全般について、基礎から専門科目へステップアップするための基本内容を学修します。

授業の目的及び概要
経営学概論Ⅰでは、「制度の選択、戦略の形成」を学修し、個別の経営学テーマとして、コーポレート・ガバナンスと企業の社会的責任、競争戦略と事業
システム等について講義を展開します。
経営学概論Ⅱでは、「組織の枠組み作り、組織における人間への対応」を学修し、個別の経営学テーマとして、組織文化、コンフリクト、リーダーシップ、
モチベーション等について、講義を展開します。
この科目を受講することにより、経営の知識を活かしながら考え、企業、行政、NPOなどでマネジメント能力を発揮し、地域や企業の発展に貢献できる基
本的な知識の修得を目的とします。

学修の到達目標
以下の内容を到達目標とします。
・経営学全般にわたり、基礎知識を修得する
・関心のある経営学領域を見つける
・自分の進む経営専門領域を定める（経営学科）

授業の方法
この科目は遠隔授業で行われます。詳細についてはLearning Portalを確認してください。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
理解度テスト等については、授業内で解説しフィードバックします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

プレゼンテーション、発表、報告

本科目の担当教員は、民間企業でマーケティング戦略の企画・立案や組織のマネジメント業務に従事してきた。本科目では、これらの実務経験を活かし
た授業を行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

・この科目は「連続履修」であり、ⅠとⅡの両方を履修して内容が完結するので、Ⅰの単位取得後は直ちにⅡを履修してください。
・多岐にわたりますが、経営科目として必修内容を網羅しているので、十分学修してください。
・また、企業経験も織り混ぜながら実践的な内容を提供します。
・日頃から日本経済新聞やビジネス誌を読んで、世界や日本の経営事情に関する出来事を把握してください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

060

002020

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

藤田誠(2015)『経営学入門』中央経済社

参考書

井原久光(2008)『テキスト経営学(第3版)』ミネルヴァ書房

978-4-502-13391-6

978-4623051298

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 「ガイダンス」
この科目の目的・目標、授業の進め方・受け方、成績評価などについ
て、授業計画の詳細とともに説明します。

「組織構造(1)」
組織構造の諸概念と部門化に関する基本的類型、組織間関係としての
ネットワーク組織について理解するため、①戦略と組織、②組織構造の
基本要因、③官僚制、④部門化の基本形について学修します。

(事前学修)
この科目のシラバスを読み込むとともに、受講するにあ
たってのポイントについて確認しておいて下さい。また、テ
キストの第7章当該部分を一通り読み、予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第7章当該部分、ノートを読み返し、あらためて
ポイントになるところは何かを考えながら復習して下さい。

4時間

第2回 「組織構造(2)」
⑤カンパニー制と持株会社、⑥マトリックス組織とプロジェクト組織、⑦
業務プロセスと部門の統合、⑧組織間関係とネットワーク組織について
学修します。

(事前学修)
テキストの第7章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第7章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間
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第3回 「組織文化(1)」
組織文化の概念と組織変革の基本的考え方について理解するため、
①組織文化の概念、②思考様式、行動様式と組織文化、③強い組織文
化と下位文化について学修します。

(事前学修)
テキストの第8章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第8章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第4回 「組織文化(2)」
組織文化の概念と組織変革の基本的考え方について理解するため、
④組織文化の機能と逆機能、⑤経営戦略、組織構造と組織文化、⑥組
織文化の変革、⑦機能主義と解釈主義について学修します

(事前学修)
テキストの第8章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第8章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第5回 「コンフリクトのマネジメント(1)」
個人間・部門間コンフリクトの発生原因と対処方法について理解するた
め、①コンフリクトの概念、②コンフリクトの源泉、③下位文化とコンフリ
クトについて学修します。

(事前学修)
テキストの第9章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第9章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第6回 「コンフリクトのマネジメント(2)」
④コンフリクト・マネジメント、⑤交渉について、⑥組織変革とコンフリク
トについて学修します。

(事前学修)
テキストの第9章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第9章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第7回 「第1回～第6回の学修内容の再確認」
第1回～第6回までに学修してきた内容の再確認を進めるため、実在す
る企業の取り組む組織変革についての事例を取り上げ、これまで学修
した理論を使ってどのように考えられるのかを確認します。

(事前学修)
あらためてテキストの第7章～第9章、当該部分のレジュメ
資料、ノートを一通り読み返し、わからない所がないように
しておいて下さい。
(事後学修)
当該部分のレジュメ資料、ノートを読み返し、あらためてポ
イントになるところは何かを考えながら復習して下さい。

4時間

第8回 「リーダーシップ(1)」
リーダーシップの基本的概念と理論について理解するため、①リーダー
シップの基本概念、②特性論（資質論）、③スタイル（行動）論について
学修します。

(事前学修)
テキストの第10章、当該部分のレジュメ資料を一通り読
み、予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第10章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第9回 「リーダーシップ(2)」
④コンティンジェンシー・アプローチ、　⑤リーダーシップ概念の拡張、⑥
リーダーシップの代替性について学修します。

(事前学修)
テキストの第10章、当該部分のレジュメ資料を一通り読
み、予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第10章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第10回 「モチベーション(1)」
モチベーションに関する諸理論の基本的な考え方について理解するた
め、①内容理論（欲求理論）、②プロセス論、について学修します。

(事前学修)
テキストの第11章、当該部分のレジュメ資料を一通り読
み、予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第11章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第11回 「モチベーション(2)」
③フローと有能感、④リーダーシップとモチベーション、⑤経済的インセ
ンティブについて学修します。

(事前学修)
テキストの第11章、当該部分のレジュメ資料を一通り読
み、予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第11章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第12回 「もっと深く経営学を学ぶためには(1)」
①組織能力について学修します。"

(事前学修)
テキストの第12章、当該部分のレジュメ資料を一通り読
み、予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第12章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第13回 「もっと深く経営学を学ぶためには(2)」
②イノベーションについて学修します。

(事前学修)
テキストの第12章、当該部分のレジュメ資料を一通り読
み、予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第12章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第14回 「第8回～第13回の学修内容の再確認」
第8回～第13回までに学修してきた内容の再確認を進めるため、実在
する企業の取り組む戦略についての事例を取り上げ、これまで学修し
た理論を使ってどのように考えられるのかを確認します。

(事前学修)
あらためてテキストの第10章～第12章、当該部分のレジュ
メ資料、ノートを一通り読み返し、わからない所がないよう
にしておいて下さい。
(事後学修)
当該部分のレジュメ資料、ノートを読み返し、あらためてポ
イントになるところは何かを考えながら復習して下さい。

4時間

第15回 「全体のまとめ」
これまで取り扱ってきた内容について振り返るとともに、あらためて重
要なポイントは何かについて確認します。

(事前学修)
あらためてテキストの第7章～第12章、当該部分のレジュ
メ資料、ノートを一通り読み返し、わからない所がないよう
にしておいて下さい。
(事後学修)
授業で確認された重要ポイントを中心にテキスト、レジュメ
資料、ノートを読み返し、復習して下さい。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 ビジネス統計学Ⅰ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

経済学部　1234
経営学部　  234

深瀬　澄

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G1

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ AI・データサイエンス時代の統計分析に必要な基礎的素養

授業の目的及び概要
この授業では、AI・データサイエンス時代のビジネスの現場で、経営戦略、ファイナンス、人材マネジメント、マーケティング、財務分析等に汎用的に生か
せる実証分析を修得するため、その基盤を形成すべく、Excelを使用して統計学の基礎と、大量のデータにも対応する計算の考え方を修得する。修得し
た知識が、専門ソフトやプログラミングの学修の基礎となり理解を助けるよう、事後の発展科目への接続にも配慮する。

学修の到達目標
1． Excelを利用して、加減乗除や基本的な関数計算ができる。
2． Excelを利用して、相対番地、絶対番地を参照して表計算ができる。
3． Excelを利用して、数字のデータを状況に応じてグラフを使い分け、視覚化できる。
4． 実務の現場で使用する売上、構成比、増加率、寄与度などの計算ができる。
5． 平均、分散、相関分析などの基礎統計の概念を理解している。
6． ∑記号やΠ記号などの数式を理解し、Excelを利用して計算できる。
7． 行列やベクトルの概念を理解し、Excelを利用して大量のデータを一度に計算できる。
8． 相関の概念を幾何学的に理解している。
9． 確率分布や期待値の概念を理解している。
10．Excelを利用して、正規分布を仮定した確率の計算ができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業内の課題、問題については、適宜授業内でフィードバックやコメント、アドバイスを行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

プレゼンテーション、発表、報告／ＰＣを用いた実技／反転授業

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

私たちは目指す目的地によって、地下鉄、環状線、新快速、などと乗り分けますが、感覚的にいうと、本州の最果て辺りまで統計分析を学びたい人は、
まずはこの授業を履修して下さい。超特急ではないので、のんびりと「ビジネス統計学Ⅱ」「マーケティングリサーチ」に乗り継いで、遠くまで旅をしましょ
う。という気分で履修をお待ちしています。理数系が苦手な人も、学習曲線の形状は非線形で右上がりなので、初期値よりも長く取り組むことが大切だと
考えています。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

300

2003020

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

資料を配付する

参考書

なし

なし

なし

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンスとExcelの基本計算１

第１講　ガイダンス
第２講　加減乗除の計算
第３講　べき乗の計算

【予習】オンデマンドの講義動画教材を視聴してきてくださ
い
【復習】PC実習課題を提出して下さい

4時間

第2回 Excelの基本計算２

第1講　角度の計算
第2講　三角関数の計算
第3講　対数関数の計算

【予習】オンデマンドの講義動画教材を視聴してきてくださ
い
【復習】PC実習課題を提出して下さい

4時間

第3回 相対参照・絶対参照による複写計算

第１講　セル番地参照による計算
第２講　オートフィル利用による一括計算
第３講　相対番地参照と絶対番地参照
第４講　2元配置の関数計算

【予習】オンデマンドの講義動画教材を視聴してきてくださ
い
【復習】PC実習課題を提出して下さい

4時間
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第4回 構成比・変化率・指数化とグラフ

第1講　構成比と按分計算
第2講　経済成長率と年率換算
第3講　比の計算
第4講　指数化とデータ調整（実質化、季節調整）

【予習】オンデマンドの講義動画教材を視聴してきてくださ
い
【復習】PC実習課題を提出して下さい

4時間

第5回 ベクトルと行列を利用した集計

第１講　CSE関数とベクトルの基本計算　　
第２講　平方和と積和（内積）
第3講　行列の計算ルール　
第4講　ビジネスへの応用（売上げ集計・物価指数）

【予習】オンデマンドの講義動画教材を視聴してきてくださ
い
【復習】PC実習課題を提出して下さい

4時間

第6回 ∑記号の計算

第１講　Σ記号の計算法
第２講　ファイナンスの計算
第３講　マーケティングの計算
第4講　加重平均と期待値
第5講　統計学の初歩的な計算

【予習】オンデマンドの講義動画教材を視聴してきてくださ
い
【復習】PC実習課題を提出して下さい

4時間

第7回 行列の統計計算への応用
　
第1講　行列の積
第2講　逆行列
第3講　分散と共分散
第4講　共分散行列と相関行列
第5講　リスク分散の計算

【予習】オンデマンドの講義動画教材を視聴してきてくださ
い
【復習】PC実習課題を提出して下さい

4時間

第8回 前半授業の復習と顧客満足度分析

第1講　状況設定とアンケート調査概要
第2講　構成比・平均点による分析
第3講　CSポートフォリオ分析
第4講　相関行列の計算
第５講　偏差値変換とポートフォリオ図
第6講　改善度の計算

【予習】オンデマンドの講義動画教材を視聴してきてくださ
い
【復習】PC実習課題を提出して下さい

5時間

第9回 中間テスト
第2回～第7回までに学修してきた内容について中間テストを行います。

事前学修として、あらためて参考書の第2章～第5章、当該
部分のレジュメ資料、ノートを一通り読み返しておくこと。
事後学修として、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み返
し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら復
習しておくこと。

4時間

第10回 ΣΣ記号の計算と周辺確率、相関分析

第1講　∑∑記号の計算
第2講　カテゴリデータと数量データ
第3講　カテゴリデータを含む相関指標
第4講　周辺確率と相関比
第5講　クラメールの独立係数とカイ二乗検定

【予習】オンデマンドの講義動画教材を視聴してきてくださ
い
【復習】PC実習課題を提出して下さい

4時間

第11回 Π（総乗）記号の計算

第１講 　Π記号の計算
第２講 　幾何平均
第３講 　金融の計算
第４講 　最尤法
第５講 　順列・組み合わせ
第６講 　2項分布

【予習】オンデマンドの講義動画教材を視聴してきてくださ
い
【復習】PC実習課題を提出して下さい

4時間

第12回 確率分布とモンテカルロシミュレーション

第1講　モンテカルロシミュレーション
第2講　相対度数分布と累積相対度数分布
第3講　相対度数分布と確率分布
第4講　EXCELによる確率実験
第5講　大数の法則と中心極限定理

【予習】オンデマンドの講義動画教材を視聴してきてくださ
い
【復習】PC実習課題を提出して下さい

4時間

第13回 正規分布を仮定した確率計算

第１講　正規分布の発見
第２講　正規分布と標準正規分布
第３講　定積分記号の計算
第４講　確率密度関数
第５講　正規分布を仮定した確率計算
第６講　実務における正規分布

【予習】オンデマンドの講義動画教材を視聴してきてくださ
い
【復習】PC実習課題を提出して下さい

4時間

第14回 多様な確率分布の計算

第１講　正規分布と標準正規分布（復習）
第２講　平均と分散
第３講　ニ項分布
第４講　ポアソン分布

【予習】オンデマンドの講義動画教材を視聴してきてくださ
い
【復習】PC実習課題を提出して下さい

4時間

第15回 総括
これまで取り扱ってきた内容について振り返るとともに、あらためて重
要なポイントは何かについて確認します。

事前学修として授業で配布した資料を事前に読み、予習し
ておくこと。
事後学修として授業で配布した資料と参考書のこれまで
学修した部分を読んで復習しておくこと。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 ビジネス統計学Ⅰ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

経済学部　1234
経営学部　  234

金　勝鎭

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G1

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ ビジネスにおいて必要となる基礎統計の理論と手法を理解する。

授業の目的及び概要
PCの普及と分析手法の高度化に促されて、社会に様々なデータが溢れるようになった。ビジネスの世界においても、仕事に生かせるヒントをデータから
獲得することが求められている。そのためには、統計学の知識と手法を身につけておくことは必須の要件である。この授業は、経営戦略、ファイナンス、
人材マネジメント、マーケティング、財務分析等、情報化時代のビジネスの現場で汎用的に生かせる統計学を修得するため、その基盤を形成すべく、統
計の記述の仕方、統計的推測の考え方と技術を養う。並行して、具体的に演習課題に取り組むことによって、履修者に統計的な見方・考え方が身につく
ようにすることを目的とする。

学修の到達目標
1．データ分析の必要性や手順を理解する。
2．データ分析における仮説とサンプリングについて理解する。
3．平均、分散、相関分析などの基礎統計の概念を理解できる。
4．RやExcelを利用して、データ分析を実行できる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業内の課題、問題については、適宜授業内でフィードバックやコメント、アドバイスを行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

プレゼンテーション、発表、報告／ＰＣを用いた実技

本科目の担当教員は、民間企業でマーケティングに関する経営戦略立案・運営管理やデータ分析・統計分析などの職務に従事してきた。本科目では、
これらの実務経験を活かした授業を行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

ビジネス業界において、データに基づく戦略の重要性がより強調されています。本講義はデータ分析における必要な基礎統計の概念や手法について説
明します。
とくに統計手法についてRやExcelを用いて演習します。秋学期のビジネス統計学IIをあわせて履修することをお勧めします。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

050

035015

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキスト指定は行いません。必要な資料を適宜配布します。

参考書

①　１からのマーケティング分析、恩藏直人・冨田健司、碩学舎、2011年 
②　経営・商学のための統計学入門、竹内広宜、講談社、2021年

なし

①　9784502683602
②　9784065251614

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス
授業の目的と方法、授業計画、成績評価等について説明します。

事前学修としてシラバスを事前に読み、授業の目的等を
理解しておくこと。
事後学修とし講義資料やノートを読んでビジネス統計学I
の講義の流れを確認しておくこと。

2時間

第2回 マーケティング分析の手順
マーケティング分析における問題設定やリサーチ・デザインについて説
明します。

事前学修として講義資料や参考書1の「第2章 マーケティ
ング分析の手順」を事前に読んでおくこと。
事後学修として講義資料やノートを読んで授業で得た知識
を復習しておくこと。

4時間

第3回 仮説検証
仮説の概念や仮説検証の手順について説明します。

事前学修として講義資料や参考書1の「第3章 仮説検証」
を事前に読んでおくこと。
事後学修として講義資料やノートを読んで授業で得た知識
を復習しておくこと。

4時間

第4回 サンプリング
母集団とサンプリングについて説明します。

事前学修として講義資料や参考書1の「第4章 サンプリン
グ」を事前に読んでおくこと。
事後学修として講義資料やノートを読んで授業で得た知識
を復習しておくこと。

4時間

第5回 グラフ
グラフの種類と読み方、表現法について説明します。

事前学修として講義資料や参考書1の「第5章 グラフ」を事
前に読んでおくこと。
事後学修として講義資料やノートを読んで授業で得た知識
を復習しておくこと。

4時間
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第6回 グラフの実習
Excelを用いて、データをグラフで表現する手法を演習します。

事前学修として講義資料や参考書1の「第5章 グラフ」を事
前に読んでおくこと。
事後学修として講義資料やノートを読んで演習した内容を
復習しておくこと。

4時間

第7回 第2回～第6回の学修内容の再確認
第2回～第6回までに学修してきた内容の再確認を進めるため、
主に事例として取り上げ、これまで学修した理論を使ってどのように考
えられるのかを再確認します。

事前学修として、あらためて講義資料や参考書1の第2章
～第5章、ノートを一通り読み返し、分からない点はメモし
ておくこと。
事後学修として、当該部分の講義資料、ノートを読み返
し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら復
習しておくこと。

4時間

第8回 統計ソフトR（1）
Rのインストールや基本的な使い方について説明します。

事前学修として講義資料を事前に読んでおくこと。
事後学修として講義資料やノートを読んで授業で得た知識
を復習しておくこと。

4時間

第9回 統計ソフトR（2）
Rを用いて、データを入れ込み、グラフを表現する手法を演習します。

事前学修として講義資料を事前に読んでおくこと。
事後学修として講義資料やノートを読んで授業で得た知識
を復習しておくこと。

4時間

第10回 平均と標準偏差
データにおいて代表値について説明します。

事前学修として講義資料や参考書1の「第6章 平均と標準
偏差」を事前に読んでおくこと。
事後学修として講義資料やノートを読んで授業で得た知識
を復習しておくこと。

4時間

第11回 平均と標準偏差の演習
RやExcelを用いて、平均、分散などのデータの代表値を算出する手法
を演習します。

事前学修として講義資料や参考書1の「第6章 平均と標準
偏差」を事前に読んでおくこと。
事後学修として講義資料やノートを読んで授業で得た知識
を復習しておくこと。

4時間

第12回 相関分析
相関関係の概念と相関分析の仕組みについて説明します。

事前学修として講義資料や参考書1の「第7章 相関分析」
を事前に読んでおくこと。
事後学修として講義資料やノートを読んで授業で得た知識
を復習しておくこと。

4時間

第13回 相関分析の演習
RやExcelを用いて、相関分析を演習します。

事前学修として講義資料や参考書1の「第7章 相関分析」
を事前に読んでおくこと。
事後学修として講義資料やノートを読んで授業で得た知識
を復習しておくこと。

4時間

第14回 データの背景
確率変数、確率分布、期待値について解説します。

事前学修として講義資料や参考書2の「Chapter 10 確率
変数、確率分布、期待値」を事前に読んでおくこと。
事後学修として講義資料やノートを読んで授業で得た知識
を復習しておくこと。

4時間

第15回 総括
これまで取り扱ってきた内容について振り返るとともに、あらためて重
要なポイントは何かについて確認します。

事前学修として講義資料を事前に読み、予習しておくこ
と。
事後学修として講義資料と参考書のこれまで学修した部
分を読んで復習しておくこと。

6時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 ゲーム理論　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234藤田　峻

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ ゲーム理論の基礎を修得する

授業の目的及び概要
ノーベル経済学賞受賞の常連分野のひとつであるゲーム理論は，社会の出来事や仕組みを理解・分析するにあたって，非常に強力なツールです。本
科目ではゲーム理論の基礎を学修することで，日常生活で直面する人間関係から企業の戦略，国家間の交渉まで，さまざま社会の構造を分析できるよ
うになることを目的とします。
ゲーム理論を修得すると，例えば次のような疑問に答えられるようになります。弱者が強者を利用して勝つことができる状況とは，どのような状況でしょ
うか。就職活動で業務と直接関係ない経験や資格等が評価されるのはなぜしょうか。将棋やチェスに必勝法は存在するのでしょうか。
一般にゲーム理論では数学を用いますが，本科目では使用する数学は最低限度にとどめます。さらに，使用する数学的手法については，授業内で解
説を行いますので，数学が苦手な方でも受講できます。

また，本科目での学修を通じて社会における様々な主体の戦略的な行動を理解することができれば，経済学を実践に応用する「実学としての経済学」
の修得に寄与します。

学修の到達目標
1．現実の様々な状況をゲームとして表記できる
2．ゲーム理論における解概念を理解し，均衡を導出できる

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
適宜実施する練習問題やコメントシート等に対して，授業冒頭等の時間を活用してフィードバックを行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

練習問題を解くとともに，自分でゲームを設定して解いてみることを実践すると，ゲーム理論を今後の人生で活用できるようになります。ゲーム理論は論
理的思考を助ける強力なツールですので，本科目の履修を通じて，ぜひ論理的に物事を考える力を高めてください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

500

00050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストは指定しません。
必要な資料等は授業中に配付・紹介します。

参考書

図解で学ぶゲーム理論入門，天谷研一，日本能率協会マネジメントセンター，2011年

なし

978-4820747185

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス ガイダンスの内容を基に，授業の方法・進行について確認
してください。

4時間

第2回 戦略形ゲームの定義 身近な戦略的状況を考えて，戦略形ゲームを構成する3要
素を列挙し，ゲームを定義する復習を行ってください。
例）参考書pp.1－35を復習してください。

3時間

第3回 支配戦略均衡 授業内容を復習してください。
例）参考書pp.38－49を復習してください。

3時間

第4回 ナッシュ均衡 授業内容を復習してください。
例）参考書pp.50－59を復習してください。

5時間

第5回 ナッシュ均衡の応用 戦略的状況と言える社会問題や身近な例を考えて，利得
表を用いてナッシュ均衡を調べる方法で，ゲーム理論を実
際に活用する練習を行ってください。
例）参考書pp.70－91を復習してください。

4時間

第6回 混合戦略 授業内容を復習してください。
例）参考書pp.60－63を復習してください。数学が苦手な場
合，pp.226－229も参考にしてください。

4時間

第7回 混合戦略ナッシュ均衡 授業内容を復習してください。
例）参考書pp.64－67を復習してください。

3時間
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第8回 展開形ゲームの設定 授業内容を復習してください。
例）参考書pp.94－101を復習してください。

5時間

第9回 部分ゲーム完全均衡 授業内容を復習してください。
例）参考書pp.102－105を復習してください。

4時間

第10回 部分ゲーム完全均衡の応用 授業内容を復習してください。
例）参考書pp.108－117を復習してください。

4時間

第11回 無限繰り返しゲーム 授業内容を復習してください。
例）参考書pp.178－207を復習してください。数学が苦手な
場合，pp.232－233も参考にしてください。

4時間

第12回 オークション理論入門 授業内容を復習してください。
例）参考書pp.120－149を復習してください。

4時間

第13回 シグナリング理論入門 授業内容を復習してください。
例）参考書pp.152－175を復習してください。

4時間

第14回 ゲーム理論の最先端 授業資料を基に復習を行ってください。また，期末試験に
備えた総復習を開始してください。

4時間

第15回 総復習 定期試験に備えて総復習を行ってください。 5時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 行動経済学　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

34前川　淳

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G3

経済学部専門教育科目

テーマ 行動経済学を広く紹介します

授業の目的及び概要
この授業では、わたしたち人間の意思決定の特徴、傾向について学修します。
意思決定に関係する学問分野は多いですが、経済学もその一つだといえます。その経済学では、伝統的に、人間は完全に合理的であると仮定されてき
ました。
しかし、わたしたちの意思決定行動にかんする実証的な研究が積み重ねられた結果、わたしたちの意思決定は必ずしも合理的ではないことが明らかに
なってきました。また、合理的な意思決定からどのように逸脱しているかについて、一定の傾向があることも見いだされました。
これらの知見を踏まえつつ、伝統的な経済意思決定モデルを調整・修正し、わたしたちの意思決定の実態により適合したモデルにすることが行動経済
学の目的の一つです。それにより、人々の経済行動をより正確に記述できるようになり、またより正確に予測できるようになると期待されます。
この講義では、行動経済学への入門として、行動経済学の基本的な理論やモデル等について解説します。
現代社会においては、個人としても組織としても適切な意思決定が求められる機会が多くありますが、行動経済学の知識は適切な意思決定を導く基礎
となります。

学修の到達目標
この科目の目標は、わたしたち人間の意思決定の特徴、傾向（われわれはどのように合理的でないのか）について、実証的研究で得られた知見に基づ
いて理解することです。また、それらの知見を踏まえた意思決定過程のモデルについて理解することも目標としています。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
小テストについては、実施後に解説を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

わたしたちの毎日は、意思決定の連続です。わたしたち人間の意思決定の特徴、傾向（われわれはどのように合理的でないのか）を理解することによ
り、あなたの日常におけるさまざまな意思決定をより良いものへと改善することも可能だと考えます。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

500

00500

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

①行動経済学入門　グレッグ・マルデワ、2017年、東洋経済新報社

参考書

①Behavioral Game Theory　Colin F. Camerer著、2003年、Princeton University Press
②実験ミクロ経済学　小川一仁、川越敏司、佐々木俊一郎著、2016年、東洋経済新報社

①ISBN: 978-4492314975

①ISBN: 978-0691090399
②ISBN: 978-4492314289

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 講義ガイダンス 【予習】シラバスの内容をよく確認しておいてください。
【復習】この回の配布資料を読み直し、講義で得た知識を
確認してください。

3時間

第2回 ゲーム理論の基礎 【予習】前回の配布資料を読み直し、前回の内容を整理し
ておいてください。
【復習】この回の配布資料を読み直し、講義で得た知識を
確認してください。

3時間

第3回 ヒューリスティクス 【予習】前回までの配布資料を読み直し、前回までの内容
を整理しておいてください。
【復習】この回の配布資料、テキストの該当部分を読み直
し、講義で得た知識を確認してください。

3時間

第4回 時間選好 【予習】前回までの配布資料・テキストの該当部分を読み
直し、前回までの内容を整理しておいてください。
【復習】この回の配布資料、テキストの該当部分を読み直
し、講義で得た知識を確認してください。

3時間

第5回 リスク選好とプロスペクト理論① 【予習】前回までの配布資料・テキストの該当部を読み直
し、前回までの内容を整理しておいてください。
【復習】この回の配布資料、テキストの該当部分を読み直
し、講義で得た知識を確認してください。

3時間
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第6回 リスク選好とプロスペクト理論② 【予習】前回までの配布資料・テキストの該当部を読み直
し、前回までの内容を整理しておいてください。
【復習】この回の配布資料、テキストの該当部分を読み直
し、講義で得た知識を確認してください。

3時間

第7回 社会的選好① 【予習】前回までの配布資料・テキストの該当部分を読み
直し、前回までの内容を整理しておいてください。
【復習】この回の配布資料、テキストの該当部分を読み直
し、講義で得た知識を確認してください。

4時間

第8回 社会的選好② 【予習】前回までの配布資料・テキストの該当部分を読み
直し、前回までの内容を整理しておいてください。
【復習】この回の配布資料、テキストの該当部分を読み直
し、講義で得た知識を確認してください。

4時間

第9回 実験経済学 【予習】前回までの配布資料・テキストの該当部分を読み
直し、前回までの内容を整理しておいてください。
【復習】この回の配布資料を読み直し、講義で得た知識を
確認してください。

4時間

第10回 「お金」の経済心理学 【予習】前回までの配布資料・テキストの該当部分を読み
直し、前回までの内容を整理しておいてください。
【復習】この回の配布資料、テキストの該当部分を読み直
し、講義で得た知識を確認してください。

4時間

第11回 行動ファイナンス① 【予習】前回までの配布資料・テキストの該当部分を読み
直し、前回までの内容を整理しておいてください。
【復習】この回の配布資料、テキストの該当部分を読み直
し、講義で得た知識を確認してください。

5時間

第12回 行動ファイナンス② 【予習】前回までの配布資料・テキストの該当部分を読み
直し、前回までの内容を整理しておいてください。
【復習】この回の配布資料、テキストの該当部分を読み直
し、講義で得た知識を確認してください。

5時間

第13回 幸福の経済学 【予習】前回までの配布資料・テキストの該当部分を読み
直し、前回までの内容を整理しておいてください。
【復習】この回の配布資料、テキストの該当部分を読み直
し、講義で得た知識を確認してください。

5時間

第14回 行動経済学的政策の実例：省電力実験 【予習】前回までの配布資料・テキストの該当部分を読み
直し、前回までの内容を整理しておいてください。
【復習】この回の配布資料を読み直し、講義で得た知識を
確認してください。

5時間

第15回 これまでの講義内容を全体的に振り返ります。 【予習】前回までの授業資料、テキストを読み直し、前回ま
での内容を整理しておいてください。
【復習】これまでの授業資料、テキストを読み直し、講義で
得た知識を総復習してください。

6時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 企業経済論　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

34二替　大輔

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G3

経済学部専門教育科目

テーマ 流通の経済理論について理解する。

授業の目的及び概要
本講義では，流通企業（小売企業，卸売企業）の戦略について学修します。講義では，ミクロ経済学および産業組織論の知識を用いるので，まず，その
復習から始めていきます。またグラフや簡単な数式を用いるのでその復習も行います。次に，流通業者の価格戦略・製品戦略，垂直的取引関係，サプ
ライチェーンおよびプラットフォーム・ビジネス等の流通現象を経済学的に考えるための基礎知識を解説します。そして，流通に関わる卸売業者や⼩売
業者の戦略，および流通現象の経済学的評価⽅法について検討していきます。講義は，プリントを使⽤して⾏います。

学修の到達目標
（1）流通の存在根拠を理解し，説明することができる。
（2）現実に⾒られる流通に関わる企業の⾏動について，ミクロ経済学を応⽤して説明することができる。
（3）現実に⾒られる流通に関わる企業の⾏動について，経済学的評価を行うことができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
問題演習については，採点した上で返却します
期末試験については，UNIVERSAL PASSPORTで解答・解説を公開します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

ミクロ経済学の内容を復習しておくと授業の理解が深まります。また，産業組織論と共通する箇所があるので，履修した人は産業組織論についても復習
しておいてください。講義を通じて，ミクロ経済学の考え⽅をどのように現実社会に応⽤するかを授業を通じて理解できるようにしてください。図や数式を
使うこともあります。講義では問題演習を⾏って理解度を確かめるので，必ず復習を⾏ってください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

700

00300

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストは指定しません。
配布資料を用いて授業を行います。

参考書

①経営の経済学（第3版），丸山雅祥，有斐閣，2017年
②産業組織と企業行動，池田剛士，税務経理協会，2021年
③プラクティカル産業組織論，泉田成泉・柳川隆，有斐閣，2008年
④ベーシックプラス ミクロ経済学の基礎，⼩川光・家森信善，2016年

なし

①9784641164956
②9784419067700
③9784641123724
④9784502179518

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス：授業の概要や到達目標についてのガイダンスを行います。
また，講義のテーマである流通業者の役割について学びます。

【予習】：シラバスと講義資料を事前に読んで，基本的な内
容について予習してください。
【復習】：授業で配布した資料を読み直し，授業内容の復
習をしてください。

4時間

第2回 完全競争市場について学びます。 【予習】：「完全競争市場」に関する資料を事前に読んでお
いてください。
【復習】：授業で配布した「完全競争市場」に関する資料を
読み直し，授業内容の復習をしてください。

4時間

第3回 経済厚生について学びます。 【予習】：「経済厚生」に関する資料を事前に読んでおいてく
ださい。
【復習】：授業で配布した「経済厚生」に関する資料を読み
直し，授業内容の復習をしてください。

4時間

第4回 独占企業の行動について学びます。 【予習】：「独占企業の行動」に関する資料を事前に読んで
おいてください。
【復習】：授業で配布した「独占企業の行動」に関する資料
を読み直し，授業内容の復習をしてください。

4時間

第5回 小売企業の価格戦略（価格差別）について学びます。 【予習】：「小売企業の価格戦略」に関する資料を事前に読
んでおいてください。
【復習】：授業で配布した「小売企業の価格戦略」に関する
資料を読み直し，授業内容の復習をしてください。

4時間

第6回 小売企業の製品戦略（バンドリング）について学びます。 【予習】：「小売企業の製品戦略」に関する資料を事前に読
んでおいてください。
【復習】：授業で配布した「小売企業の製品戦略」に関する
資料を読み直し，授業内容の復習をしてください。

4時間
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第7回 前半の内容についてのまとめを行います。 【予習】：「第1回から第6回」に関する資料を読んで理解で
きなかったところをまとめておいてください。
【復習】：授業で配布した資料を読み直し，授業内容の復
習をしてください。

4時間

第8回 垂直的取引関係について学びます。 【予習】：「垂直的取引関係」に関する資料を事前に読んで
おいてください。
【復習】：授業で配布した「垂直的取引関係」に関する資料
を読み直し，授業内容の復習をしてください。

4時間

第9回 二重マージン問題について学びます。 【予習】：「二重マージン問題」に関する資料を事前に読ん
でおいてください。
【復習】：授業で配布した「二重マージン問題」に関する資
料を読み直し，授業内容の復習をしてください。

4時間

第10回 二重マージン問題の解決策（再販売価格維持，フランチャイズ料）につ
いて学びます。

【予習】：「二重マージン問題の解決策」に関する資料を事
前に読んでおいてください。
【復習】：授業で配布した「二重マージン問題の解決策」に
関する資料を読み直し，授業内容の復習をしてください。

4時間

第11回 小売企業及びメーカーによる販売促進活動について学びます。 【予習】：「小売企業及びメーカーによる販売促進活動」に
関する資料を事前に読んでおいてください。
【復習】：授業で配布した「小売企業及びメーカーによる販
売促進活動」に関する資料を読み直し，授業内容の復習
をしてください。

4時間

第12回 物流と流通（在庫管理のモデル）について学びます。 【予習】：「物流と流通」に関する資料を事前に読んでおい
てください。
【復習】：授業で配布した「物流と流通」に関する資料を読
み直し，授業内容の復習をしてください。

4時間

第13回 プラットフォーム・ビジネスの基礎概念について学びます。 【予習】：「プラットフォーム・ビジネスの基礎概念」に関する
資料を事前に読んでおいてください。
【復習】：授業で配布した「プラットフォーム・ビジネスの基礎
概念」に関する資料を読み直し，授業内容の復習をしてく
ださい。

4時間

第14回 プラットフォーム・ビジネスにおける価格戦略について学びます。 【予習】：「プラットフォーム・ビジネスにおける価格戦略」に
関する資料を事前に読んでおいてください。
【復習】：授業で配布した「プラットフォーム・ビジネスにおけ
る価格戦略」に関する資料を読み直し，授業内容の復習を
してください。

4時間

第15回 講義全体のまとめを行います。 【予習】：配布資料を読んで理解できなかったところをまと
めておいてください。
【復習】：授業で配布した資料を使って，後半の内容を復習
をしてください。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 厚生経済学　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

34前川　淳

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G3

経済学部専門教育科目

テーマ 厚生経済学について学びます

授業の目的及び概要
この科目では，厚生経済学の基礎について学修します。厚生経済学は経済学の考え方を使って、「社会にとって何が善いのか」を考えていく分野です。
本講義では主に公正な配分や、それをどうやって決めていくのか、ということを解説していきます。通常の経済学が「効率性」を目的とするのに対して、
厚生経済学では「公平性」を追求していくことになります。
経済格差など、現代的な問題をより原理的に深く考えたい人におすすめです。

学修の到達目標
厚生経済学の基本的な考え方を学び、様々な問題に応用できるようになることを目標とします。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
この科目は「ミクロ経済学Ⅱ」の単位を修得していないと履修できません。

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
小テストについては、授業中に解説及び講評を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

選好や均衡など、ミクロ経済学の基礎的な考え方を利用します。
また「公共経済学」と関連することが多いですのでそちらの履修も推奨します。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

500

003020

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

①厚生経済学と社会選択論、2009年、A.M.フェルドマン、R.セラーノ著、シーエービー出版

参考書

①公共経済学，小川光・西森晃，中央経済社，2015年
②ミクロ経済学，芦谷政浩，有斐閣，2009年，

①ISBN : 978-4916092908

①ISBN：978-4502135613
②ISBN：978-4641163508

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンスと授業の概要 【予習】事前にシラバスによく目を通し，厚生経済学につい
て考えてみましょう（２時間程度）
【復習】シラバスを読み直し，講義で得た知識を確認してく
ださい。（２時間程度）

4時間

第2回 選好と効用 【予習】「選好と効用」に関する配布資料・テキストの該当
部分を事前に読んでおいてください。（２時間程度）
【復習】「選好と効用」に関する配布資料・テキストの該当
部分を読み直し，講義で得た知識を確認してください。（２
時間程度）

4時間

第3回 効用最大化問題 【予習】「効用最大化問題」に関する配布資料・テキストの
該当部分を事前に読んでおいてください。（２時間程度）
【復習】「効用最大化問題」に関する配布資料・テキストの
該当部分を読み直し，講義で得た知識を確認してくださ
い。（２時間程度）

4時間

第4回 交換経済モデル① 【予習】「交換経済モデル①」に関する配布資料を事前に
読んでおいてください。（２時間程度）
【復習】「交換経済モデル①」に関する配布資料を読み直
し，講義で得た知識を確認してください。（２時間程度）

4時間

第5回 交換経済モデル② 【予習】「交換経済モデル②」に関する配布資料を事前に
読んでおいてください。（２時間程度）
【復習】「交換経済モデル②」に関する配布資料を読み直
し，講義で得た知識を確認してください。（２時間程度）

4時間
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第6回 小テスト①、効率性と公平性 【予習】これまでの配布資料・テキストの該当部分を読んで
復習しておいてください。（２時間程度）
【復習】「効率性と公平性」に関する配布資料を読み直し，
講義で得た知識を確認してください。（２時間程度）

4時間

第7回 社会的選択論 【予習】「社会選択論」に関する配布資料を事前に読んで
おいてください。（２時間程度）
【復習】「社会選択論」に関する配布資料を読み直し，講義
で得た知識を確認してください。（２時間程度）

4時間

第8回 補償原理① 【予習】「補償原理①」に関する配布資料・テキストの該当
部分を事前に読んでおいてください。（２時間程度）
【復習】「補償原理①」に関する配布資料・テキストの該当
部分を読み直し，講義で得た知識を確認してください。（２
時間程度）

4時間

第9回 補償原理② 【予習】「補償原理②」に関する配布資料・テキストの該当
部分を事前に読んでおいてください。（２時間程度）
【復習】「補償原理②」に関する配布資料・テキストの該当
部分を読み直し，講義で得た知識を確認してください。（２
時間程度）

4時間

第10回 公正とロールズ基準 【予習】「公正とロールズ基準」に関する配布資料・テキスト
の該当部分を事前に読んでおいてください。（２時間程度）
【復習】「公正とロールズ基準」に関する配布資料・テキスト
の該当部分を読み直し，講義で得た知識を確認してくださ
い。（２時間程度）

4時間

第11回 小テスト②、効用の比較 【予習】これまでの配布資料・テキストの該当部分を事前に
読んでおいてください。（２時間程度）
【復習】「効用の比較」に関する配布資料を読み直し，講義
で得た知識を確認してください。（２時間程度）

4時間

第12回 多数決投票の理論 【予習】「多数決投票の理論」に関する配布資料・テキスト
の該当部分を事前に読んでおいてください。（２時間程度）
【復習】「多数決投票の理論」に関する配布資料・テキスト
の該当部分を読み直し，講義で得た知識を確認してくださ
い。（２時間程度）

4時間

第13回 「決め方」の経済学 【予習】「「決め方」の経済学」に関する配布資料を事前に
読んでおいてください。（２時間程度）
【復習】「「決め方」の経済学」に関する配布資料を読み直
し，講義で得た知識を確認してください。（２時間程度）

4時間

第14回 アローの不可能性定理 【予習】「アローの不可能性定理」に関する配布資料を事前
に読んでおいてください。（２時間程度）
【復習】「アローの不可能性定理」に関する配布資料を読み
直し，講義で得た知識を確認してください。（２時間程度）

4時間

第15回 まとめ 【予習】これまでの授業回の配布資料を事前に読んでおい
てください。（２時間程度）
【復習】これまでの授業回の配布資料を読み直し，講義で
得た知識を総復習してください。（２時間程度）

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 公共経済論　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

34前川　淳

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G3

経済学部専門教育科目

テーマ 公共部門の経済学

授業の目的及び概要
この科目では，公共部門の経済学の役割について学修します。初めに，市場がもつ機能と政府の役割について学びます。その後，公共財について学
び，なぜ政府の介入が必要かについて学びます。また，租税やそれに伴う影響と，年金の制度について学びます。これらの授業を通じて，経済学的視
点から現実の経済で行われている政策や社会問題が発生する要因を理解できる力を身につけることを目的としています。

学修の到達目標
ミクロ経済学を基礎として，外部効果や自然独占について説明することができる。
上記の内容について実際に計算をし，グラフによる表現ができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
この科目は「ミクロ経済学Ⅱ」の単位を修得していないと履修できません。

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
課題については、授業中に解説及び講評を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

講義はテキストに則って進めますので、講義前・講義後にテキストを読むことを強く推奨します。
また，関連科目として「厚生経済論」の履修をすることを推奨します。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

500

030020

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

①公共経済学(第２版)，小川光・西森晃，中央経済社，2021年

参考書

①ミクロ経済学，芦谷政浩，有斐閣，2009年

①ISBN：978-4502411717

①ISBN：978-4641163508

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンスと授業の概要 【予習】事前にシラバスによく目を通し，公共経済学につい
て考えてみましょう（２時間程度）。【復習】シラバスを読み
直し，講義で得た知識を確認してください。（２時間程度）

4時間

第2回 需要曲線と消費者余剰 【予習】「需要曲線と消費者余剰」に関する配布資料・テキ
ストの該当部分を事前に読んでおいてください。（２時間程
度）
【復習】「需要曲線と消費者余剰」に関する配布資料・テキ
ストの該当部分を読み直し，講義で得た知識を確認してく
ださい。（２時間程度）

4時間

第3回 供給曲線と生産者余剰 【予習】「供給曲線と生産者余剰」に関する配布資料・テキ
ストの該当部分を事前に読んでおいてください。（２時間程
度）
【復習】「供給曲線と生産者余剰」に関する配布資料・テキ
ストの該当部分を読み直し，講義で得た知識を確認してく
ださい。（２時間程度）

4時間

第4回 市場の均衡 【予習】「市場の均衡」に関する配布資料・テキストの該当
部分を事前に読んでおいてください。（２時間程度）
【復習】「市場の均衡」に関する配布資料・テキストの該当
部分を読み直し，講義で得た知識を確認してください。（２
時間程度）

4時間

第5回 政府の役割 【予習】「政府の役割」に関する配布資料・テキストの該当
部分を事前に読んでおいてください。（２時間程度）
【復習】「政府の役割」に関する配布資料・テキストの該当
部分を読み直し，講義で得た知識を確認してください。（２
時間程度）

4時間
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第6回 外部効果 【予習】「外部効果」に関する配布資料・テキストの該当部
分を事前に読んでおいてください。（２時間程度）
【復習】「外部効果」に関する配布資料・テキストの該当部
分を読み直し，講義で得た知識を確認してください。（２時
間程度）

4時間

第7回 公共財の公的供給 【予習】「公共財の公的供給」に関する配布資料・テキスト
の該当部分を事前に読んでおいてください。（２時間程度）
【復習】「公共財の公的供給」に関する配布資料・テキスト
の該当部分を読み直し，講義で得た知識を確認してくださ
い。（２時間程度）

4時間

第8回 公共財の私的供給 【予習】「公共財の私的供給」に関する配布資料・テキスト
の該当部分を事前に読んでおいてください。（２時間程度）
【復習】「公共財の私的供給」に関する配布資料・テキスト
の該当部分を読み直し，講義で得た知識を確認してくださ
い。（２時間程度）

4時間

第9回 最適な公共財供給の実現 【予習】「最適な公共財供給の実現」に関する配布資料・テ
キストの該当部分を事前に読んでおいてください。（２時間
程度）
【復習】「最適な公共財供給の実現」に関する配布資料・テ
キストの該当部分を読み直し，講義で得た知識を確認して
ください。（２時間程度）

4時間

第10回 ピグー課税 【予習】「ピグー課税」に関する配布資料・テキストの該当
部分を事前に読んでおいてください。（２時間程度）
【復習】「ピグー課税」に関する配布資料・テキストの該当
部分を読み直し，講義で得た知識を確認してください。（２
時間程度）

4時間

第11回 コースの定理 【予習】「コースの定理」に関する配布資料を事前に読んで
おいてください。（２時間程度）
【復習】「コースの定理」に関する配布資料を読み直し，講
義で得た知識を確認してください。（２時間程度）

4時間

第12回 自然独占 【予習】「自然独占」に関する配布資料・テキストの該当部
分を事前に読んでおいてください。（２時間程度）
【復習】「自然独占」に関する配布資料・テキストの該当部
分を読み直し，講義で得た知識を確認してください。（２時
間程度）

4時間

第13回 価格規制 【予習】「価格規制」に関する配布資料を事前に読んでおい
てください。（２時間程度）
【復習】「価格規制」に関する配布資料を読み直し，講義で
得た知識を確認してください。（２時間程度）

4時間

第14回 年金の制度 【予習】「年金の制度」に関する配布資料・テキストの該当
部分を事前に読んでおいてください。（２時間程度）
【復習】「年金の制度」に関する配布資料・テキストの該当
部分を読み直し，講義で得た知識を確認してください。（２
時間程度）

4時間

第15回 まとめ 【予習】これまでの授業回の配布資料・テキストを事前に読
んでおいてください。（２時間程度）
【復習】これまでの授業回の配布資料・テキストを読み直
し，講義で得た知識を総復習してください。（２時間程度）

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 計量経済学Ⅰ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234加藤　路子

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ 経済統計データを利用した計量分析

授業の目的及び概要
この授業は、受講生が経済データを利用した統計的分析を行うことができるようになることを目標としています。
経済データを扱う統計的手法にはさまざまなものがありますが、その中から回帰分析を中心に講義します。
はじめに経済統計データの扱い方などデータ分析の基礎的事項について実際のデータに触れながら学んだ後に、２つの経済データの関係性を捉える
単純回帰分析、3つ以上の経済データの関係性を捉える重回帰分析へと進んでいきます。

学修の到達目標
経済データを正しく読み取り、利活用できるようになることを学修の到達目標としています。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業中に実施する小テストは、授業支援システム(Learning Portal)に解答と講評を掲載します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

この講義を理解するには事前に数学、統計学、あるいは、それに関連する科目を修得していることが望まれます。
また演習では主にエクセルを利用した演算を行いますから、エクセルの操作（簡単な演算や作表・作図）に関する基礎的素養が必須です。
したがってITリテラシー等の関連科目を修得済みであることが望まれます。
講義を聴いた後に、例題に取り組むことで、さまざまな分析手法を活用できるようになります。
単に知識を暗記するのではなく、計量経済学的な見方・考え方をしっかり身に着けましょう。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

400

00600

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

① 44の例題で学ぶ計量経済学, 唐渡広志, オーム社, 2013年

参考書

参考書は随時紹介します

① 978427406931

なし

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 【経済データの扱い方１】
経済データの分類と、経済データの変化を知るための加工について解
説した後、テキスト掲載のデータを使って演習に取り組みます。

事前にテキストpp.1-4, pp.8-15を読んで疑問点をまとめて
おきましょう。また経済データの変化を知るための加工に
ついて理解するには指数、対数の知識が必要なので、特
に高校数学でこれらの知識を得ていない場合は事前の予
習が大切になります。
講義後は、指定された章末問題に取り組んで知識の定着
を図ってください。

4時間

第2回 【経済データの扱い方２】
名目の実質化、指数データ、デフレータ、GDPの分解について解説した
後、テキスト掲載のデータを使って演習に取り組みます。

事前にテキストのpp.15-22を読んで疑問点をまとめておき
ましょう。
講義後は、指定された章末課題等に取り組んで知識の定
着を図ってください。

4時間

第3回 【質的データの整理】
質的データを整理し、読み解く方法を学びます。

事前にテキストのpp.4-7を読んで疑問点をまとめておきま
しょう。
講義後は、指定された章末課題等に取り組んで知識の定
着を図ってください。

4時間

第4回 【量的データの整理】
量的データを整理し、読み解く方法を学びます。

事前にテキストのpp.36-38を読んで疑問点をまとめておき
ましょう。
講義後は、指定された章末課題等に取り組んで知識の定
着を図ってください。

4時間

第5回 【不平等の分析】
ローレンツ曲線とジニ係数について解説します。

事前にテキストのpp.39-44を読んで疑問点をまとめておき
ましょう。
講義後は、指定された章末課題等に取り組んで知識の定
着を図ってください。

4時間
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第6回 【記述統計量の基礎１】
母集団と標本、標本平均と標本周りの偏差、データの散らばりを示す代
表値、データの変換と標準化について解説します。

事前にテキストのpp.44-56を読んで疑問点をまとめておき
ましょう。
またテキストpp.64-78を読んで、和記号のルールを知って
おきましょう。
講義後は、指定された章末課題等に取り組んで知識の定
着を図ってください。

4時間

第7回 【記述統計量の基礎２】
２つの量的データの関係性を表す指標について学びます。

事前にテキストのpp.56-63を読んで疑問点をまとめておき
ましょう。
講義後は、指定された章末課題等に取り組んで知識の定
着を図ってください。

4時間

第8回 【単純回帰分析】
２つの変数の因果関係を分析する、単純回帰分析と呼ぶ統計手法の
基本を学びます。

事前にテキストのp.94-105を読んで疑問点をまとめておき
ましょう。
講義後は、指定された章末課題等に取り組んで知識の定
着を図ってください。

4時間

第9回 【多重回帰分析】
３つ以上のデータの因果関係を分析する、重回帰分析と呼ぶ統計手法
の基本を学びます。

事前にテキストのpp.126-135を読んで疑問点をまとめてお
きましょう。
講義後は、指定された章末課題等に取り組んで知識の定
着を図ってください。

4時間

第10回 【非線形の回帰分析１】
多項式モデル、逆数の説明変数モデルについて解説します。

事前にテキストのpp.125-126, pp.141-142を読んで疑問点
をまとめておきましょう。
講義後は、指定された章末課題等に取り組んで知識の定
着を図ってください。

4時間

第11回 【非線形の回帰分析２】
両側対数モデル、半対数モデル、ロジットモデルについて解説します。

事前にテキストのpp.114-125を読んで疑問点をまとめてお
きましょう。
講義後は、指定された章末課題等に取り組んで知識の定
着を図ってください。

4時間

第12回 【確率論の基礎】
確率変数、確率分布という概念について解説した後、代表的な確率分
布として正規分布とｔ分布を紹介します。

事前にテキストのpp.296-301を読んで疑問点をまとめてお
きましょう。
講義後は、指定された章末課題等に取り組んで知識の定
着を図ってください。

4時間

第13回 【回帰パラメータの区間推定】
標本変動、回帰パラメータの区間推定について学びます。

事前にテキストのpp.164-167を読んで疑問点をまとめてお
きましょう。
講義後は、指定された章末課題等に取り組んで知識の定
着を図ってください。

4時間

第14回 【回帰パラメータのｔ検定】
回帰係数の仮説検定について学びます。

事前にテキストのpp.167-188を読んで疑問点をまとめてお
きましょう。
講義後は、指定された章末課題等に取り組んで知識の定
着を図ってください。

4時間

第15回 【回帰パラメータのF検定】
複数の回帰パラメータを同時に検定するF検定について解説します。

事前にテキストのpp.189-197を読んで疑問点をまとめてお
きましょう。
講義後は、指定された章末課題等に取り組んで知識の定
着を図ってください。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 計量経済学Ⅱ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234加藤　路子

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G3

経済学部専門教育科目

テーマ 経済統計データを利用した計量分析

授業の目的及び概要
この授業は、受講生が経済データを利用した統計的分析を行うことができるようになることを目標としています。
はじめに計量経済学Ⅰで学んだ回帰分析について基礎的事項を復習します。続いて回帰モデルの「古典的仮定」について学び、仮定が満たされない時
に生じる問題と、対処方法について学んでいきます。
受講生が回帰分析を用いた実証研究に取り組めるようになることが本講義における最大の目標です。

学修の到達目標
経済データを正しく読み取り、利活用できるようになることを学修の到達目標としています。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
この科目は「計量経済学Ⅰ」の単位を修得していないと履修できません。

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業中に実施する小テストは、授業支援システム(Learning Portal)に解答と講評を掲載します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

この講義を理解するには事前に数学、あるいは、それに関連する科目を修得していることが望まれます。
また演習では主にエクセルを利用した演算を行いますから、エクセルの操作（簡単な演算や作表・作図）に関する基礎的素養が必要です。こちらもＩＴリテ
ラシーなどの関連する科目を履修済みであることが望まれます。
また必要に応じて統計解析のための専門ソフト( gretl あるいは R )を使用することもあります。専門ソフトの操作は、必要に応じて説明します。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

400

00600

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

① 44の例題で学ぶ計量経済学, 唐渡広志, オーム社, 2013年

参考書

随時、紹介します

① 9784274069314

なし

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 【導入】
回帰分析の流れと分析のポイントを再確認します。またgretlの操作に
ついて学びます。

テキスト3章・4章を読んで、疑問点をまとめておいてくださ
い。
gretlをダウンロードして保存する記憶メディアを準備してお
く必要があります。
講義終了後は指定した課題に取り組んで知識の定着を
図ってください。

4時間

第2回 【非線形式の回帰分析】
両側対数モデル、半対数モデル、ロジスティック関数モデルについて解
説します。

事前にテキストのpp.114-125を読んで疑問点をまとめてお
きましょう。
講義後は、指定された章末課題等に取り組んで知識の定
着を図ってください。

4時間

第3回 【ダミー変数１】
異常値に対するダミー変数について解説します。

事前にテキストのpp.225-231を読んで疑問点をまとめてお
きましょう。
講義後は、指定された章末課題等に取り組んで知識の定
着を図ってください。

4時間

第4回 【ダミー変数２】
グループに対するダミー変数について解説します。

事前にテキストのpp.234-238を読んで疑問点をまとめてお
きましょう。
講義後は、指定された章末課題等に取り組んで知識の定
着を図ってください。

4時間

第5回 【ダミー変数３】
ダミー変数と多重共線性の問題、および、定数項ダミーと係数ダミーに
ついて解説します。

事前にテキストのpp.231-234, 238-241を読んで疑問点を
まとめておきましょう。
講義後は、指定された章末課題等に取り組んで知識の定
着を図ってください。

4時間
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第6回 【古典的仮定・多重共線性】
OLS推定量が望ましい性質を持つ条件（古典的仮定）について解説しま
す。
また誤った多重共線性が発生している場合に生じる問題と、問題の発
見する方法、および、対処方法について解説します。

テキストp.267-279, 318-320を読んでおくこと。
授業後は、与えられた課題に取り組むこと。

4時間

第7回 【定式化の誤り】
古典的仮定が満たされないケースの中から、過剰定式化と過少定式化
の問題について解説します。

テキストp.313-318を読んでおくこと。
授業後は、与えられた課題に取り組むこと。

4時間

第8回 【分散不均一】
古典的仮定が満たされないケースの中から、分散不均一の問題を解説
します。

テキストp.328-331を読んでおくこと。
授業後は、与えられた課題に取り組むこと。

4時間

第9回 【内生変数】
古典的仮定が満たされないケースとして、内生性の問題について解説
します。

事前にテキストのp.291-294, 320-323を読んで疑問点をま
とめておきましょう。
講義後は、指定された章末課題等に取り組んで知識の定
着を図ってください。

4時間

第10回 【連立方程式モデル１】
経済変数の間の複雑な相互依存関係を、複数個の方程式で表した連
立方程式モデルを取り上げます。単純な需要と供給のモデルを例に、
同次方程式モデルにOLSを適用した場合の問題点を解説します。

事前にテキストのp.323-326を読んで疑問点をまとめてお
きましょう。
講義後は、指定された章末課題等に取り組んで知識の定
着を図ってください。

4時間

第11回 【連立方程式モデル２】
経済変数の間の複雑な相互依存関係を、複数個の方程式で表した連
立方程式モデルを取り上げます。連立方程式を推計する方法として、
間接最小二乗法と、操作変数法について説明したのち、実際のデータ
を利用した演習に取り組みます。

事前にテキストのp.323-326を読んで疑問点をまとめてお
きましょう。
講義後は、指定された章末課題等に取り組んで知識の定
着を図ってください。

4時間

第12回 【時系列データ】
四半期ダミー、時間ダミーと、時間効果の推定について解説します。

事前にテキストのp.241-247を読んで疑問点をまとめてお
きましょう。
講義後は、指定された章末課題等に取り組んで知識の定
着を図ってください。

4時間

第13回 【系列相関】
時系列データを扱うときに生じる系列相関の問題を取り上げます。

事前にテキストのp.335-341を読んで疑問点をまとめてお
きましょう。
講義後は、指定された章末課題等に取り組んで知識の定
着を図ってください。

4時間

第14回 【パネルデータ】
パネルデータを利用して、固定効果を検出する方法を解説します。

事前にテキストのp.247-254を読んで疑問点をまとめてお
きましょう。
講義後は、指定された章末課題等に取り組んで知識の定
着を図ってください。

4時間

第15回 【総括】
これまでの講義を振り返り、ポイントを解説します。

テキスト5章・6章・7章を読んで、疑問点をまとめておいてく
ださい。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経済成長論　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

34田中　征史

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G3

経済学部専門教育科目

テーマ 経済成長の要因、経済成長モデル

授業の目的及び概要
経済成長論とはマクロ経済学の代表的な分野の一つです。皆さんはマクロ経済学の授業で、１年間に生産できる財・サービスの量がGDPだと学んだは
ずです。経済成長とはGDPの成長（GDPが前年に比べてどれだけ増加したか）を意味する言葉です。この経済成長論という科目では、5年や10年、場合
によってはそれよりも長い歳月を対象に、経済成長がどういった要因によって引き起こされるのかを学びます。
この授業の前半部分では、まずは経済成長の要因を理解してもらいます。後半では、ソローモデルと呼ばれる最も基本的な経済成長モデルを紹介しま
す。ソローモデルは学部のマクロ経済学のトピックとしては難易度が高いものになりますので、モデルの具体的な説明に入る前に、マクロ経済学の基礎
を復習します。

学修の到達目標
① 経済成長の要因を理解できること
② 経済成長理論を学ぶための前提知識となるマクロ経済学の基礎を定着させられること
③ 経済成長モデルであるソローモデルの分析手法を学び、経済成長のメカニズムを理論的に理解できるようになること

授業の方法
この科目は遠隔授業で行われます。詳細についてはLearning Portalを確認してください。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
提出された小テストを採点してコメントを加えて返却します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

経済成長理論とはマクロ経済学の理論をベースに構築されるものです。受講生にはこの科目を履修登録する段階で、マクロ経済学Ⅰ・Ⅱの単位が取得
できていることを求めます。同様に、経済学の基礎でもあるミクロ経済学Ⅰ・Ⅱも既に受講していることが望ましいです。
また、この科目では、授業の後半部分でソローモデルと呼ばれる経済成長モデルを解説していきます。このモデルでは数式が登場しますので、受講生
にはある程度の数学力があることが望ましいです。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

700

03000

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

本科目では特定のテキストを指定することはありません。
経済成長についてより深く学べる教材を読みたいという場合は、参考書欄に記載の書籍を参照してください。

参考書

「経済成長」
デイヴィッド・N. ワイル (著), 早見 弘 (翻訳), 早見 均 (翻訳), 2010/11/1 
ISBN-10: 4864010013
ISBN-13: 978-4864010016

本科目では特定のテキストを
指定することはありません。ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 【概要】
・授業ガイダンス
・経済成長論を学ぶ上で知っておくべき事実

事前に講義資料をLearning Portalにアップロードするの
で、その講義資料を予習しすること。また、授業後には確
認小テストに向けて授業内容を復習しておくこと

1時間

第2回 【経済成長の歴史】
・日本の戦後の経済成長
・欧米先進諸国の経済成長
・アジア発展途上国の経済成長
・アフリカの低開発

事前に講義資料をLearning Portalにアップロードするの
で、その講義資料を予習しすること。また、授業後には確
認小テストに向けて授業内容を復習しておくこと

1時間

第3回 【経済成長の要因１】
・物的資本
・人口成長

事前に講義資料をLearning Portalにアップロードするの
で、その講義資料を予習しすること。また、授業後には確
認小テストに向けて授業内容を復習しておくこと

1時間

第4回 【経済成長の要因２】
・将来人口
・人的資本

事前に講義資料をLearning Portalにアップロードするの
で、その講義資料を予習しすること。また、授業後には確
認小テストに向けて授業内容を復習しておくこと

1時間

第5回 【生産性１】
・生産性とは？
・生産性をどのように測るか
・技術革新と生産性の向上

事前に講義資料をLearning Portalにアップロードするの
で、その講義資料を予習しすること。また、授業後には確
認小テストに向けて授業内容を復習しておくこと

1時間

第6回 【生産性２】
・生産性と効率との関係
・開放経済の成長

事前に講義資料をLearning Portalにアップロードするの
で、その講義資料を予習しすること。また、授業後には確
認小テストに向けて授業内容を復習しておくこと

1時間
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第7回 【経済成長の要因３】
・政府
・所得不平等
・文化

事前に講義資料をLearning Portalにアップロードするの
で、その講義資料を予習しすること。また、授業後には確
認小テストに向けて授業内容を復習しておくこと

1時間

第8回 【経済成長の要因４】
・地理
・気候
・天然資源

事前に講義資料をLearning Portalにアップロードするの
で、その講義資料を予習しすること。また、授業後には確
認小テストに向けて授業内容を復習しておくこと

1時間

第9回 【マクロ経済学の復習】
・マクロ経済における家計と企業の役割
・ストックとフロー
・生産面から見たGDP

事前に講義資料をLearning Portalにアップロードするの
で、その講義資料を予習しすること。また、授業後には確
認小テストに向けて授業内容を復習しておくこと

1時間

第10回 【マクロ経済学の復習】
・支出面から見たGDP
・分配面から見たGDP
・一人当たりGDP

事前に講義資料をLearning Portalにアップロードするの
で、その講義資料を予習しすること。また、授業後には確
認小テストに向けて授業内容を復習しておくこと

1時間

第11回 【ソローモデル】
・コブ・ダグラス型生産関数
・規模に関して収穫一定
・技術進歩と全要素生産性

事前に講義資料をLearning Portalにアップロードするの
で、その講義資料を予習しすること。また、授業後には確
認小テストに向けて授業内容を復習しておくこと

1時間

第12回 【ソローモデル】
・物的資本の蓄積
・資本の減耗
・消費と貯蓄、貯蓄率

事前に講義資料をLearning Portalにアップロードするの
で、その講義資料を予習しすること。また、授業後には確
認小テストに向けて授業内容を復習しておくこと

1時間

第13回 【ソローモデル】
・ソローモデルの定差方程式
・動学モデルの均衡概念

事前に講義資料をLearning Portalにアップロードするの
で、その講義資料を予習しすること。また、授業後には確
認小テストに向けて授業内容を復習しておくこと

1時間

第14回 【ソローモデル】
・均衡までの移行過程
・人口成長率の経済成長への影響
・貯蓄率の経済成長への影響

事前に講義資料をLearning Portalにアップロードするの
で、その講義資料を予習しすること。また、授業後には確
認小テストに向けて授業内容を復習しておくこと

1時間

第15回 【まとめ】
・レポートの解説
・これまでの授業のまとめ
・期末試験に向けて

事前に講義資料をLearning Portalにアップロードするの
で、その講義資料を予習しすること。また、授業後には確
認小テストに向けて授業内容を復習しておくこと

1時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経済数学Ⅰ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234前川　淳

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ 一変数関数の微分法とその経済学への応用

授業の目的及び概要
本科目では，経済学で必要となる数学について学修します。一変数の方程式の2次元平面上での幾何的な解釈を理解し、数式の意味をグラフを通して
理解する方法を学びます。
関数の概念を導入し、独立変数の変化に従って従属変数がどのように変化するかという視点から、経済学にあらわれるいろいろな量の間の関係が、グ
ラフを使って明解に表現されることを理解し、
一変数関数の微分法を学び、経済学にあらわれるいろいろな量の最大・最小、また最適化などについての手法を身につけることを目標とします。

この経済数学Iと経済数学IIは連続した科目として設定されており、この2つを履修することで最終的に経済学で扱われる効用最大化や費用最小化など
のいわゆる多変数関数の極値問題が解けるようになります。
したがって、将来大学院等で経済学を学び高度の専門性が求められる職業を目指す者など数学的な知識が必要になる学生は、経済数学Iと経済数学II
の両方を履修することが強く望まれます。

この経済数学Iでは一変数関数の微分を取り扱い、続く経済数学II（そこでは多変数関数の微分を扱う）の学修のための準備をします。
高校で習得する数学I程度の数式処理能力（方程式が解ける、因数分解ができる、平方完成ができるなど）や、本学での数的処理IA・IBの単位修得可能
なレベルを前提とする。特に微分についての知識は仮定しない。この講義で初歩から学修する。

学修の到達目標
一変数関数の微分法を習得してそれを経済学に応用し、一変数関数のグラフのある点のまわりでの振る舞いがわかり、極大・極小（最大・最小）の判定
ができ、グラフの概形を描くことができるようになることを目指します。
あわせて、つづく経済数学IIにおいて多変数関数の微分（偏微分）を学修するために必要な知識・技術を習得し、偏微分の学修への準備をします。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
高校で習得する数学I程度の数式処理能力（方程式が解ける、因数分解ができる、平方完成ができるなど）を前提とする。特に微分についての知識は仮
定しない。（この講義で初歩から学修する。）

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
中間試験の内容について，講義中に解説及び講評を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

講義はテキストに則って進めますので、講義前・講義後にテキストを読むことを強く推奨します。
また，解けない問題についても繰り返し手を動かして解いてみるようにしてください。

本講義に向いていると思われる学生像
・高校では数学が苦手になったが、中学までは得意だった学生
・高校では理系クラスに属していた学生
・数学が得意もしくは好きな学生
・大学院への進学を考慮している学生

なお、授業では前述した通り、高校で習得する数学I程度の数式処理能力（方程式が解ける、因数分解ができる、平方完成ができるなど）や、本学での
数的処理IA・IBの単位修得可能なレベルを前提とする。
※レベルを求めるものであって、単位取得済みである必要は必ずしもない。

特に微分についての知識は仮定しない。この講義で初歩から学修する。

特に数学系の科目は１回でも休むと単位取得が困難になるので休まないこと。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

500

300020

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

①改訂版 経済学で出る数学: 高校数学からきちんと攻める，尾山大輔・安田洋祐，日本評論社，2013年
テキストに沿って講義するので、毎回必ず持参すること。
毎回の授業後の問題演習としてテキストから問題を出題します。

参考書

①経済学のための数学入門, 浦井憲, 神谷和也, 東京大学出版, 2019年, ISBN: 978-4130091350　
②現代経済学の数学基礎［第４版］（上），A.C.チャン、K.ウエインライト，CAP出版，2020年，ISBN： 978-
4779160042
③現代経済学の数学基礎［第４版］（下），A.C.チャン、K.ウエインライト，CAP出版，2020年，ISBN： 978-
4779160059

①ISBN：978-4535556591

①ISBN：978-4130091350　
②ISBN： 978-4779160042
③ISBN： 978-4779160059

ISBN

ISBN
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授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンスと授業の概要 【予習】事前にシラバスによく目を通し，高校数学Ⅰ程度の
数式の処理問題（方程式が解ける，因数分解ができる，平
方完成ができるなど）を復習してください。（２時間程度）
【復習】シラバスを読み直し，講義で得た知識を確認してく
ださい。（２時間程度）

4時間

第2回 関数と変数、グラフ 【予習】「関数と変数，グラフ」に関する配布資料・テキスト
の該当部分を事前に読んで解いてください。（２時間程度）
【復習】「関数と変数，グラフ」に関する配布資料を読み直
し，テキストの指定問題を解いてください。（２時間程度）

4時間

第3回 連立方程式と市場均衡 【予習】「連立方程式と市場均衡」に関する配布資料・テキ
ストの該当部分を事前に読んで解いてください。（２時間程
度）
【復習】「連立方程式と市場均衡」に関する配布資料を読
み直し，テキストの指定問題を解いてください。（２時間程
度）

4時間

第4回 2次関数とトレードオフ 【予習】「２次関数とトレードオフ」に関する配布資料・テキ
ストの該当部分を事前に読んで解いてください。（２時間程
度）
【復習】「２次関数とトレードオフ」に関する配布資料を読み
直し，テキストの指定問題を解いてください。（２時間程度）

4時間

第5回 寡占市場とゲーム理論 【予習】「寡占市場とゲーム理論」に関する配布資料・テキ
ストの該当部分を事前に読んで解いてください。（２時間程
度）。
【復習】「寡占市場とゲーム理論」に関する配布資料を読み
直し，テキストの指定問題を解いてください。（２時間程度）

4時間

第6回 複利計算と累乗 【予習】「複利計算と累乗」に関する配布資料・テキストの
該当部分を事前に読んで解いてください。（２時間程度）
【復習】「複利計算と累乗」に関する配布資料を読み直し，
テキストの指定問題を解いてください。（２時間程度）

4時間

第7回 対数 【予習】「対数」に関する配布資料・テキストの該当部分を
事前に読んで解いてください。（２時間程度）
【復習】「対数」に関する配布資料を読み直し，テキストの
指定問題を解いてください。（２時間程度）

4時間

第8回 等比数列と数列の極限 【予習】「等比数列と数列の極限」に関する配布資料・テキ
ストの該当部分を事前に読んで解いてください。（２時間程
度）
【復習】「等比数列と数列の極限」に関する配布資料を読
み直し，テキストの指定問題を解いてください。（２時間程
度）

4時間

第9回 貯蓄と級数 【予習】「貯蓄と級数」に関する配布資料・テキストの該当
部分を事前に読んで解いてください。（２時間程度）
【復習】「貯蓄と級数」に関する配布資料を読み直し，テキ
ストの指定問題を解いてください。（２時間程度）

4時間

第10回 中間試験 【予習】これまでの配布資料と指定問題について確認を
し，自らの手で解けるようにしておいてください。（２時間程
度）
【復習】試験で解けなかった部分について解けるように手
を動かして理解をしてください。（２時間程度）

4時間

第11回 微分 【予習】「微分」に関する配布資料・テキストの該当部分を
事前に読んで解いてください。（２時間程度）
【復習】「微分」に関する配布資料を読み直し，テキストの
指定問題を解いてください。（２時間程度）

4時間

第12回 微分演算の性質 【予習】「微分演算の性質」に関する配布資料・テキストの
該当部分を事前に読んで解いてください。（２時間程度）
【復習】「微分演算の性質」に関する配布資料を読み直し，
テキストの指定問題を解いてください。（２時間程度）

4時間

第13回 関数の増減と最大・最小 【予習】「関数の増減と最大・最小」に関する配布資料・テキ
ストの該当部分を事前に読んで解いてください。（２時間程
度）
【復習】「関数の増減と最大・最小」に関する配布資料を読
み直し，テキストの指定問題を解いてください。（２時間程
度）

4時間

第14回 最適化 【予習】「最適化」に関する配布資料・テキストの該当部分
を事前に読んで解いてください。（２時間程度）
【復習】「最適化」に関する配布資料を読み直し，テキスト
の指定問題を解いてください。（２時間程度）

4時間

第15回 まとめ 【予習】これまでの授業回の配布資料・テキストの該当部
分を確認し，振り返りを行ってください。（２時間程度）
【復習】これまでの授業回の配布資料を読み直し，講義で
解けなった問題を復習してください。（２時間程度）

4時間

－92－



実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経済数学Ⅱ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234前川　淳

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G3

経済学部専門教育科目

テーマ 多変数関数の微分法、確率や積分など、経済学で使用する数学を学びます

授業の目的及び概要
本科目では，経済学で必要となる数学について学びます。一変数関数の微分について簡単に復習したあと、多変数関数の微分、条件付き極値問題を
解くスキルをひととおり身につけ、経済学の世界でどのように応用されているかを、効用最大化問題や費用最小化問題などの最適化問題を解くことで学
修します。
講義の後半では確率とリスク、積分といった分野も解説します。

経済数学Iとこの経済数学IIは連続した科目として設定されており、この2つを履修することで最終的に経済学で扱われる効用最大化や費用最小化など
のいわゆる多変数関数の極値問題が解けるようになることを目標としています。
したがって、将来大学院等で経済学を学び高度の専門性が求められる職業を目指す者など数学的な知識が必要になる学生は、経済数学Iと経済数学II
の両方を履修することを強く推奨します。

学修の到達目標
多変数関数の偏微分・条件付き極値問題について学修し、効用最大化問題や費用最小化問題といった経済学における最適化問題を解けるようになる
ことを目標とします。
また、確率や積分など、より応用的な分野の経済学で使用する数学も理解できるようになることを目指します。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
経済数学Iを履修しすでに単位を取得していることが望ましい。

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
中間試験の内容について，講義中に解説及び講評を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

講義はテキストに則って進めますので、講義前・講義後にテキストを読むことを強く推奨します。
また，解けない問題についても繰り返し手を動かして解いてみるようにしてください。
講義の前半（～８回）まではテキストに沿って多変数関数の微分、最適化問題の講義を行います。
講義の後半（第10回～）は確率や積分といった分野の数学の講義を行います。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

500

300020

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

①改訂版 経済学で出る数学: 高校数学からきちんと攻める，尾山大輔・安田洋祐，日本評論社，2013年

参考書

①経済学のための数学入門, 浦井憲, 神谷和也, 東京大学出版, 2019年
②現代経済学の数学基礎［第４版］（上），A.C.チャン、K.ウエインライト，CAP出版，2020年
③現代経済学の数学基礎［第４版］（下），A.C.チャン、K.ウエインライト，CAP出版，2020年

①ISBN：978-4535556591

①ISBN： 978-4130091350　
②ISBN： 978-4779160042
③ISBN： 978-4779160059

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンスと授業の概要 【予習】事前にシラバスによく目を通し，経済数学Ⅰ程度の
復習してください。（２時間程度）。
【復習】シラバスを読み直し，講義で得た知識を確認してく
ださい。（２時間程度）

4時間

第2回 一変数関数の微分の振り返り 【予習】「一次関数の微分」に関する配布資料・テキストの
該当部分を事前に読んで解いてください。（２時間程度）
【復習】「一次関数の微分」に関する配布資料を読み直し，
テキストの指定問題を解いてください。（２時間程度）

4時間

第3回 ベクトルの演算 【予習】「ベクトルの演算」に関する配布資料・テキストの該
当部分を事前に読んで解いてください。（２時間程度）
【復習】「ベクトルの演算」に関する配布資料を読み直し，テ
キストの指定問題を解いてください。（２時間程度）

4時間

第4回 法線ベクトルと直線・平面 【予習】「法線ベクトルと直線・平面」に関する配布資料・テ
キストの該当部分を事前に読んで解いてください。（２時間
程度）
【復習】「法線ベクトルと直線・平面」に関する配布資料を読
み直し，テキストの指定問題を解いてください。（２時間程
度）

4時間
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第5回 予算制約 【予習】「予算制約」に関する配布資料・テキストの該当部
分を事前に読んで解いてください。（２時間程度）
【復習】「予算制約」に関する配布資料を読み直し，テキス
トの指定問題を解いてください。（２時間程度）

4時間

第6回 多変数関数の微分 【予習】「多変数関数の微分」に関する配布資料・テキスト
の該当部分を事前に読んで解いてください。（２時間程度）
【復習】「多変数関数の微分」に関する配布資料を読み直
し，テキストの指定問題を解いてください。（２時間程度）

4時間

第7回 制約なしの最適化 【予習】「制約付きの最適化」に関する配布資料・テキスト
の該当部分を事前に読んで解いてください。（２時間程度）
【復習】「制約付きの最適化」に関する配布資料を読み直
し，テキストの指定問題を解いてください。（２時間程度）

4時間

第8回 制約付きの最適化 予習】「制約付きの最適化」に関する配布資料・テキストの
該当部分を事前に読んで解いてください。（２時間程度）
【復習】「制約付きの最適化」に関する配布資料を読み直
し，テキストの指定問題を解いてください。（２時間程度）

4時間

第9回 中間試験 【予習】これまでの配布資料と指定問題について確認を
し，自らの手で解けるようにしておいてください。（２時間程
度）
【復習】試験で解けなかった部分について解けるように手
を動かして理解をしてください。（２時間程度）

4時間

第10回 確率とリスク① 【予習】「確率とリスク①」に関する配布資料・テキストの該
当部分を事前に読んで解いてください。（２時間程度）
【復習】「確率とリスク①」に関する配布資料を読み直し，テ
キストの指定問題を解いてください。（２時間程度）

4時間

第11回 確率とリスク② 【予習】「確率とリスク②」に関する配布資料・テキストの該
当部分を事前に読んで解いてください。（２時間程度）
【復習】「確率とリスク②」に関する配布資料を読み直し，テ
キストの指定問題を解いてください。（２時間程度）

4時間

第12回 積分とオークション① 【予習】「積分とオークション①」に関する配布資料・テキス
トの該当部分を事前に読んで解いてください。（２時間程
度）
【復習】「積分とオークション①」に関する配布資料を読み
直し，テキストの指定問題を解いてください。（２時間程度）

4時間

第13回 積分とオークション② 【予習】「積分とオークション②」に関する配布資料・テキス
トの該当部分を事前に読んで解いてください。（２時間程
度）
【復習】「積分とオークション②」に関する配布資料を読み
直し，テキストの指定問題を解いてください。（２時間程度）

4時間

第14回 応用問題の演習 【予習】「経済学への応用問題の演習」に関する配布資料
を事前に読んで解いてください。（２時間程度）
【復習】「経済学への応用問題の演習」に関する配布資料
を読み直し，テキストの指定問題を解いてください。（２時
間程度）

4時間

第15回 まとめ 【予習】これまでの授業回の配布資料を確認し，振り返りを
行ってください。（２時間程度）
【復習】これまでの授業回の配布資料を読み直し，講義で
得た知識を総復習してください。（２時間程度）

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 日本経済史Ⅰ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234浜田　敦也

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ 近世から近代までの日本経済史を学ぶ

授業の目的及び概要
この授業の目的は、近世から近代までの日本経済史を概観することです。そうすることによって、受講する学生の日本経済史に関わる知識を深め、より
深い日本経済に対する理解を培います。

学修の到達目標
この授業の学修の到達目標は、近世から近代までの日本経済に関わる知識を理解し、またそれらに関わる年表や資料を読み解く能力を身に付けること
です。

授業の方法
この科目は遠隔授業で行われます。詳細についてはLearning Portalを確認してください。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
課題については採点後、次回以降の講義内で解説・総評を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

紹介する参考書や講義資料、インターネット上の関連資料等を用いた予習復習を行ってください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

050

00500

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

特にありません。読むべき参考文献などは講義内で指示します。

参考書

特になし。
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 授業の進め方を説明します。 講義に関連する文献にあたってください（予習）。講義内で
出された課題を完成させてください（復習）。

4時間

第2回 近世の経済発展の土台となる、農耕と社会の歴史的関係を扱います。 講義に関連する文献にあたってください（予習）。講義内で
出された課題を完成させてください（復習）。

4時間

第3回 幕藩体制下の経済を扱います。 講義に関連する文献にあたってください（予習）。講義内で
出された課題を完成させてください（復習）。

4時間

第4回 幕末の開港から明治維新の周辺までを扱います。 講義に関連する文献にあたってください（予習）。講義内で
出された課題を完成させてください（復習）。

4時間

第5回 明治期の経済政策を扱います。 講義に関連する文献にあたってください（予習）。講義内で
出された課題を完成させてください（復習）。

4時間

第6回 明治期の経済構造を扱います。 講義に関連する文献にあたってください（予習）。講義内で
出された課題を完成させてください（復習）。

4時間

第7回 明治期の金融事情を扱います。 講義に関連する文献にあたってください（予習）。講義内で
出された課題を完成させてください（復習）。

4時間

第8回 日清・日露戦争が日本経済に与えた影響を扱います。 講義に関連する文献にあたってください（予習）。講義内で
出された課題を完成させてください（復習）。

4時間

第9回 第一次世界大戦が日本経済に与えた影響を扱います。 講義に関連する文献にあたってください（予習）。講義内で
出された課題を完成させてください（復習）。

4時間

第10回 近代を中心とした技術発展による経済への影響を扱います。 講義に関連する文献にあたってください（予習）。講義内で
出された課題を完成させてください（復習）。

4時間

第11回 大正期を中心とした経済構造を扱います。 講義に関連する文献にあたってください（予習）。講義内で
出された課題を完成させてください（復習）。

4時間
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第12回 昭和恐慌とその回復を扱います。 講義に関連する文献にあたってください（予習）。講義内で
出された課題を完成させてください（復習）。

4時間

第13回 第二次世界大戦下での戦時統制経済の始まりを扱います。 講義に関連する文献にあたってください（予習）。講義内で
出された課題を完成させてください（復習）。

4時間

第14回 第二次世界大戦下での戦時統制経済の終わりを扱います。 講義に関連する文献にあたってください（予習）。講義内で
出された課題を完成させてください（復習）。

4時間

第15回 講義内容を総括し、期末レポートに向けた準備を行います。 講義内で出された課題を完成させてください（復習）。 4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 日本経済史Ⅱ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234浜田　敦也

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ 第二次世界大戦後の日本経済史を学ぶ

授業の目的及び概要
この授業の目的は、第二次世界大戦後の日本経済史を概観することです。そうすることによって、受講する学生の日本経済史に関わる知識を深め、よ
り深い日本経済に対する理解を培います。

学修の到達目標
この授業の学修の到達目標は、第二次世界大戦後から現代に至るまでの日本経済に関わる知識を理解し、またそれらに関わる年表や資料を読み解く
能力を身に付けることです。

授業の方法
この科目は遠隔授業で行われます。詳細についてはLearning Portalを確認してください。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
課題については採点後、次回以降の講義内で解説・総評を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

紹介する参考書や講義資料、インターネット上の関連資料等を用いた予習復習を行ってください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

050

00500

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

特にありません。読むべき参考文献などは講義内で指示します。

参考書

特になし。
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 授業の進め方を説明します。 講義に関連する文献にあたってください（予習）。講義内で
出された課題を完成させてください（復習）。

4時間

第2回 第二次世界大戦後のGHQ統治下での政策を扱います。 講義に関連する文献にあたってください（予習）。講義内で
出された課題を完成させてください（復習）。

4時間

第3回 戦後の経済復興を扱います。 講義に関連する文献にあたってください（予習）。講義内で
出された課題を完成させてください（復習）。

4時間

第4回 高度経済成長とその期間を扱います。 講義に関連する文献にあたってください（予習）。講義内で
出された課題を完成させてください（復習）。

4時間

第5回 高度経済成長期までの労使関係の歴史を扱います。 講義に関連する文献にあたってください（予習）。講義内で
出された課題を完成させてください（復習）。

4時間

第6回 公害問題の歴史を扱います。 講義に関連する文献にあたってください（予習）。講義内で
出された課題を完成させてください（復習）。

4時間

第7回 石油危機と経済大国化を扱います。 講義に関連する文献にあたってください（予習）。講義内で
出された課題を完成させてください（復習）。

4時間

第8回 自動車産業の発展を扱います。 講義に関連する文献にあたってください（予習）。講義内で
出された課題を完成させてください（復習）。

4時間

第9回 バブル経済を扱います。 講義に関連する文献にあたってください（予習）。講義内で
出された課題を完成させてください（復習）。

4時間

第10回 失われた10年を扱います。 講義に関連する文献にあたってください（予習）。講義内で
出された課題を完成させてください（復習）。

4時間

第11回 生産構造の歴史を扱います。 講義に関連する文献にあたってください（予習）。講義内で
出された課題を完成させてください（復習）。

4時間
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第12回 労使関係の再編を扱います。 講義に関連する文献にあたってください（予習）。講義内で
出された課題を完成させてください（復習）。

4時間

第13回 金融危機を扱います。 講義に関連する文献にあたってください（予習）。講義内で
出された課題を完成させてください（復習）。

4時間

第14回 昭和・平成史の総括を行い、現代経済の歴史的位置づけを扱います。 講義に関連する文献にあたってください（予習）。講義内で
出された課題を完成させてください（復習）。

4時間

第15回 講義内容を総括し、期末レポートに向けた準備を行います。 講義内で出された課題を完成させてください（復習）。 4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 欧米経済史　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234北西　正人

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ 欧米における近代資本主義経済発展の歩みを検証する．

授業の目的及び概要
欧米における近代資本主義経済発展の基本的過程について，中世から現代までの歴史的歩みを概観しつつ，特に産業革命以降の各国の歩みを比較
しながら欧米経済史の全体像へアプローチしてみたい．

学修の到達目標
欧米の各国，各地域における近代資本主義経済発展の基本的過程や，それらの比較およびその全体像について理解することができる．

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
課題については授業内で講評する．

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

世界史に関心をもち，歴史からの教訓を学ぶ姿勢を期待する．

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

700

03000

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

馬場哲・山本通・廣田功・須藤功(著)『エレメンタル欧米経済史』晃洋書房

参考書

9784771023406
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 第1章　欧米経済史の課題
第2章　経済史の基本的枠組み

予習内容：教科書の該当範囲を通読し，内容を大まかに
把握する．
復習内容：経済史の基本的枠組みと射程を整理する．

2時間

第2回 第3章　封建領主制の構造と変容
第4章　中世都市とギルド制

予習内容：教科書の該当範囲を通読し，内容を大まかに
把握する．
復習内容：中世封建社会における経済活動を整理する．

2時間

第3回 第5章　中世ヨーロッパ商業の展開
第6章　封建社会の動揺

予習内容：教科書の該当範囲を通読し，内容を大まかに
把握する．
復習内容：封建社会の動揺とその経済学的要因を整理す
る．

2時間

第4回 第7章　近代世界の成立と大航海時代
第8章　ヨーロッパ大陸におけるプロト工業化
第9章　16・17世紀のヨーロッパ経済

予習内容：教科書の該当範囲を通読し，内容を大まかに
把握する．
復習内容：中世から近代への過渡期におけるヨーロッパの
状況を整理する．

2時間

第5回 第10章　イングランドの絶対王政，市民革命と重商主義 予習内容：教科書の該当範囲を通読し，内容を大まかに
把握する．
復習内容：イングランドにおける市民革命の要因とその意
義を整理する．

2時間

第6回 第11章　フランス・ドイツの絶対主義と市民革命 予習内容：教科書の該当範囲を通読し，内容を大まかに
把握する．
復習内容：フランス・ドイツにおける市民革命の要因とその
意義を整理する．

2時間
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第7回 第12章　「最初の工業国家」イギリス
第13章　イギリスの工業化と人口・農業・商業

予習内容：教科書の該当範囲を通読し，内容を大まかに
把握する．
復習内容：イギリスが「最初の工業国家」となり得た要因を
整理する．

2時間

第8回 第14章　イギリス産業革命とその帰結
第15章　ヨーロッパ大陸の産業革命

予習内容：教科書の該当範囲を通読し，内容を大まかに
把握する．
復習内容：イギリス産業革命とヨーロッパ大陸に対する影
響を整理する．

2時間

第9回 第16章　アメリカ合衆国の独立
第17章　アメリカ合衆国の産業革命

予習内容：教科書の該当範囲を通読し，内容を大まかに
把握する．
復習内容：アメリカ合衆国独立の過程をふまえて，アメリカ
合衆国における産業革命を整理する．

2時間

第10回 第18章　「パックス・ブリタニカ」の時代
第19章　第二次産業革命の時代

予習内容：教科書の該当範囲を通読し，内容を大まかに
把握する．
復習内容：「パックス・ブリタニカ」の時代における世界情勢
を整理する．

2時間

第11回 第20章　世紀転換期のイギリス経済
第21章　世紀転換期のドイツ・フランス経済
第22章　世紀転換期のアメリカ経済

予習内容：教科書の該当範囲を通読し，内容を大まかに
把握する．
復習内容：世紀転換期における各国の経済情勢を整理す
る．

2時間

第12回 第23章　両大戦間期のアメリカ経済(1)
第24章　両大戦間期のヨーロッパ経済(1)

予習内容：教科書の該当範囲を通読し，内容を大まかに
把握する．
復習内容：第一次世界大戦から世界大恐慌までのアメリ
カ・ヨーロッパ経済を整理する．

2時間

第13回 第25章　両大戦間期のアメリカ経済(2)
第26章　両大戦間期のヨーロッパ経済(2)

予習内容：教科書の該当範囲を通読し，内容を大まかに
把握する．
復習内容：大恐慌から第2次世界大戦までのアメリカ・ヨー
ロッパ経済を整理する．

2時間

第14回 第27章　第二次世界大戦後のアメリカ経済
第28章　第二次世界大戦後のヨーロッパ経済

予習内容：教科書の該当範囲を通読し，内容を大まかに
把握する．
復習内容：第二次世界大戦後のアメリカ・ヨーロッパ経済を
整理する．

2時間

第15回 総括 予習内容：第1回から第14回の内容を確認する．
復習内容：近代以降のイギリス・フランス・ドイツ・アメリカ
の経済発展の過程を整理する．

2時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経済史特別講義　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

34北西　正人

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G3

経済学部専門教育科目

テーマ 砂糖をめぐる経済史
「奴隷制」と経済格差
資本主義の現在

授業の目的及び概要
本講義は，以下の３点を目的とするものである。
①砂糖という「世界商品」を通じて，近代以降の経済史を概観する。
②「奴隷制」を巡る思想史を概観する。
③経済格差の歴史的背景および資本主義の現在を検証する。

学修の到達目標
経済格差の歴史的背景を理解するとともに，資本主義の問題点と今後のあり方についてみずからの見解を確立できるようにする。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
講義内容についてのレポートを課す予定にしている。原則，レポートそのものは返却しないが，興味深い意見については授業内で検討する。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

世界史に関心をもち，歴史からの教訓を学ぶ姿勢を期待する。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

700

03000

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

教科書は特に指定しない。
適宜，講義プリント，参考資料を配付する。

参考書

川北稔(著)『砂糖の世界史』岩波書店(岩波ジュニア新書)

―

9784005002764

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス―「南北問題」とその背景 予習内容：「南北問題」について調べる。
復習内容：講義内容を整理する。

2時間

第2回 ヨーロッパ世界と砂糖との出会い 予習内容：前回の講義内容を確認する。
復習内容：講義内容を整理する。

2時間

第3回 砂糖の用途 予習内容：前回の講義内容を確認する。
復習内容：講義内容を整理する。

2時間

第4回 コーヒーハウスと近代文化 予習内容：前回の講義内容を確認する。
復習内容：講義内容を整理する。

2時間

第5回 奴隷と砂糖をめぐる政治 予習内容：前回の講義内容を確認する。
復習内容：講義内容を整理する。

2時間

第6回 奴隷制と自由―啓蒙思想① 予習内容：ロックとモンテスキューについて調べる。
復習内容：講義内容を整理する。

2時間

第7回 奴隷制と自由―啓蒙思想② 予習内容：ルソーとヴォルテールについて調べる。
復習内容：講義内容を整理する。

2時間

第8回 奴隷労働の経済学―アダム・スミス① 予習内容：アダム・スミスについて調べる。
復習内容：講義内容を整理する。

2時間

第9回 奴隷労働の経済学―アダム・スミス② 予習内容：前回の講義内容を確認する。
復習内容：講義内容を整理する。

2時間

第10回 隠された奴隷制―マルクス① 予習内容：マルクスについて調べる。
復習内容：講義内容を整理する。

2時間
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第11回 隠された奴隷制―マルクス② 予習内容：前回の講義内容を確認する。
復習内容：講義内容を整理する。

2時間

第12回 新自由主義① 予習内容：自由主義について調べる。
復習内容：講義内容を整理する。

2時間

第13回 新自由主義② 予習内容：前回の講義内容を確認する。
復習内容：講義内容を整理する。

2時間

第14回 資本主義の現在 予習内容：前回の講義内容を確認する。
復習内容：講義内容を整理する。

2時間

第15回 総括 予習内容：第1回から第14回の講義内容を確認する。
復習内容：講義内容を整理する。

2時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 現代経済事情　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234嶋田　裕光

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G1

経済学部専門教育科目

テーマ 経済データをもとに近年の経済事情と今後の経済社会が直面する課題を学ぶ

授業の目的及び概要
本講義では、経済分析に必要な指標の見方からはじめ、政策当局者、企業経営者なども注目するデータを用いて、景気、家計、企業、労働市場、金融
市場、などの動きとその背景を把握するとともに、人口減少や少子高齢化問題など日本経済が直面している中長期にわたる課題や対応策について学
習することにより、日本経済の循環的側面と構造的側面の両面から理解を深めていくことを目的とします。

学修の到達目標
以下の能力を身につけることを目標とします。
1．主要な経済データとそれぞれの連関について理解できる
2．現在の主な経済事情や課題について説明することができる
3．様々な関連データを把握しながら経済の諸問題について考えることができる

授業の方法
この科目は遠隔授業で行われます。詳細についてはLearning Portalを確認してください。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
テストの予定内容や解答方法については、授業（オンデマンド形式を予定）の中で追って解説します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

本科目の担当教員は、１９８６年に経済企画庁（現内閣府）に入庁し、国家公務員として３０年以上のキャリアを積んでいる。また、経済白書や経済計
画、GDP統計、社会福祉政策にも携わった実務経験から、マクロ経済学、財政学、GDP統計、少子化問題を専門領域としている。本科目では、これらの
経験を生かし、経済データを正しく評価する目を養い、社会で役立てるための基本的な理論から実務的なプロセスまで含めた幅広い授業を行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

「アメリカの金融政策の変更は日本経済にどう影響するのだろうか？」「人口減少が進むと日本経済や地域経済はどうなるのだろうか？」など日々の
ニュースや記事をちょっと見ても経済に関する疑問は尽きないと思います。こうした疑問に答えられるように、本講義では、経済データを用いながら今起
きている経済現象や課題を幅広く取り上げていきます。本科目での学習を通じて、自分が特に関心を持てる分野を見つけることができれば、今後の学
修や就職活動にとって良いきっかけになると思います。日頃から新聞やニュースなどの媒体に接して現実の社会の状況を把握する機会を多く保つこと
で、本講義との理解の相乗効果が期待できます。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

500

200030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

特定のテキストは使用しません。毎回の講義資料については追って指示します。

参考書

①経済指標はこう読む,永濱利廣,平凡社,2020年
②経済がわかる論点５０　２０２２,みずほリサーチ＆テクノロジーズ,東洋経済新報社,2021年

なし

①9784582853391
②9784492396636

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 本講義の全体の授業計画と経済データの読み方の基本について解説
します。

講義資料（事前配布掲載予定）を確認して，わからない専
門用語について予め調べておいたり、授業後、内容と関連
する参考書や興味ある分野についてはより詳しい専門書
を読むなどして学習内容の定着を図って下さい。

4時間

第2回 重要な経済指標（景気全体関連）を用いて現在の状況を解説します。 講義資料（事前配布掲載予定）を確認して，わからない専
門用語について予め調べておいたり、授業後、内容と関連
する参考書や興味ある分野についてはより詳しい専門書
を読むなどして学習内容の定着を図って下さい。

4時間

第3回 重要な経済指標（家計関連）を用いて現在の状況を解説します。 講義資料（事前配布掲載予定）を確認して，わからない専
門用語について予め調べておいたり、授業後、内容と関連
する参考書や興味ある分野についてはより詳しい専門書
を読むなどして学習内容の定着を図って下さい。

4時間

第4回 重要な経済指標（企業関連）を用いて現在の状況を解説します。 講義資料（事前配布掲載予定）を確認して，わからない専
門用語について予め調べておいたり、授業後、内容と関連
する参考書や興味ある分野についてはより詳しい専門書
を読むなどして学習内容の定着を図って下さい。

4時間

第5回 重要な経済指標（労働市場関連）を用いて現在の状況を解説します。 講義資料（事前配布掲載予定）を確認して，わからない専
門用語について予め調べておいたり、授業後、内容と関連
する参考書や興味ある分野についてはより詳しい専門書
を読むなどして学習内容の定着を図って下さい。

4時間
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第6回 重要な経済指標（貿易投資関連）を用いて現在の状況を解説します。 講義資料（事前配布掲載予定）を確認して，わからない専
門用語について予め調べておいたり、授業後、内容と関連
する参考書や興味ある分野についてはより詳しい専門書
を読むなどして学習内容の定着を図って下さい。

4時間

第7回 重要な経済指標（金融市場関連）を用いて現状を解説します。講義の
終わりに中間テスト（第6回講義までの内容、試験方法については別途
指示します）を実施します。

中間テストに向けて、これまでの講義内容を一通りよく復
習しておいて下さい。

5時間

第8回 人口関連データを用いながら、人口減少問題、少子化問題とその対策
について概説します。

中間テスト結果の講評も行いますので、間違えたところに
ついては、期末テストまでに潰しておいて下さい。通常の
講義については、講義資料（事前配布掲載予定）を確認し
て，わからない専門用語について予め調べておいたり、授
業後、内容と関連する参考書や興味ある分野については
より詳しい専門書を読むなどして学習内容の定着を図って
下さい。

4時間

第9回 高齢化を巡る諸問題（社会保障制度への影響、老齢単身世帯増加によ
る社会的問題など）とその対策などについて概説します。

講義資料（事前配布掲載予定）を確認して，わからない専
門用語について予め調べておいたり、授業後、内容と関連
する参考書や興味ある分野についてはより詳しい専門書
を読むなどして学習内容の定着を図って下さい。

4時間

第10回 グローバル化に伴う課題（貿易摩擦、産業空洞化など）について概説し
ます。

講義資料（事前配布掲載予定）を確認して，わからない専
門用語について予め調べておいたり、授業後、内容と関連
する参考書や興味ある分野についてはより詳しい専門書
を読むなどして学習内容の定着を図って下さい。

4時間

第11回 地域経済を巡る課題（地方創生や東京一極集中問題など）について概
説します。

講義資料（事前配布掲載予定）を確認して，わからない専
門用語について予め調べておいたり、授業後、内容と関連
する参考書や興味ある分野についてはより詳しい専門書
を読むなどして学習内容の定着を図って下さい。

4時間

第12回 イノベーションを巡る現状（国際的な競争環境や科学技術、研究開発政
策関連）と課題を概説します。

講義資料（事前配布掲載予定）を確認して，わからない専
門用語について予め調べておいたり、授業後、内容と関連
する参考書や興味ある分野についてはより詳しい専門書
を読むなどして学習内容の定着を図って下さい。

4時間

第13回 地球環境問題と経済への影響（カーボンニュートラルとグリーン成長戦
略など）と対策について概説します。

講義資料（事前配布掲載予定）を確認して，わからない専
門用語について予め調べておいたり、授業後、内容と関連
する参考書や興味ある分野についてはより詳しい専門書
を読むなどして学習内容の定着を図って下さい。

4時間

第14回 これまで説明した経済社会問題への対応を求められている財政の状況
と展望、政治と関係などについて概説します。

講義資料（事前配布掲載予定）を確認して，わからない専
門用語について予め調べておいたり、授業後、内容と関連
する参考書や興味ある分野についてはより詳しい専門書
を読むなどして学習内容の定着を図って下さい。

4時間

第15回 授業全体の総括を行います。 期末テストに備え、これまでの講義資料全体を振り返り，
各種の経済指標や様々な経済事情、経済社会問題につ
いて学習内容を整理、復習してください。

5時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経済政策論　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234前田　一樹

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ 経済政策と経済理論

授業の目的及び概要
実際に行われている政策には様々な種類があり，その政策の背景や効果について理解することは重要です。経済政策論では，経済政策の背後にある
共通した基礎的な考え方を，ミクロ経済学やマクロ経済学の基本的な知識を用いて考察します。経済政策を学ぶことで，経済学の視点から現実の経済
で行われている政策を理解できる力を身につけることを目的としています。

学修の到達目標
政府が実施する経済政策について、ミクロ経済学やマクロ経済学の基本的な知識を用いて理解する。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
この科目は「ミクロ経済学Ⅰ」の単位を修得していないと履修できません。

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
課題については，授業中に解説および講評を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

配布資料は、書き込み式です。授業に出席し、抜けているところを埋めてください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

700

03000

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

指定しません。
配布資料を用いて授業を行います。

参考書

①セオリー＆プラクティス経済政策，柳川隆・永合位行・藤岡秀英（編），有斐閣コンパクト，2017年
②ミクロ経済学，芦谷政浩，有斐閣，2009年
③ミクロ経済学の力，神取道宏，日本評論社，2014年

なし

①9784641164994
②9784641163508
③9784535557567

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンスと授業の概要 【予習】事前にシラバスによく目を通し，経済政策について
考えてみましょう（２時間程度）
【復習】シラバスを読み直し，講義で得た知識を確認してく
ださい。（２時間程度）

4時間

第2回 日本のマクロ経済と経済政策 【予習】「日本のマクロ経済と経済背策」に関する配布資料
を事前に読んでおいてください。（２時間程度）
【復習】「日本のマクロ経済と経済背策」に関する配布資料
を読み直し，講義で得た知識を確認してください。（２時間
程度）

4時間

第3回 日本経済の構造変化と経済政策 【予習】「日本経済の構造変化と経済政策」に関する配布
資料を事前に読んでおいてください。（２時間程度）
【復習】「日本経済の構造変化と経済政策」に関する配布
資料を読み直し，講義で得た知識を確認してください。（２
時間程度）

4時間

第4回 経済政策の基本課題 【予習】「経済政策の基本課題」に関する配布資料を事前
に読んでおいてください。（２時間程度）
【復習】「経済政策の基本課題」に関する配布資料を読み
直し，講義で得た知識を確認してください。（２時間程度）

4時間

第5回 経済政策の主体 【予習】「経済政策の主体」に関する配布資料を事前に読
んでおいてください。（２時間程度）
【復習】「経済政策の主体」に関する配布資料を読み直し，
講義で得た知識を確認してください。（２時間程度）

4時間

－105－



第6回 社会問題と社会政策 【予習】「社会問題と社会政策」に関する配布資料を事前に
読んでおいてください。（２時間程度）
【復習】「社会問題と社会政策」に関する配布資料を読み
直し，講義で得た知識を確認してください。（２時間程度）

4時間

第7回 社会政策と社会保障 【予習】「社会政策と社会保障」に関する配布資料を事前に
読んでおいてください。（２時間程度）
【復習】「社会政策と社会保障」に関する配布資料を読み
直し，講義で得た知識を確認してください。（２時間程度）

4時間

第8回 マクロ経済政策：基礎 【予習】「マクロ経済政策：基礎」に関する配布資料を事前
に読んでおいてください。（２時間程度）
【復習】「マクロ経済政策：基礎」に関する配布資料を読み
直し，講義で得た知識を確認してください。（２時間程度）

4時間

第9回 マクロ経済政策：財政政策 【予習】「マクロ経済政策：財政政策」に関する配布資料を
事前に読んでおいてください。（２時間程度）
【復習】「マクロ経済政策：財政政策」に関する配布資料を
読み直し，講義で得た知識を確認してください。（２時間程
度）

4時間

第10回 マクロ経済政策：金融政策 【予習】「マクロ経済政策：金融政策」に関する配布資料を
事前に読んでおいてください。（２時間程度）
【復習】「マクロ経済政策：金融政策」に関する配布資料を
読み直し，講義で得た知識を確認してください。（２時間程
度）

4時間

第11回 ミクロ経済政策：基礎 【予習】「ミクロ経済政策：基礎」に関する配布資料を事前
に読んでおいてください。（２時間程度）
【復習】「ミクロ経済政策：基礎」に関する配布資料を読み
直し，講義で得た知識を確認してください。（２時間程度）

4時間

第12回 ミクロ経済政策：価格規制 【予習】「ミクロ経済政策：価格規制」に関する配布資料を
事前に読んでおいてください。（２時間程度）
【復習】「ミクロ経済政策：価格規制」に関する配布資料を
読み直し，講義で得た知識を確認してください。（２時間程
度）

4時間

第13回 ミクロ経済政策：市場の失敗 【予習】「ミクロ経済政策：市場の失敗」に関する配布資料
を事前に読んでおいてください。（２時間程度）
【復習】「ミクロ経済政策：市場の失敗」に関する配布資料
を読み直し，講義で得た知識を確認してください。（２時間
程度）

4時間

第14回 社会保障政策 【予習】「社会保障政策」に関する配布資料を事前に読ん
でおいてください。（２時間程度）
【復習】「社会保障政策」に関する配布資料を読み直し，講
義で得た知識を確認してください。（２時間程度）

4時間

第15回 まとめ 【予習】これまでの授業回の配布資料を事前に読んでおい
てください。（２時間程度）。【復習】これまでの授業回の配
布資料を読み直し，講義で得た知識を総復習してくださ
い。（２時間程度）

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経済政策論　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234田中　征史

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ 経済政策と経済理論

授業の目的及び概要
本講義では、ミクロ経済学とマクロ経済学の基礎理論をもとに経済政策の基礎を解説する。現実の政府が実施する政策は多岐にわたるが、消費者の
行動や生産者の行動といった経済活動に影響を及ぼすのが経済政策である。市場経済において非効率な資源配分が実現してしまう原因は何か。ま
た、これらの非効率性に対してどのような政策介入を行うべきか。経済の不況期に有効な経済政策とは何か。こういった疑問に対して、理論分析を行え
るようになることが本講義の目的となります。

学修の到達目標
受講生が現実の経済政策に対して経済理論を使って考える力を身に付けられるようになることが学習の到達目標になります。

授業の方法
この科目は遠隔授業で行われます。詳細についてはLearning Portalを確認してください。

履修の条件・注意
この科目は「ミクロ経済学Ⅰ」の単位を修得していないと履修できません。

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
毎授業で理解度チェックのための小テストを実施し、多かった間違いについては次回の授業内で解説する。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

ミクロ経済学やマクロ経済学の基礎知識の復習を徹底するように心掛けてください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

700

00300

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

指定しません。

参考書

１．セオリー＆プラクティス経済政策，柳川隆・永合位行・藤岡秀英（編），有斐閣コンパクト，2017年
２．ミクロ経済学の力，神取道宏，日本評論社，2014年
３．マンキューマクロ経済学Ⅰ入門編，N・グレゴリー・マンキュー，東洋経済新報社，2003年

指定しません。

１．978-4641164994
２．978-4535557567
３．978-4492313220

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンスと授業の概要
・日本のマクロ経済
・経済の構造変化
・経済政策の歴史

【予習】Learning Portalに事前にアップロードされた講義資
料を事前に読んでおく（２時間程度）
【復習】授業内で扱った演習問題の復習をし、小テストを解
く（２時間程度）

4時間

第2回 市場の需要・供給と余剰（1）
・消費者行動
・需要曲線
・消費者余剰

【予習】Learning Portalに事前にアップロードされた講義資
料を事前に読んでおく（２時間程度）
【復習】授業内で扱った演習問題の復習をし、小テストを解
く（２時間程度）

4時間

第3回 市場の需要・供給と余剰（２）
・生産者行動
・供給曲線
・生産者余剰
・総余剰

【予習】Learning Portalに事前にアップロードされた講義資
料を事前に読んでおく（２時間程度）
【復習】授業内で扱った演習問題の復習をし、小テストを解
く（２時間程度）

4時間

第4回 市場の需要・供給と余剰（３）
・市場均衡の効率性
・価格規制

【予習】Learning Portalに事前にアップロードされた講義資
料を事前に読んでおく（２時間程度）
【復習】授業内で扱った演習問題の復習をし、小テストを解
く（２時間程度）

4時間

第5回 税金（１）
・消費者への課税
・生産者への課税
・租税帰着

【予習】Learning Portalに事前にアップロードされた講義資
料を事前に読んでおく（２時間程度）
【復習】授業内で扱った演習問題の復習をし、小テストを解
く（２時間程度）

4時間
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第6回 税金（２）
・貿易による余剰の変化
・関税

【予習】Learning Portalに事前にアップロードされた講義資
料を事前に読んでおく（２時間程度）
【復習】授業内で扱った演習問題の復習をし、小テストを解
く（２時間程度）

4時間

第7回 外部性（1）
・外部性に伴う市場の効率性の損失

【予習】Learning Portalに事前にアップロードされた講義資
料を事前に読んでおく（２時間程度）
【復習】授業内で扱った演習問題の復習をし、小テストを解
く（２時間程度）

4時間

第8回 外部性（2）
・課税による負の外部性の解決

【予習】Learning Portalに事前にアップロードされた講義資
料を事前に読んでおく（２時間程度）
【復習】授業内で扱った演習問題の復習をし、小テストを解
く（２時間程度）

4時間

第9回 公共財（1）
・公共財の役割と問題点

【予習】Learning Portalに事前にアップロードされた講義資
料を事前に読んでおく（２時間程度）
【復習】授業内で扱った演習問題の復習をし、小テストを解
く（２時間程度）

4時間

第10回 公共財（2）
・公益事業に対する規制と競争政策

【予習】Learning Portalに事前にアップロードされた講義資
料を事前に読んでおく（２時間程度）
【復習】授業内で扱った演習問題の復習をし、小テストを解
く（２時間程度）

4時間

第11回 IS-LMモデルの基礎（１）
・財市場とIS曲線

【予習】Learning Portalに事前にアップロードされた講義資
料を事前に読んでおく（２時間程度）
【復習】授業内で扱った演習問題の復習をし、小テストを解
く（２時間程度）

4時間

第12回 IS-LMモデルの基礎（２）
・貨幣市場とLM曲線
・IS-LMモデルおける均衡

【予習】Learning Portalに事前にアップロードされた講義資
料を事前に読んでおく（２時間程度）
【復習】授業内で扱った演習問題の復習をし、小テストを解
く（２時間程度）

4時間

第13回 短期マクロ経済政策（１）
・財政政策がIS曲線に与える影響とその帰結
・金融政策がLM曲線に与える影響とその帰結

【予習】Learning Portalに事前にアップロードされた講義資
料を事前に読んでおく（２時間程度）
【復習】授業内で扱った演習問題の復習をし、小テストを解
く（２時間程度）

4時間

第14回 短期マクロ経済政策（２）
・金融政策と財政政策の相互作用, ショックが均衡に与える影響

【予習】Learning Portalに事前にアップロードされた講義資
料を事前に読んでおく（２時間程度）
【復習】授業内で扱った演習問題の復習をし、小テストを解
く（２時間程度）

4時間

第15回 総復習 【予習】Learning Portalに事前にアップロードされた講義資
料を事前に読んでおく（２時間程度）
【復習】授業内で扱った演習問題の復習をし、小テストを解
く（２時間程度）

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経済政策論応用　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234前田　一樹

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ 実際の経済政策と経済理論

授業の目的及び概要
実際に行われている政策には様々な種類があり，その政策の背景や効果について理解することは重要です。経済政策論応用では，経済政策の背後に
ある共通した基礎的な考え方を，ミクロ経済学やマクロ経済学の基本的な知識を用いて理解したあとで，いくつかの主要な経済政策について経済学の
観点から考察します。経済政策応用を学ぶことで，経済学の視点から現実の経済で行われている政策を理解できる力を身につけることを目的としてい
ます。

学修の到達目標
さまざまな経済政策について，ミクロ経済学やマクロ経済学の基本的な知識を用いて理解する。
個別の経済政策の背景や効果について理解する。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
この科目は「ミクロ経済学Ⅰ」の単位を修得していないと履修できません。

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
課題については，授業中に解説および講評を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

配布資料は，書き込み式です。授業に出席をして，抜けている部分を埋めてください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

700

03000

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

指定しません。
配布資料を用いて授業を行います。

参考書

①セオリー＆プラクティス経済政策，柳川隆・永合位行・藤岡秀英（編），有斐閣コンパクト，2017年
②ミクロ経済学，芦谷政浩，有斐閣，2009年
③ミクロ経済学の力，神取道宏，日本評論社，2014年

なし

①9784641164994
②9784641163508
③9784535557567

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンスと授業の概要 【予習】事前にシラバスによく目を通し，経済政策について
考えてみましょう（２時間程度）
【復習】シラバスを読み直し，講義で得た知識を確認してく
ださい。（２時間程度）

4時間

第2回 日本経済の歩みと政策 【予習】「日本経済の歩みと政策」に関する配布資料を事
前に読んでおいてください。（２時間程度）
【復習】「日本経済の歩みと政策」に関する配布資料を読
み直し，講義で得た知識を確認してください。（２時間程
度）

4時間

第3回 経済政策の目的と手段 【予習】「経済政策の目的と手段」に関する配布資料を事
前に読んでおいてください。（２時間程度）
【復習】「経済政策の目的と手段」に関する配布資料を読
み直し，講義で得た知識を確認してください。（２時間程
度）

4時間

第4回 マクロ経済政策の基礎 【予習】「マクロ経済政策の基礎」に関する配布資料を事前
に読んでおいてください。（２時間程度）
【復習】「マクロ経済政策の基礎」に関する配布資料を読み
直し，講義で得た知識を確認してください。（２時間程度）

4時間

第5回 ミクロ経済政策の基礎 【予習】「ミクロ経済政策の基礎」に関する配布資料を事前
に読んでおいてください。（２時間程度）
【復習】「ミクロ経済政策の基礎」に関する配布資料を読み
直し，講義で得た知識を確認してください。（２時間程度）

4時間
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第6回 個別の政策：産業政策１ 【予習】「個別の政策：産業政策」に関する配布資料を事前
に読んでおいてください。（２時間程度）
【復習】「個別の政策：産業政策」に関する配布資料を読み
直し，講義で得た知識を確認してください。（２時間程度）

4時間

第7回 個別の政策：産業政策２ 【予習】「個別の政策：産業政策」に関する配布資料を事前
に読んでおいてください。（２時間程度）
【復習】「個別の政策：産業政策」に関する配布資料を読み
直し，講義で得た知識を確認してください。（２時間程度）

4時間

第8回 個別の政策：農業政策１ 【予習】「個別の政策：農業政策」に関する配布資料を事前
に読んでおいてください。（２時間程度）
【復習】「個別の政策：農業政策」に関する配布資料を読み
直し，講義で得た知識を確認してください。（２時間程度）

4時間

第9回 個別の政策：農業政策２ 【予習】「個別の政策：農業政策」に関する配布資料を事前
に読んでおいてください。（２時間程度）
【復習】「個別の政策：農業政策」に関する配布資料を読み
直し，講義で得た知識を確認してください。（２時間程度）

4時間

第10回 個別の政策：環境政策１ 【予習】「個別の政策：環境政策」に関する配布資料を事前
に読んでおいてください。（２時間程度）
【復習】「個別の政策：環境政策」に関する配布資料を読み
直し，講義で得た知識を確認してください。（２時間程度）

4時間

第11回 個別の政策：環境政策２ 【予習】「個別の政策：環境政策」に関する配布資料を事前
に読んでおいてください。（２時間程度）
【復習】「個別の政策：環境政策」に関する配布資料を読み
直し，講義で得た知識を確認してください。（２時間程度）

4時間

第12回 個別の政策：労働政策１ 【予習】「個別の政策：労働政策」に関する配布資料を事前
に読んでおいてください。（２時間程度）
【復習】「個別の政策：労働政策」に関する配布資料を読み
直し，講義で得た知識を確認してください。（２時間程度）

4時間

第13回 個別の政策：労働政策２ 【予習】「個別の政策：労働政策」に関する配布資料を事前
に読んでおいてください。（２時間程度）
【復習】「個別の政策：労働政策」に関する配布資料を読み
直し，講義で得た知識を確認してください。（２時間程度）

4時間

第14回 個別の政策：社会保障政策 【予習】「個別の政策：社会保障政策」に関する配布資料を
事前に読んでおいてください。（２時間程度）
【復習】「個別の政策：社会保障政策」に関する配布資料を
読み直し，講義で得た知識を確認してください。（２時間程
度）

4時間

第15回 まとめ 【予習】これまでの授業回の配布資料を事前に読んでおい
てください。（４時間程度）
【復習】これまでの授業回の配布資料を読み直し，講義で
得た知識を総復習してください。（４時間程度）

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 産業組織論（独占）　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234伊勢　公人

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ 産業組織論入門

授業の目的及び概要
この授業では、産業組織論の入門的内容について学修します。まず基本的なミクロ経済学の内容（完全競争市場）について復習します。次に、不完全
競争市場構造（独占市場や寡占市場）がどのような企業行動を引き起こし、また企業行動がどのように市場構造に影響を与えるか、さらに、その結果と
して資源配分や社会厚生はどうなるのかについて学修します。これらの授業を通じて、公務員や中学校・高等学校の教員にとって必要な産業組織論に
ついての入門的な知識を修得します。

「実学としての経済学」との関連
　この授業を受講することにより、産業組織論の視点から、現実の経済現象を理解できる力を身につけることを目的としています。

学修の到達目標
この科目の到達目標は、以下の通り設定しています。
（１）ミクロ経済学を基礎として、独占市場における企業行動やその結果としての資源配分や社会厚生について説明することができる。
（２）上記の内容について計算し、グラフに表現することができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
この科目は「ミクロ経済学Ⅰ」の単位を修得していないと履修できません。

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
課題については、授業中に解説及び講評を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

本科目の担当教員は、1987年から民間企業に34年間勤務しており、欧州事務所の副所長を務めた経験を有している。また、経済産業省の受託研究の
プロジェクトリーダーを始め、多くの調査プロジェクトを担ってきた。本科目では、これらの経験を生かした授業を行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

この科目では、履修登録確定後に座席指定を行います。参考書や配布資料を利用して予習・復習を行ってください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

500

003020

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストは使用せず、配付資料に基づいて授業を行います。

参考書

なし
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス：授業の概要や到達目標等 【予習】シラバスとガイダンス資料を事前に読んでおいてく
ださい（1時間程度）。
【復習】シラバスとガイダンス資料を読み直し、確認してくだ
さい（1時間程度）。

2時間

第2回 ミクロ経済学の復習１ 【予習】参考資料などで無差別曲線、需要曲線について復
習しておいてください（2時間程度）。
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい（2時間程度）。

4時間

第3回 ミクロ経済学の復習2 【予習】生産者の行動（供給曲線、利潤最大化行動等）に
関する配布資料を事前に読んでおいてください（2時間程
度）。
【復習】生産者の行動（供給曲線、利潤最大化行動等）に
関する配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい（2時間程度）。

4時間

第4回 ミクロ経済学の復習3 【予習】「競争均衡の効率性」に関する配布資料を事前に
読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】「競争均衡の効率性」に関する配布資料を読み直
し、講義で得た知識を確認してください（2時間程度）。

4時間

第5回 独占企業(1) 【予習】「独占企業」に関する配布資料を事前に読んでおい
てください（2時間程度）。
【復習】「独占企業」に関する配布資料を読み直し、講義で
得た知識を確認してください（2時間程度）。

4時間
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第6回 独占企業（2） 【予習】「独占企業」に関する配布資料を事前に読んでおい
てください（2時間程度）。
【復習】「独占企業」に関する配布資料を読み直し、講義で
得た知識を確認してください（2時間程度）。

4時間

第7回 独占企業（3） 【予習】「自然独占」に関する配布資料を事前に読んでおい
てください（2時間程度）。
【復習】「自然独占」に関する配布資料を読み直し、講義で
得た知識を確認してください（2時間程度）。

4時間

第8回 独占企業（4） 【予習】「自然独占」に関する配布資料を事前に読んでおい
てください（2時間程度）。
【復習】「自然独占」に関する配布資料を読み直し、講義で
得た知識を確認してください（2時間程度）。

4時間

第9回 独占的競争（1） 【予習】「独占的競争」に関する配布資料を事前に読んで
おいてください（2時間程度）。
【復習】「独占的競争」に関する配布資料を読み直し、講義
で得た知識を確認してください（2時間程度）。

4時間

第10回 独占的競争（2） 【予習】「独占的競争」に関する配布資料を事前に読んで
おいてください（2時間程度）。
【復習】「独占的競争」に関する配布資料を読み直し、講義
で得た知識を確認してください（2時間程度）。

4時間

第11回 価格差別（1） 【予習】「価格差別」に関する配布資料を事前に読んでおい
てください（2時間程度）。
【復習】「価格差別」に関する配布資料を読み直し、講義で
得た知識を確認してください（2時間程度）。

4時間

第12回 価格差別（2） 【予習】「価格差別」に関する配布資料を事前に読んでおい
てください（2時間程度）。
【復習】「価格差別」に関する配布資料を読み直し、講義で
得た知識を確認してください（2時間程度）。

4時間

第13回 コンテスタブル市場（1） 【予習】「コンテスタブル市場」に関する配布資料を事前に
読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】「コンテスタブル市場」に関する配布資料を読み直
し、講義で得た知識を確認してください（2時間程度）。

4時間

第14回 コンテスタブル市場（2） 【予習】「コンテスタブル市場」に関する配布資料を事前に
読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】「コンテスタブル市場」に関する配布資料を読み直
し、講義で得た知識を確認してください（2時間程度）。

4時間

第15回 授業全体の総括 【予習】これまでの授業回の配布資料を事前に読んでおい
てください（3時間程度）。
【復習】これまでの授業回の配布資料を読み直し、総復習
してください（3時間程度）。

6時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 産業組織論（寡占と競争）　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234伊勢　公人

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ 寡占市場における企業の行動理論

授業の目的及び概要
産業組織論は企業の競争に関連する行動や，競争の中で生じる社会的な問題に対する規制を分析する学問分野です。このため本講義では，競争的な
状況に直面する企業の行動を議論の主要な対象とします。
本講義では企業間の戦略的な駆け引きを扱いますので，本講義を通じて得られた知識は，卒業後に企業の一員として意思決定を行う場合や，消費者と
して企業の思惑を見抜く場合などに活用できます。すなわち，本科目を通じて得られる知識は，企業の行動を理解して実践に活かすことにつながり，
「実学としての経済学」の修得に関連します。

学修の到達目標
寡占市場において企業が直面しうる状況を知り，合理的な意思決定の結果どのような選択が行われるのか考察できるようになることを目標とします。こ
の表現方法として，数式やグラフによって理論を説明することが望ましいです。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
この科目は「ミクロ経済学Ⅰ」の単位を修得していないと履修できません。

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
提出課題に対するコメントを，授業の冒頭等の時間を用いて適宜行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

本科目の担当教員は、1987年から民間企業に34年間勤務しており、欧州事務所の副所長を務めた経験を有している。また、経済産業省の受託研究の
プロジェクトリーダーを始め、多くの調査プロジェクトを担ってきた。本科目では、これらの経験を生かした授業を行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

この科目では，履修登録確定後に座席指定を行います。
産業組織論を学ぶと，企業の”思惑”が見えてきます。
企業が意思決定を行う指標は利潤の最大化であっても，利潤追求の方法を論理的に理解するためには，数理モデルに基づく議論が役立ちます。
本科目ではミクロ経済学や初歩的な数学を用いた議論を行いますが，これらの小難しい理論を学ぶと論理的思考力が高まり，卒業後の人生にも大いに
役立ちます。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

500

003020

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストは使用しません。
必要な資料等は授業中に配付します。

参考書

小田切宏之(2019)，『産業組織論』，ISBN978-4-641-16553-3，有斐閣。
小田切宏之(2017)，『競争政策論 第2版』，ISBN978-4-535-55882-3，日本評論社。
神取道宏(2014)，『ミクロ経済学の力』，ISBN978-4-535-55756-7，日本評論社。

なし
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス ・シラバスの確認 1時間

第2回 数学の復習 ・授業での配布資料に基づく復習（2時間程度）
・高校までの参考書等を用いた計算練習（2時間程度）

4時間

第3回 独占市場における企業行動の復習 ・授業での配布資料に基づく復習（2時間程度）
・参考書等で独占に関する理論を扱う章を読む（2時間程
度）

4時間

第4回 価格差別戦略 ・授業での配布資料に基づく復習（2時間程度）
・価格差別の具体例を考える（2時間程度）

4時間

第5回 戦略形ゲームとナッシュ均衡 ・授業での配布資料に基づく復習（2時間程度）
・身近な例をゲームで表す練習（2時間程度）

4時間

第6回 戦略型ゲームの応用 ・授業での配布資料に基づく復習（2時間程度）
・ゲーム理論の教科書等を用いたナッシュ均衡を求める練
習（2時間程度）

4時間

第7回 クールノーモデル ・授業での配布資料に基づく復習（4時間程度）
特にクールノーモデルにおける利得計算を自分の手で計
算してみてください。

4時間

第8回 カルテル・談合 ・授業での配布資料に基づく復習（2時間程度）
・カルテル・談合の具体例について，新聞記事等を調べて
授業で紹介した以外の具体例を探す（2時間程度）

4時間
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第9回 ベルトランモデル ・授業での配布資料に基づく復習（4時間程度）
理論的に理解することが大変な部分なので，十分に時間
をかけて復習してください。

4時間

第10回 数量競争と価格競争 ・授業での配布資料に基づく復習（2時間程度）
・クールノーモデルとベルトランモデルの違いを説明できる
ようになる（2時間程度）

4時間

第11回 ホテリングモデル ・授業での配布資料に基づく復習（2時間程度）
・ホテリングモデルで説明できる具体例を考える（2時間程
度）

4時間

第12回 展開形ゲームの定義 ・授業での配布資料に基づく復習（2時間程度）
・身近な現象を展開形ゲームで表す練習（2時間程度）

4時間

第13回 部分ゲーム完全均衡 ・授業での配布資料に基づく復習（2時間程度）
・ゲーム理論の教科書等を用いて，部分ゲーム完全均衡
を求める練習（2時間程度）

4時間

第14回 シュタッケルベルクモデル ・授業資料に基づく復習（2時間程度）
・期末試験に備えた総復習（3時間程度）

5時間

第15回 企業の様々な戦略的行動，総復習 ・期末試験に向けた総復習 6時間

－114－



実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 環境経済論　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234前鶴　政和

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G3

経済学部専門教育科目

テーマ 環境経済学の基礎理論

授業の目的及び概要
この授業は、大気汚染や地球温暖化など、日本や世界が直面する環境問題の原因について、経済学的アプローチから理解し、解決策を考えることを目
的とします。
　この授業では、様々な環境問題を対象とし、環境問題の原因や解決策について、環境経済学の基礎理論を用いて説明します。また、企業に就職する
際に必要となる、企業の環境配慮経営についても説明します。
　この授業は、経済理論コース、国際経済コース、都市経済コースを選択した学生に求められる環境問題と経済活動の関わりを理解する知識・能力を
修得するための科目です。

「実学としての経済学」との関係：
　この授業を受講することにより、環境経済学の視点から、環境問題に関わる現実の経済現象を理解できる力を身につけることを目的とします。

学修の到達目標
①環境問題とは何か、そして環境問題はどのようにして生じるのかについて、経済学の視点から説明できる。
②将来の環境問題解決のために経済活動の中でどのような環境保護の取組が必要かを説明できる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
課題については、授業中に講評、解説を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

この授業の内容を理解するために、「ミクロ経済学Ⅰ」の履修を推奨します。
授業に積極的に参加し、配布資料と参考書を用いながら予習と復習を行い、環境問題に関する新聞記事についても日頃から目を通しておいてくださ
い。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

500

020030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストは指定しません。配布資料を用いて講義を行います。

参考書

①環境経済学の第一歩，大沼あゆみ・柘植隆宏，有斐閣，2021年
②環境経済学をつかむ〔第4版〕，栗山浩一・馬奈木俊介，有斐閣，2020年
　その他の参考書については講義の中で適宜紹介します。

なし

①978-4-641-15089-8
②978-4-641-17729-1

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 授業の進め方、成績評価等について、ガイダンスを行います。 【予習】シラバスとガイダンスの配布資料を事前に読んで
おいてください。（1時間程度）
【復習】シラバスとガイダンスの配布資料の内容を読み直
し、復習しておいてください。（1時間程度）

2時間

第2回 「経済と環境」について説明します。 【予習】「経済と環境」に関する配布資料及び参考書①
（pp.1-9）を事前に読んでおいてください。（2時間程度）
【復習】「経済と環境」に関する配布資料及び参考書①
（pp.1-9）を読み直し、復習しておいてください。（2時間程
度）

4時間

第3回 「環境経済学の視点と分析方法」について説明します。 【予習】「環境経済学の視点と分析方法」に関する配布資
料および参考書①（pp.9-18）を事前に読んでおいてくださ
い。（2時間程度）
【復習】「環境経済学の視点と分析方法」に関する配布資
料および参考書①（pp.9-18）を読み直し、復習しておいてく
ださい。（2時間程度）

4時間
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第4回 「外部効果とは何か」及び「なぜ市場に任せると失敗するのか？」につ
いて説明します。

【予習】「外部効果とは何か」及び「なぜ市場に任せると失
敗するのか？」に関する配布資料及び参考書①（pp.23-
28）を事前に読んでおいてください。（2時間程度）
【復習】「外部効果とは何か」及び「なぜ市場に任せると失
敗するのか？」に関する配布資料及び参考書①（pp.23-
28）を読み直し、復習しておいてください。（2時間程度）

4時間

第5回 「社会的最適を実現する方法」について説明します。 【予習】「社会的最適を実現する方法」に関する配布資料
および参考書①（pp.28-35）を事前に読んでおいてくださ
い。（2時間程度）
【復習】「社会的最適を実現する方法」に関する配布資料
および参考書①（pp.28-35）を読み直し、復習しておいてく
ださい。（2時間程度）

4時間

第6回 引き続き、「社会的最適を実現する方法」について説明します。 【予習】「社会的最適を実現する方法」に関する配布資料
および参考書①（pp.28-35）を事前に読んでおいてくださ
い。（2時間程度）
【復習】「社会的最適を実現する方法」に関する配布資料
および参考書①（pp.28-35）を読み直し、復習しておいてく
ださい。（2時間程度）

4時間

第7回 「大気汚染の現状」について説明します。 【予習】「大気汚染の現状」に関する配布資料及び参考書
①（pp.38-41）を事前に読んでおいてください。（2時間程
度）
【復習】「大気汚染の現状」に関する配布資料及び参考書
①（pp.38-41）を読み直し、復習しておいてください。（2時間
程度）

4時間

第8回 「汚染の経済分析」について説明します。 【予習】「汚染の経済分析」に関する配布資料および参考
書①（pp.41-55）を事前に読んでおいてください。（2時間程
度）
【復習】「汚染の経済分析」に関する配布資料および参考
書①（pp.41-55）を読み直し、復習しておいてください。（2時
間程度）

4時間

第9回 引き続き、「汚染の経済分析」について説明します。 【予習】「汚染の経済分析」に関する配布資料および参考
書①（pp.41-55）を事前に読んでおいてください。（2時間程
度）
【復習】「汚染の経済分析」に関する配布資料および参考
書①（pp.41-55）を読み直し、復習しておいてください。（2時
間程度）

4時間

第10回 「地球温暖化の現状と歩み」について説明します。 【予習】「地球温暖化の現状と歩み」に関する配布資料及
び参考書①（pp.64-68）を事前に読んでおいてください。（2
時間程度）
【復習】「地球温暖化の現状と歩み」に関する配布資料及
び参考書①（pp.64-68）を読み直し、復習しておいてくださ
い。（2時間程度）

4時間

第11回 「排出量取引の経済分析」について説明します。 【予習】「排出量取引の経済分析」に関する配布資料およ
び参考書①（pp.68-71）を事前に読んでおいてください。（2
時間程度）
【復習】「排出量取引の経済分析」に関する配布資料およ
び参考書①（pp.68-71）を読み直し、復習しておいてくださ
い。（2時間程度）

4時間

第12回 「地球温暖化に関する制度と政策」について説明します。 【予習】「地球温暖化に関する制度と政策」に関する配布資
料および参考書①（pp.72-78）を事前に読んでおいてくださ
い。（2時間程度）
【復習】「地球温暖化に関する制度と政策」に関する配布資
料および参考書①（pp.72-78）を読み直し、復習しておいて
ください。（2時間程度）

4時間

第13回 「企業の環境配慮経営」について説明します。 【予習】「企業の環境配慮経営」に関する配布資料および
参考書①（pp.190-195）を事前に読んでおいてください。（2
時間程度）
【復習】「企業の環境配慮経営」に関する配布資料および
参考書①（pp.190-195）を読み直し、復習しておいてくださ
い。（2時間程度）

4時間

第14回 「環境配慮型製品の需要と供給」について説明します。 【予習】「環境配慮型製品の需要と供給」に関する配布資
料および参考書①（pp.196-205）を事前に読んでおいてく
ださい。（2時間程度）
【復習】「環境配慮型製品の需要と供給」に関する配布資
料および参考書①（pp.196-205）を読み直し、復習しておい
てください。（2時間程度）

4時間

第15回 授業全体の総括を行います。 【予習】これまでの配布資料を事前に読んでおいてくださ
い。（3時間程度）
【復習】これまでの配布資料を読み直し、授業で学修した
内容を総復習してください。（3時間以上）

6時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 環境経済論　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234前鶴　政和

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G3

経済学部専門教育科目

テーマ 環境経済学の基礎理論

授業の目的及び概要
この授業は、大気汚染や地球温暖化など、日本や世界が直面する環境問題の原因について、経済学的アプローチから理解し、解決策を考えることを目
的とします。
　この授業では、様々な環境問題を対象とし、環境問題の原因や解決策について、環境経済学の基礎理論を用いて説明します。また、企業に就職する
際に必要となる、企業の環境配慮経営についても説明します。
　この授業は、経済理論コース、国際経済コース、都市経済コースを選択した学生に求められる環境問題と経済活動の関わりを理解する知識・能力を
修得するための科目です。

「実学としての経済学」との関係：
　この授業を受講することにより、環境経済学の視点から、環境問題に関わる現実の経済現象を理解できる力を身につけることを目的とします。

学修の到達目標
①環境問題とは何か、そして環境問題はどのようにして生じるのかについて、経済学の視点から説明できる。
②将来の環境問題解決のために経済活動の中でどのような環境保護の取組が必要かを説明できる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
課題については、授業中に講評、解説を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

この授業の内容を理解するために、「ミクロ経済学Ⅰ」の履修を推奨します。
授業に積極的に参加し、配布資料と参考書を用いながら予習と復習を行い、環境問題に関する新聞記事についても日頃から目を通しておいてくださ
い。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

500

020030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストは指定しません。配布資料を用いて講義を行います。

参考書

①環境経済学の第一歩，大沼あゆみ・柘植隆宏，有斐閣，2021年
②環境経済学をつかむ〔第4版〕，栗山浩一・馬奈木俊介，有斐閣，2020年
　その他の参考書については講義の中で適宜紹介します。

なし

①978-4-641-15089-8
②978-4-641-17729-1

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 授業の進め方、成績評価等について、ガイダンスを行います。 【予習】シラバスとガイダンスの配布資料を事前に読んで
おいてください。（1時間程度）
【復習】シラバスとガイダンスの配布資料の内容を読み直
し、復習しておいてください。（1時間程度）

2時間

第2回 「経済と環境」について説明します。 【予習】「経済と環境」に関する配布資料及び参考書①
（pp.1-9）を事前に読んでおいてください。（2時間程度）
【復習】「経済と環境」に関する配布資料及び参考書①
（pp.1-9）を読み直し、復習しておいてください。（2時間程
度）

4時間

第3回 「環境経済学の視点と分析方法」について説明します。 【予習】「環境経済学の視点と分析方法」に関する配布資
料および参考書①（pp.9-18）を事前に読んでおいてくださ
い。（2時間程度）
【復習】「環境経済学の視点と分析方法」に関する配布資
料および参考書①（pp.9-18）を読み直し、復習しておいてく
ださい。（2時間程度）

4時間
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第4回 「外部効果とは何か」及び「なぜ市場に任せると失敗するのか？」につ
いて説明します。

【予習】「外部効果とは何か」及び「なぜ市場に任せると失
敗するのか？」に関する配布資料及び参考書①（pp.23-
28）を事前に読んでおいてください。（2時間程度）
【復習】「外部効果とは何か」及び「なぜ市場に任せると失
敗するのか？」に関する配布資料及び参考書①（pp.23-
28）を読み直し、復習しておいてください。（2時間程度）

4時間

第5回 「社会的最適を実現する方法」について説明します。 【予習】「社会的最適を実現する方法」に関する配布資料
および参考書①（pp.28-35）を事前に読んでおいてくださ
い。（2時間程度）
【復習】「社会的最適を実現する方法」に関する配布資料
および参考書①（pp.28-35）を読み直し、復習しておいてく
ださい。（2時間程度）

4時間

第6回 引き続き、「社会的最適を実現する方法」について説明します。 【予習】「社会的最適を実現する方法」に関する配布資料
および参考書①（pp.28-35）を事前に読んでおいてくださ
い。（2時間程度）
【復習】「社会的最適を実現する方法」に関する配布資料
および参考書①（pp.28-35）を読み直し、復習しておいてく
ださい。（2時間程度）

4時間

第7回 「大気汚染の現状」について説明します。 【予習】「大気汚染の現状」に関する配布資料及び参考書
①（pp.38-41）を事前に読んでおいてください。（2時間程
度）
【復習】「大気汚染の現状」に関する配布資料及び参考書
①（pp.38-41）を読み直し、復習しておいてください。（2時間
程度）

4時間

第8回 「汚染の経済分析」について説明します。 【予習】「汚染の経済分析」に関する配布資料および参考
書①（pp.41-55）を事前に読んでおいてください。（2時間程
度）
【復習】「汚染の経済分析」に関する配布資料および参考
書①（pp.41-55）を読み直し、復習しておいてください。（2時
間程度）

4時間

第9回 引き続き、「汚染の経済分析」について説明します。 【予習】「汚染の経済分析」に関する配布資料および参考
書①（pp.41-55）を事前に読んでおいてください。（2時間程
度）
【復習】「汚染の経済分析」に関する配布資料および参考
書①（pp.41-55）を読み直し、復習しておいてください。（2時
間程度）

4時間

第10回 「地球温暖化の現状と歩み」について説明します。 【予習】「地球温暖化の現状と歩み」に関する配布資料及
び参考書①（pp.64-68）を事前に読んでおいてください。（2
時間程度）
【復習】「地球温暖化の現状と歩み」に関する配布資料及
び参考書①（pp.64-68）を読み直し、復習しておいてくださ
い。（2時間程度）

4時間

第11回 「排出量取引の経済分析」について説明します。 【予習】「排出量取引の経済分析」に関する配布資料およ
び参考書①（pp.68-71）を事前に読んでおいてください。（2
時間程度）
【復習】「排出量取引の経済分析」に関する配布資料およ
び参考書①（pp.68-71）を読み直し、復習しておいてくださ
い。（2時間程度）

4時間

第12回 「地球温暖化に関する制度と政策」について説明します。 【予習】「地球温暖化に関する制度と政策」に関する配布資
料および参考書①（pp.72-78）を事前に読んでおいてくださ
い。（2時間程度）
【復習】「地球温暖化に関する制度と政策」に関する配布資
料および参考書①（pp.72-78）を読み直し、復習しておいて
ください。（2時間程度）

4時間

第13回 「企業の環境配慮経営」について説明します。 【予習】「企業の環境配慮経営」に関する配布資料および
参考書①（pp.190-195）を事前に読んでおいてください。（2
時間程度）
【復習】「企業の環境配慮経営」に関する配布資料および
参考書①（pp.190-195）を読み直し、復習しておいてくださ
い。（2時間程度）

4時間

第14回 「環境配慮型製品の需要と供給」について説明します。 【予習】「環境配慮型製品の需要と供給」に関する配布資
料および参考書①（pp.196-205）を事前に読んでおいてく
ださい。（2時間程度）
【復習】「環境配慮型製品の需要と供給」に関する配布資
料および参考書①（pp.196-205）を読み直し、復習しておい
てください。（2時間程度）

4時間

第15回 授業全体の総括を行います。 【予習】これまでの配布資料を事前に読んでおいてくださ
い。（3時間程度）
【復習】これまでの配布資料を読み直し、授業で学修した
内容を総復習してください。（3時間以上）

6時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 環境経済学（政策）　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234伊勢　公人

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G3

経済学部専門教育科目

テーマ 環境政策とその経済学的解釈

授業の目的及び概要
本講義では、近年とくに注目されている、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーをめぐる課題、温暖化政策の一環として導入が進められて
いる排出量取引や環境税、我々の身近で起きている廃棄物の問題などを取り上げます。各問題について、それぞれ最新の現状分析に基づき、問題の
所在を明確にし、環境経済学的な分析手法を提示した上で、問題解決に必要な様々な政策手段や計画ならびに先進事例を紹介します。加えて、エネル
ギーと環境の問題を分析するのに欠かせないエネルギー・バランス表の読み方や、環境価値を評価する手法としてのCVM（仮想評価法）ならびにコン
ジョイント分析などについて講義を行っていきます。

「実学としての経済学」との関係
この授業を受講することにより、経済指標にも影響を与える環境問題、環境政策を分析できる力を身につけることを目的としています。

学修の到達目標
環境経済学の分析手法を身に付けて、環境政策を分析できる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
課題については、授業中に解説及び講評を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

本科目の担当教員は、1987年から民間企業に34年間勤務しており、欧州事務所の副所長を務めた経験を有している。また、経済産業省の受託研究の
プロジェクトリーダーを始め、多くの調査プロジェクトを担ってきた。本科目では、これらの経験を生かした授業を行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

この科目では、履修登録確定後に座席指定を行います。
本講義の一部では、環境問題・環境政策を経済学的に解釈する内容を含んでいるため、初級のミクロ経済学の知識があることが望ましいですが、本講
義を理解するのに必要なことはすべて講義中に解説します。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

500

003020

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストは使用せず、毎回、講義資料を配布します。

参考書

なし
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 イントロダクション：環境経済学（政策）で何を学ぶかを説明します。 【予習】シラバスと講義資料に目を通して、環境問題・環境
政策を経済学の観点から分析する意義について考えてみ
ましょう。
【復習】講義資料に基づき、環境と経済との関係について
復習してください。

4時間

第2回 市場メカニズムと環境問題：環境問題を経済学的に分析するために必
要となるミクロ経済学の基礎について説明します。

【予習】講義資料に基づき、需要曲線、供給曲線、消費者
余剰、生産者余剰の考え方を確認しておいてください。
【復習】講義資料に基づき、需要曲線、供給曲線、消費者
余剰、生産者余剰の考え方を復習してください。

4時間

第3回 外部性と市場の失敗：環境問題がなぜ発生し、解決が難しいのかを説
明します。

【予習】講義資料に基づき、完全競争市場について確認し
ておいてください。
【復習】講義資料の基づき、市場の失敗、共有資源、公共
財について復習してください。

4時間

第4回 環境問題の変遷：環境問題の歴史を振り返り、なぜ経済的手法が必要
になったかを説明します。

【予習】講義資料に基づき、我が国の公害の歴史ついて確
認しておいてください。
【復習】講義資料に基づき、なぜ経済的手法が必要になっ
ているのかを復習してください。

4時間

第5回 環境政策の原則と手法：環境政策の原則、手法とその組み合わせにつ
いて解説します。

【予習】講義資料に基づき、環境政策の原則について確認
しておいてください。
【復習】講義資料に基づき、環境政策の手法とその組み合
わせについて復習してください。

4時間
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第6回 環境政策の経済学的解釈、政策の組み合わせ：複数の政策手段の組
み合わせ（ポリシー・ミックス）が必要な事例とその理由を解説します。

【予習】講義資料に基づき、環境政策の経済学的解釈につ
いて確認しておいてください。
【復習】講義資料に基づき、政策手段の組み合わせ（ポリ
シー・ミックス）が必要な事例とその理由について復習して
ください。

4時間

第7回 気候変動政策：気候変動政策の変遷を解説します。 【予習】講義資料に基づき、地球温暖化の将来予測と地球
温暖化に対する科学的見解について確認しておいてくださ
い。
【復習】地球温暖化防止の国際的枠組みについて復習し
てください。

4時間

第8回 環境規制と技術進歩：技術革新を促すインセンティブついて説明する。 【予習】講義資料に目を通した上で、省エネ性能が高い電
化製品を購入すれば電気代が節約できるのに、なぜ買い
替えが進まないのかを考えてみましょう。
【復習】講義資料に基づき、技術革新を進めるのに環境政
策と技術政策の組み合わせが必要となる理由を再確認し
てください。

4時間

第9回 エネルギー概論：エネルギーの単位など基礎的な内容を解説した後、
エネルギー・データの読み方について解説します。

【予習】講義資料に基づき、エネルギーの定義と分類を確
認しておいてください。
【復習】講義資料に基づき、エネルギー・データの読み方に
ついて復習してください。

4時間

第10回 多様なエネルギーとその特徴：各種のエネルギーの特徴について説明
します。

【予習】前回の講義資料に基づき、各種のエネルギーの特
徴を復習しておいてください。
【復習】今回の講義資料に基づき、各種のエネルギーには
それぞれ長所と短所があることを再確認してください。

4時間

第11回 エネルギー政策の理論：エネルギー政策の枠組みについて説明しま
す。

【予習】講義資料に基づき、エネルギー政策の基礎概念を
確認しておいてください。
【復習】講義資料に基づき、エネルギー政策の枠組みにつ
いて復習してください。

4時間

第12回 廃棄物政策：廃棄物のリサイクル、ごみの有料化について解説します。 【予習】講義資料に目を通した上で、自分の住んでいる市
町村のごみの集め方、ごみ収集の有料化の有無について
確認しておきましょう。
【復習】講義資料に基づき、ごみの排出抑制政策について
復習してください。

4時間

第13回 環境の価値評価：環境の価値とはどのようなもので、どのように評価す
るのかを説明します。

【予習】講義資料に基づき、環境の価値とは何かを確認し
ておいてください。
【復習】講義資料に基づき、環境評価手法について復習し
てください。

4時間

第14回 費用便益分析と環境問題：費用便益分析の理論と費用便益分析の具
体的な適用例について説明します。

【予習】講義資料に基づき、割引率とは何かを確認してお
いてください。
【復習】講義資料に基づき、費用便益分析の考え方とその
意義について復習してください。

4時間

第15回 講義のまとめ：本講義を総括します。 【予習】これまでの講義資料を復習し、分からない点をまと
めておいてください。
【復習】これまでの講義資料を総復習し、定期試験に向け
た準備をしてください。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 農業経済論　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234金子　治平

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ 主に日本を対象として食料問題と農業問題を考える．

授業の目的及び概要
この授業は，主に日本を対象として食料問題と農業問題を理解してもらう目的でおこないます．この授業を受講することにより，ほかの財や産業と比較
した農業や食料の特質，途上国の現状とも通じる日本農業の明治期以降の農業の発展過程，現在の日本における食料や農業が抱える諸問題につい
ての基本的な知識を身につけます．

学修の到達目標
食料と農業に関する経済をベースとした専門知識を修得し，主として日本を中心とする現代の食料や農業問題を考察・検討する能力を身につけることを
目標とする．

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
質問を受け付けて，翌週の授業で説明します．

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

食料や農業の現状の課題を他産業と比較しながら理解し，経済とどのように関連しているか，に興味を持ってもらいたいと思います．

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

400

00600

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

使用しません．
資料は，授業支援システム「Learning Portal」にアップロードします．

参考書

農林水産省やFAOのWebページなどのほか，配布した資料に適宜，記載します．

なし
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 初回のガイダンス
ペティ＝クラークの法則とエンゲルの法則

事前学習として，授業支援システム「Learning Portal」に
アップロードした資料に目を通しておいてください．
事後学習として，各自の講義ノートと資料を確認して，理
解した点や疑問点などを整理しておいてください．

4時間

第2回 農業の生産過程の特徴
　　工業との比較

事前学習として，授業支援システム「Learning Portal」に
アップロードした資料に目を通しておいてください．
事後学習として，各自の講義ノートと資料を確認して，理
解した点や疑問点などを整理しておいてください．

4時間

第3回 消費者余剰・生産者余剰と，自由貿易 事前学習として，授業支援システム「Learning Portal」に
アップロードした資料に目を通しておいてください．
事後学習として，各自の講義ノートと資料を確認して，理
解した点や疑問点などを整理しておいてください．

4時間

第4回 消費者余剰・生産者余剰と，関税や輸入割当などの農業保護 事前学習として，授業支援システム「Learning Portal」に
アップロードした資料に目を通しておいてください．
事後学習として，各自の講義ノートと資料を確認して，理
解した点や疑問点などを整理しておいてください．

4時間

第5回 農業保護の根拠の変化
食料自給率と食料自給力

事前学習として，授業支援システム「Learning Portal」に
アップロードした資料に目を通しておいてください．
事後学習として，各自の講義ノートと資料を確認して，理
解した点や疑問点などを整理しておいてください．

4時間

第6回 農業の多面的機能 事前学習として，授業支援システム「Learning Portal」に
アップロードした資料に目を通しておいてください．
事後学習として，各自の講義ノートと資料を確認して，理
解した点や疑問点などを整理しておいてください．

4時間
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第7回 フードマイレージ
農業と里山

事前学習として，授業支援システム「Learning Portal」に
アップロードした資料に目を通しておいてください．
事後学習として，各自の講義ノートと資料を確認して，理
解した点や疑問点などを整理しておいてください．

4時間

第8回 前半部分の振り返り 事前学習として，これまでの授業を振り返り，理解した点
や疑問点などを再度整理しておいてください．

4時間

第9回 日本の農地制度の変遷
　　江戸時代から1945年まで

事前学習として，授業支援システム「Learning Portal」に
アップロードした資料に目を通しておいてください．
事後学習として，各自の講義ノートと資料を確認して，理
解した点や疑問点などを整理しておいてください．

4時間

第10回 日本の農地制度の変遷
　　1945年から1990年代まで

事前学習として，授業支援システム「Learning Portal」に
アップロードした資料に目を通しておいてください．
事後学習として，各自の講義ノートと資料を確認して，理
解した点や疑問点などを整理しておいてください．

4時間

第11回 日本の農地制度の変遷
　　2000年代以降

事前学習として，授業支援システム「Learning Portal」に
アップロードした資料に目を通しておいてください．
事後学習として，各自の講義ノートと資料を確認して，理
解した点や疑問点などを整理しておいてください．

4時間

第12回 米価政策と流通
　　戦時体制期から1990年代まで

事前学習として，授業支援システム「Learning Portal」に
アップロードした資料に目を通しておいてください．
事後学習として，各自の講義ノートと資料を確認して，理
解した点や疑問点などを整理しておいてください．

4時間

第13回 農業経営の収支の現状 事前学習として，授業支援システム「Learning Portal」に
アップロードした資料に目を通しておいてください．
事後学習として，各自の講義ノートと資料を確認して，理
解した点や疑問点などを整理しておいてください．

4時間

第14回 食料・農業・農村基本法による農業政策の変化 事前学習として，授業支援システム「Learning Portal」に
アップロードした資料に目を通しておいてください．
事後学習として，各自の講義ノートと資料を確認して，理
解した点や疑問点などを整理しておいてください．

4時間

第15回 まとめ 理解できていない箇所を掘り下げ，よく復習しておくように
してください．

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 農業経済論　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234吉田　茂一

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ 今日の日本の食料問題と日本農業の現状について考える

授業の目的及び概要
この授業は、日本の食料と農業の現状を理解してもらう目的でおこなう。この授業を受講することにより、日本の農業についての基礎的知識を身につけ
るとともに、経済学的な視点から今の日本の農業が抱える諸問題を理解することができる。

学修の到達目標
食料と農業経済に関する専門知識を修得し、経済学的視点から考察する能力を身につけることを目標とする。

授業の方法
この科目は遠隔授業で行われます。詳細についてはLearning Portalを確認してください。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
メールにより質問を受け付けます。必要に応じて翌週の授業で説明します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

PBL（課題解決型学習）／ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

「農業」の知識を「経済学」的な理論でどのように捉えるのか、に興味を持ってもらいたいと思います。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

030

0303010

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

①農業経済学(第5版)　，荏開津典生・鈴木宣弘，岩波書店，2020年

参考書

ー

①9784000289221
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 初回ガイダンス
1.経済学と農業的世界

テキストの第1章を読んでおいてください。
復習として、配布資料を確認しておいてください。

2時間

第2回 2.経済発展と農業 テキストの第2章を読んでおいてください。
復習として、配布資料を確認しておいてください。

2時間

第3回 3.食料の需給と供給 テキストの第3章を読んでおいてください。
復習として、配布資料を確認しておいてください。

2時間

第4回 4.農業生産と土地 テキストの第4章を読んでおいてください。
復習として、配布資料を確認しておいてください。

2時間

第5回 5.農業の経営組織 テキストの第5章を読んでおいてください。
復習として、配布資料を確認しておいてください。

2時間

第6回 6.農産物の市場組織 テキストの第6章を読んでおいてください。
復習として、配布資料を確認しておいてください。

2時間

第7回 7.農産物貿易と農業保護政策 テキストの第7章を読んでおいてください。
復習として、配布資料を確認しておいてください。

2時間

第8回 前半部分の振り返り 配布資料をよく確認しておいてください。 2時間

第9回 8.世界の人口と食料 テキストの第8章を読んでおいてください。
復習として、配布資料を確認しておいてください。

2時間

第10回 9.食生活の成熟とフード・システム テキストの第9章を読んでおいてください。
復習として、配布資料を確認しておいてください。

2時間

第11回 10.農業の近代化 テキストの第10章を読んでおいてください。
復習として、配布資料を確認しておいてください。

2時間
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第12回 11.資源・環境と農業 テキストの第11章を読んでおいてください。
復習として、配布資料を確認しておいてください。

2時間

第13回 12.日本の農業と食料 テキストの第12章を読んでおいてください。
復習として、配布資料を確認しておいてください。

2時間

第14回 後半部分の振り返り 配布資料をよく確認しておいてください。 2時間

第15回 まとめ 理解できていない箇所を掘り下げ、よく復習しておくように
してください。

2時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 地域経済　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234藤原　幸則

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ 都市・地域問題と都市・地域政策

授業の目的及び概要
私たちが実際に生活している都市・地域の具体的な諸問題の原因と解決策を考えることを授業の目的とします。
授業では、都市経済学を含む広義の意味での地域経済学の基礎理論を学びつつ、地域に共通する問題、地域固有の問題や特徴を発見・理解し、問題
の解決に向けてどのような解決策が実施されているのか、その効果あるいは有効性について学修します。

学修の到達目標
地域経済学に関する基礎理論を習得するとともに、都市・地域の再生・活性化を実現させていくための国・地方自治体の制度・政策について理解する力
を身に付け、活力ある豊かな都市・地域のあり方について考えることを目指します。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
小テスト(2回実施)は、授業中に解答を示し、講評を行います。
授業中に適宜質問を受ける時間を設け、その場で回答します。質問内容に応じて、補足して説明すべきことは、翌週の授業の際に解説します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

PBL（課題解決型学習）

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

都市・地域政策に携わる公務員志望者はもとより、都市・地域をビジネスのフィールドとして仕事をしたい人や都市・地域問題に関心のある皆さんの受講
を歓迎します。
講義内容の理解を深め、知識を定着させるため、各回の講義資料を利用して復習を行ってください。授業後はできれば当日に復習を行うとともに、授業
中に気になった単語や内容について、必ず自分で調べる手間を惜しまないでください。
さらに、より深く理解したい場合は、参考書を活用して学修してください。
日ごろから、新聞、インターネットなどで、現代のさまざまな都市・地域問題に関することに関心を持って目を通す機会を増やしてください。その問題で、
授業の際に質問してもかまいません。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

0500

003020

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

指定しません。
担当教員が作成する講義資料を配布して授業を行います。
配布資料は、Learning Portal にも掲載します。

参考書

地域経済学入門(第3版)，山田浩之・徳岡一幸，有斐閣，2018年

なし

9784641165229

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 イントロダクション：これから地域経済を学ぼう
講義の進め方と評価方法、地域と都市の基礎知識を解説します。

【予習】シラバスを事前に読んでおいてください
【復習】講義資料の内容を読み直し、講義で得た知識、考
え方を確認してください。

2時間

第2回 地域の産業構造
地域の経済活動の活発さを表す指標となる県内総生産という考え方を
紹介し、それを用いて地域の違いを特徴付けることを解説します。

【復習】講義資料の内容を読み直し、講義で得た知識、考
え方を確認してください。

4時間

第3回 地域間人口移動
日本の地域間人口移動の状況を概観し、人口移動の要因と影響を分
析できる枠組みの基礎について解説します。

【復習】講義資料の内容を読み直し、講義で得た知識、考
え方を確認してください。

4時間

第4回  集積の経済と都市化
日本の都市化の状況を概観し、都市化を引き起こした要因について解
説します。

【復習】講義資料の内容を読み直し、講義で得た知識、考
え方を確認してください。

4時間

第5回 住宅市場
住宅・土地市場の特徴、そこにおける価格の決まり方、日本の住宅・土
地政策について解説します。

【復習】講義資料の内容を読み直し、講義で得た知識、考
え方を確認してください。

4時間

第6回 都市内土地利用の分析
立地による土地の価値の違いを表現できる枠組み、地価や地代、住宅
価格や家賃が立地ごとにどのように決まるかを解説します。

【復習】講義資料の内容を読み直し、講義で得た知識、考
え方を確認してください。

4時間
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第7回 都市システムモデルと最適人口規模
都市をシステムとしてとらえる考え方、都市形成のメカニズムと都市規
模の決定について解説します。また、第1回小テストを行います。

【予習】第1回小テストを行いますので、事前に第1回から
第6回までの講義資料に目を通しておいてください。
【復習】講義資料の内容を読み直し、講義で得た知識、考
え方を確認してください。

5時間

第8回 地域間交易
全国各地間で交易を行うことの利点、交易が行われる要因、交易の社
会への影響について解説します。

【復習】講義資料の内容を読み直し、講義で得た知識、考
え方を確認してください。

4時間

第9回  企業立地
工業立地と商業立地の観点から、企業がどこに立地するかを決める要
因について解説します。

【復習】講義資料の内容を読み直し、講義で得た知識、考
え方を確認してください。

4時間

第10回 空間経済学
空間経済学の基礎、それを用いた都市・地域の集積の分析について解
説します。

【復習】講義資料の内容を読み直し、講義で得た知識、考
え方を確認してください。

4時間

第11回 交通サービス
通勤・通学、物流などの交通サービスの特徴と起こりうる問題、解決法
について解説します。

【復習】講義資料の内容を読み直し、講義で得た知識、考
え方を確認してください。

4時間

第12回 地方政府の役割
地域問題に対応する地方政府(地方自治体)の役割、地方公共財の最
適供給、企業誘致と租税競争について解説します。また、第2回小テス
トを行います。

【予習】第2回小テストを行いますので、事前に第7回から
第11回までの講義資料に目を通しておいてください。
【復習】講義資料の内容を読み直し、講義で得た知識、考
え方を確認してください。

5時間

第13回 地域政策
地域政策の目的、日本の地域政策、地域再生と観光政策について解
説します。

【復習】講義資料の内容を読み直し、講義で得た知識、考
え方を確認してください。

4時間

第14回 都市政策とまちづくり
都市政策の目的、日本の都市再生政策、まちづくりの展開について解
説します。

【復習】講義資料の内容を読み直し、講義で得た知識、考
え方を確認してください。

4時間

第15回 全体総括：さらに理解を深めたい履修者へ
地域経済学について、さらに理解を深めたい履修者に向けたメッセージ
を示します。また、これまでの講義内容の重要ポイントを復習していき
ます。

【復習】定期試験に向けて、講義資料を読み直すとともに、
重要ポイントの知識、考え方を確認してください。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 地域生活と経済　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234藤原　幸則

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ 地域生活と経済、地域づくり−関西地域をケースに

授業の目的及び概要
本授業では、私たちに最も身近な地域である「関西」を対象に、その成り立ち、現状と課題、課題に対応するための処方箋について学修してもらいます。
授業全体を通じた問題意識は、少子高齢化、グローバル化、技術革新、社会資本ストックの老朽化、災害の多発化などが進む中で、どのように関西の
地域づくりを進めていくかです。この難しい問いに対して、皆さんも考えていく足がかりとなるよう、経済理論も踏まえた担当教員が考える処方箋を紹介
していきます。

学修の到達目標
以下の3点を到達目標とします。
①関西地域の強みと弱みについて説明できる。
②関西地域が抱える課題とその対応策について、説明と自分なりの提案ができる。
③一つでも多く関西について知り、履修前よりも関西が好きになる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
小テスト(2回実施)は、授業中に解答を示し、講評を行います。
授業中に適宜質問を受ける時間を設け、その場で回答します。質問内容に応じて、補足して説明すべきことは、翌週の授業の際に解説します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

PBL（課題解決型学習）

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

社会の現場の問題意識も踏まえ、皆さんが関西の行政機関や企業、団体などで活躍していく上で、有益な知識・視点・考え方を学修してもらいます。
講義内容の理解を深め、知識を定着させるため、各回の講義資料を利用して復習を行ってください。授業後はできれば当日に復習を行うとともに、授業
中に気になった単語や内容について、必ず自分で調べる手間を惜しまないでください。また、A4用紙半分くらいで授業のポイントをまとめておくと、社会
に出てから必要な要約力が鍛えられるでしょう。
さらに、より深く理解したい場合は、参考書をぜひ活用して学修してください。参考書には、関西の経済・社会に関する主要なデータが付けられていま
す。
日ごろから、新聞、インターネットなどで、関西に関することに関心を持って目を通す機会を増やしてください。関心を持った内容について、授業の際に質
問してもかまいません。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

0500

003020

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

指定しません。
担当教員が作成する講義資料を配布して授業を行います。
配布資料は、Learning Portal にも掲載します。

参考書

①アジア太平洋と関西　関西経済白書2021, アジア太平洋研究所, 日経印刷, 2021年

なし

①9784865792867

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 イントロダクション：これから関西の話しをしよう
講義の進め方と評価方法、関西地域の基本的な情報・統計について解
説します。

【予習】事前にシラバスに目を通してください。
【復習】講義資料を読み直し、講義で得た知識、考え方を
確認してください。

2時間

第2回 関西経済の歩み
江戸から平成までの関西経済の歴史を一気に振り返ります(大阪を中
心に)。

【復習】講義資料を読み直し、講義で得た知識、考え方を
確認してください。

4時間

第3回 関西名経営者列伝
関西経済の発展に尽力した経営者を紹介します。

【復習】講義資料を読み直し、講義で得た知識、考え方を
確認してください。

4時間

第4回 関西経済の長期低迷
関西経済の長期低迷要因について解説します。

【復習】講義資料を読み直し、講義で得た知識、考え方を
確認してください。

4時間

第5回 人口減少と関西
関西の人口減少、少子高齢化について解説します。

【復習】講義資料を読み直し、講義で得た知識、考え方を
確認してください。

4時間

第6回 女性の活躍と関西経済
関西の女性活躍の現況と課題について解説します。また、第1回小テス
トを行います。

【予習】第1回小テストを行いますので、事前に第1回から
第5回までの講義資料に目を通しておいてください。
【復習】講義資料を読み直し、講義で得た知識、考え方を
確認してください。

5時間
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第7回 災害リスク管理からみた関西の課題
地震や水害などの関西が直面する災害リスクと課題について解説しま
す。

【復習】講義資料を読み直し、講義で得た知識、考え方を
確認してください。

4時間

第8回 関西企業の強み
意外と知られていない点もある関西企業の強みについて解説します。

【復習】講義資料を読み直し、講義で得た知識、考え方を
確認してください。

4時間

第9回 貿易構造からみる関西経済
対中国を中心に貿易構造からみる関西経済の特徴について解説しま
す。

【復習】講義資料を読み直し、講義で得た知識、考え方を
確認してください。

4時間

第10回 関西のインバウンド戦略
関西経済にとってのインバウンド(訪日外国人旅行客)の意義と効果、ポ
ストコロナを見据えた戦略について解説します。

【復習】講義資料を読み直し、講義で得た知識、考え方を
確認してください。

4時間

第11回 スポーツ振興と関西経済
関西のスポーツ振興の歴史と課題、産業面も含めたスポーツ振興戦略
について解説します。

【復習】講義資料を読み直し、講義で得た知識、考え方を
確認してください。

4時間

第12回 関西の交通インフラの課題
関西の交通インフラである空港、港湾、道路、鉄道の課題について解
説します。また、第2回小テストを行います。

【予習】第2回小テストを行いますので、事前に第６回から
第11回までの講義資料に目を通しておいてください。
【復習】講義資料を読み直し、講義で得た知識、考え方を
確認してください。

5時間

第13回 関西の建設需要
建築と建設の違い、建設業の役割と構造、建設投資の動向、大阪のオ
フィス需給について解説します。

【復習】講義資料を読み直し、講義で得た知識、考え方を
確認してください。

4時間

第14回 2025年万博・MICE・IRと関西経済
2025年万博やMICE(コンベンション等)、IR(統合型リゾート施設)の最新
動向について解説します。

【復習】講義資料を読み直し、講義で得た知識、考え方を
確認してください。

4時間

第15回 全体総括：関西の未来を考えよう
皆さんが関西の未来を考えられるよう、担当教員がメッセージを示すと
ともに、これまでの講義内容の重要ポイントを復習していきます。

【復習】定期試験に向けて、講義資料を読み直すとともに、
重要ポイントの知識、考え方を確認してください。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経済地理Ⅰ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

34安倉　良二

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G3

経済学部専門教育科目

テーマ 産業の立地再編と地域変容−第１・２次産業を事例に−

授業の目的及び概要
この授業は，あらゆる産業の立地が地域をどのように変えているのかについて，理論および国内外の具体的な事例を紹介しながら考えます。経済活動
が「どこに」「どうして」「どのように」立地しているのかについて，地図や統計を用いて考えることは経済学部の学生にとっては必要な不可欠な知識のひ
とつです。この授業では，第１次産業（農林漁業とその活動舞台となる農山漁村），第２次産業（鉱工業）を事例に取り上げます。授業で取り上げる産業
の実態を知ることで就職活動に際して必要な業界の動向を幅広く把握するだけではなく，理論と実際の違いを読み解く鍵になると考えます。

学修の到達目標
この授業を受けることで学生は，以下の知識・能力を身につけることができます。
１．毎回提供するレジュメならびにインターネット上にある地図や統計，写真の読み取りを通じた地理的技能の習得
２．食料自給や国内外の工場立地再編など，時事的かつ日常生活に密着した経済活動のトピックを身近なものとして認識することができる

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
対面授業の場合は，授業終了時にコメントペーパーを配布し，その日の内容について感想を書いてもらいます。それを通じて学生の関心がどの程度
あったのかについて次回の授業において担当者からのコメントを述べる予定です。なお，遠隔授業になった場合は，Learning Portalのアンケート機能を
通じて同様のことを行う予定です。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

「経済地理」と聞くと，中学・高校までの「地名・物産の暗記」という無味乾燥なイメージが先行しますが，その内容はきわめて時事的なものも多く，一般常
識を使って説明できるものもあるので親しみやすい科目のひとつです。高校で「地理」を学んでいなくても十分に対応できます。地域に根ざした経済活動
を学びたい学生の積極的な受講に期待します。また，授業では具体例を多く取り上げますが，その際に「Googleストリートビュー」や「今昔マップ on the 
web」などのWeb GIS（インターネット上の地図アプリ）を積極的に活用します。それにより，対面，遠隔の各授業においても臨場感をもたせた授業展開に
なるように心掛けます。なお，この授業では主に国内の事例を取り上げます。海外の事例については，共通教育科目の「経済学」で取り上げる予定で
す。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

700

001515

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

特定のテキストは利用しません。担当者が作成したPowerPointスライドに基づくレジュメを使用します。

参考書

①経済地理学への招待，伊藤達也・小田宏信・加藤幸治編，ミネルヴァ書房，2020年
　スライドには，これ以外にも経済地理学，地域経済に関する様々な専門書や高校地理の資料集を参考文献
として積極的に引用した資料を盛り込みます。

なし

①9784623086917

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 履修に際してのガイダンスを行いながら，経済事象を地理学の視点か
ら説明する意義について説明します。

予習：不要
復習：授業内容に関するレジュメを読んでおくこと

4時間

第2回 第二次世界大戦後から現在にかけて，日本の農業政策が大きく変化す
る中で農業の地域構造がどのように再編成したのかについて，主食で
ある米の生産動向を中心に検討します。「減反政策」や「ミニマムアクセ
ス」という米問題に関わる項目も取り上げます。

予習：不要
復習：授業内容で取り上げた「コメ問題」「農業基本法」「食
料・農業・農村基本法」といった日本の農政に関する基本
項目について，ホームページや書物で確認しておくと良
い。

4時間

第3回 我々の食生活に深く関わる農畜産物は海外からの輸入に依存すること
が多く，食料自給率の低下を招いています。ここでは農業および畜産の
グローバル化に伴う国内外の産地がどのように変容したのかについて
紹介します。

予習：不要
復習：授業内容に関するレジュメを読むと共に，農林水産
省のホームページにある「食料需給表」をダウンロードし，
その内容について把握しておくこと。

4時間

第4回 農山村が抱える地域問題のひとつが過疎化です。それに伴い，「限界
集落」と呼ばれる集落の消滅も深刻化しています。ここでは，過疎化の
進展プロセスと，「中山間地域」のひとつである限界集落における農業
の現状を紹介します。

予習：不要
復習：授業内容に関するレジュメを読むと共に，「限界集
落」「田園回帰論」など近年の農山村問題を扱った新聞記
事やホームページにも目を通してほしい

4時間

第5回 農山村地域の持続可能性を考える場合，いかにして地域を活性化させ
るのかが問われます。ここでは，観光や特産品の販売など地域振興の
方向性が時代と共にどのように変わったのについて，「農村空間の商
品化」の視点を交えて説明します。

予習：不要
復習：内容に関するレジュメを読むと共に，食や観光を通
じたむらおこしの実例について，授業で取り上げたもの以
外の事例についてもホームページの検索を通じて理解を
深めてもらいたい。

4時間
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第6回 農業活動は農山村だけではなく、八尾市を含む都市部でも展開されて
います。ここでは都市農業の特徴とそれに関わる地域振興についても
紹介する予定です。

予習：不要
復習：本学がある八尾市は，大阪近郊でも農業振興に力
を入れている。授業レジュメの確認はもとより，八尾市の
特産品として注目されている「若ごぼう」「枝豆」の栽培や
それを活用したイベントである「八尾バル」の内容について
確認して頂きたい。

4時間

第7回 環境問題とも深く関わる林野資源の問題を中心に，担い手の減少に苦
悩する日本の林業地域の取り組みを紹介します。

予習：不要
復習：授業内容に関するレジュメを読むと共に，熱帯林の
消滅をはじめとする世界レベルの環境問題や日本の木材
供給に関する新聞記事やホームページを検索して，内容
の理解を深めてもらいたい。

4時間

第8回 経済地理学からみた漁業の問題は，「200海里経済水域」に代表される
国際的な水産資源の管理を前提に考える必要があります。ここでは，
資源管理型漁業の導入とそれに伴う輸入水産物の増加を中心にトピッ
クを提示します。

予習：不要
復習：授業内容に関するレジュメを読むと共に，資源管理
型漁業の導入につながる「200海里経済水域」の考えがど
のようなものかについて学習しておくこと。

4時間

第9回 日本の代表的な工業である自動車工業の地理学的な特徴として，親工
場と部品工場の集積，ジャスト・イン・タイムに基づく物流，そして近年の
国内外の動向を紹介します。

予習：不要
復習：自動車の部品供給に関わる「ジャスト・イン・タイム」
の考え方を理解しておくと共に，授業で取り上げる日本の
自動車産業地域（愛知県豊田市および福岡県宮若市を予
定）について「今昔map on the web」のサイトを使って自動
車工場の立地と土地利用変化の特徴について復習するこ
とを望む。

4時間

第10回 自動車工業と並んで日本の代表的な工業であった電気機械工業は，
グローバル化の中で工場立地の再編成が進んでいます。ここでは，そ
の基本的な立地特性について，国内外の事例から明らかにします。

予習：不要
復習：国内外の工場の立地再編に関しては，復習段階で
ホームページを通じて理解を深めてもらいたい。また，授
業で紹介する（大阪府茨木市あるいは三重県亀山市を予
定）電気機械工業の工場（跡地を含む）の土地利用変化に
ついても，「今昔map on the web」のサイトを通じて復習す
ること。

4時間

第11回 ウェーバーの工業立地論が，現実の工場立地でどこまで適用できるの
かについて2回に分けて説明します。ここでは，立地論の概要を述べた
上で，電力指向型であるアルミニウム，そして市場指向型であるビール
の工場を中心に取り上げる予定です。

予習：不要
復習：レジュメの内容を読み返すと共に，事例地域につい
て「今昔マップ on the web」を使って土地利用変化の実態
を振り返ってほしい。

4時間

第12回 ウェーバーの工業立地論の第２回目は，原料指向型のセメントならびに
原料指向と市場指向，臨海指向の性格を併せ持つ鉄鋼業（製鉄業）の
工場立地を取り上げます。

予習：不要
復習：授業内容に関するレジュメを読み返すこと。とりわ
け，授業で取り上げる予定のセメント，鉄鋼所の立地につ
いては，「Googleストリートビュー」を使って土地利用を理
解することが最適な復習となる（４時間程度）。

4時間

第13回 特定地域に根ざした製造業である地場産業の成立とその工場立地に
ついて学びます。ここでは，神戸市の靴（ケミカルシューズの名で知ら
れる）と「灘五郷」とも呼ばれる酒造業を取り上げる予定です。

予習：不要
復習：授業内容に関するレジュメを読み直すこと。授業で
取り上げる事例地域について業界団体のホームページを
通じて深く学ぶことが求められる。

4時間

第14回 経済地理学の視点からエネルギー問題を捉える手がかりとして，化石
燃料である石油と石炭を事例に，その生産と消費をめぐるグローバル
な動向と，かつての国内の石炭産地の変容を紹介します。

予習：不要
復習：授業内容に関するレジュメはもとより，授業で取り上
げる日本の産炭地域における土地利用について「今昔
map on the web」のサイトにアクセスして復習すること。ま
た，余裕のある学生は「エネルギー革命」についても学習
してほしい。

4時間

第15回 もうひとつのエネルギー問題として，電力について取り上げる予定で
す。

予習：不要
復習：授業でも取り上げるが，原子力や火力といった既存
の発電所はもとより，クリーンエネルギーとも呼ばれる風
力，太陽光などの発電に関する動向についてもホーム
ページで調べておくとよい

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経済地理Ⅱ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

34安倉　良二

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G3

経済学部専門教育科目

テーマ 産業の立地再編と地域変容−都市および第３次産業（サービス・商業・流通）−

授業の目的及び概要
この授業は，あらゆる産業の立地が地域をどのように変えているのかについて，理論および国内外の具体的な事例を紹介しながら考えます。経済活動
が「どこに」「どうして」「どのように」立地しているのかについて，地図や統計を用いて考えることは，経済学部の学生にとっては必要不可欠な知識のひと
つです。この授業では，第３次産業（特に商業・流通，サービス業）とその活動舞台である都市の経済地理学的トピックス（オフィス立地・商店街のまちづ
くり）を事例に取り上げます。就職を控える学生にとって，この授業の内容は，第3次産業に関する基礎的な内容について学ぶいい機会になると思いま
す。

学修の到達目標
この授業を受けることで学生は，以下の知識・能力を身につけることができます。
１．毎回提供するレジュメならびにインターネット上にある地図や統計，写真の読み取りを通じた地理的技能の習得
２．オフィスの立地や商店街のまちづくりなど，時事的かつ日常生活に密着した経済活動のトピックを身近なものとして認識することができる

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
対面の場合は，授業の最後で学生に書いてもらうコメントペーパーの内容について，翌週の授業の冒頭で取り上げることで学生の関心がどこにあるの
かを紹介するつもりです。遠隔の場合は，Learning Portalのアンケート機能を使って同様の取り組みを行う予定です。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

「経済地理」と聞くと，中学・高校までの「地名・物産の暗記」という無味乾燥なイメージが先行しますが，その内容はきわめて時事的なものが多く，一般
常識を使って説明できるものもあるので親しみやすい科目のひとつです。高校で「地理」を学んでいなくても十分に対応できます。産業立地のほか，まち
づくりの実践など地域に根ざした活動を学びたい（あるいは他の科目で学んでいる）学生の積極的な受講に期待します。また，この授業では「今昔マップ
 on the web」や「Googleストリートビュー」などのWeb GIS（インターネット上の地図ツール）を積極的に活用します。これにより，対面と遠隔の各授業にお
いても臨場感をもたせた内容にするように心掛けます。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

700

001515

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

特定のテキストは使用せず，担当者が作成したPowerPointのスライドに基づくレジュメを用意します。

参考書

①経済地理学への招待，伊藤達也・小田宏信・加藤幸治編，ミネルヴァ書房，2020年
②大型店の立地再編と地域商業－出店規制の推移を軸に－，安倉良二，海青社，2021年
③空き不動産問題から考える地方都市再生，箸本健二・武者忠彦編，ナカニシヤ出版，2021年
　①は経済地理学の全般についてコンパクトにまとめている。②は担当者の研究内容をまとめたものであり，
大型店と商店街に関するトピックの説明で利用する予定である。③は「シャッター通り」と化した地方都市の中
心市街地問題をめぐる新たな視点を提示している。
　これ以外にもスライドには，経済地理学の論文や高校地理の資料集を積極的に引用する。

なし

①9784623086917
②9784860993498
③9784779515606

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 都市階層と本社・支社（営業所）の立地 予習：不要
復習：授業内容に関するレジュメから都市階層の基本的な
考えをつかむこと。また，企業の本社・支社（支店・営業所
など）の立地を考える場合，経営学の組織論に関する書物
も予め読んでおくとよいだろう。

4時間

第2回 都市内部におけるオフィスの立地変化について，オフィス街の開発や
支店の集積状況を通じた説明を行います。

予習：不要
復習：授業内容に関するレジュメの中でも，「支店経済」
「東京への一極集中と都市開発」の項目について確認する
とよい.。

4時間

第3回 情報化の進展とオフィスの立地再編について取り上げます。インター
ネットの普及に代表される情報化の進展は，オフィス＝都心部への立
地という流れを変えつつあります。また，新型コロナウイルスの感染拡
大が進む中でテレワークが急速に普及しています。こうした現実をふま
えた授業を行います。

予習：不要
復習：レジュメの内容を参考に，情報化の推移を確実に把
握すること。インターネットを活用した国際分業やテレワー
クの進展について，内容の理解を深めておくことが求めら
れる。

4時間

第4回 サービス業の立地（１）：サービス業の概論と事業者サービス業の立地
　サービス業に関する経済地理学的な見方について，全体的な特徴を
示した上で企業を相手にする事業者サービス業の立地について考えま
す。とりわけ，前回とのつながりで情報通信業について検討を深めたい
と思います。

予習：不要
復習：授業内容に関するレジュメを用いて「サービス」の本
来の意味を振り返ると共に，具体的な事例についても，
ホームページを積極的に活用した上での理解が求められ
る。

4時間
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第5回 サービス業の立地（２）：個人サービス業－保育サービスを中心に－
　個人サービス業は，人口との関わりが立地に影響します。ここでは，
その中でも子育て世代に当たるニューファミリー層の存在が立地に大き
く影響する保育サービス業の展開に焦点を当てて述べる予定です。

予習：不要
復習：授業内容に関するレジュメを読み返すと共に，待機
児童や保育施設の立地をめぐる地域紛争など，保育をめ
ぐる今日的な話題を扱った新聞記事やニュースを確認して
おくと関心が深まるだろう。

4時間

第6回 大型店の立地と地域（１）：20世紀－大店法の運用－
いわゆる総合スーパーや百貨店，さらにはそれらが集積したショッピン
グセンターの立地を考える場合，人口や都市構造の変化だけではなく，
大型店の出店規制という制度的な側面にも注目する必要があります。
ここでは，日本における大型店の出店規制の歴史を振り返るべく，学生
の多くがまだ生まれていない20世紀（1990年代まで）にみられた大店法
の運用と地域の関わりを取り上げます。

予習：不要
復習：授業内容に関するレジュメを用いて，大型店と商店
街の関係がどう変わったのかという歴史に関する理解を
深める必要がある。

4時間

第7回 大型店の立地と地域（２）：21世紀－大店立地法と改正都市計画法－
　前回の授業で取り上げた日本における大型店の出店規制も21世紀に
なると，その性格が様変わりし，商店街の保護という側面から大型店周
辺の生活環境や都市計画との関わりで捉えるようになりました。こうし
た新たな出店規制の枠組みが地域商業にどのような影響を与えたの
かについて，郊外におけるショッピングセンターの立地動向もふまえな
がら述べます。

予習：不要
復習：レジュメにある資料を丹念に読み取ること。その上で
流通政策に関する文献にも目を通しておくと良いだろう。

4時間

第8回 大型店の立地と地域（３）：大手小売業者による店舗網の再編成
イオンやイトーヨーカ堂など日本の総合スーパーを展開してきた大手小
売業者は，これまでの授業で述べた大型店の出店規制や経営環境の
変化に伴ってどのような形で店舗網を再編成させたのか。ここでは，大
手小売業者による店舗網の再編成について，拡大のほか縮小，あるい
は特定地域における深耕戦略にも着目しながら説明します。

予習：不要
復習：授業内容の中でも，2000年代以降にみられた総合
スーパーや百貨店業界における経営統合の動きとその背
景については十分な理解が求められる。

4時間

第9回 中心市街地のまちづくり（１）：商店街の衰退
　主に郊外や既成市街地の工場跡地における大型店の立地は，古くか
らみられた商店街の商業活動を衰退させ，「シャッター通り」とも称され
るほど賑わいを失っています。ここでは，その現状を認識してもらうため
に商店街の土地利用や大型店の跡地利用について具体的な事例を基
に説明します。

予習：不要
復習：学生の地元にある商店街と大型店がどのような状
況にあるのかについて考える必要がある。この問題につ
いては，本学の八尾駅前キャンパス周辺においてもみら
れる。したがって可能であれば，近鉄八尾駅前の大型店
（アリオ・LINOAS）と商店街（北本町・近鉄八尾北・ファミ
リーロード・ペントモール）を歩いて観察すると理解が深ま
るはずである。

4時間

第10回 中心市街地のまちづくり（２）：観光地化によるまちづくり
　商業活動が衰退した中心市街地の中には，新たな活性化策として観
光に力を入れるところがあります。しかし，その内容をみると寺社のよう
な既存の観光資源を活用するところと，アニメや食（B級グルメ）など新
たな資源を創出するところなど多様化しています。ここでは，観光地化
を通じた中心市街地のまちづくりについて具体例を基に検討します。

予習：不要
復習：授業で取り上げる商店街の観光資源がどのようなも
のか（既存の資源を活用したものであるのか，アニメなど
新たに創出された資源によるものなのかなど）を理解する
と共に，似たような事例についてもホームページを検索し
て調べておく必要がある。

4時間

第11回 中心市街地のまちづくり（３）：専門化
　中心市街地でみられるまちづくりの中には，ティーンエイジャーなど特
定の年齢層をターゲットにした専門店の立地を通じて集客力を高めよう
としたところもあります。ここでは，そのような専門化を図ることでまちづ
くりを進める中心市街地の動きを取り上げます。

予習：不要
復習：授業内容の復習はもとより，大阪においても，日本
橋や南堀江など似たような商業地が存在するので，余力
があればこれらの地域を実際に歩いて観察することを薦
める。

4時間

第12回 イギリスにおける商業政策－大型店の郊外出店規制と中心市街地活
性化（タウンセンターファースト）－
　商業活動の郊外化が進んだ日本とは異なり，イギリスでは都市計画
の視点から郊外への大型店の出店規制を図ると共に，タウンセンター
ファーストと呼ばれる中心市街地の活性化に力を入れています。ここで
は，その実態について日本とイギリスにおける大型店の出店規制をめ
ぐる商業政策の違いを比較しながら述べます。

予習：不要
復習：授業内容のスライドを十分に読み返すこと。これま
での授業で取り上げた日本との違いを確実に理解しておく
必要がある。.

4時間

第13回 コンビニの歴史と立地
　今や学生の多くはコンビニがあって当たり前の時代に育ったと思いま
す。そのような中，ここではコンビニがどのような形で日本に入って普及
したのか，また近年のコンビニをめぐる成長と成熟という流れを読み解
きながら，商品供給（物流）とそれに伴う店舗立地の地域差についても
紹介します。

予習：不要
復習：コンビニについては，流通関係の書物やホームペー
ジがたくさんある。授業レジュメのみならず事前，事後を通
じてこれらの資料を適宜確認しておくと授業の内容が一層
深く理解できるだろう。

2時間

第14回 フードデザート問題：「買い物難民」からソーシャル・キャピタルへの広が
り
自家用車を運転することが困難な高齢者を中心に，最寄品である食料
品の購入がままならない状況が各地でみられます。こうした問題は，
「買い物難民」として注目を集めていますが，近年ではフードデザート
（食の砂漠）として，それによる高齢者の食生活の偏りならびに人付き
合いと関わるソーシャル・キャピタルのあり方まで考える時期に来てい
ます。ここでは，都市部や農山村などの地域差を考慮しながらフードデ
ザート問題とその解消に向けた取り組みを紹介します。

予習：不要
復習：授業内容に関するレジュメを用いて復習すると共
に，事前あるいは事後に「買い物難民」を取り上げた新聞
記事を探し，それがどの地域（都市部や農山村など）で起
きているのかに留意しながら読んでおくとよい。

4時間

第15回 都市における物流施設（卸売・倉庫・運送業者）の立地
　道路交通網が発達する中，物流施設の立地は既成市街地から郊外
へとシフトしました。ここでは，都市における物流施設の立地について，
流通業務市街地という都市計画の制度や土地利用変化，ならびに近年
みられる物流不動産の動きと結びつけながら説明します。

予習：不要
復習：授業では大阪の事例を中心に取り上げる予定だ
が，愛知県の小牧市など他地方における高速道路のイン
ターチェンジ周辺における土地利用についても「今昔map 
on the web」のサイトから確認してほしい。また，「商物分
離」「流通業務市街地」は重要なキーワードなのでレジュメ
に書かれた内容をしっかり理解して頂きたい。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 都市経済論Ⅰ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

34三重　遷一

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G3

経済学部専門教育科目

テーマ 日本の都市形成過程における経済的変容と、人口減少社会における都市の経済活動について

授業の目的及び概要
都市経済は、人、モノ、金、情報が集積する都市での経済活動を分析する学問です。
都市経済は企業の産業活動だけで成り立っているわけではありません。そこには、住民の生活や行政の役割も関係してきます。つまり多数のアクター
の行動選択の中で、一方の側の利益が他方の不利益になることが生じることを意識する必要があります。
人口減少社会において、都市の持続的発展を図るためには、こうした住民、企業、行政の協働が求められています。
本講義では、都市形成史及び都市問題の検討を通して、不動産投資市場分析やまちづくり運動に具体化されるような、①都市問題発生の要因につい
て理解すること、②都市問題に対応する政策の形成とそのあり方を考えること、③都市間の格差の原因と将来的な展望を考える力を養うことを目的とし
ています。

学修の到達目標
この講義を通じて、以下の到達目標を定めています。
①都市問題についてその原因と課題を説明することができること。
②都市問題と行政による規制の関係について論じることができること。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
小テストは採点し、解説を行います。
レポートの講評を行い、レポート作成の指導を行います。
優秀なレポートは、授業中に紹介します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

授業に関係ない私語は控えてください。

なお、就職・クラブ活動等で講義を受けることができない時は、その旨を申し出てください。申し出た学生に関しては考慮します。
逆に、申し出のない場合には定期試験の答案に書かれていても一切考慮しません。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

060

020155

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストは用いず、配布するレジュメをもとに授業を行います。

参考書

①国際化時代の地域経済学 第4版，岡田 知弘、川瀬 光義、鈴木 誠、富樫 幸一 編著，有斐閣アルマ，2016
年
②入門 現代日本の経済政策，岡田知弘、岩佐和幸 編著，法律文化社，2016年
その他、適時講義の中で、参考書を紹介します。

テキストは用いず、配布する
レジュメをもとに授業を行いま
す。

①9784641220751
②9784589037534

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 授業の方針および内容について説明する。
また、評価方法についても説明します。

シラバスに目を通しておくこと。 0.5時間

第2回 現代では、都市への人口集中と大都市の形成が進行している。
こうした都市の基本的性質について考察し、なぜ都市に人や企業が集
積するのかを考える。

復習として、1時間程度で参考書の『国際化時代の地域経
済学 第4版』の第1章を読むことで、より専門的な知識を得
ることができます。

1時間

第3回 「少子化」「高齢化」が叫ばれる中、現代的な都市問題とはどういう問題
があるのかについて考える。

予習として、1時間程度で参考書の『入門 現代日本の経済
政策』の「第Ⅲ部 生活と経済政策」を読むことで、周辺領
域を含めての学習効果が得られます。
復習として、野澤千絵 著『老いる家 崩れる街 住宅過剰社
会の末路』講談社現代新書、2016年を読むことを勧めま
す。

1時間

第4回 都市では様々な経済活動が営まれているが、そのすべてが土地を利用
することで行われている。そのため、土地利用と価格はどのようなメカ
ニズムによって決定されているのかを理論的に解説する。

復習として、1時間程度で『国際化時代の地域経済学 第4
版』第3章を読むことで、講義内容の具体的な日本での歴
史的事例を学ぶことができます。

1時間

第5回 都市が成長する過程には、土地利用をめぐる様々な問題が生じる。
高度経済成長期以降、日本における人口増加と都市の発展の関係に
ついて取り上げ、戦後の土地問題の背景とその問題に対処するために
作られた政策についてみてみる。

予習復習として、1時間程度で参考書の『入門 現代日本の
経済政策』を第3章を読むことで、関連情報を得てより理解
度が高まります。

1時間

－133－



第6回 1980年代の「バブル経済期」における「土地神話」がもたらした日本経
済の状況を取り上げ、もたらされた都市空間の変化と影響について学
ぶ。

復習として、1時間程度で『国際化時代の地域経済学 第4
版』第3章の5を読むことで、バブル期の開発についてより
詳しい理解を得られます。

1時間

第7回 バブル経済崩壊以後の1990年代の「平成不況期」に起こった土地市場
と都市政策の変化の特徴について学ぶ。

予習復習として、1時間程度で参考書『国際化時代の地域
経済学 第4版』第2章を読んで、現代日本の都市問題への
理解を深めるようにしてください。

1時間

第8回 現代の不動産投資市場の特徴と抱えるリスクについて学び、土地商品
の特質とバブル期以前との違いについて理解を深めることを目的とす
る。

授業内にレポートを課すので、予習としてインターネット等
で「サブリース」「空中族」「Jリート」といった不動産投資に
関する用語について調べておくことが望ましい。

1時間

第9回 小テストやアンケートを行う予定です。 30分程度、これまでの講義内容を見直しておく。 0.5時間

第10回 かつての都市人口が増加していた時代から、人口が減少する時代にお
ける都市の縮小化(コンパクト化)の方法や考え方について学ぶ。

復習として、1時間程度で都市の集約化を行っている都市
の事例をインターネットや書物から調べてみて欲しい。

0.5時間

第11回 人口減少社会における「空き家」問題を主に取り上げ、中心市街地の活
性化について考える。

復習として、1時間程度で『入門 現代日本の経済政策』第9
章を読むことで、中心市街地活性化の目的であるコミュニ
ティ政策についての理解が高まる。

1時間

第12回 人口減少化社会の下で、これまでのような都市拡大は期待できない。
そのために注目される「コンパクトシティ」について、その理念と課題に
ついて取り上げる。

復習として、30分程度、講義で取り上げた事例についてイ
ンターネット等で、現在の状況について調べてみることで、
より理解が深まる。

0.5時間

第13回 生活スタイルや社会的・経済的環境により、時代ごとに必要とされる都
市の形において、現代的な課題を紹介する。

復習として、授業中に紹介する参考書を読んで、より深い
理解を得ることを勧める。

1時間

第14回 地方の経済発展のために「観光を中心としたまちづくり」について、コロ
ナ禍以前と以後の変化について考える。

予習として、30分程度で、日本の観光について、人気のあ
る観光地や、日本を訪れる外国人数について調べてみ
る。

0.5時間

第15回 これまでの授業の総括を行い、講義内容に関するポイントの理解の深
化を図る。

30分程度で、これまでの講義内容を見直しておく。 0.5時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 都市経済論Ⅰ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

34藤原　幸則

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G3

経済学部専門教育科目

テーマ 日本の都市が直面している政策課題に関する経済分析

授業の目的及び概要
国民の大半は都市に住んでおり、さまざまな経済社会活動が展開されています。こうした現代社会における都市の重要性からみて、経済学の視点から
都市を分析することは重要です。授業では、①日本の都市が直面している具体的な政策課題について理解すること、②都市問題に対応する政策のあり
方や手法を考えること、③都市の将来的なあり方を考える力を養うこと、ということを目的としています。
なお、授業では、都市経済学の基礎理論の解説にとどまらず、実学の観点から、日本・関西の現実の都市問題についても取り上げて解説していきま
す。

学修の到達目標
この授業を通じて、以下の到達目標を定めています。
①都市問題についてその原因と課題を説明することができること。
②都市問題と行政による規制・誘導の関係について論じることができること。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
小テスト(2回実施)は、授業中に解答を示し、講評を行います。
授業中に適宜質問を受ける時間を設け、その場で回答します。質問内容に応じて、補足して説明すべきことは、翌週の授業の際に解説します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

PBL（課題解決型学習）

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

都市政策に携わる公務員志望者はもとより、都市をビジネスのフィールドとして仕事をしたい人や都市問題に関心のある皆さんの受講を歓迎します。
講義内容の理解を深め、知識を定着させるため、各回の講義資料を利用して復習を行ってください。授業後はできれば当日に復習を行うとともに、授業
中に気になった単語や内容について、必ず自分で調べる手間を惜しまないでください。
さらに、より深く理解したい場合は、参考書を活用して学修してください。
日ごろから、新聞、インターネットなどで、都市問題に関することに関心を持って目を通す機会を増やしてください。
なお、都市経済論の理論や考え方を的確に理解するには、経済学の基礎理論、とくにミクロ経済学の理論の知識が必要ですが、授業では、適宜、ミクロ
経済学の基礎的な部分を解説したり、経済学の独特な考え方に注意を促したりすることによって、ミクロ経済学を十分に学修していない履修者でも都市
経済論の基本的なメッセージが理解できるようにします。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

0500

003020

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

指定しません。
担当教員が作成する講義資料を配布して授業を行います。
配布資料は、Learning Portal にも掲載します。

参考書

都市経済学(第２版),  金本良嗣・藤原　徹,  東洋経済新報社,  2016年

なし

9784492813034

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 イントロダクション：これから日本の都市問題を学ぼう
講義の進め方と評価方法、都市経済論の目的と意義、特徴、方法につ
いて入門的な解説をします。

【予習】事前にシラバスに目を通してください。
【復習】講義資料を読み直し、講義で得た知識、考え方を
確認してください。

2時間

第2回 都市と都市システム
都市の定義を確認し、都市規模の決定、都市システムの特徴について
解説します。

【復習】講義資料を読み直し、講義で得た知識、考え方を
確認してください。

4時間

第3回 都市の存在する理由
都市が存在する必要条件、空間の不均質性と都市、規模の経済と都
市、集積の経済と都市について解説します。

【復習】講義資料を読み直し、講義で得た知識、考え方を
確認してください。

4時間

第4回 土地市場
地代の決定、地価の決定について解説します。

【復習】講義資料を読み直し、講義で得た知識、考え方を
確認してください。

4時間

第5回 土地政策
日本の土地市場の特徴、土地税制、土地利用規制について解説しま
す。

【復習】講義資料を読み直し、講義で得た知識、考え方を
確認してください。

4時間

第6回 住宅市場
住宅の特質、住宅の賃貸価格と資産価格の決定について解説します。
また、第1回小テストを行います。

【予習】第1回小テストを行いますので、事前に第1回から
第5回までの講義資料に目を通しておいてください
【復習】講義資料を読み直し、講義で得た知識、考え方を
確認してください。

5時間
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第7回 住宅政策
日本の住宅問題、市場の失敗を解決する住宅政策、住宅補助政策に
ついて解説します。

【復習】講義資料を読み直し、講義で得た知識、考え方を
確認してください。

4時間

第8回 都市交通
交通混雑、ピーク・ロード・プライシング、費用逓減産業としての都市交
通事業について解説します。

【復習】講義資料を読み直し、講義で得た知識、考え方を
確認してください。

4時間

第9回 都市財政
都市財政の基本、官民連携やエリア・マネジメント等の地方財政におけ
る新たな動きについて解説します。

【復習】講義資料を読み直し、講義で得た知識、考え方を
確認してください。

4時間

第10回 東京一極集中の都市問題
人口・企業等の東京一極集中問題について解説します。

【復習】講義資料を読み直し、講義で得た知識、考え方を
確認してください。

4時間

第11回 都市インフラ
交通、ライフラインなどの都市インフラの整備と老朽化の課題について
解説します。

【復習】講義資料を読み直し、講義で得た知識、考え方を
確認してください。

4時間

第12回 災害リスクと都市
都市に大きな被害をもたらしかねない災害リスクと対応方向について
解説します。また、第2回小テストを行います。

【予習】第2回小テストを行いますので、事前に第6回から
第11回までの講義資料に目を通しておいてください
【復習】講義資料を読み直し、講義で得た知識、考え方を
確認してください。

5時間

第13回 コロナ危機と都市
文明としての都市とコロナ危機、パンデミック対策を踏まえた今後の都
市政策について解説します。

【復習】講義資料を読み直し、講義で得た知識、考え方を
確認してください。

4時間

第14回 スーパーシティ
AI、IoT、ビッグデータを活用する未来都市構想の最新動向について解
説します。

【復習】講義資料を読み直し、講義で得た知識、考え方を
確認してください。

4時間

第15回 全体総括：都市の今後を考える
皆さんが都市の今後を考えていけるよう、ポストコロナの都市のあり方
について皆さんにメッセージを示すとともに、これまでの講義内容の重
要ポイントを復習していきます。

【復習】定期試験に向けて講義資料を読み直すとともに、
重要ポイントの知識、考え方を確認してください。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 交通概論　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

34藤原　幸則

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G3

経済学部専門教育科目

テーマ 生活・経済を支える交通の経済分析、交通インフラ・交通産業・物流の特徴と課題

授業の目的及び概要
経済学の視点から、交通を本格的に学ぶ上で必要となる基礎理論について学修してもらいます。
私たちの生活・経済を支える交通サービス、交通インフラ、交通産業、物流について、現状と課題を学修してもらいます。
さらに、交通の現状と動向の把握に欠かせない統計とその活用についても学修してもらいます。

学修の到達目標
交通について、経済学の視点から、問題点を的確に把握し、改善方策を考えることができるようになる。
交通に関する統計を知り、統計処理の注意点にも留意して、現状や動向の把握などに活用できるようになる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
小テスト(2回実施)は、授業中に解答を示し、講評を行います。
授業中に適宜質問を受ける時間を設け、その場で回答します。質問内容に応じて、補足して説明すべきことは、翌週の授業の際に解説します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

PBL（課題解決型学習）

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

授業では、競争市場や独占・寡占の原理や余剰分析といったミクロ経済学の基礎知識が必要ですが、数式も含めて理解できるようできる限りわかりや
すく説明します。交通サービス、交通インフラ、交通産業については、最新動向も織り込んで解説します。
交通関係(物流業務も含め)の仕事に携わりたい人に限らず、交通問題に関心ある人の受講を歓迎します。
講義内容の理解を深め、知識が定着するよう、各回の講義資料を利用して復習を行ってください。授業後はできれば当日に復習を行うとともに、授業中
に気になった単語や内容について、必ず自分で調べる手間を惜しまないでください。
さらに、より深く理解したい場合は、参考書を活用して学修してください。
日ごろから、交通に関することに関心を持ち、どのような問題があるのか、どうすれば改善できるか、自分なりに考える習慣をつけてください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

0500

003020

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

指定しません。
担当教員が作成する講義資料を配布して授業を行います。
配布資料は、Learning Portal にも掲載します。

参考書

① 交通政策白書，国土交通省．各年度版が6月にホームページで公表（第１回授業の際にお知らせします）
② 交通経済学入門（新版），竹内健蔵，有斐閣ブックス，2018年

なし

① なし
② 9784641184411

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 イントロダクション：これから交通を学ぼう
講義の進め方と評価方法、経済学の視点から交通とは何かについて
解説します。

【予習】事前にシラバスに目を通してください。
【復習】講義資料を読み直し、講義で得た知識、考え方を
確認してください。

2時間

第2回 交通サービスの特徴と交通需要
交通サービスの特徴、利用者が交通機関を選択する原理、交通需要予
測モデルについて解説します。

【復習】講義資料を読み直し、講義で得た知識、考え方を
確認してください。

4時間

第3回 交通の供給と費用
交通サービスを市場という視点で分析していくことを解説します。

【復習】講義資料を読み直し、講義で得た知識、考え方を
確認してください。

4時間

第4回 交通インフラの特徴
交通インフラの特徴と現状、その経済効果について解説します。

【復習】講義資料を読み直し、講義で得た知識、考え方を
確認してください。

4時間

第5回 交通インフラの評価と費用便益分析
プロジェクトベースの交通インフラ整備の評価、実務で重要な費用便益
分析について解説します。

【復習】講義資料を読み直し、講義で得た知識、考え方を
確認してください。

4時間

第6回 交通インフラの財源と運営
交通インフラの整備主体と財源、交通インフラ整備・運営における民間
活力導入について解説します。

【復習】講義資料を読み直し、講義で得た知識、考え方を
確認してください。

4時間

第7回 交通サービスの規制と競争政策
交通サービスにおける規制とその経済的意味について解説します。ま
た、第1回小テストを行います。

【予習】第1回小テストを行うので、事前に第1回から第6回
までの講義資料に目を通しておいてください。
【復習】講義資料を読み直し、講義で得た知識、考え方を
確認してください。

5時間
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第8回 交通サービスの運賃規制と料金体系
交通サービスの運賃規制と料金体系の考え方、問題点について解説し
ます。

【復習】講義資料を読み直し、講義で得た知識、考え方を
確認してください。

4時間

第9回 交通サービスの課税と補助
道路混雑などの交通分野における外部費用とその対策、補助金政策
の運用について解説します。

【復習】講義資料を読み直し、講義で得た知識、考え方を
確認してください。

4時間

第10回 航空交通の現状と課題
航空の歴史と政策、航空会社の戦略と経営の現状と課題について解説
します。

【復習】講義資料を読み直し、講義で得た知識、考え方を
確認してください。

4時間

第11回 鉄道交通の現状と課題
都市鉄道、整備新幹線、リニア中央新幹線の現状と課題について解説
します。

【復習】講義資料を読み直し、講義で得た知識、考え方を
確認してください。

4時間

第12回 人口減少・高齢化社会と地域交通
市場メカニズムでは対処できない地域の交通問題とさまざまな対処方
法について解説します。

【復習】講義資料を読み直し、講義で得た知識、考え方を
確認してください。

4時間

第13回 物流（ロジスティックス）
物流のメカニズムと機能、物流政策の課題について解説します。また、
第2回小テストを行います。

【予習】第2回小テストを行うので、事前に第7回から第12回
までの講義資料に目を通しておいてください
【復習】講義資料を読み直し、講義で得た知識、考え方を
確認してください。

5時間

第14回 交通・物流に関する統計とその活用
交通・物流データの基本的なデータの紹介と読み方について解説しま
す。

【復習】講義資料を読み直し、講義で得た知識、考え方を
確認してください。

4時間

第15回 全体総括：さらに理解を深めたい履修者へ
交通経済学について、さらに理解を深めたい履修者に向けたメッセージ
を示します。また、これまでの講義内容の重要ポイントを復習していき
ます。

【復習】定期試験に備えて、講義資料を読み直すとともに、
重要ポイントの知識、考え方を確認してください。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 地域デザイン論Ⅰ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234髙林　喜久生

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ 地域デザインのための地域政策のあり方（総論）。

授業の目的及び概要
「地域デザイン」とは、持続可能な地域社会の創生に向けて、住民、地方自治体、企業、NPO、大学等が連携して広い視野で地域の課題解決に取り組
むことを意味します。こうした地域の問題を把握し、その解決を図る政策が「地域政策」です。「地域政策」は、経済学、行政学、法律学をはじめとして、既
存の学問体系にとらわれない学際的な領域です。この講義では、地域デザインのためにどのような地域政策のあり方が望ましいかを考えます。地域デ
ザイン論Ⅰでは、地域デザインのための地域政策を主に経済学の観点から包括的かつ体系的に学びます。地域デザイン論Ⅱでは、いくつかのトピック
スを中心に取り上げ地域デザイン・地域政策を捉え直すとともに、地域データ分析の様々な手法について学びます。具体的にトピックスとしては、人口
移動、観光政策、企業誘致政策を取り上げます。

学修の到達目標
どのような地域デザインが望ましいか、地域政策の総合的把握をもとに自分の目と腕で検討することができる、証拠（エビデンス）に基づいた見解を表現
することができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
確認テストについては授業中に講評を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

本科目は地域デザインにおける総論に該当します。テキストに沿って講義を進めますが、第1章から第9章までが範囲となります。各論に該当する地域
デザイン論Ⅱとセットでお考えください。ただし、順番は必ずしもⅠからでなくても結構です。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

600

015520

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

①『地域政策の経済学』，林宜嗣・山鹿久木・林亮輔・林勇貴，日本評論社，2018年

参考書

①『地域データ分析入門』，林宜嗣・林亮輔・高林喜久生・林勇貴・高崎滋之・能勢昴介，日本評論社，2021年

①9784535558687

①9784535559479

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス及び基本的な考え方について説明します。第1回目として、
データから人口減少、経済の推定、格差問題、地方財政への影響な
ど、地域が置かれている現状を概観し、地域問題に関する受講者の関
心を深めるとともに、地域政策を考える視点を提示します。

【予習】テキストの第1章を読んでおいて下さい。
【復習】テキスト及び講義で配布した資料を読み返し、講義
で得た知識・考え方を確認して下さい。

4時間

第2回 地域の見方・考え方を示します（その1）。①地域の成長と衰退は基本的
に市場メカニズムによって動いていること、②地域の経済活動は様々な
要因と複数の市場の相互作用によって成り立っていること、③こうした
民間の経済主体に加えて、地方自治体という公共部門の活動が重要
な役割を果たしていることを解説します。

【予習】テキストの第2章を読んでおいて下さい。
【復習】テキスト及び講義で配布した資料を読み返し、講義
で得た知識・考え方を確認して下さい。

4時間

第3回 地域の見方・考え方を示します（その2）。地域経済活動をフローチャー
ト化し、具体的に「大規模工場の閉鎖」という多くの地域が直面している
インパクトが地域経済にどのような影響を与えているか解説します。そ
して地域政策の課題として「成長」と「資源配分の効率化」が重要である
ことを示します。

【予習】テキストの第2章を読んでおいて下さい。
【復習】テキスト及び講義で配布した資料を読み返し、講義
で得た知識・考え方を確認して下さい。

4時間

第4回 地域経済の構造問題を取り上げます（その1）。地方の経済がなぜ脆弱
なのか、その原因を経済理論の観点から解明することによって、地域
経済活性化のためのヒントを得ることを目指します。地域の産業構造が
どのようになっているか明らかにするとともに、地域経済が財政に支え
られてきた問題点を指摘します。

【予習】テキストの第3章を読んでおいて下さい。
【復習】テキスト及び講義で配布した資料を読み返し、講義
で得た知識・考え方を確認して下さい。

4時間

第5回 地域経済の構造問題を取り上げます（その2）。前回は理論的観点から
地域経済の構造を検討しましたが、今回は具体例を取り上げて考えま
す。例えば、「若者はなぜ地方から出ていくのか？」「東京一極集中は
なぜ問題か？」といった問題に注目します。

【予習】テキストの第3章を読んでおいて下さい。
【復習】テキスト及び講義で配布した資料を読み返し、講義
で得た知識・考え方を確認して下さい。

4時間
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第6回 地域経済の成長と衰退のメカニズムを取り上げます。地域経済の産業
構造と成長ポテンシャルをデータ分析から明らかにします。そして、地
域経済の成長戦略を考える上で重要なヒントとなる理論的な成長モデ
ルとして需要主導型モデルである「経済基盤型」と供給主導型である
「新古典派の地域経済成長論」を解説します。

【予習】テキストの第4章を読んでおいて下さい。
【復習】テキスト及び講義で配布した資料を読み返し、講義
で得た知識・考え方を確認して下さい。

4時間

第7回 地域経済の成長戦略を取り上げます。日本における地域戦略の歴史を
振り返りながら、地域政策のパラダイムシフトを踏まえた成長戦略を考
えます。そして現代の地域成長戦略にとって重要な産業クラスターにつ
いて解説します。

【予習】テキストの第5章を読んでおいて下さい。
【復習】テキスト及び講義で配布した資料を読み返し、講義
で得た知識・考え方を確認して下さい。

4時間

第8回 都市構造の変化とそのメカニズムについて取り上げます（その1）。前回
までは東京一極集中にともなう地域の成長と衰退を取り上げましたが、
今回からは地方圏という範囲で発生している問題を取り上げます。まず
今回は、都市問題を引き起こす原因となっている人口や産業のメカニ
ズムについて学びます。

【予習】テキストの第6章を読んでおいて下さい。
【復習】テキスト及び講義で配布した資料を読み返し、講義
で得た知識・考え方を確認して下さい。

4時間

第9回 都市構造の変化とそのメカニズムについて取り上げます（その2）。前回
は理論的観点からの解説が中心でしたが、今回は具体例を中心に学
びます。とくに大阪市におけるインナーシティ問題を取り上げて検討しま
す。

【予習】テキストの第6章を読んでおいて下さい。
【復習】テキスト及び講義で配布した資料を読み返し、講義
で得た知識・考え方を確認して下さい。

4時間

第10回 都市の再開発ついて取り上げます（その1）。都市は地域活性化の核と
しての役割をになっています。しかし、前回までに取り上げたように大都
市ですら経済力の衰退や都市内部での格差の拡大が発生しています。
こうした都市が活力を取り戻すために必要な再開発の課題と戦略を学
びます。

【予習】テキストの第7章を読んでおいて下さい。
【復習】テキスト及び講義で配布した資料を読み返し、講義
で得た知識・考え方を確認して下さい。

4時間

第11回 都市の再開発ついて取り上げます（その2）。近年の人口減少を背景と
してクローズアップされているコンパクト・シティ構想について検討しま
す。

【予習】テキストの第7章を読んでおいて下さい。
【復習】テキスト及び講義で配布した資料を読み返し、講義
で得た知識・考え方を確認して下さい。

4時間

第12回 地域政策効果の最大化とその条件を取り上げます（その1）。「資源配分
の効率化」の条件を明らかにし、地域政策の費用対効果を高めるため
の戦略について学びます。政策効果を最大化するために不可欠な「便
益」の評価方法について検討します。

【予習】テキストの第8章を読んでおいて下さい。
【復習】テキスト及び講義で配布した資料を読み返し、講義
で得た知識・考え方を確認して下さい。

4時間

第13回 地域政策効果の最大化とその条件を取り上げます（その2）。政策効果
を最大化するために不可欠な「便益」の評価方法についてさらに詳しく
検討します。

【予習】テキストの第8章を読んでおいて下さい。
【復習】テキスト及び講義で配布した資料を読み返し、講義
で得た知識・考え方を確認して下さい。

4時間

第14回 地域政策におけるガバナンスとマネジメントについて学びます。とくに広
域連携と公民連携の重要性について考えます。

【予習】テキストの第9章を読んでおいて下さい。
【復習】テキスト及び講義で配布した資料を読み返し、講義
で得た知識・考え方を確認して下さい。

4時間

第15回 まとめとして、これまでの論点整理を行います。 【予習】テキスト第1章から第9章を目を通しておいて下さ
い。
【復習】テキスト及び講義で配布した資料を読み返し、講義
で得た知識・考え方を確認して下さい。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 地域デザイン論Ⅱ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234髙林　喜久生

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ 地域デザインのための地域政策のあり方（各論・トピックス編）。

授業の目的及び概要
「地域デザイン」とは、持続可能な地域社会の創生に向けて、住民、地方自治体、企業、NPO、大学等が連携して広い視野で地域の課題解決に取り組
むことを意味します。こうした地域の問題を把握し、その解決を図る政策が「地域政策」です。「地域政策」は、経済学、行政学、法律学をはじめとして、既
存の学問体系にとらわれない学際的な領域です。この講義では、地域デザインのためにどのような地域政策のあり方が望ましいかを考えます。地域デ
ザイン論Ⅰでは、地域デザインのための地域政策を主に経済学の観点から包括的かつ体系的に学びます。地域デザイン論Ⅱでは、いくつかのトピック
スを中心に取り上げ地域デザイン・地域政策を捉え直すとともに、地域データ分析の様々な手法について学びます。具体的にトピックスとしては、人口
移動、観光政策、企業誘致政策を取り上げます。

学修の到達目標
どのような地域デザインが望ましいか、地域政策の総合的把握をもとに自分の目と腕で検討することができる、証拠（エビデンス）に基づいた見解を表現
することができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
確認テストについては授業中に講評を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

本科目は地域デザイン論における各論・トピックス編に該当します。前半（第1回から第7回）はトピックス中心に具体的に地域政策を捉え直します。後半
（第8回から第13回）は、自らの目と腕で地域分析ができるように、テキストに沿ってデータ分析手法を学びます。春学期の総論にあたる地域デザイン論
Ⅰの履修が望ましいですが、順番は必ずしもⅠからでなくても結構です。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

600

015520

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

①『地域政策の経済学』，林宜嗣・山鹿久木・林亮輔・林勇貴，日本評論社，2018年

参考書

①『地域データ分析入門』，林宜嗣・林亮輔・高林喜久生・林勇貴・高崎滋之・能勢昴介，日本評論社，2021年

①9784535558687

①9784535559479

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンスとしてこの講義における基本的な考え方を説明します。 【予習】テキストの第1章～第9章まで目を通しておいて下さ
い。
【復習】講義で配布した資料を読み返し、講義で得た知識・
考え方を確認して下さい。

4時間

第2回 人口移動から地域を見直します（その1）。とくに関西地域における人口
移動に注目します。

【予習】事前に配布する資料を目を通しておいて下さい。
【復習】テキスト及び講義で配布した資料を読み返し、講義
で得た知識・考え方を確認して下さい。

4時間

第3回 人口移動から地域を見直します（その2）。とくに若者世代人口の地域間
移動のに注目します。

【予習】事前に配布する資料を目を通しておいて下さい。
【復習】講義で配布した資料を読み返し、講義で得た知識・
考え方を確認して下さい。

4時間

第4回 観光政策と交流人口について取り上げます（その1）。定住人口の減少
は避けられなくても交流人口（その地域を訪れる人々）を拡大すること
ができれば、地域活性化につながります。観光推進は交流人口を拡大
させる有力な方策です。今回と次回は、地域における観光政策のケー
ススタディをいくつか取り上げ、「成功」の原因、「失敗」の原因を検討し
ます。

【予習】事前に配布する資料を目を通しておいて下さい。
【復習】講義で配布した資料を読み返し、講義で得た知識・
考え方を確認して下さい。

4時間

第5回 観光政策と交流人口について取り上げます（その2）。定住人口の減少
は避けられなくても交流人口（その地域を訪れる人々）を拡大すること
ができれば、地域創生につながります。観光推進は交流人口を拡大さ
せる有力な方策です。前回に続き今回も地域における観光政策のケー
ススタディをいくつか取り上げ、「成功」の原因、「失敗」の原因を検討し
ます。

【予習】事前に配布する資料を目を通しておいて下さい。
【復習】講義で配布した資料を読み返し、講義で得た知識・
考え方を確認して下さい。

4時間
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第6回 企業誘致政策を取り上げます（その1）。地域創生にあたって企業誘致
は大きな役割を担います。今回と次回にわたって、企業誘致政策の
ケーススタディをいくつか取り上げ、なぜ「成功」したのか、なぜ「失敗」
したのかを考えます。

【予習】事前に配布する資料を目を通しておいて下さい。
【復習】講義で配布した資料を読み返し、講義で得た知識・
考え方を確認して下さい。

4時間

第7回 企業誘致政策を取り上げます（その2）。地域創生にあたって企業誘致
は大きな役割を担います。前回に続いて今回も、企業誘致政策のケー
ススタディをいくつか取り上げ、なぜ「成功」したのか、なぜ「失敗」した
のかを考えます。

【予習】事前に配布する資料を目を通しておいて下さい。
【復習】講義で配布した資料を読み返し、講義で得た知識・
考え方を確認して下さい。

4時間

第8回 地域データ分析の手法（その1）：地域経済の実態把握のための基本的
な手法を学びます。EXCELでも作業可能な回帰分析やシフトシェア分析
などを取り上げます。

【予習】テキストの第10章を読んでおいて下さい。
【復習】テキスト及び講義で配布した資料を読み返し、講義
で得た知識・考え方を確認して下さい。

4時間

第9回 地域データ分析の手法（その2）：産業連関表を学びます（第1回）。新聞
やメディアでよく取り上げられる経済波及効果は産業連関表をもとに産
出されています。今回と次回は産業連関表を取り上げ、今回はとくにそ
の基本的な仕組みと考え方を解説します。

【予習】テキストの第11章を読んでおいて下さい。
【復習】テキスト及び講義で配布した資料を読み返し、講義
で得た知識・考え方を確認して下さい。

4時間

第10回 地域データ分析の手法（その3）：産業連関表を学びます（第2回）。新聞
やメディアでよく取り上げられる経済波及効果は産業連関表をもとに産
出されています。今回と次回は産業連関表を取り上げ、今回は実際に
具体例をもとに経済波及効果を算出してみます。

【予習】テキストの第11章を読んでおいて下さい。
【復習】テキスト及び講義で配布した資料を読み返し、講義
で得た知識・考え方を確認して下さい。

4時間

第11回 地域データ分析の手法（その4）：政策効果の計測方法を学びます（第1
回）。仮想評価法、ヘドニック。アプローチ、「差の差」の手法などを紹介
します。

【予習】テキストの第12章を読んでおいて下さい。
【復習】テキスト及び講義で配布した資料を読み返し、講義
で得た知識・考え方を確認して下さい。

4時間

第12回 地域データ分析の手法（その5）：政策効果の計測方法を学びます（第2
回）。前回紹介した方法の補足説明を行います。

【予習】教科書の第12章を読んでおいて下さい。
【復習】教科書及び講義で配布した資料を読み返し、講義
で得た知識・考え方を確認して下さい。

4時間

第13回 地域データ分析の手法（その6）：政策効果の計測方法を学びます（第3
回）。費用便益分析、ＤＥＡ分析（包絡分析）などを紹介します。

【予習】教科書の第13章を読んでおいて下さい。
【復習】教科書及び講義で配布した資料を読み返し、講義
で得た知識・考え方を確認して下さい。

4時間

第14回 地域データ分析の手法（その7）：様々な地域データの収集方法を紹介
します。とくに内閣府（まち・ひと・しごと創生本部事務局）が提供してい
るRESAS（地域経済分析システム）に注目します。実際に練習課題とし
て必要な地域データを収集していただきます。

【予習】テキストの第14章を読んでおいて下さい。
【復習】テキスト及び講義で配布した資料を読み返し、講義
で得た知識・考え方を確認して下さい。

4時間

第15回 地域デザイン論Ⅰ及び地域デザイン論Ⅱを通じてのまとめを行いま
す。

【予習】テキストの第1章を読んでおいて下さい。
【復習】テキスト及び講義で配布した資料を読み返し、講義
で得た知識・考え方を確認して下さい。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 財政学（財政と制度）　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234嶋田　裕光

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ 政府の経済活動である財政の役割・機能と制度

授業の目的及び概要
本講義では、まず政府や公共部門の経済活動である財政の果たす役割・機能とその背景にある基礎理論からはじめ、国や地方の財政制度、国と地方
政府との関係、今後の財政を巡る課題について解説し、ニュースなどで報道される内容だけでなく、今後、自らのビジネスや実生活のなかでも経済全体
との関係をおさえながら財政の現状や改革の必要性について正しく理解できる力を身につけることを目的とします。現場での実体験も交えながら講義し
ますので、将来、公務員などを目指す方の参考にもなる内容にしていきます。

学修の到達目標
財政の果たす役割や機能と今後の課題について、財政の理論や制度の基本的な知識を身につけるとともに、視野を広く持って経済全体との関係を整
合的に説明できるようになることを目指します。また、特に公務員を目指す方は、当該分野における公務員という役割を知る上で欠かせない内容を抑え
ることが期待できます。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
ミクロ経済学Ⅰ、ミクロ経済学Ⅱを履修していることが望ましい。

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
適時、課題（演習問題形式）を課しますので、次回講義までに復習を兼ねてノートを参照しながら解答し、次回講義で回収します。その後、解説、講評を
行う形で授業を進めます。

アクティブ・ラーニング
の取組み

本科目の担当教員は、１９８６年に経済企画庁（現内閣府）に入庁し、国家公務員として３０年以上のキャリアを積んでいる。また、経済白書や経済計
画、GDP統計、社会福祉政策にも携わった実務経験から、マクロ経済学、財政学、GDP統計、少子化問題を専門領域としている。本科目では、これらの
経験を生かし、経済データを正しく評価する目を養い、社会で役立てるための基本的な理論から実務的なプロセスまで含めた幅広い授業を行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

これまでの教員の実体験も交えながら、財政の世界について、公務員や行政関係ビジネスに携わる会社員、公益事業に携わる団体職員を志望する皆
さんにとって有益な知識、視点、考え方を学修してもらいます。
講義内容の理解を深め、知識を定着させるため、各回の講義終了前に課題（演習問題形式）を課すことがありますので、資料やノートを見ながら復習を
行ってください。また、夏場や年末、年度末までの時期に財政が特に話題になるシーズンがあることも抑えながら、日頃から、新聞、インターネット（志望
する役所のHPなども含む）、雑誌などで、財政に関することに関心を持って目を通す機会を増やしてください。
なお、財政の機能の理論の理解を深めるために、ミクロ経済学、マクロ経済学などの講義を併せて履修しておくことを薦めます。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

0500

300200

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

特定のテキストの指定はしません。
適宜、講義資料を配布して授業を行います。

参考書

①入門財政学(第2版),  土居丈朗,  日本評論社,  2021年
②図説　日本の財政（令和3年度版）,財経詳報社,2021年
③財政学, 宮澤和俊, 焼田党, 新世社,2021年　（③は特に財政理論に関心のある者向け）

なし

①9784535540071
②9784881774861
③9784883842971

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 講義内容の計画と授業の進め方について説明します。併せて、最近の
身近なニュースを引用しながら、財政の役割について関心を高めてもら
います。

2回目以降の講義で適時、課題（演習問題形式）を課しま
すので、それに答えて、次回講義で提出してもらいます。
回収後、解説及び講評を行いながら、次の内容に進んで
いきます。

2時間

第2回 国や地方の経済活動である財政と民間企業活動との相違点について
解説します。

講義終了前に適時、左記内容についての課題（演習問題
形式）を課すことがありますので、復習を兼ねてノートや資
料を参照しながら解答し、次回講義にて提出して下さい。
次回講義で、回収後、解説、講評を行い、理解の定着をは
かります。

4時間

第3回 財政が必要とされる基礎理論を通じて、財政の機能（ミクロ的機能:市場
の失敗の是正、公共財の提供など）について解説します。

講義終了前に適時、左記内容についての課題（演習問題
形式）を課すことがありますので、復習を兼ねてノートや資
料を参照しながら解答し、次回講義にて提出して下さい。
次回講義で、回収後、解説、講評を行い、理解の定着をは
かります。

4時間

第4回 財政が必要とされる基礎理論を通じて、財政の機能（マクロ的機能：経
済安定化、所得再分配政策）について解説します。

講義終了前に適時、左記内容についての課題（演習問題
形式）を課すことがありますので、復習を兼ねてノートや資
料を参照しながら解答し、次回講義にて提出して下さい。
次回講義で、回収後、解説、講評を行い、理解の定着をは
かります。

4時間
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第5回 国の財政について、予算制度、歳出内容の概要について解説します。 講義終了前に適時、左記内容についての課題（演習問題
形式）を課すことがありますので、復習を兼ねてノートや資
料を参照しながら解答し、次回講義にて提出して下さい。
次回講義で、回収後、解説、講評を行い、理解の定着をは
かります。

4時間

第6回 歳入の基本財源である租税制度の概要について解説します。 講義終了前に適時、左記内容についての課題（演習問題
形式）を課すことがありますので、復習を兼ねてノートや資
料を参照しながら解答し、次回講義にて提出して下さい。
次回講義で、回収後、解説、講評を行い、理解の定着をは
かります。

5時間

第7回 租税制度の原則、機能と理論について解説します。 講義終了前に適時、左記内容についての課題（演習問題
形式）を課すことがありますので、復習を兼ねてノートや資
料を参照しながら解答し、次回講義にて提出して下さい。
次回講義で、回収後、解説、講評を行い、理解の定着をは
かります。

4時間

第8回 代表的な税である所得税、消費税、法人税の特徴と仕組みの概要をそ
れぞれ解説します。

講義終了前に適時、左記内容についての課題（演習問題
形式）を課すことがありますので、復習を兼ねてノートや資
料を参照しながら解答し、次回講義にて提出して下さい。
次回講義で、回収後、解説、講評を行い、理解の定着をは
かります。

4時間

第9回 財政の基本的機能、国の予算制度と歳出と歳入の内容といったこれま
での講義内容の定着を確認するために中間テストを行います。

中間テストに備えて、これまでの講義内容を、もう一度ノー
トや資料を参照して復習を十分行って下さい。答案回収
後、解説しますので、間違えたところについては、期末テ
ストに向けて再確認して下さい。

4時間

第10回 地方財政について国の制度との共通点や違いを含め解説します。 講義終了前に適時、左記内容についての課題（演習問題
形式）を課すことがありますので、復習を兼ねてノートや資
料を参照しながら解答し、次回講義にて提出して下さい。
次回講義で、回収後、解説、講評を行い、理解の定着をは
かります。

4時間

第11回 国と地方との関係（交付金、補助金など財政資金の流れを含む）につい
て解説します。

講義終了前に適時、左記内容についての課題（演習問題
形式）を課すことがありますので、復習を兼ねてノートや資
料を参照しながら解答し、次回講義にて提出して下さい。
次回講義で、回収後、解説、講評を行い、理解の定着をは
かります。

4時間

第12回 今後の財政を巡る大きな課題である少子高齢化の影響について解説し
ます。

講義終了前に適時、左記内容についての課題（演習問題
形式）を課すことがありますので、復習を兼ねてノートや資
料を参照しながら解答し、次回講義にて提出して下さい。
次回講義で、回収後、解説、講評を行い、理解の定着をは
かります。

4時間

第13回 国や地方の財政改革の必要性と対策について解説します。 講義終了前に適時、左記内容についての課題（演習問題
形式）を課すことがありますので、復習を兼ねてノートや資
料を参照しながら解答し、次回講義にて提出して下さい。
次回講義で、回収後、解説、講評を行い、理解の定着をは
かります。

4時間

第14回 財政と政治の関係、財政再建目標などについて解説します。 講義終了前に適時、左記内容についての課題（演習問題
形式）を課すことがありますので、復習を兼ねてノートや資
料を参照しながら解答し、次回講義にて提出して下さい。
次回講義で、回収後、解説、講評を行い、理解の定着をは
かります。

4時間

第15回 これまでの講義全体における内容の重要ポイントを復習します。 定期試験に備えて、講義全体についてこれまでの確認課
題やノート、配布資料を読み直しながら、十分復習を行っ
て下さい。

5時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 財政学（経費と租税）　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234嶋田　裕光

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ 経費（支出）と租税(収入）の両面から見た財政の直面する課題の考察

授業の目的及び概要
政府など公的部門の経費を賄うための各種租税制度と政策効果、社会保険制度、経費面でその膨張する要因となっている社会保障関係支出の展望、
財政赤字を巡る各種の議論を解説し、本講義を受講することにより、納税者あるいは被保険者としてもビシネスや実生活面で接することになる公的部門
との関係や仕組みについて、公的部門の立場からの視野も持って広く理解できる力を身につけることを目的とします。なお、本講義は、春学期の財政学
(財政と制度)の内容をさらに掘り下げたものと位置付けられます。

学修の到達目標
現在の日本の財政（経費や租税）が直面している課題を通じて、日本の経済社会の現在から将来にわたり抱える課題と対応策について財政の視点か
ら理解し、自ら説明できることを目指します。特に、公務員を目指す方にとって、現在の財政が置かれている問題を予め認識しておく上で不可欠の内容
となります。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
ミクロ経済学Ⅰ、ミクロ経済学Ⅱを履修していることが望ましい。

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
講義中、適時に課題（演習問題形式）を課すことがありますので、ノートや資料を参照の上、解答を作成し、次回講義で提出してもらいます。その後、解
説、講評を行い、次の講義内容に進むという形で、理解の定着をはかります。

アクティブ・ラーニング
の取組み

本科目の担当教員は、１９８６年に経済企画庁（現内閣府）に入庁し、国家公務員として３０年以上のキャリアを積んでいる。また、経済白書や経済計
画、GDP統計、社会福祉政策にも携わった実務経験から、マクロ経済学、財政学、GDP統計、少子化問題を専門領域としている。本科目では、これらの
経験を生かし、経済データを正しく評価する目を養い、社会で役立てるための基本的な理論から実務的なプロセスまで含めた幅広い授業を行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

本講義では、春学期の「財政学（財政と制度）」の講義に引き続き、より各論的にテーマを取り上げながら今後の財政需要を巡る社会的課題と対応策に
ついて理解を深めることを目的とします。現場での実体験にも基づき講義しますので、将来、公務員を目指す方の参考にもなる内容にしていきます。並
行してマクロ経済学関連科目の履修を薦めます。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

0500

300200

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

特定のテキストは指定しません。適宜、講義資料を配布します。

参考書

①入門財政学（第2版）,  土居丈朗,  日本評論社,  2021年
②図説　日本の財政（令和3年度版）,財経詳報社, 2021年

なし

①9784535540071
②9784881774861

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 講義予定の内容全体の概要と進め方について説明します。はじめに現
場経験も交え最近の具体的事例を用いながら財政の巡る課題を取り上
げ関心を高めてもらいます。

2回目講義以降、講義終了前に課題（演習問題形式）を適
時課しますので、復習を兼ねて解答を作成し、次回講義で
回収します。その後、解説、講評し、毎回の理解の定着を
はかります。

2時間

第2回 憲法、財政法などに定められている財政の諸原則について解説しま
す。

講義終了前に左記内容についての確認課題（演習問題形
式）を適時課しますので、復習を兼ねて解答を作成し、次
回講義で回収します。その後、解説、講評し、毎回の理解
の定着をはかります。

4時間

第3回 公平、中立、簡素といった租税三原則と租税体系の体系、及び租税特
別措置などの考え方について解説します。

講義終了前に左記内容についての確認課題（演習問題形
式）を適時課しますので、復習を兼ねて解答を作成し、次
回講義で回収します。その後、解説、講評し、毎回の理解
の定着をはかります。

4時間

第4回 財政収入における所得税の位置づけ、政策効果（累進制度による効果
や各種減税）、課題について国際比較なども交え解説します。

講義終了前に左記内容についての確認課題（演習問題形
式）を適時課しますので、復習を兼ねて解答を作成し、次
回講義で回収します。その後、解説、講評し、毎回の理解
の定着をはかります。

4時間

第5回 財政収入における消費税の位置づけ、政策効果（軽減税率など）、課題
について国際比較も交え解説します。

講義終了前に左記内容についての確認課題（演習問題形
式）を適時課しますので、復習を兼ねて解答を作成し、次
回講義で回収します。その後、解説、講評し、毎回の理解
の定着をはかります。

4時間

第6回 法人税の課税と効果の理論、法人税改革（税率引き下げの経緯）、政
策減税、国際的な課税ルールについて解説します。

講義終了前に左記内容についての確認課題（演習問題形
式）を適時課しますので、復習を兼ねて解答を作成し、次
回講義で回収します。その後、解説、講評し、毎回の理解
の定着をはかります。

4時間
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第7回 金融取引課税、資産課税、炭素税、その他の最近注目される税目の課
税と効果の理論について解説します。

講義終了前に左記内容についての確認課題（演習問題形
式）を適時課しますので、復習を兼ねて解答を作成し、次
回講義で回収します。その後、解説、講評し、毎回の理解
の定着をはかります。

4時間

第8回 財政収入（租税関係）に関するこれまでの理解度を確認するために、中
間テストを実施します。テスト後、解説を行います。

中間テストに向け、これまでの講義内容を十分復習してお
いて下さい。テスト後、間違えた部分については、期末テ
ストに向けて再確認して下さい。

5時間

第9回 社会保険制度（年金、医療、介護、雇用）の意義、社会保険料負担と国
庫負担との関係、社会保障関係支出が拡大する中で社会保障制度改
革の動向について解説します。併せて、子供子育てに関する福祉政策
の動向についても解説します。

講義終了前に左記内容についての確認課題（演習問題形
式）を適時課しますので、復習を兼ねて解答を作成し、次
回講義で回収します。その後、解説、講評し、毎回の理解
の定着をはかります。

4時間

第10回 所得格差の現状（相対的貧困率など）を紹介しつつ、所得保障制度を
中心とした財政と生活保障との関係について解説します。特に最近の
パンデミックのもとでのセーフティーネット強化の課題にも触れていきま
す。

講義終了前に左記内容についての確認課題（演習問題形
式）を適時課しますので、復習を兼ねて解答を作成し、次
回講義で回収します。その後、解説、講評し、毎回の理解
の定着をはかります。

4時間

第11回 財政需要ともに拡大する財政赤字の功罪について、その理論的背景や
財政再建を巡る国会などでの議論について解説します。

講義終了前に左記内容についての確認課題（演習問題形
式）を適時課しますので、復習を兼ねて解答を作成し、次
回講義で回収します。その後、解説、講評し、毎回の理解
の定着をはかります。

4時間

第12回 大きな政府か小さな政府かの選択、社会保障をめぐる世代間対立の背
景、選挙や政治プロセスとの関係について解説します。

講義終了前に左記内容についての確認課題（演習問題形
式）を適時課しますので、復習を兼ねて解答を作成し、次
回講義で回収します。その後、解説、講評し、毎回の理解
の定着をはかります。

5時間

第13回 行財政改革の必要性と行政事業レビューなど具体的な取り組みについ
て解説します。

講義終了前に左記内容についての確認課題（演習問題形
式）を適時課しますので、復習を兼ねて解答を作成し、次
回講義で回収します。その後、解説、講評し、毎回の理解
の定着をはかります。

4時間

第14回 行財政改革の一環として、EBPM(証拠に基づく政策立案）、PDRCと
いった行政評価、政策効果の評価手法について具体例も交えながら解
説します。

講義終了前に左記内容についての確認課題（演習問題形
式）を適時課しますので、復習を兼ねて解答を作成し、次
回講義で回収します。その後、解説、講評し、毎回の理解
の定着をはかります。

4時間

第15回 これまでの講義の全体総括を行います。 定期試験に備えて、これまでのノートや講義資料を読み直
すとともに、重要ポイントの知識、考え方を確認するなど十
分復習を行ってください。

5時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 地方財政論Ⅱ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

34髙林　喜久生

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G3

経済学部専門教育科目

テーマ 制度・理論・ケーススタディによる地方財政の総合的把握。

授業の目的及び概要
地方財政論Ⅰの履修を前提として、地方財政制度・理論の理解を深めるとともに、その理解をもとに身近な公共サービスを例にとって地方財政の役割
を検討します。講義は３部構成とし、第１部では制度の理解を深め、第２部では理論の理解を深め、第３部では身近な公共サービスから地方財政の役
割を考え直します。

学修の到達目標
制度・理論・ケーススタディによる地方財政の総合的把握をもとに現実の地方財政運営のあり方を実践的に検討することができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
確認テストについては授業中に講評を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／反転授業

本科目の担当教員は、銀行員を1977年から10年以上経験しており、同期間内には、大蔵省に出向し、財政金融研究所主任研究官を務める等の経験も
有している。本科目では、これらの経験を生かした授業を行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

地方財政を体系的に学ぶために、「地方財政論Ⅰ」を履修していることが望ましいです。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

600

015520

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

とくに使用しません。授業担当者が作成した配付資料をもとに授業を行います。

参考書

①新しい地方財政論　新版，中井英雄・齋藤愼・堀場勇夫・戸谷裕之，有斐閣，2020年
②新・地方財政，林宜嗣編，有斐閣，2021年

なし。

①9784641221567
②9784641184565

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンスと授業の概要。 【予習】講義資料を事前に配布しますので、目を通してお
いてください。
【復習】講義資料を読み返し、講義で得た知識・考え方を
確認してください。

4時間

第2回 第Ⅰ部　制度・仕組みの理解を深める（その1）
データで見る地方財政の姿：最新のデータから見た地方財政の姿を解
説します。

【予習】講義資料を事前に配布しますので、目を通してお
いてください。
【復習】講義資料を読み返し、講義で得た知識・考え方を
確認してください。

4時間

第3回 第Ⅰ部　制度・仕組みの理解を深める（その2）
国と地方の関係：国と地方の政府間の関係に絞って制度を解説しま
す。

【予習】講義資料を事前に配布しますので、目を通してお
いてください。
【復習】講義資料を読み返し、講義で得た知識・考え方を
確認してください。

4時間

第4回 第Ⅰ部　制度・仕組みの理解を深める（その3）
地方制度の国際比較：国によって国･地方の仕組みは大きく異なりま
す。国際比較を通じて日本の地方制度の特徴を浮かび上がらせます。

【予習】講義資料を事前に配布しますので、目を通してお
いてください。
【復習】講義資料を読み返し、講義で得た知識・考え方を
確認してください。

4時間

第5回 第Ⅰ部　制度・仕組みの理解を深める（その4）
財政健全化法と財政健全化指標：地方自治体の財政の健全度を判断
するために提案された様々な財政健全化指標の見方について解説しま
す。

【予習】講義資料を事前に配布しますので、目を通してお
いてください。
【復習】講義資料を読み返し、講義で得た知識・考え方を
確認してください。

4時間

第6回 第Ⅰ部　制度・仕組みの理解を深める（その5）
地方公会計改革：政府部門の会計にも発生主義会計の基準を導入す
る動きが広がっています。ここでは地方公会計改革のねらいと現状に
ついて解説します。

【予習】講義資料を事前に配布しますので、目を通してお
いてください。
【復習】講義資料を読み返し、講義で得た知識・考え方を
確認してください。

4時間
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第7回 第2部　理論を深く理解する（その1）
地方公共支出の理論：地方分権定理、足による投票、中位投票者定理
などを取り上げ、なぜ中央集権ではなく地方分権が望ましいのか理論
的に解説します。

【予習】講義資料を事前に配布しますので、目を通してお
いてください。
【復習】講義資料を読み返し、講義で得た知識・考え方を
確認してください。

4時間

第8回 第2部　理論を深く理解する（その2）
地方税の理論：地方税の原則、税率の上限設定。租税競争など税のな
かでも地方税に関する理論を解説します。

【予習】講義資料を事前に配布しますので、目を通してお
いてください。
【復習】講義資料を読み返し、講義で得た知識・考え方を
確認してください。

4時間

第9回 第2部　理論を深く理解する（その3）
補助金の理論：一般補助金（［例］地方交付税）と特定補助金（［例］国庫
支出金）の効果の違いを理論的に解説します。

【予習】講義資料を事前に配布しますので、目を通してお
いてください。
【復習】講義資料を読み返し、講義で得た知識・考え方を
確認してください。

4時間

第10回 第2部　理論を深く理解する（その4）
地方債の理論：建設地方債による便益と負担の世代間の公平、国債と
地方債の違いについて理論的に解説します。

【予習】講義資料を事前に配布しますので、目を通してお
いてください。
【復習】講義資料を読み返し、講義で得た知識・考え方を
確認してください。

4時間

第11回 第3部　身近な公共サービスから地方財政の役割を考える（その1）
ごみ処理サービス：公共財の考え方をもとにごみ処理サービスを考えま
す。

【予習】講義資料を事前に配布しますので、目を通してお
いてください。
【復習】講義資料を読み返し、講義で得た知識・考え方を
確認してください。

4時間

第12回 第3部　身近な公共サービスから地方財政の役割を考える（その2）
学校給食：価値財の考え方をもとに学校給食を考えます。

【予習】講義資料を事前に配布しますので、目を通してお
いてください。
【復習】講義資料を読み返し、講義で得た知識・考え方を
確認してください。

4時間

第13回 第3部　身近な公共サービスから地方財政の役割を考える（その3）
救急車：公共サービスの有料化問題を救急車の例をもとに考えます。

【予習】講義資料を事前に配布しますので、目を通してお
いてください。
【復習】講義資料を読み返し、講義で得た知識・考え方を
確認してください。

4時間

第14回 第3部　身近な公共サービスから地方財政の役割を考える（その4）
防災：補完性の原則をもとに防災を考えます。

【予習】講義資料を事前に配布しますので、目を通してお
いてください。
【復習】講義資料を読み返し、講義で得た知識・考え方を
確認してください。

4時間

第15回 まとめ：これまでの講義をまとめるとともに、今後の地方公共サービス
のあり方についてみなさんとディスカッションします。

【予習】講義資料を事前に配布しますので、目を通してお
いてください。
【復習】講義資料を読み返すとともに、ディスカッションの内
容を確認してください。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 金融論Ⅰ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234小巻　善郎

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ 金融市場と金融商品

授業の目的及び概要
この金融論Ⅰは、社会に出てから必要となる金融の知識、すなわち金融リテラシーを身につけることを目的としています。
授業では、預金や信託、生命保険、損害保険、公社債、株式、金融派生商品などの代表的な金融商品についての学修が中心となります。
具体的には、まず貨幣の役割や金利・利回り、金融機関の種類といった金融商品の学修に必要となる基礎的なことを学びます。その上で、各種の金融
商品の具体的な内容とそのリスクを学ぶことに加えて、預金保険制度といった信用秩序維持制度や金融機関への規制のほか、資産選択の理論につい
ても学びます。

学修の到達目標
以下の３点を学修の到達目標とします。
・金融市場の仕組みを理解できるようになる。
・金融機関の種類を理解できるようになる。
・主な金融商品の内容とそのリスクを理解できるようになる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
この金融論Ⅰでは、パワーポイントを使った講義中心の授業を行います。パワーポイント用の資料は、事前に「授業レジュメ」としてラーニングポータル
に掲載します。
授業中に毎回課題を出しますので、授業終了時にその課題を提出することが必要です。課題の結果は、授業において口頭でフィードバックします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

本科目の担当者は、都市銀行に２６年間在職し、その間、支店や本部、海外支店において内部事務、営業・渉外、調査といった様々な業務に携わってき
た。本科目では、そうした長年にわたる実務経験を通じて得た専門知識や知見などを授業に反映し、理論だけでなく具体的な事例の紹介などを基とした
実践的な教育を行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

金融論で取り扱う研究テーマは、金融政策に関するもの、金融システムに関するもの、ファイナンスに関するもの、国際金融に関するものなど多岐にわ
たっています。
この金融論Ⅰでは、そうした金融論への入門として、金融商品を中心に学修しますが、金融政策やファイナンス、金融システム、国際金融に関するもの
は、秋学期からの金融論Ⅱで取り上げますので、この金融論Ⅰの履修生には、秋学期の金融論Ⅱも履修することを期待しています。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

550

00450

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキスト指定はありません。

参考書

➀金融論（第２版），家森信善，中央経済社，2018年

なし

➀9784502290510

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス
授業の概要や進め方について、ガイダンスを行います。

・当日の講義資料を復習する。
・参考書の第２章「貨幣」を予習する。

4時間

第2回 貨幣の役割
貨幣の役割のほか、マネーストックの定義や、電子マネーなどの新しい
決済手段、中央銀行デジタルマネーの動向について学びます。

・講義資料を復習する。
・参考書の第３章「金利」を予習する。

4時間

第3回 金利と利回り
金利と利回りの意味、その決定要因などについて学びます。

・講義資料を復習する。
・参考書の第７章「金融システムと金融仲介機関の役割」
を予習する。

4時間

第4回 金融市場の種類
金融市場の種類とその特徴のほか、決済システムの概要などについて
学びます。

・講義資料を復習する。
・参考書の第８章「銀行以外の金融機関」を予習する。

4時間

第5回 金融機関の種類と役割
金融機関の種類と役割に加えて、間接金融と直接金融の違いなどにつ
いて学びます。

・講義資料を復習する。
・参考書の第１２章「間接金融型の金融商品」を予習する。

4時間

第6回 金融商品の基礎…預金・信託
預金の種類とその特徴、信託の基本的な機能とおもな信託商品につい
て学びます。

・講義資料を復習する。
・参考書の第１２章「間接金融型の金融商品」を予習する。

4時間

第7回 金融商品の基礎…生命保険・損害保険
生命保険の種類とその特徴、損害保険の種類とその特徴について学
びます。

・講義資料を復習する。
・参考書の第１３章「直接金融型の金融商品」を予習する。

4時間
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第8回 金融商品の基礎…公社債
公社債市場の内容と、公社債の種類とその特徴について学びます。

・講義資料を復習する。
・参考書の第１３章「直接金融型の金融商品」を予習する。

4時間

第9回 金融商品の基礎…株式
株式市場の内容と、株式の種類とその特徴、株価の決定要因などにつ
いて学びます。

・講義資料を復習する。
・参考書の第１３章「直接金融型の金融商品」を予習する。

4時間

第10回 金融商品の基礎…投資信託
投資信託の種類とその特徴について学びます。

・講義資料を復習する。
・参考書の第１３章「直接金融型の金融商品」を予習する。

4時間

第11回 金融商品の基礎…デリバティブ商品
デリバティブ商品（先物・オプション・スワップ）の内容とその特徴につい
て学びます。

・講義資料を復習する。
・参考書の第１０章「金融機関の破綻への対応策」を予習
する。

4時間

第12回 金融機関の破綻への対応策
預金保険制度、分別管理と投資者保護基金、保険契約者保護につい
て学びます。

・講義資料を復習する。
・参考書の第１１章「金融市場に関する規制」を予習する。

4時間

第13回 金融市場への規制
金融市場への規制の必要性やその内容について学びます。

・講義資料を復習する。
・参考書の第１４章「ファイナンスの基礎理論」を予習する。

4時間

第14回 資産選択の理論
資産選択の理論に関する基礎的な内容を学びます。

・講義資料を復習する。 2時間

第15回 春学期の総括
春学期の講義内容の総括を行います。

・講義資料を復習するとともに、学期末の定期試験に向け
て春学期全体の復習を行う。

6時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 金融論Ⅱ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234小巻　善郎

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ 金融のしくみと基礎理論

授業の目的及び概要
この金融論Ⅱでは、資産運用や為替レートなど社会に出てから必要となる金融の知識を身につけることを目的としています。
そのため、多岐にわたる金融論の研究テーマ（金融政策に関するもの、金融システムに関するもの、ファイナンスに関するもの、国際金融に関するもの）
のそれぞれの基礎的な内容を学修します。
授業ではまず、金融取引の全体像を資金循環の観点から概観し、次いで銀行の貸出行動、家計の資金運用、企業の資金調達といった部門別の金融取
引について学びます。続いて、中央銀行の役割と機能、金融政策手段、現在の非伝統的金融政策の効果とともに、財政と金融の問題についても学びま
す。最後に、国際金融分野では国際通貨制度と為替レートの変動要因を学びます。

学修の到達目標
以下の３点を学修の到達目標とします。
・家計や企業などの部門別の金融取引を理解できるようになる。
・中央銀行の役割と機能、金融政策を理解できるようになる。
・国際通貨制度と為替レートの変動要因を理解できるようになる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
この金融論Ⅱでは、パワーポイントを使った講義中心の授業を行います。パワーポイント用の資料は事前に「授業レジュメ」としてラーニングポータルに
掲載します。
授業中に毎回課題を出しますので、授業終了時にその課題を提出することが必要です。課題の結果は、授業において口頭でフィードバックします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

本科目の担当者は、都市銀行に２６年間在職し、その間、支店や本部、海外支店において内部事務、営業・渉外、調査といった様々な業務に携わってき
た。本科目では、そうした長年にわたる実務経験を通じて得た専門知識や知見などを授業に反映し、理論だけでなく具体的な事例の紹介などを基とした
実践的な教育を行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

この金融論Ⅱでは、春学期の金融論Ⅰで学修した内容を踏まえたうえで、金融政策に関するもの、金融システムに関するもの、ファイナンスに関するも
の、国際金融に関するものなどの基礎的な内容を取り上げますので、金融論Ⅰを履修していることが望ましいと思います。
なお、金融論Ⅰを履修していなくても理解できるように授業は進めていく予定です。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

550

00450

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキスト指定はありません。

参考書

➀誰でもわかる金融論，代田純，学文社，2016年

なし

➀9784762026874

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス
授業の概要や進め方について、ガイダンスを行います。

・参考書の第５章「金利と利回り」を予習する。 2時間

第2回 景気変動と金利
景気変動による資金の需給バランスと金利との関係について学びま
す。

・講義資料を復習する。
・参考書の第１章「金融と通貨」を予習する。

4時間

第3回 資金循環と金融
各経済主体（家計・企業・政府等）の金融資産・負債、資金運用・調達
額、資金過不足の状況について学びます。

・講義資料を復習する。
・参考書の第１章「金融と通貨」を予習する。

4時間

第4回 決済システム
日銀ネットや全銀システムといった決済システムの仕組みについて学
びます。

・講義資料を復習する。
・参考書の第４章「金融機関」を予習する。

4時間

第5回 銀行の貸出行動
銀行貸出の種類と特徴、貸出残高の推移、貸出金利の決定要因につ
いて学びます。

・講義資料を復習する。
・参考書の第２章「家計と金融」を予習する。

4時間

第6回 家計の資産運用
家計の貯蓄率の動向や背景、資産運用の特徴、借入の動向について
学びます。

・講義資料を復習する。
・参考書の第３章「企業と金融」を予習する。

4時間

第7回 企業の資金調達①
企業の資金過不足の動向、資金需要の種類と特徴について学びます。

・講義資料を復習する。
・参考書の第３章「企業と金融」を予習する。

4時間
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第8回 企業の資金調達②
銀行借入や社債といった企業の資金調達の方法と特徴について学び
ます。

・講義資料を復習する。
・参考書の第６章「中央銀行」を予習する。

4時間

第9回 中央銀行の役割と機能
日本銀行の歴史と、日本銀行の３つの役割と機能について学びます。

・講義資料を復習する。
・参考書の第６章「中央銀行」を予習する。

4時間

第10回 中央銀行の金融政策手段
日本銀行の伝統的な金融政策手段の内容について学びます。

・講義資料を復習する。
・参考書の第６章「中央銀行」を予習する。

4時間

第11回 非伝統的金融政策の効果
日本銀行の非伝統的金融政策の内容とその効果、日本銀行の財務状
況について学びます。

・講義資料を復習する。
・参考書の第８章「財政と金融」を予習する。

4時間

第12回 財政政策と金融政策
財政政策の内容と金融政策との関係について学びます。

・講義資料を復習する。
・参考書の第９章「国際金融」を予習する。

4時間

第13回 国際通貨制度の変遷
戦後の固定相場制から変動相場制への国際通貨制度の変遷について
学びます。

・講義資料を復習する。
・参考書の第９章「国際金融」を予習する。

4時間

第14回 為替レートの変動要因
円ドルレートの推移とその変動要因について学びます。

・講義資料を復習する。 4時間

第15回 秋学期の総括
秋学期の講義内容の総括を行います。

・講義資料を復習するとともに、学期末の定期試験に向け
て春学期全体の復習を行う。

6時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 地域金融論　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234米山　秀隆

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ 地域金融の再生

授業の目的及び概要
地域の中で人々のお金を預かり、また、必要とする企業にお金を貸し出す地域金融機関は、地域の経済を回していく上で重要な役割を果たしていま
す。地域金融機関には、地銀、第二地銀、信用金庫、信用組合など様々な形態がありますが、その役割を説明した後、地域金融機関で現在必要とされ
ている機能がどのようなものであるかについて学びます。地域金融機関は、事業性を適正に評価した上で必要な資金を供給するだけではなく、近年は
地域において様々な事業をプロデュース、推進していく役割も求められています。また、各種のファンドやプロジェクトファイナンスなどの仕組みを使い、
幅広く資金を調達するためのコーディネーター役としての機能も重要になっています。地域経済に主体的に関わることで地域を変え、生き残りを図ろうと
する地域金融機の姿は、地域活性化を志す人々にとっても参考になります。

学修の到達目標
・地域金融機関の類型を説明できる。
・地域金融機関が求められている機能、役割について説明できる。
・ファンドやプロジェクトファイナンスの仕組みについて説明できる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
コメントシート、課題の結果については、授業内またはLearning Portalでフィードバックします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

地域金融機関を就職先として考えている人だけではなく、広く地域に関心を持つ人の受講を勧めます。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

700

00300

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストは使用しません。

参考書

実践から学ぶ地方創生と地域金融，山口省蔵・江口晋太朗，学芸出版社，2020年

なし

9784761527488

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 授業の目標や到達目標等についてガイダンスを行います。 【予習】Learning Portalに掲載する配布資料を事前に読ん
でおいて下さい。
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認して
下さい。

4時間

第2回 地域金融機関の役割と成り立ちについて学びます。 【予習】配布資料を事前に読んでおいて下さい。
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認して
下さい。

4時間

第3回 地域金融機関の基本業務と経営状況について学びます。 【予習】配布資料を事前に読んでおいて下さい。
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認して
下さい。

4時間

第4回 地域金融機関の再編問題について学びます。 【予習】配布資料を事前に読んでおいて下さい。
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認して
下さい。

4時間

第5回 中小企業金融の特性について学びます。 【予習】配布資料を事前に読んでおいて下さい。
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認して
下さい。

4時間

第6回 新たな審査・融資機能（事業性評価）について学びます。 【予習】配布資料を事前に読んでおいて下さい。
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認して
下さい。

4時間

第7回 新たな審査・融資機能（コミュニティローン）について学びます。 【予習】配布資料を事前に読んでおいて下さい。
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認して
下さい。

4時間
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第8回 地域金融機関の新たな機能（事業者支援）について学びます。 【予習】配布資料を事前に読んでおいて下さい。
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認して
下さい。

4時間

第9回 地域金融機関の新たな機能（地域ビジネスプロデュース）について学び
ます。

【予習】配布資料を事前に読んでおいて下さい。
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認して
下さい。

4時間

第10回 地域金融機関の新たな機能（地域商社の設立）について学びます。 【予習】配布資料を事前に読んでおいて下さい。
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認して
下さい。

4時間

第11回 地域金融機関の新たな機能（まちづくりファンド）について学びます。 【予習】配布資料を事前に読んでおいて下さい。
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認して
下さい。

4時間

第12回 地域金融機関の新たな機能（クラウドファンディング）について学びま
す。

【予習】配布資料を事前に読んでおいて下さい。
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認して
下さい。

4時間

第13回 地域金融機関の新たな機能（プロジェクトファイナンス）について学びま
す。

【予習】配布資料を事前に読んでおいて下さい。
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認して
下さい。

4時間

第14回 地域金融機関の新たな機能（地域通貨）について学びます。 【予習】配布資料を事前に読んでおいて下さい。
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認して
下さい。

4時間

第15回 地域金融の今後について学びます。 【予習】配布資料を事前に読んでおいて下さい。
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認して
下さい。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 国際経済学　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234畑佐　伸英

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G3

経済学部専門教育科目

テーマ 国際貿易の基礎理論と貿易政策の効果、並びに外国為替制度について学ぶ

授業の目的及び概要
経済の国際化が進んでいる中で、モノが国境を越えて移動する貿易については、各国の利害関係が複雑に絡み合って、難しい問題を惹起させている。
さらに、グローバルマネーの動きによって、経済が大きな影響を受ける事態も、頻繁に発生している。
本講義では、貿易をすることでどのようなメリット・デメリットがあるのかを、基礎的な理論をもとに、わかりやすく解説していく。さらに、様々な貿易政策と
その効果についても、経済学的な分析を用いながら説明する。また、為替制度とその決定要因についても学習していくことで、今後の為替の動向やそれ
が貿易や経済に与える影響についても理解を深めていく。
本講義で学んだことは、現実の国際社会で起こっている貿易摩擦の本質を理解するうえで有益であるととともに、国家間の対立に起因した様々な貿易
政策の経済的な効果を予測することにも資する。さらに、為替と貿易・経済の相互関係を理解することで、現在と未来の国際経済の動向を読み解いてい
く力にもなる。
本科目は、国際経済の中核的な分野である、貿易と為替の基礎的な知識と理論を学んでいくことから、国際経済コースを選択する学生にとっては、最
初に受講すべき重要な基本科目となる。

学修の到達目標
（１）なぜ貿易が行われるのかについて、基本的な理論を用いて説明できる。
（２）様々な貿易政策の効果について、経済学的な視点から分析できる。
（３）為替の動向とその経済への影響について理解できる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
「世界経済論」や「発展途上国論」なども併せて履修することを勧めます。

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
テストの内容や解答方法については、授業の中で解説する。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

講義資料や参考書などを熟読して予習をするとともに、授業中には必ずノートを取ることが重要である。中間テストや定期試験に対応するには、講義内
で出題される練習問題を解くことがカギとなるため、欠かさずに授業に出席し、予習復習をすることが求められる。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

500

200030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

特定のテキストは使用しない。毎回の講義資料をラーニングポータル上に掲載するので、各自で取得しておく
こと。

参考書

①国際経済をつかむ 第2版，石川城太・椋寛・菊池徹，有斐閣，2013年
②コア・テキスト国際経済学 第2版，大川昌幸，新世社，2015年

なし

①9784641177192
②9784883842322

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス及び国際収支
講義の進め方や評価の方法を説明し、本講義で取り扱う国際経済の基
本統計でもある国際収支について概説する。

講義資料や参考書①の「序章　国際経済学とは」を熟読し
て予習を行うとともに、授業後は、ノートに書き取った内容
を何度も読み返して、理解度を深めておくこと。また、練習
問題については各自で取り組み、見直しも行っておくこと。

4時間

第2回 国際貿易の概況を日本の貿易統計を示しながら学んでいく。 講義資料や参考書①の「第3章　unit 5 産業間貿易と産業
内貿易」と「第9章　unit 17 サービス貿易の定義と現状」を
熟読して予習を行うとともに、授業後は、ノートに書き取っ
た内容を何度も読み返して、理解度を深めておくこと。ま
た、練習問題については各自で取り組み、見直しも行って
おくこと。

4時間

第3回 自由貿易とGATT/WTO体制について概説する。 講義資料や参考書①の「第8章　国際貿易のルールと貿
易交渉―GATTとWTO」を熟読して予習を行うとともに、授
業後は、ノートに書き取った内容を何度も読み返して、理
解度を深めておくこと。また、練習問題については各自で
取り組み、見直しも行っておくこと。

4時間
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第4回 様々な貿易を制限する政策について学習する。 講義資料や参考書①の「第8章　unit 15 GATTとWTOの歴
史と現状」を熟読して予習を行うとともに、授業後は、ノート
に書き取った内容を何度も読み返して、理解度を深めてお
くこと。また、練習問題については各自で取り組み、見直し
も行っておくこと。

4時間

第5回 サービス貿易と貿易理論の概念について学ぶ。 講義資料や参考書①の「第1章　unit 1 比較優位と分業の
利益」と「第9章　unit 17 サービス貿易の定義と現状」を熟
読して予習を行うとともに、授業後は、ノートに書き取った
内容を何度も読み返して、理解度を深めておくこと。また、
練習問題については各自で取り組み、見直しも行っておく
こと。

4時間

第6回 リカードの比較生産費理論について理解する。 講義資料や参考書①の「第1章　比較優位」を熟読して予
習を行うとともに、授業後は、ノートに書き取った内容を何
度も読み返して、理解度を深めておくこと。また、練習問題
については各自で取り組み、見直しも行っておくこと。

4時間

第7回 比較優位を決定する要因は何かについて考察する。 講義資料や参考書①の「第2章　unit 4 比較優位の決定要
因」を熟読して予習を行うとともに、授業後は、ノートに書き
取った内容を何度も読み返して、理解度を深めておくこと。
また、練習問題については各自で取り組み、見直しも行っ
ておくこと。

4時間

第8回 貿易の利益と輸入関税の効果を部分均衡分析を用いて説明する。 講義資料や参考書①の「第2章　unit 3 貿易利益」と「第4
章　unit 7 関税・輸入割当の効果」を熟読して予習を行うと
ともに、授業後は、ノートに書き取った内容を何度も読み
返して、理解度を深めておくこと。また、練習問題について
は各自で取り組み、見直しも行っておくこと。

4時間

第9回 生産補助金の効果と輸入関税の効果を比較し、検討する。 講義資料や参考書①の「第4章　unit 7 関税・輸入割当の
効果」を熟読して予習を行うとともに、授業後は、ノートに
書き取った内容を何度も読み返して、理解度を深めておく
こと。また、練習問題については各自で取り組み、見直し
も行っておくこと。

4時間

第10回 保護貿易を擁護する主張について学ぶ。 講義資料や参考書①の「第4章　unit 8 保護貿易を擁護す
る主張」、「第5章　貿易政策　応用I」、「第7章　貿易政策
の政治経済学」を熟読して予習を行うとともに、授業後は、
ノートに書き取った内容を何度も読み返して、理解度を深
めておくこと。また、練習問題については各自で取り組み、
見直しも行っておくこと。

4時間

第11回 FTAの現状と制度について解説する。 講義資料や参考書①の「第10章　unit 19 地域貿易協定の
現状と制度」を熟読して予習を行うとともに、授業後は、
ノートに書き取った内容を何度も読み返して、理解度を深
めておくこと。また、練習問題については各自で取り組み、
見直しも行っておくこと。

4時間

第12回 FTAの経済的効果について学ぶ。 講義資料や参考書①の「第10章　unit 20 地域貿易協定の
経済学」を熟読して予習を行うとともに、授業後は、ノート
に書き取った内容を何度も読み返して、理解度を深めてお
くこと。また、練習問題については各自で取り組み、見直し
も行っておくこと。

4時間

第13回 外国為替とその変動要因について概説する。 講義資料や参考書②の「第12章　外国為替市場と外国為
替レート」と「第13章　外国為替相場の決定理論」を熟読し
て予習を行うとともに、授業後は、ノートに書き取った内容
を何度も読み返して、理解度を深めておくこと。また、練習
問題については各自で取り組み、見直しも行っておくこと。

4時間

第14回 円高・円安による効果と国際通貨制度ついて学んでいく。 講義資料や参考書②の「第12章　外国為替市場と外国為
替レート」を熟読して予習を行うとともに、授業後は、ノート
に書き取った内容を何度も読み返して、理解度を深めてお
くこと。また、練習問題については各自で取り組み、見直し
も行っておくこと。

4時間

第15回 まとめ並びに総括 これまでの学習を振り返って、学んだこと、分かったこと、
発見したこと、難しかったこと、興味や関心を抱いたこと、
などについて考えておいてください。授業で学んだことや
思ったこと、考えたことなどは、復習としてノートやファイル
に整理して、まとめておくと良いでしょう。また、練習問題に
ついては各自で取り組み、見直しも行っておくこと。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 国際経済学　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234畑佐　伸英

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G3

経済学部専門教育科目

テーマ 国際貿易の基礎理論と貿易政策の効果、並びに外国為替制度について学ぶ

授業の目的及び概要
経済の国際化が進んでいる中で、モノが国境を越えて移動する貿易については、各国の利害関係が複雑に絡み合って、難しい問題を惹起させている。
さらに、グローバルマネーの動きによって、経済が大きな影響を受ける事態も、頻繁に発生している。
本講義では、貿易をすることでどのようなメリット・デメリットがあるのかを、基礎的な理論をもとに、わかりやすく解説していく。さらに、様々な貿易政策と
その効果についても、経済学的な分析を用いながら説明する。また、為替制度とその決定要因についても学習していくことで、今後の為替の動向やそれ
が貿易や経済に与える影響についても理解を深めていく。
本講義で学んだことは、現実の国際社会で起こっている貿易摩擦の本質を理解するうえで有益であるととともに、国家間の対立に起因した様々な貿易
政策の経済的な効果を予測することにも資する。さらに、為替と貿易・経済の相互関係を理解することで、現在と未来の国際経済の動向を読み解いてい
く力にもなる。
本科目は、国際経済の中核的な分野である、貿易と為替の基礎的な知識と理論を学んでいくことから、国際経済コースを選択する学生にとっては、最
初に受講すべき重要な基本科目となる。

学修の到達目標
（１）なぜ貿易が行われるのかについて、基本的な理論を用いて説明できる。
（２）様々な貿易政策の効果について、経済学的な視点から分析できる。
（３）為替の動向とその経済への影響について理解できる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
「世界経済論」や「発展途上国論」なども併せて履修することを勧めます。

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
テストの内容や解答方法については、授業の中で解説する。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

講義資料や参考書などを熟読して予習をするとともに、授業中には必ずノートを取ることが重要である。中間テストや定期試験に対応するには、講義内
で出題される練習問題を解くことがカギとなるため、欠かさずに授業に出席し、予習復習をすることが求められる。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

500

200030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

特定のテキストは使用しない。毎回の講義資料をラーニングポータル上に掲載するので、各自で取得しておく
こと。

参考書

①国際経済をつかむ 第2版，石川城太・椋寛・菊池徹，有斐閣，2013年
②コア・テキスト国際経済学 第2版，大川昌幸，新世社，2015年

なし

①9784641177192
②9784883842322

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス及び国際収支
講義の進め方や評価の方法を説明し、本講義で取り扱う国際経済の基
本統計でもある国際収支について概説する。

講義資料や参考書①の「序章　国際経済学とは」を熟読し
て予習を行うとともに、授業後は、ノートに書き取った内容
を何度も読み返して、理解度を深めておくこと。また、練習
問題については各自で取り組み、見直しも行っておくこと。

4時間

第2回 国際貿易の概況を日本の貿易統計を示しながら学んでいく。 講義資料や参考書①の「第3章　unit 5 産業間貿易と産業
内貿易」と「第9章　unit 17 サービス貿易の定義と現状」を
熟読して予習を行うとともに、授業後は、ノートに書き取っ
た内容を何度も読み返して、理解度を深めておくこと。ま
た、練習問題については各自で取り組み、見直しも行って
おくこと。

4時間

第3回 自由貿易とGATT/WTO体制について概説する。 講義資料や参考書①の「第8章　国際貿易のルールと貿
易交渉―GATTとWTO」を熟読して予習を行うとともに、授
業後は、ノートに書き取った内容を何度も読み返して、理
解度を深めておくこと。また、練習問題については各自で
取り組み、見直しも行っておくこと。

4時間
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第4回 様々な貿易を制限する政策について学習する。 講義資料や参考書①の「第8章　unit 15 GATTとWTOの歴
史と現状」を熟読して予習を行うとともに、授業後は、ノート
に書き取った内容を何度も読み返して、理解度を深めてお
くこと。また、練習問題については各自で取り組み、見直し
も行っておくこと。

4時間

第5回 サービス貿易と貿易理論の概念について学ぶ。 講義資料や参考書①の「第1章　unit 1 比較優位と分業の
利益」と「第9章　unit 17 サービス貿易の定義と現状」を熟
読して予習を行うとともに、授業後は、ノートに書き取った
内容を何度も読み返して、理解度を深めておくこと。また、
練習問題については各自で取り組み、見直しも行っておく
こと。

4時間

第6回 リカードの比較生産費理論について理解する。 講義資料や参考書①の「第1章　比較優位」を熟読して予
習を行うとともに、授業後は、ノートに書き取った内容を何
度も読み返して、理解度を深めておくこと。また、練習問題
については各自で取り組み、見直しも行っておくこと。

4時間

第7回 比較優位を決定する要因は何かについて考察する。 講義資料や参考書①の「第2章　unit 4 比較優位の決定要
因」を熟読して予習を行うとともに、授業後は、ノートに書き
取った内容を何度も読み返して、理解度を深めておくこと。
また、練習問題については各自で取り組み、見直しも行っ
ておくこと。

4時間

第8回 貿易の利益と輸入関税の効果を部分均衡分析を用いて説明する。 講義資料や参考書①の「第2章　unit 3 貿易利益」と「第4
章　unit 7 関税・輸入割当の効果」を熟読して予習を行うと
ともに、授業後は、ノートに書き取った内容を何度も読み
返して、理解度を深めておくこと。また、練習問題について
は各自で取り組み、見直しも行っておくこと。

4時間

第9回 生産補助金の効果と輸入関税の効果を比較し、検討する。 講義資料や参考書①の「第4章　unit 7 関税・輸入割当の
効果」を熟読して予習を行うとともに、授業後は、ノートに
書き取った内容を何度も読み返して、理解度を深めておく
こと。また、練習問題については各自で取り組み、見直し
も行っておくこと。

4時間

第10回 保護貿易を擁護する主張について学ぶ。 講義資料や参考書①の「第4章　unit 8 保護貿易を擁護す
る主張」、「第5章　貿易政策　応用I」、「第7章　貿易政策
の政治経済学」を熟読して予習を行うとともに、授業後は、
ノートに書き取った内容を何度も読み返して、理解度を深
めておくこと。また、練習問題については各自で取り組み、
見直しも行っておくこと。

4時間

第11回 FTAの現状と制度について解説する。 講義資料や参考書①の「第10章　unit 19 地域貿易協定の
現状と制度」を熟読して予習を行うとともに、授業後は、
ノートに書き取った内容を何度も読み返して、理解度を深
めておくこと。また、練習問題については各自で取り組み、
見直しも行っておくこと。

4時間

第12回 FTAの経済的効果について学ぶ。 講義資料や参考書①の「第10章　unit 20 地域貿易協定の
経済学」を熟読して予習を行うとともに、授業後は、ノート
に書き取った内容を何度も読み返して、理解度を深めてお
くこと。また、練習問題については各自で取り組み、見直し
も行っておくこと。

4時間

第13回 外国為替とその変動要因について概説する。 講義資料や参考書②の「第12章　外国為替市場と外国為
替レート」と「第13章　外国為替相場の決定理論」を熟読し
て予習を行うとともに、授業後は、ノートに書き取った内容
を何度も読み返して、理解度を深めておくこと。また、練習
問題については各自で取り組み、見直しも行っておくこと。

4時間

第14回 円高・円安による効果と国際通貨制度ついて学んでいく。 講義資料や参考書②の「第12章　外国為替市場と外国為
替レート」を熟読して予習を行うとともに、授業後は、ノート
に書き取った内容を何度も読み返して、理解度を深めてお
くこと。また、練習問題については各自で取り組み、見直し
も行っておくこと。

4時間

第15回 まとめ並びに総括 これまでの学習を振り返って、学んだこと、分かったこと、
発見したこと、難しかったこと、興味や関心を抱いたこと、
などについて考えておいてください。授業で学んだことや
思ったこと、考えたことなどは、復習としてノートやファイル
に整理して、まとめておくと良いでしょう。また、練習問題に
ついては各自で取り組み、見直しも行っておくこと。

4時間

－158－



実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 世界経済論　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234福井　清一

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 米中経済戦争、コロナ禍と世界の通商秩序。

授業の目的及び概要
授業では、米中による覇権争いやコロナ禍がアジアや欧米各国経済におよぼす影響について考えることを通し、国際経済学や国際金融論で学んだ知
識を、いかに世界経済の理解に応用するかを学びます。
米中経済の経緯、各国経済への影響、今後の見通し、コロナ禍が各国経済におよぼす影響について、経済学のツールを用いて、わかりやすく解説しま
す。

学修の到達目標
1．トランプ政権による米国第一主義が生まれた要因について理解すること。
2．中国がなぜ”一帯一路構想”や”製造2025”政策などの産業政策を実施せねばならないのかについて理解すること。
3．米中の覇権争いの要因について説明できる。
4．バイデン政権下における通商政策の変化の方向を予測できる。
5．米中経済戦争下で日本がいかなる戦略を取るべきかを、自らの言葉で論じることができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
学生の皆さんに、ほぼ毎回出題するQuizの解答をLearnig Portalで提出していただき、解答に対するコメントを通して授業への理解を深める。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

米中経済戦争とコロナ禍のような与件変化が世界経済におよぼす影響について経済学的に考えるための基礎知識・学力を身につけ、将来の就職活動
に役立ててほしい。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

0
なし。

600

00040

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

朽木昭文、富澤拓志、福井清一共編著『米中経済戦争と東アジア経済』
出版社：農林統計協会
価格：2420円
刊行：2021年1月

参考書

なし。

ISBN978-4-541-04352-8

なし。

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス、米国の歴代政権による対中通商政策とトランプ政権による
対中通商政策

教科書第１章、米国における米中経済戦争の背景と今後
の行方を読んでおくこと。

4時間

第2回 米中貿易摩擦の背景と米中による追加関税賦課の経緯と影響につい
て、経済的視点から解説する。

教科書第２章、米中経済摩擦の経済的背景と経緯を読ん
でおくこと。

4時間

第3回 中国が中所得国の罠から脱却するために実施してきた産業政策につ
いて解説する。

教科書第３章、中所得国の罠と産業政策を読んでおくこ
と。

4時間

第4回 中国による三位一体の産業政策（”自由貿易試験区”、”製造2025”戦
略、”一帯一路構想”）と米中経済戦争との関係について解説する。

教科書第４章、米中経済戦争下の「中国製造2025」と一帯
一路構想を読んでおくこと。

4時間

第5回 中国が一帯一路構想を推進するためには、膨大な対外投資が必要で
ある。ここでは、一帯一路圏への中国の対外投資体制について解説す
る。

教科書第５章、中国の投融資体制と対ＢＲＩ（一帯一路）直
接投資を読んでおくこと。

4時間

第6回 米中貿易摩擦が韓国経済におよぼす国レベル、産業レベルの影響に
ついて説明する。

教科書第６章、米中貿易戦争が韓国経済に及ぼす影響と
政策対応を読んでおくこと。

4時間

第7回 タイ国の産業構造と米中貿易摩擦によるタイ経済への影響、および、対
策について説明する。

教科書第７章、米中貿易摩擦2019－タイ国への動態的影
響と戦略ーを読んでおくこと。

4時間

第8回 米中貿易摩擦にともない中国からベトナムへの生産移管が起きてい
る。この点について、現状と今後の課題について説明する。

教科書第８章、ベトナムにとっての米中貿易戦争、およ
び、第９章、中国からベトナムへの生産移管の必要な条件
を読んでおくこと。

4時間
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第9回 米中経済戦争の下で、追加関税や輸出規制、投資規制の強化が、日
本経済と日系企業に及ぼす影響について説明する。

教科書第１０章、米中経済戦争による日本経済への影響
と対応を読んでおくこと。

4時間

第10回 米中経済戦争にともなう分断を回避し国際通商秩序を回復するための
方法の一つとしての、メガＦＴＡの拡大やＷＴＯ改革などの現状について
説明する。

教科書第１２章、米中経済戦争とアジアにおける地域経済
統合の行方、および、補論（インドによる地域経済統合参
加の課題）を読んでおくこと。

4時間

第11回 バイデン政権下において米中関係と米国の通商政策がどのように変化
するのかについて解説する。

予習復習は事前に配信する講義資料と参考文献 4時間

第12回 コロナ禍が欧米、中国、新興国にどのような影響を及ぼしたかについて
説明する。

予習復習は事前に配信する講義資料と参考文献 4時間

第13回 米中経済戦争により米中のデカップリングがどの程度進むのか、コロナ
後におけるグローバル・バリューチェーンがどのような影響を受けたの
かについての議論を整理する。

予習復習は事前に配信する講義資料と参考文献 4時間

第14回 米中経済戦争下で、コロナ後の国際通商秩序が、どのように変化する
のか、その方向について予測する。

予習復習は事前に配信する講義資料と参考文献 4時間

第15回 これまでの講義内容を整理し、学生から質問に答える。また、期末試験
について解説する。

教科書と配布資料を読みなおしておくこと 4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 世界経済論　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234福井　清一

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 米中経済戦争、コロナ禍と世界の通商秩序。

授業の目的及び概要
授業では、米中による覇権争いやコロナ禍がアジアや欧米各国経済におよぼす影響について考えることを通し、国際経済学や国際金融論で学んだ知
識を、いかに世界経済の理解に応用するかを学びます。
米中経済の経緯、各国経済への影響、今後の見通し、コロナ禍が各国経済におよぼす影響について、経済学のツールを用いて、わかりやすく解説しま
す。

学修の到達目標
1．トランプ政権による米国第一主義が生まれた要因について理解すること。
2．中国がなぜ”一帯一路構想”や”製造2025”政策などの産業政策を実施せねばならないのかについて理解すること。
3．米中の覇権争いの要因について説明できる。
4．バイデン政権下における通商政策の変化の方向を予測できる。
5．米中経済戦争下で日本がいかなる戦略を取るべきかを、自らの言葉で論じることができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
学生の皆さんに、ほぼ毎回出題するQuizの解答をLearnig Portalで提出していただき、解答に対するコメントを通して授業への理解を深める。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

米中経済戦争とコロナ禍のような与件変化が世界経済におよぼす影響について経済学的に考えるための基礎知識・学力を身につけ、将来の就職活動
に役立ててほしい。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

0
なし。

600

00040

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

朽木昭文、富澤拓志、福井清一共編著『米中経済戦争と東アジア経済』
出版社：農林統計協会
価格：2420円
刊行：2021年1月

参考書

なし。

ISBN978-4-541-04352-8

なし。

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス、米国の歴代政権による対中通商政策とトランプ政権による
対中通商政策

教科書第１章、米国における米中経済戦争の背景と今後
の行方を読んでおくこと。

4時間

第2回 米中貿易摩擦の背景と米中による追加関税賦課の経緯と影響につい
て、経済的視点から解説する。

教科書第２章、米中経済摩擦の経済的背景と経緯を読ん
でおくこと。

4時間

第3回 中国が中所得国の罠から脱却するために実施してきた産業政策につ
いて解説する。

教科書第３章、中所得国の罠と産業政策を読んでおくこ
と。

4時間

第4回 中国による三位一体の産業政策（”自由貿易試験区”、”製造2025”戦
略、”一帯一路構想”）と米中経済戦争との関係について解説する。

教科書第４章、米中経済戦争下の「中国製造2025」と一帯
一路構想を読んでおくこと。

4時間

第5回 中国が一帯一路構想を推進するためには、膨大な対外投資が必要で
ある。ここでは、一帯一路圏への中国の対外投資体制について解説す
る。

教科書第５章、中国の投融資体制と対ＢＲＩ（一帯一路）直
接投資を読んでおくこと。

4時間

第6回 米中貿易摩擦が韓国経済におよぼす国レベル、産業レベルの影響に
ついて説明する。

教科書第６章、米中貿易戦争が韓国経済に及ぼす影響と
政策対応を読んでおくこと。

4時間

第7回 タイ国の産業構造と米中貿易摩擦によるタイ経済への影響、および、対
策について説明する。

教科書第７章、米中貿易摩擦2019－タイ国への動態的影
響と戦略ーを読んでおくこと。

4時間

第8回 米中貿易摩擦にともない中国からベトナムへの生産移管が起きてい
る。この点について、現状と今後の課題について説明する。

教科書第８章、ベトナムにとっての米中貿易戦争、およ
び、第９章、中国からベトナムへの生産移管の必要な条件
を読んでおくこと。

4時間
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第9回 米中経済戦争の下で、追加関税や輸出規制、投資規制の強化が、日
本経済と日系企業に及ぼす影響について説明する。

教科書第１０章、米中経済戦争による日本経済への影響
と対応を読んでおくこと。

4時間

第10回 米中経済戦争にともなう分断を回避し国際通商秩序を回復するための
方法の一つとしての、メガＦＴＡの拡大やＷＴＯ改革などの現状について
説明する。

教科書第１２章、米中経済戦争とアジアにおける地域経済
統合の行方、および、補論（インドによる地域経済統合参
加の課題）を読んでおくこと。

4時間

第11回 バイデン政権下において米中関係と米国の通商政策がどのように変化
するのかについて解説する。

予習復習は事前に配信する講義資料と参考文献 4時間

第12回 コロナ禍が欧米、中国、新興国にどのような影響を及ぼしたかについて
説明する。

予習復習は事前に配信する講義資料と参考文献 4時間

第13回 米中経済戦争により米中のデカップリングがどの程度進むのか、コロナ
後におけるグローバル・バリューチェーンがどのような影響を受けたの
かについての議論を整理する。

予習復習は事前に配信する講義資料と参考文献 4時間

第14回 米中経済戦争下で、コロナ後の国際通商秩序が、どのように変化する
のか、その方向について予測する。

予習復習は事前に配信する講義資料と参考文献 4時間

第15回 これまでの講義内容を整理し、学生から質問に答える。また、期末試験
について解説する。

教科書と配布資料を読みなおしておくこと 4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 国際金融論　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

34嶋田　裕光

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G3

経済学部専門教育科目

テーマ 国際的な金融取引や為替レートの動きの要因と影響の考察

授業の目的及び概要
経済がグローバル化する中で、国際的な取引は貿易にとどまらず外国の債券や株の売買など多岐にわたる金融取引が拡大しています。こうした国際
間の資金移動を引き起こす要因やそうした取引に介在する為替レートの果たす役割とその決定要因、また為替レート変動の影響、変動相場制やユーロ
に代表される共通通貨制度の功罪についても学習します。本講義を通じて、日常ニュースなどで取り上げられる為替レートの変動や国際的な経済関係
に対する認識を深めることを目的とします。

学修の到達目標
本講義では、国際収支の見方に習熟するとともに、例えば「アメリカの金融政策の変更は円安につながっている」とか「最近、50年前と同じ円安水準と
なっている」,あるいは「緊迫するウクライナ情勢でやや円安方向に触れている」といったニュースの真意はそれぞれどういうことなのかなど、円高、円安
など刻々と変化する為替レートの水準や要因、また、その変動の経済への影響について正しい理解と評価ができることを目指します。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
①ミクロ経済学、マクロ経済学をすでに履修し単位を修得していること、②これまでに金融関連の講義を１つでも履修していることを条件とします。
しかし、ミクロ経済学、マクロ経済学の講義はすでに履修していても、金融関連の講義をこれまでに履修したことがない学生さんでも、当講義へ積極的
に参加してくださるのであれば、金融の基礎に関する書籍を自身で事前に読むことを条件に履修可能です。

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
適時、講義の内容に関する課題（演習形式）を出します。次回講義の際に課題回収の上、解説を行い講評を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

本科目の担当教員は、１９８６年に経済企画庁（現内閣府）に入庁し、国家公務員として３０年以上のキャリアを積んでいる。また、経済白書や経済計
画、GDP統計、社会福祉政策にも携わった実務経験から、マクロ経済学、財政学、GDP統計、少子化問題を専門領域としている。本科目では、これらの
経験を生かし、経済データを正しく評価する目を養い、社会で役立てるための基本的な理論から実務的なプロセスまで含めた幅広い授業を行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

この授業では適時、理解を確認するための課題（演習問題形式）を出します。また、期間の途中で中間テストを実施し、期末に定期テストを行い評定しま
す。より深い理解を得るために、マクロ経済学系や国際経済学系の講義を履修することを薦めます。専門的な用語も多数登場しますので、新聞などで
触れた場合は講義内容に立ち返って確認してみるのも良い復習となります。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

500

300200

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

特定のテキストは指定しません。適宜必要な資料を配布します。

参考書

国際収支の定義が変更されているので、古い参考書は使えません。できるだけ最近著されたものを参照して
下さい。
①国際金融論をつかむ,　橋本 優子・ 小川 英治・ 熊本 方雄，有斐閣, 2019年
②はじめて学ぶ国際金融論,　永易 淳・江阪 太郎・吉田 裕司，有斐閣.  2015年

なし

① 9784641177284
②9784641150249

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 初回のガイダンスとして授業内容の概要や進め方などについて説明し
ます。

講義の2回目以降、演習課題を適宜出しますので、復習を
兼ねてノートを見ながら課題に答えて次回講義で提出して
もらいます。提出後、解説と講評を行います。

2時間

第2回 国際収支表の仕組みについて解説します。 理解の確認のための課題（演習問題形式）を適宜出しま
すので、復習を兼ねてノートを見ながら課題に答えて次回
講義で提出してもらいます。提出後、解説と講評を行いま
す。

4時間

第3回 近年の日本の国際収支と金融取引の動向について解説します。為替
の介入についても言及します。

理解の確認のための課題（演習問題形式）を適宜出しま
すので、復習を兼ねてノートを見ながら課題に答えて次回
講義で提出してもらいます。提出後、解説と講評を行いま
す。

4時間

第4回 国際取引に介在する為替市場の動向を把握するための諸指標につい
て解説します。

理解の確認のための課題（演習問題形式）を適宜出しま
すので、復習を兼ねてノートを見ながら課題に答えて次回
講義で提出してもらいます。提出後、解説と講評を行いま
す。

4時間

第5回 通貨の真の実力を表す実質為替レート、実質実効レートについて解説
します。現在の日本円の実力についての答えが示されます。

理解の確認のための課題（演習問題形式）を適宜出しま
すので、復習を兼ねてノートを見ながら課題に答えて次回
講義で提出してもらいます。提出後、解説と講評を行いま
す。

4時間

第6回 為替レートの決定理論として購買力平価説、金利平価説について解説
します。

理解の確認のための課題（演習問題形式）を適宜出しま
すので、復習を兼ねてノートを見ながら課題に答えて次回
講義で提出してもらいます。提出後、解説と講評を行いま
す。

4時間
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第7回 バラッサ＝サミュエルソン効果、アセットモデルなど各種の為替変動に
関する理論について解説します。

理解の確認のための課題（演習問題形式）を適宜出しま
すので、復習を兼ねてノートを見ながら課題に答えて次回
講義で提出してもらいます。提出後、解説と講評を行いま
す。

4時間

第8回 中間テストを実施します。テスト範囲は国際収支や為替レート指標の見
方に関する課題が中心です。

中間テスト前にそれまでの学習内容の総復習を行って下
さい。

5時間

第9回 国際収支面も考慮した開放経済下でのマクロ経済モデルについて解説
します。

理解の確認のための課題（演習問題形式）を適宜出しま
すので、復習を兼ねてノートを見ながら課題に答えて次回
講義で提出してもらいます。提出後、解説と講評を行いま
す。

4時間

第10回 マンデルフレミングモデルを用いた財政金融政策の効果について解説
します。

理解の確認のための課題（演習問題形式）を適宜出しま
すので、復習を兼ねてノートを見ながら課題に答えて次回
講義で提出してもらいます。提出後、解説と講評を行いま
す。

4時間

第11回 国際金融のトリレンマ（国際金融上の政策目標間にある対立関係）につ
いて解説します。

理解の確認のための課題（演習問題形式）を適宜出しま
すので、復習を兼ねてノートを見ながら課題に答えて次回
講義で提出してもらいます。提出後、解説と講評を行いま
す。

4時間

第12回 世界の基軸通貨の変遷、通貨制度の歴史について解説します。 理解の確認のための課題（演習問題形式）を適宜出しま
すので、復習を兼ねてノートを見ながら課題に答えて次回
講義で提出してもらいます。提出後、解説と講評を行いま
す。

4時間

第13回 アジア通貨危機の原因とその影響について解説します。 理解の確認のための課題（演習問題形式）を適宜出しま
すので、復習を兼ねてノートを見ながら課題に答えて次回
講義で提出してもらいます。提出後、解説と講評を行いま
す。

4時間

第14回 ユーロ圏の通貨統合の効果と課題について解説します。 理解の確認のための課題（演習問題形式）を適宜出しま
すので、復習を兼ねてノートを見ながら課題に答えて次回
講義で提出してもらいます。提出後、解説と講評を行いま
す。

4時間

第15回 授業全体の総復習をします。 期末テストに備えて、これまで出された演習課題を中心に
講義全体の総復習を行って下さい。

5時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 発展途上国経済論　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234高橋　美多

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ 戦後発展途上国の成長構造とグローバル化の中における発展過程

授業の目的及び概要
世界経済が展開されてきた過程において、先進国と途上国との間に成長と発展の格差が出来あがった歴史的背景と構造について理解することを目指
す。
特に戦後途上国の経済開発を進めた国際機関、即ち国連、IMF（国際通貨基金）、世界銀行、貿易体制（GATT,WTO)が果たした役割、成果、問題点につ
いて理解してもらう。グローバル化が広がる中で生み出された世界的貧富格差の拡大、環境汚染などグローバル課題についても認識を深めることを目
指す。

学修の到達目標
１．開発途上国の現状について関心をもつことができる。
２．開発途上国の経済開発・貧困・教育・保健などの状況と問題について説明ができる。
３．現代の経済協力の在り方について説明ができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
理解度テストについては、ラーニング・ポータルに模範解答を⽰し、理解の定着を図ります。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

理論や制度の学修とともに、学修した理論・制度のなかで自分自身だったらどう行動するか、実践的な問いかけをしていきます。授業に対して主体的に
取り組む姿勢が大切となります。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

300

30０2020

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

配布資料を用いて講義を行います。

参考書

参考書①『開発経済学入門』，戸堂康之，新世社，2021年
参考書②『ストーリーで学ぶ開発経済学』，黒崎卓、栗田匡相，有斐閣，2016年
参考書③『なぜ貧しい国はなくならないのか(第2版) 正しい開発戦略を考える』，大塚 啓二郎，日本経済新聞
出版，2020年

配布資料を用いて講義を行
います。

①9784883843251
②9784641150348
③9784532358488

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 【ガイダンス】
この科目の目的・目標、授業の進め方・受け方、成績評価などについ
て、授業計画の詳細とともに説明します。

 発展途上国の経済発展について学習します。まず発展途上国での暮
らしや、第２次世界大戦後の途上国の経済成長を概観します。

事前学修：参考書①の第１章を読んで、問題点を整理す
る。
事後学修：参考書①の第１章と講義資料を見直し、理解を
深める。

4時間

第2回 発展途上国の農業：伝統的制度に秘められた知恵
途上国農業の抱える問題点と、それを克服するにはどうしたらよいかに
ついて考えます。途上国農業の最大の問題は、低生産性ゆえに農業従
事者の所得が低く、国レベルでの食糧供給にも不安が生じることです。

事前学修：参考書②の第１章を読んで、問題点を整理す
る。
事後学修：参考書②の第１章と講義資料を見直し、理解を
深める。

4時間

第3回 発展途上国の農村信用市場：多様化する農村経済とマイクロファイナン
ス
途上国の農村部には、いまだに近代的金融サービスを利用できない
人々がたくさんいます。金融サービスは資源配分の効率性、とりわけ現
在と将来の間での資源配分の効率性を高めます。途上国に住むすべ
ての人々に近代的金融サービスを届けることができれば、資源配分の
効率性が上がり、人々の生活はもっと豊かになると考えられます。

事前学修：参考書②の第2章を読んで、問題点を整理す
る。
事後学修：参考書②の第2章と講義資料を見直し、理解を
深める。

4時間

－165－



第4回 途上国の教育と健康：人づくりは国づくり
先進諸国で暮らしていると、栄養不良や伝染病はあまり身近な話では
ありませんが、途上国では、とても一般的に生じている健康課題です。
とりわけ、子供の健康問題は深刻です。また、途上国の多くで、公立の
学校と私立の学校が併存しています。一般的に、私立の学校の方が学
費やその他諸々の費用が高いため、貧しい家計には私立の学校へと
子供たちを通わせる余裕がありません。また途上国のように、そもそも
学校に子供たちが通えない子供たちがまだまだ多い国や地域では、ま
ずは学校に子供たちが通えるような環境作りが必要です。

事前学修：参考書②の第3章を読んで、問題点を整理す
る。
事後学修：参考書②の第3章と講義資料を見直し、理解を
深める。

4時間

第5回 発展途上国の労働移動：国境を越える人たち
1990年代以降国境をまたいだ人の移動が増加し、国際送金の重要性
が世界的に高まったことです。90年代初頭から、ヒト・モノ・カネがより自
由に往き来できる経済のグローバル化が進んできました。こうしたグ
ローバル化の進展は、途上国の発展に際してこれまで考えられてこな
かったメリットとデメリットを同時にもたらすことになります。

事前学修：参考書②の第4章を読んで、問題点を整理す
る。
事後学修：参考書②の第4章と講義資料を見直し、理解を
深める。

4時間

第6回 発展途上国の経済成長と工業化：グローバル化した世界
先進諸国では研究開発や技術革新によって新たな商品や産業が生ま
れますが、その結果、先進諸国ですでにあった商品・産業の中には、や
や時代遅れになったものが出てきます。時代遅れになった商品・産業
が、より労働力が安価で技術水準の低い後発の国に移転することに
よって、生産拠点が後発の国々に次々と移り、後発国に技術の伝播と
改善がもたらされます。

事前学修：参考書②の第5章を読んで、問題点を整理す
る。
事後学修：参考書②の第5章と講義資料を見直し、理解を
深める。

4時間

第7回 発展途上国への技術移転
途上国が技術水準を引き上げ、生産性を向上させるための方策を技術
の習得という点から考えます。
技術の習得には時間がかかりますが、適切に技術を習得することで、
国内で技術開発が可能になる水準にまで達した途上国が少なからず
存在します。このような技術や生産性の向上はさまざまな経路で実現し
ますが、地場企業による自助動力だけではなく、外資系企業のサポート
や政府の適切な政策運営も必要であることがポイントです。

事前学修：参考書②の第6章を読んで、問題点を整理す
る。
事後学修：参考書②の第6章と講義資料を見直し、理解を
深める。

4時間

第8回 中間テストを実施します。
これまでに学修してきた内容を復習し、中間テストを実施します。

事後学修：あらためて参考書①の第1章と参考書②第1～
第6章、当該部分の授業資料、ノートを一通り読み返し、わ
からない所がないようにしておいて下さい。
事後学修：当該部分の授業資料、ノートを読み返し、あら
ためてポイントになるところは何かを考えながら復習して
下さい。

4時間

第9回 発展途上国における地域協力の推進と外国銀行の進出
1990年以降進んだ金融のグローバル化は、途上国にとって資金供給の
点では選択肢や供給量の拡大というメリットをもたらす一方で、投機的
なリスクにさらされる危機性が上昇し、他国の経済動向に自国経済の
動向がより大きく左右されてしまう状況を生み出しました。とりわけ、実
体経済に大きな不安があったわけでもないのに、アジア通貨危機に
よって自国経済が壊滅的な状況になった東アジア諸国の危機感は相当
なものでした。このため、通貨危機以降、東アジア域内での経済協力体
制が加速度的に整備されていきます。

事前学修：参考書②の第7章を読んで、問題点を整理す
る。
事後学修：参考書②の第7章と講義資料を見直し、理解を
深める。

4時間

第10回 発展途上国への開発援助
低所得途上国の経済成長・貧困削減を促進する上で、ODAなど先進国
からの援助は大きな可能性を持っています。先進国間で援助協調を行
い、先進国が一体として途上国の貧困削減政策を支援することが必要
です。

事前学修：参考書②の第8章を読んで、問題点を整理す
る。
事後学修：参考書②の第8章と講義資料を見直し、理解を
深める。

4時間

第11回 発展途上国における持続可能な開発：環境と開発の対立を超えて
持続可能な発展という言葉に込められた意味は、単に高度経済成長が
ずっと継続するとか、環境保護のみに専念すればよいということではあ
りません。経済の発展も環境の保全も社会の制度も、それぞれが調和
して、その地域、国、地球で暮らす人々、動植物が何十年も何百年も先
まで生存していくことのできる生き方、社会のあり方が問われていま
す。

事前学修：参考書②の第９章を読んで、問題点を整理す
る。
事後学修：参考書②の第９章と講義資料を見直し、理解を
深める。

4時間

第12回 【第9回～第11回の学修内容の再確認】
第9回～第11回までに学修してきた内容の再確認をするため、これまで
学修した理論を使ってどのように考えられるのかを確認します。

事前学修：あらためて参考書②の第7章～第9章、当該部
分の授業資料、ノートを一通り読み返し、わからない所が
ないようにしておいて下さい。
事後学修：授業資料、ノートを読み返し、あらためてポイン
トになるところは何かを考えながら復習して下さい。

4時間

第13回 発展途上国の経済成長に利する貿易・投資政策
途上国の経済発展のためには国際貿易や直接投資を制限せずに、む
しろ開放的にしていくべきだということを示唆します。また、２国間や多
国間のFTA（自由貿易協定）を拡大することは途上国にとって利益とな
ると考えられます。

事前学修：参考書①の第６章を読んで、問題点を整理す
る。
事後学修：参考書①の第６章と講義資料を見直し、理解を
深める。

4時間

第14回 発展途上国の政治制度と経済制度
政治制度は国によって様々です。その様々な政治制度が経済発展に
及ぼす関係について、経済学と政治学と融合した視点から学習します。

事前学修：参考書①の第10章を読んで、問題点を整理す
る。
事後学修：参考書①の第10章と講義資料を見直し、理解
を深める。

4時間

第15回 【総括】
これまで取り扱ってきた内容について振り返るとともに、あらためて重
要なポイントは何かについて確認します。

事前学修：参考書①と参考章②、当該部分の授業資料、
ノートを一通り読み返し、わからない所がないようにしてお
いて下さい。
事後学修：授業で確認された重要ポイントを中心に参考
書、授業資料、ノートを読み返し、復習して下さい。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 開発経済論　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234福井　清一

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ 新興国、低所得国の経済発展メカニズム、経済開発、貧困、社会開発の課題と政策について学習し理解を深める。

授業の目的及び概要
授業では、新興国（中国、インド、ブラジルなどの中所得国）、途上国（低所得国）の経済発展の軌跡をデータで辿り、成長と停滞の要因について考えた
うえで、経済発展と分配の不平等化、農業成長の役割、伝統的経済システム、貿易や産業政策の役割、貧困削減戦略、政府の役割などの基本的知識
について学びます。そして、途上国経済との関連で注目を集めているいくつかのトピックスについて平易に解説します。このような知識を習得すること
で、新興国、途上国における経済の仕組みや人々の経済生活を学ぶことができれば、将来、途上国への国際協力や国際的なビジネスの場で活躍でき
る人材として知っておかねばならない基礎的知識を身に付けることができるでしょう。国際経済学コースで、中国を含む新興国、発展途上国に関心のあ
る方は、是非、受講してください。

学修の到達目標
経済学の基礎知識を用いて、新興国、途上国の経済発展のメカニズムや各課題を分析、評価できるようになることを到達目標とします。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
ほぼ毎回出題されるQuizへの解答を、Learning Portalで提出していただき、それへのコメントを通して、授業への理解度を深めてゆきます。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

経済史、ミクロ経済学Ⅰ、マクロ経済学Ⅰ、国際経済学を履修済み、もしくは並行して履修していることが望ましい。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

0
なし。

600

00040

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

福井清一・三輪加奈・高篠仁奈共著『開発経済を学ぶ』創成社 
発行年　2019年
定価　2700円

参考書

なし。

ISBN978-4-7944-3200-1
ISBN978-4-7944-3200-1 
C3033

なし。

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス、および、戦後における途上国の成長の軌跡をデータで跡付
け、成長の要因を考える

教科書第1章前半、途上国における経済成長の軌跡を読
んでおくこと

4時間

第2回 途上国における経済成長の源泉（資本、人的資源、技術革新、制度・統
治環境）について解説する

教科書第1章後半、途上国における経済成長の源泉の部
分を読んでおくこと

4時間

第3回 経済発展の過程で起こる構造変化と、それによる格差の拡大、構造変
化と所得格差に関するクズネッツの逆Ｕ字型仮説と、それを理論的に
説明するルイスの二重構造的発展モデルについて解説する

教科書第２章、経済発展と格差を読んでおくこと 4時間

第4回 経済発展は近代工業部門の発展によって牽引されるが、低所得段階
における農業成長の役割も重要である。ここでは、この点を強調した”
農業発展パラダイム”について解説する。

教科書第３章、経済発展と農業の役割を読んでおくこと。 4時間

第5回 経済発展と通商産業政策（資源輸出型発展、輸入代替工業化、輸出志
向工業化、地域経済統合、米中経済戦争下の保護主義）について解説
する

教科書第４章、経済発展と通商産業政策を読んでおくこと 4時間

第6回 発展途上国への開発援助について、その歴史的展開、開発援助の失
敗、貧困削減から産業化支援への潮流変化の順に説明する

教科書第５章、開発援助を読んでおくこと。 4時間

第7回 近年注目されている行動経済学の成果（社会的選好、プロスペクト理
論、現在バイアスなど）を、開発途上国における様々な課題を理解する
ため、いかに応用するかについて解説する

教科書第７章、開発の行動経済学を読んでおくこと。 4時間

第8回 途上国の農村制度（分益小作制度、親戚・友人間の相互融資・相互保
険制度など）が、情報の非対称性や不確実性などのより引き起こされる
「市場の失敗」を補完するメカニズムについて解説する

教科書第８章、途上国の農村制度を読んでおくこと。 4時間
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第9回 経済発展と人的資本開発（教育、保健開発）について、教育・保健指標
や、教育・保健水準の決定因に関する実証研究の成果を用いて解説す
る

教科書第９章、人的資本を読んでおくこと 4時間

第10回 途上国から先進国へ、あるいは、農村から都市への労働移動のメカニ
ズムに関する理論と、労働移動や送金が家計やマクロ経済への影響に
関する実証研究の成果を紹介する

教科書第１０章、新しい労働移動の経済学を読んでおくこ
と

4時間

第11回 貧困層を対象としたマイクロ・ファイナンス（小口金融）事業の具体例
（ROSCA、グループ貸付）について説明し、小口金融の問題点、それに
代わる小口貯蓄のメリットと可能性について解説する

教科書第１１章、マイクロ・ファイナンスを読んでおくこと 4時間

第12回 商業的保険商品にアクセスすることが困難な相対的貧困層を対象に考
案された小口保険制度（作物保険事業、小口医療保険制度）の効果と
課題について解説する

教科書第１２章、マイクロ・インシュランスを読んでおくこと 4時間

第13回 食糧問題や農村の貧困問題を解決するために不可欠な農業新技術の
導入を妨げる諸要因について、1970年代の教育、リスク回避などに関
する古典的研究から、行動経済学的視点からの最近の研究に至るまで
の成果を紹介し、なぜ、新技術の普及を促進するための諸施策につい
て考える

教科書第１３章、農業新技術の選択を読んでおくこと 4時間

第14回 途上国における環境・資源問題の現状を概説し、環境・資源が劣化す
る根本要因、途上国を含めた地球環境問題解決の困難性について解
説する

教科書第１４章、環境・資源の保全を読んでおくこと 4時間

第15回 授業全体のまとめと質疑応答を行った後、期末試験について解説する 教科書第１５章、環境・資源の保全を読んでおくこと 4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 アジア経済概論　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234福井　清一

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ 躍進するアジア経済発展のメカニズムとコロナ禍の影響

授業の目的及び概要
授業の目的は、日本との関りを深めつつあるアジア諸国への理解を深めることにあります。そのために、まず、第二次大戦後におけるアジア諸国（北東
アジア、東南アジア、南アジア）の経済発展過程を、日本がアジア経済を主導し雁行形態的発展を遂げる時期（戦後からアジア通貨危機頃までの時
期）、貿易・投資の自由化とグローバル・バリューチェーンの構築が進みアジアがアジア化する時期（通貨危機からリーマン・ショック頃までの時期）、およ
び、中国が台頭し国際通商秩序に影響をおよぼし米中対立に至る時期に分けて解説します。その後、北東アジア（中国、韓国・台湾）、東南アジア（タ
イ、インドネシア）、南アジア（インド）について、国別に戦後の発展過程を概観し、アジア諸国が抱える現代的課題について説明します。国際経済学コー
スでアジアに関心のある方は是非受講してください。

学修の到達目標
学生の皆さんが日本との相互依存関係がますます強くなりつつあるアジアの現状を理解し、アジアとの付き合い方について自らの言葉で語ることができ
るようになること、それにより将来の職業選択や就職活動に資することを目標とします。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業の内容を理解できているか確認するためのQuizを提示し、Leraning Portalで提出された解答にコメントすることを通して講義内容の理解を深めま
す。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

アジアと日本との経済的相互依存関係に関心を持ってほしい。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

0
なし

600

00040

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

とくに指定しない。

参考書

①アジア経済論　新版，原洋之介編著，NTT出版，2001年
②現代アジア経済論，遠藤環・伊藤亜聖・大泉啓一郎・後藤健太，有斐閣ブックス，2018年
③アジア経済とは何か　躍進のダイナミズムと日本の活路，後藤健太，中央公論新社，2019年

とくになし。

①4757140290
②9784641184428
③9784121025715

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 アジア経済発展の軌跡とその源泉（資本蓄積、人的資源開発、技術進
歩）について、他の地域との比較により概説する。

参考文献１の前半部分などを学習しておくこと。 4時間

第2回 第二次大戦後から1980年代中頃までのアジア経済について解説する。 参考文献１の前半部分などを学習しておくこと。 4時間

第3回 1980年代後半からアジア通貨危機の勃発に至る時期のアジア経済に
ついて解説する。

参考文献１の後半部分などをが学習しておくこと。 4時間

第4回 21世紀に入ってからのアジア経済の躍進について説明する。 参考文献２の第２章などを読んでおくこと。 4時間

第5回 中国の経済発展・開発戦略とアジア経済への影響について説明する。 参考文献２の第３章などを読んでおくこと。 4時間

第6回 アジアを中心とした自由、投資の自由化とフラグメンテーションについて
説明する。

参考文献３の第３章１を読んでおくこと。 4時間

第7回 アジアを中心とした自由、投資の自由化と域内貿易の進展、および、グ
ローバル・バリューチェーンの構築について説明する。

参考文献３の第３章２，３を読んでおくこと。 4時間

第8回 アジア諸国の経済発展と日本経済が後退した要因について説明する。 参考文献３の第４章を読んでおくこと。講義後、中間試験
を実施する。

4時間

第9回 コロナ禍の中でアジア諸国がどのように対処したかについて解説する。 事前に配布した資料に目を通しておくこと。 4時間

第10回 中国経済の現況と課題（少子高齢化、所得格差の是正、新常態への軟
着陸など）について説明する。

事前に配布した資料に目を通しておくこと。 4時間
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第11回 韓国経済、台湾経済の現況と課題について解説する。 事前に配布した資料に目を通しておくこと。 4時間

第12回 東南アジア経済の現状と課題について、タイとインドネシアを取り上げ
説明する。

事前に配布した資料に目を通しておくこと。 4時間

第13回 インド経済の現状と課題について説明する。 事前に配布した資料に目を通しておくこと。 4時間

第14回 コロナ後のアジアがどのように変化してゆくか（経済、安全保障などの
面で）、日本が取るべき対応策について解説する。

事前に配布した資料に目を通しておくこと。 4時間

第15回 授業のまとめと期末試験についての解説。 事前に配布した資料に目を通しておくこと。 4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 中国経済論Ⅰ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234高橋　美多

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ 中国経済発展の歴史的概観

授業の目的及び概要
（１）授業の目的及び概要：
・中国経済はこれまで、どのように高度成長を実現したのか。その高度成長のメカニズムはどのようなものであるか。中国経済は今後どのように変化し
ていくか。これらの諸点を問題意識とし、歴史・制度・政治・経済システムなど多様な視点から中国経済の発展メカニズムを検討します。
・アヘン戦争前後から今日までの中国の経済発展の概観に重点を置きつつ、経済関係を軸に政治・社会状況の考察を織り交ぜながら、日中両国の関
係や、華商などの存在にも目配りし、講義を進めていきます。

（２）実学としての経済学の関係：
・この授業を受講することにより、中国経済学の視点から、社会変動を理解する眼力を養うことを目的とします。

学修の到達目標
この科目の目標は、以下の通り設定しています。
（１）中国近現代史の大まかな流れを押さえ、中国経済、日中間の経済問題などについて学ぶことができます。
（２）過去の歴史と現在の課題を結び付けて議論できることを目標としています。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
コメントシートを翌週の授業で紹介し、質問への回答や補足説明をします。
優秀なレポートは、授業中に紹介します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

中国の経済発展の歴史や日中関係の本質について関心を持ってもらえたらと思います。参考書や配付資料を利用して予習・復習を行ってください。
また、関心を持ったテーマについて、レポートを１回提出して頂きます。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

500

20101010

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

指定しません。
配布資料を用いて授業を行いますが、質問や分からなかったことがあればコメントシートに書いてください。

参考書

中国近現代史および中国経済に関する基本的な知識に関しては、以下のテキストを参考にして下さい。
①田中仁・菊池一隆・加藤弘之・日野みどり・岡本隆司・梶谷懐（2020）『新図説中国近現代史（改訂版）日中新
時代の見取り図』法律文化社 
②梶谷懐（2016）『日本と中国経済-相互交流と衝突の100年』ちくま新書

配布資料を用いて授業を行
います。

参考書①ISBN:978-
4589040558
参考書② ISBN:4480069291

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス
授業の進め方、成績評価等について説明します。
中国の発展を概観し、アヘン戦争前後の中国経済について解説しま
す。

参考書の該当箇所を見ておいてください。参考書①P.14-
31（2時間程度）
授業後に、授業で配布した資料を読み復習してください。
（2時間程度）

4時間

第2回 洋務運動と戊戌の変法の成果と限界 参考書の該当箇所を見ておいてください。参考書①P.32-
33、P.46-51（2時間程度）
授業後に、配布した資料を読み復習してください。（2時間
程度）

4時間

第3回 列強諸国の中国分割と戦争賠償、借款 参考書の該当箇所を見ておいてください。参考書①P.34-
45、P.52-59（2時間程度）
授業後に、配布した資料を読み復習してください。（2時間
程度）

4時間

第4回 光緒新政、辛亥革命と華商経済の構造的変化ー中華総商会の成立ー 参考書の該当箇所を見ておいてください。参考書①P.60-
69（2時間程度）
授業後に、配布した資料を読み復習してください。（2時間
程度）

4時間

第5回 第一次世界大戦前の労使対立とナショナリズムー対米・対日ボイコット
運動ー

参考書の該当箇所を見ておいてください。参考書②P.15-
54（2時間程度）
授業後に、配布した資料を読み復習してください。（2時間
程度）

4時間
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第6回 南京国民政府の成立と日本の焦り 参考書の該当箇所を見ておいてください。参考書②P.55-
91（2時間程度）
授業後に、配布した資料を読み復習してください（2時間程
度）

4時間

第7回 日中戦争と通貨戦争、国民政府の経済失政 参考書の該当箇所を見ておいてください。参考書②P.93-
128（2時間程度）
授業後に、配布した資料を読み復習してください。（2時間
程度）

4時間

第8回 中間テストを実施します。 これまでの授業資料、ノートを読み返し、復習して下さい。 4時間

第9回 日中戦争と共産党の抗戦経済 参考書の該当箇所を見ておいてください。参考書①P.100-
119（2時間程度）
授業後に、配布した資料を読み復習してください。（2時間
程度）

4時間

第10回 中華人民共和国建国後の経済建設 参考書の該当箇所を見ておいてください。参考書②P.131-
172（2時間程度）
授業後に、配布した資料を読み復習してください。（2時間
程度）

4時間

第11回 「日中国交正常化」と「台湾断交」 参考書の該当箇所を見ておいてください。参考書②P.173-
178（2時間程度）
授業後に、配布した資料を読み復習してください。（2時間
程度）

4時間

第12回 改革開放と農村改革 参考書の該当箇所を見ておいてください。参考書①P.186-
193（2時間程度）
授業後に、配布した資料を読み復習してください。（2時間
程度）

4時間

第13回 社会主義市場経済への転換 参考書の該当箇所を見ておいてください。参考書①P.194-
195、P.202-215（2時間程度）
授業後に、配布した資料を読み復習してください。（2時間
程度）

4時間

第14回 「日中蜜月時代」 参考書の該当箇所を見ておいてください。参考書②P.179-
221（2時間程度）
授業後に、配布した資料を読み復習してください。（2時間
程度）

4時間

第15回 【総括】
これまで取り扱ってきた内容について振り返るとともに、あらためて重
要なポイントは何かについて確認します。

これまで配布した資料を一通り読み返し、わからない所が
ないようにしておいて下さい。。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 中国経済論Ⅰ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234木下　英雄

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ 中国経済発展の歴史的概観

授業の目的及び概要
アヘン戦争前後から今日までの中国の経済発展を概観する。列強諸国はアヘン戦争以降、中国をどのように支配し、中国の経済発展に対しどのような
困難をもたらしたか。第一次大戦以降の日本の支配は他の列強諸国の支配と比べてどのように違っていたか。日中戦争期に日本は戦争遂行のために
どのような支配態勢を敷いたか、それに対して国民党政府や共産党辺区政権はどのような経済態勢でもって抵抗したか。共産党による建国後の中国社
会主義体制の特徴はどのようなものだったか。毛沢東が実権を握るもとでの大躍進政策や文化大革命において惹き起こされた悲劇はどのようなもの
だったか。改革開放において行われた転換とその後の著しい経済発展はどのようだったか、近年になり格差拡大が非常に大きな問題となり、しかし最近
は貧困克服活動を行い、急速に共同富裕社会建設に向かっているとされるがそれをどうみるべきか、などを学び、考えていく。

学修の到達目標
世界資本主義の中での中国の経済発展を見ていくことになりますが、視野がどちらか一方にかたよりがちな次の2点

一、1949年中華人民共和国建国以前の列強支配と
二、1949年中華人民共和国建国以降の大躍進政策・文革の悲劇

の両方をきちんと学ぶことが重要です。

一、①列強支配はどのようなもので中国の経済発展にどのような障害をもたらしたか、②それは中国内の各階層にどのような経済的影響があり、③ど
のように各階層間の経済的人間関係に軋轢を生じさせて太平天国の乱、義和団の乱、辛亥革命、南京国民政府建国、中華人民共和国建国などが惹き
起こされていったのか、④そしてその結果として出来た経済体制はどのようなものだったのか。
二、①中華人民共和国建国、社会主義的改造、改革開放は中国の経済発展にどのような影響をもたらしたか。また経済上の各階層にどのような影響が
あったか、を把握したうえで、②社会主義改造期の大躍進政策、文化大革命が惹き起こされた国内的、国際的要因とその内容はどのようなものであっ
たのか。

授業の方法
この科目は遠隔授業で行われます。詳細についてはLearning Portalを確認してください。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
毎回授業の最後に質問時間を設けていますが、時間なかったり、質問しにくかったりする場合もあるかと思いますので、毎回の受講票に質問内容を書
いておいてください。学会発表前や新しいプリントの作成の時には出来ないことも出て来るかとは思いますが、出来る限り次の授業で回答するようにし
たいと思います。もし、答えて欲しい質問に回答がなかったり、回答が早く欲しい場合は、目立つように赤色など色のついたペンでもう一度書いておいて
ください。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

中国に関心を持つ機会にしてもらえたらいいと思います。また、また中国に限らず経済発展の歴史に関心を持ってもらえたらと思います。経済発展が国
際関係に大きな影響を受けてきたことにも注目してみていきましょう。建国前の経済発展が列強諸国の支配が大きな制約になったことはもちろんです
が、大失敗した大躍進政策や文化大革命も為政者の失敗だけでなく国際孤立を余儀なくされていたことも背景にあります。改革開放後の目覚ましい経
済発展は、国際孤立が解かれてODA資金援助受け入れや外資企業誘致を行ったことも大きな要因となっています。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

500

010040

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストは使用しません。

参考書

①田中仁、菊池一隆、加藤弘之、日野みどり、岡本隆司『新図説中国近現代史　日中新時代の見取り図』法律
文化社、2020年
②高橋満『中華新経済システムの形成』創土社、2004年
③小島晋治、丸山松幸『中国近現代史』岩波新書、1986年

テキストは使用しません。

①9784589040558
②9784789300223
③9784004203360

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 中国の発展を概観するビデオを見て、経済発展過程を学ぶ意義を考え
ます。

ビデオの内容を中心とした、中国の経済発展の歴史を整
理したプリントを配布しますので、それを見ておいてくださ
い。

4時間

第2回 アヘン戦争前後の中国経済。アヘン戦争前の経済はどのような状況
だったか。アヘン戦争前の交易状態を表す「金銀の墓場」とは?イギリス
はどういう目的でアヘン戦争を中国に仕掛けたのだろうか。戦争後中国
はどうなったか。

アヘン戦争前後の中国経済に関するまとめプリントを配布
しますので、授業で用いるレジュメとともに目を通しておい
てください。また、余裕ある人は、参考書の該当箇所を見
ておいてください。
参考書①p22-27②p31-49,p66-67③p10-16

4時間
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第3回 アヘン戦争後の人々の生活と太平天国の乱。アヘン戦争後の人々の
生活はどうなったか。人々は不満をどのような形で表したか。太平天国
の経済体制はどのようなものだったか。

アヘン戦争後の人々の生活と太平天国の乱に関するまと
めプリントを配布しますので、授業で用いるレジュメととも
に目を通しておいてください。また、余裕ある人は、参考書
の該当箇所を見ておいてください。
参考書①p14-21,p28-31③p16-32

4時間

第4回 洋務運動、変法自強運動。中国における「富国強兵」のための「殖産興
業」に相当する洋務運動はどのようなものだったか。どのような勢力に
より担われたか。その成果と限界とは?変法自強運動は、洋務運動の
限界をどのように超えようとしたか。

洋務運動に関するまとめプリントを配布しますので、授業
で用いるレジュメとともに目を通しておいてください。また、
余裕ある人は、参考書の該当箇所を見ておいてください。
参考書①p32-33,p46-51②56-58③p33-37,p49-52

4時間

第5回 列強の中国分割と戦争賠償、借款。19世紀末以降、列強諸国の支配形
態はどのように変化したか。列強の中国国内勢力圏分割の経済的背景
は?日清、日露戦争は何を巡って争った戦争だったのか。義和団事件は
どのようにして惹き起こされ、列強諸国のどのような支配をもたらした
か。

列強の中国分割と戦争賠償、借款について説明したまと
めプリントを配布しますので、授業で用いるレジュメととも
に目を通しておいてください。また、余裕ある人は、参考書
の該当箇所を見ておいてください。
参考書①p42-45さらに出来ればp34-45,p52-59②p49-52
③p41-56さらに出来ればp38-41

4時間

第6回 光緒新政、利権回収運動、辛亥革命とその後の経済改革。義和団事件
後に行われた清朝最後の改革、光緒新政は洋務運動と比べてどのよう
な点が新しいか。列強諸国に対して利権回収運動を中心的に担った立
憲派の人たちはどのような階層の人たちから成り、その運動はどのよう
にして開始、展開していったか。これを辛亥革命にまで展開した勢力は
どのような人たちでどのような経済変革が掲げられ、実際に行われた
か。

利権回収運動と辛亥革命に関するまとめプリントを配布し
ますので、授業で用いるレジュメとともに目を通しておいて
ください。また、余裕ある人は、参考書の該当箇所を見て
おいてください。
参考書①p60-69③p57-72

4時間

第7回 次大戦後の軍閥抗争と国際協調体制下の日本支配。一次大戦で中国
における列強間の力関係はどう変化し、日本はどのような態度に出た
か。辛亥革命後、革命政権の弱点につけこんで政権を握り独裁を行っ
た袁世凱の死後、全国に割拠した軍閥に列強諸国が提供した借款とは
どのようなもので、どのようなルートで提供されたか。五四運動とは?一
次大戦後の国際協調体制とは?

一次大戦後の軍閥抗争と国際協調体制下の日本支配に
関するまとめプリントを配布しますので、授業で用いるレ
ジュメとともに目を通しておいてください。また、余裕ある人
は、参考書の該当箇所を見ておいてください。
参考書①p74-87②出来ればp58-61③p73-120

4時間

第8回 南京国民政府の経済体制。軍閥割拠状態を終わらせた北伐後に成立
した南京国民政府が成し遂げた税制改革と幣制改革とはどのようなも
のだったか。関税自主権回復して行った行われた経済発展戦略とは?

南京国民政府の経済体制に関するまとめプリントを配布し
ますので、授業で用いるレジュメとともに目を通しておいて
ください。また、余裕ある人は、参考書の該当箇所を見て
おいてください。
参考書①p88-93,p102-103③p121-126,p149-152さらに出
来ればp127-136

4時間

第9回 日中戦争下の日本支配。日本による満州経営はどのようにして始まっ
たか。満鉄とは?満州事変後どのような位置づけが満州に与えられどの
ようにして産業育成がなされたか。開拓農民はどのようにして土地を得
たか。日本軍侵攻の際の物資調達のための通貨政策とは?清郷工作と
は?

日中戦争下の日本支配に関するまとめプリントを配布しま
すので、授業で用いるレジュメとともに目を通しておいてく
ださい。また、余裕ある人は、参考書の該当箇所を見てお
いてください。
参考書①p94-101,p108-111,p114-115,p120-121 p142-
145,p152-153, さらに出来ればp138-141 ②p52-56  ③
p137-143,p152-153,p161-168, p170-172,p178-179,p182-
184

4時間

第10回 日中戦争下の国民党の抗戦経済。南京陥落後、重慶に首都を移した
国民党政府が行ったインフラ建設と奥地鉱工業建設とはどんなもの
だったか。重工業建設はどのようにして行われたか。国家銀行による資
金統制はどのようなものだったか。財政の主要財源を沿海部喪失で
失ってどのようにして財源確保したか。

日中戦争下の国民党の抗戦経済に関するまとめプリント
を配布しますので、授業で用いるレジュメとともに目を通し
ておいてください。また、余裕ある人は、参考書の該当箇
所を見ておいてください。
参考書①p98-99,p102-103,p104-105, p106-107,p108-
113, p114-117,p122-123, さらに出来ればp124-135,p146-
149, p158-159 ③p139-140, p149-152,p157-160,p165-
166, p172-174,p179-182.p18

4時間

第11回 日中戦争下の共産党の抗戦経済。共産党はどこに根拠地を作り、国共
合作を維持しつつ農民からの支持をかき集めるためどのような政策を
実施したか。根拠地の財政の財源はどのようなものから成っていたか。
苦しい財政を乗り越えるために実施された「大生産運動」とはどんなも
のだったか。

日中戦争下の共産党の抗戦経済に関するまとめプリント
を配布しますので、授業で用いるレジュメとともに目を通し
ておいてください。また、余裕ある人は、参考書の該当箇
所を見ておいてください。
参考書①p100-101,p106-107, p108-113,p118-119, p150-
151, さらに出来ればp124-135,p154-157 ②p62-65③
p139-140. p143-149,p154-157, p157-160,p165-166, p169-
170, p172-174, p174-178,p

4時間

第12回 建国後の経済建設と社会主義と毛沢東の引き起こした失敗。建国後に
行われた経済復興と「新民主主義」確立の経済政策とはどんなもの
だったか。その後行われた「社会主義工業化」と「社会主義的改造」とは
どのようなものだったか。大躍進政策のきっかけとなった整風運動とは?
整風運動の中で生まれた農民たちの自主的に組織された大規模な水
利施設、肥料作り運動とはどんなものだったか。それを見て提起された
大躍進政策はなぜ大失敗したか。文革のきっかけを作った社会主義教
育運動とは?文革とはどのようなものでどのようにして惹き起こされた
か。7

建国後の経済建設と毛沢東の引き起こした悲劇に関する
まとめプリントを配布しますので、授業で用いるレジュメと
ともに目を通しておいてください。また、余裕ある人は、参
考書の該当箇所を見ておいてください。
参考書①p136-137,p164-185, ②p69-80,p94-137 ③p199-
276

4時間

第13回 改革開放と農村改革、市場経済化、国有企業改革。第11期3中全会と
いう歴史を画する重要な会議で何を決めたか。集団経営から農家経営
に移行する農家請負制がある貧しい農村の農家の処罰覚悟での実施
によることになったのはなぜか。改革開放とは?改革開放は3中全会で
なくその後のある事柄の決定により始まったことが指摘されるように
なったが、その決定事項とは? 農村工業化とは?計画経済から市場経
済への移行はどのような段階過程を経て推し進められたか。国有企業
改革はどのような段階過程を経て推し進められてきたか。国有企業で
あっても著しい成長を示した企業の特徴は?

改革開放に関するまとめプリントを配布しますので、授業
で用いるレジュメとともに目を通しておいてください。また、
余裕ある人は、参考書の該当箇所を見ておいてください。
参考書①p186-193,p206-207, p216-217 , p194-195,p202-
205, p208-215②p138-231, p138-231 ③p276-288, p276-
288

4時間

第14回 加工貿易と外資企業。外資企業の中国への進出形態はどのように変
化してきたか。中国政府は外資企業をどのようにして誘致してきたか。
外資企業は中国の経済発展が進むなかで、その進出目的はどう変化し
たか。外資企業は中国経済発展にどのように貢献してきたか。

改革開放に関するまとめプリントを配布しますので、授業
で用いるレジュメとともに目を通しておいてください。また、
余裕ある人は、参考書の該当箇所を見ておいてください。
参考書①p196-197 ②p232-288 ③p276-288

4時間

第15回 その後の経済改革　急速な経済成長を遂げ、2010年頃、世界経済をけ
ん引するようになりますが、人々の経済格差も大きく拡大しました。最近
は貧困克服活動を行い、急速に共同富裕社会建設に向かっているとさ
れるがそれをどうみるべきか。

その後の経済改革に関するまとめブリントを見ておいてく
ださい。教科書記述はありません。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 中国経済論　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234高橋　美多

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ グローバルな視点でみる中国経済

授業の目的及び概要
（１）授業の目的及び概要：
・中国経済の規模が拡大するにつれ、グローバルな視点から中国経済を見ることの重要性が増しています。中国の動きがどのように世界経済に影響し
ているか、世界経済の動きの中で中国の直面する課題は何かを問題意識とし、グローバルな視点から中国経済を検討します。
・ウィズコロナ、アフターコロナの中国経済の新常態を検討します。

（２）実学としての経済学の関係：
・この授業を受講することにより、中国経済学の視点から、社会変動を理解する眼力を養うことを目的とします。

学修の到達目標
①世界経済との関わりで中国経済を見る視点を養います。
②冷戦期以降の中国大陸・香港・台湾と日本やアメリカ等との経済関係などについて、経済学の基礎知識をもとに正確に理解した上で、今後の見通し
に関する自身の見解を整理し、他の人々に説明することができます。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
コメントシートを翌週の授業で紹介し、質問への回答や補足説明をします。
優秀なレポートは、授業中に紹介します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

中国経済や世界経済の動きに注目し、中国諸事情についても関心を持ってもらえたらと思います。参考書や配付資料を利用して予習・復習を行ってくだ
さい。また、関心を持ったテーマについて、１回レポートを提出して頂きます。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

500

20101010

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

配布資料を用いて講義を行います。

参考書

中国近現代史および中国経済に関する基本的な知識に関しては、以下のテキストを参考にして下さい。
①田中仁・菊池一隆・加藤弘之・日野みどり・岡本隆司（2020）『新図説中国近現代史（改訂版）日中新時代の
見取り図』法律文化社 
②梶谷懐（2016）『日本と中国経済-相互交流と衝突の100年』ちくま新書

配布資料を用いて講義を行
います。

参考書①ISBN:978-
4589040558
参考書② ISBN:4480069291

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス
授業の概要などを説明します。
世界の中の中国について理解したうえ、冷戦時代の台湾・香港につい
て解説します。

参考書の該当箇所を見ておいてください。参考書①P.222-
235。（2時間程度）
授業後に、配布した資料を読み復習してください（2時間程
度） 
どのテーマについてレポートを書くか各自検討しておいて
ください。

4時間

第2回 東アジアの冷戦と華僑社会 参考書の該当箇所を見ておいてください。参考書①P.158-
159。（2時間程度）
授業後に、配布した資料を読み復習してください。（2時間
程度）

4時間

第3回 グローバリゼーションと成長パターンの模索 参考書の該当箇所を見ておいてください。参考書①P.236-
241。（2時間程度）
授業後に、配布した資料を読み復習してください。（2時間
程度）

4時間

第4回 経済改革とグローバル・ガバナンス 参考書の該当箇所を見ておいてください。参考書②P.242-
247。（2時間程度）
授業後に、配布した資料を読み復習してください。（2時間
程度）

4時間
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第5回 階層分化と社会意識の変化 参考書の該当箇所を見ておいてください。参考書②P.248-
253。（2時間程度）
授業後に、配布した資料を読み復習してください。（2時間
程度）

4時間

第6回 21世紀の台湾・香港 参考書の該当箇所を見ておいてください。参考書②P.254-
259。（2時間程度）
授業後に、配布した資料を読み復習してください。（2時間
程度）

4時間

第7回 グローバル化の中の日中経済 参考書の該当箇所を見ておいてください。参考書①P.261-
263。（2時間程度）
授業後に、配布した資料を読み復習してください。（2時間
程度）

4時間

第8回 中間テストを実施します。 これまで配布した資料を読み直して、復習してください。 4時間

第9回 トランプ就任と金融政策の転換 参考書の該当箇所を見ておいてください。参考書②P.51-
60。（2時間程度）
授業後に、配布した資料を読み復習してください。（2時間
程度）

4時間

第10回 「チャイナ・リスク」再考 可参考書の該当箇所を見ておいてください。参考書②
P.227-238。（2時間程度）
授業後に、配布した資料を読み復習してください。（2時間
程度）

4時間

第11回 一帯一路と日本 参考書の該当箇所を見ておいてください。参考書②P.239-
245。（2時間程度）
授業後に、配布した資料を読み復習してください。（2時間
程度）

4時間

第12回 中国と近隣諸国との経済関係 中国と自身が関心のある近隣諸国１国との経済関係につ
いて調べておいてください。（2時間程度）
授業後に、配布した資料を読み復習してください。（2時間
程度）

4時間

第13回 製造業のイノベーション 参考書の該当箇所を見ておいてください。参考書②P.246-
251。（2時間程度）
授業後に、配布した資料を読み復習してください。（2時間
程度）

4時間

第14回 中国の消費行動の変容-オンライン通販の拡大- オンライン通販を展開する中国企業（京東やアリババ）、ス
マホ決済事業等を運営する中国企業（Tencent）について
調べておいてください。（2時間程度）
授業後に、配布した資料を読み復習してください。（2時間
程度）

4時間

第15回 【総括】
これまで取り扱ってきた内容について振り返るとともに、あらためて重
要なポイントは何かについて確認します。

講義資料を一通り読み返し、わからない所がないようにし
ておいて下さい。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 中国経済論　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234木下　英雄

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ 戦後日中経済関係の歴史

授業の目的及び概要
この授業は、改革開放後、特に経済大国化した後の中国経済の現状と課題について理解することを目標とする。具体的には、国交回復前の日中貿易
の発展とその限界、国交回復後の日中貿易、ODA、日系企業進出等による日本の貢献等について解説する。また、北京オリンピックの効果も含めて、
現代における中国の著しい経済発展の要因について理解するとともに、それによって生じる格差、貧困、環境汚染等の問題に焦点をあて、これらの諸
問題の解決方法についても考察する。

学修の到達目標
近年改善してきていたとはいえ、長く険悪な関係が続いてきた日中関係も一時期は非常に良かった時期もありました。1980年代に日中間の蜜月期を形
成した日本から中国へのODA経済援助は、戦後賠償免除とも密接なかかわりがあります。蜜月期には歴史認識問題はそれほど大きくは問われません
でした。日中間の経済交流の歴史を概観することは、日中関係自体を好転させるのに役立つはずであることはもちろんですが、東南アジア諸国との現
在の良好な関係を今後も維持していくために何が必要かを考えるヒントも与えてくれるでしょう。今後とも付きまとうと考えられる歴史認識問題への日本
人の取り組み方を考えるとともに、日中間の戦後の経済交流の歴史を、

一、国交のなかった50年代、60年代、
二、国交回復後の良好な関係が築かれていた蜜月期を含む70年代から90年代前半、
三、悪化した関係の続く90年代後半以降

の3つの時期に区分して、それぞれの時期の経済交流の特徴とその交流に与えた日台関係、日米関係、中ソ関係、中米関係、中台関係などの影響など
を理解する。
また今年度は、昨年度に引き続き、米中経済関係の歴史と一帯一路、米中「新冷戦」についてもみていくこととする。

授業の方法
この科目は遠隔授業で行われます。詳細についてはLearning Portalを確認してください。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
毎回授業の最後に質問時間を設けていますが、時間なかったり、質問しにくかったりする場合もあるかと思いますので、毎回の受講票に質問内容を書
いておいてください。学会発表前や新しいプリントの作成の時には出来ないことも出て来るかとは思いますが、出来る限り次の授業で回答するようにし
たいと思います。もし、答えて欲しい質問に回答がなかったり、回答が早く欲しい場合は、目立つように赤色など色のついたペンでもう一度書いておいて
ください。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

日本人学生の皆さんには歴史認識問題に強くなり、日中関係の改善に貢献できる人になってもらえればと思います。中国人の皆さんには日本国内の現
実をよく見て歴史認識問題が根強く残る要因と友好を育む大多数の日本人との付き合い方を考えてもらえればと思います。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

定期試験の可能性と共にレポート試
験の可能性もあります。いずれも配点
50％

500

010040

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストは使用しません。

参考書

①国分良成・渋谷芳秀・高原明生・川島真『日中関係史』有斐閣アルマ　2013年
②毛里和子『日中関係』岩波新書、2006年
③服部健治・丸川知雄『日中関係史Ⅱ　1972-2012　経済』東京大学出版会

テキストは使用しません。

①9784641220065
②9784004310211
③9784130230629

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 戦後日中関係を概観するビデオを見てもらいます。 ビデオの内容を中心とした、戦後日中関係を整理したプリ
ントを配布しますので、それを見ておいてください。
4時間勉強するのが通例だそうです。しっかり勉強しましょ
う。

4時間

第2回 日華平和条約とココムの制約下で始まった日中民間貿易(50年代)。50
年代に国交のない状態で始められた民間の日中貿易はどのような環
境にあったか。その貿易の特徴はどのようなものだったか。貿易協定で
日本と中国、それぞれの基本的姿勢はどのようなものであったか。58
年にいったん全面ストップした原因は?

50年代の日中関係に関するまとめプリントを配布しますの
で、授業で用いるレジュメとともに目を通しておいてくださ
い。また、余裕ある人は、参考書の該当箇所を見ておいて
ください。参考書①p39-73 ②p1-14,p21-32,p36-42 ③p5-9
4時間勉強するのが通例だそうです。しっかり勉強しましょ
う。

4時間
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第3回 2つのチャンネルで行われた日中貿易(60年代)。60年代の2つの貿易
チャンネルとは?経済政策重視の池田内閣の下で中国側の念願の工業
プラント輸入を実現するためにとられた貿易の方式とは?これは通産省
の役人の支持を取り付けて行われた半官半民の貿易とされるが、それ
に対し政府はどのような態度を取り、これを阻止するために台湾はどの
ような行動に出たか?

60年代の日中関係に関するまとめプリントを配布しますの
で、授業で用いるレジュメとともに目を通しておいてくださ
い。また、余裕ある人は、参考書の該当箇所を見ておいて
ください。参考書①p75-104 ②p14-20,p33-35,p43-48 ③
p9-13
4時間勉強するのが通例だそうです。しっかり勉強しましょ
う。

4時間

第4回 米中接近と日中国交正常化。米中それぞれのどのような事情が米中接
近へと向かわせたか。60年代後半に工業プラント貿易を可能にした貿
易方式が、台湾の行動で失速していたが、70年の「周恩来四条件」はど
のような効果をもたらしていたか。米中接近後、一気に日中国交正常化
に突き進んだ要因は?

参考書の該当箇所を見ておいてください。参考書①p105-
128②p49-94③55-57
4時間勉強するのが通例だそうです。しっかり勉強しましょ
う。

4時間

第5回 対ソ戦略提携と中国近代化路線の下で発展した日中貿易(70年代)。70
年代の日中貿易の発展は、日中双方のどのような経済状況に基づくも
のか。1974年日中貿易協定で、対ソ戦略提携のもと米国が行った貿易
規制緩和をまねたと考えられるその中身とは?1978年長期貿易協定に
より、ようやく日本政府も正式に承認して始められた工業プラント輸入に
いったんストップがかかった要因は?またそれに対して日本側はどのよ
うな手を差しのべたか。

70年代日中関係について説明したまとめプリントを配布し
ますので、授業で用いるレジュメとともに目を通しておいて
ください。また、余裕ある人は、参考書の該当箇所を見て
おいてください。参考書①p129-137,p142-145 ②p96-104
③p58-63, p73-80,p123-130 さらに出来ればp81-95
4時間勉強するのが通例だそうです。しっかり勉強しましょ
う。

4時間

第6回 改革開放政策とODA援助(80年代)。日本がODA援助を行い、中国がそ
れを受けることになったそれぞれの事情はどういうものか。米国からの
対中ODA援助が少なく日本がダントツだった原因は?ODA援助実施に
当たっては日本の省庁間で諸外国の懸念もあり対立があった。その対
立はどのようなもので、どのような調整が図られたか。ODA援助に対し
て中国人の評価は?80年代の対中直接投資に多かった委託加工とは?

80年代の日中関係に関するまとめプリントを配布しますの
で、授業で用いるレジュメとともに目を通しておいてくださ
い。また、余裕ある人は、参考書の該当箇所を見ておいて
ください。参考書①p145-167②p44-45,p104-128③p105-
121,p131-137 さらに出来ればp139-163
4時間勉強するのが通例だそうです。しっかり勉強しましょ
う。

4時間

第7回 天安門事件の背後の2つの経済路線勢力と日本。歴史的に重要な第11
期3中全会ののち改革開放が直ちには始まらず、海外からの工業プラ
ント輸入キャンセル問題を惹き起こす原因を作った勢力とは?それに対
し、鄧小平はどのように行動し、日本はそれをどのように支えたか。天
安門事件において学生、民衆は何に抗議していたか、それに対し武力
鎮圧を行った異なる2つの方向の勢力とは?それに対して日本はどのよ
うな態度で臨んだか?

2つの経済路線勢力と日本の中国関与政策に関するまと
めプリントを配布しますので、授業で用いるレジュメととも
に目を通しておいてください。また、余裕ある人は、参考書
の該当箇所を見ておいてください。参考書①p160-167
4時間勉強するのが通例だそうです。しっかり勉強しましょ
う。

4時間

第8回 南巡講話と外資企業、日系外資企業(90年代)。世界的対中投資ブーム
が起こった要因は?90年代に現地法人を設立した外資企業は何を目的
として進出してきた企業が多いか。WTO加盟を果たすためにどのような
規制緩和が行われたか。2000年前後から外資企業の進出目的で増え
てきたのはどのような目的か?90年代後半以降、ODAの重点は環境協
力に移行する。日本の環境協力について見ておく。

90年代の日中関係に関するまとめプリントを配布しますの
で、授業で用いるレジュメとともに目を通しておいてくださ
い。また、余裕ある人は、参考書の該当箇所を見ておいて
ください。参考書①p172-181③p22-31,p46-47, p167-181,
さらに出来ればp175-181, p219-243
4時間勉強するのが通例だそうです。しっかり勉強しましょ
う。

4時間

第9回 台湾海峡危機、安保再定義、中国の高度経済成長と日中関係の悪化。
95年くらいまでは日中関係は蜜月関係と言われるほど良好であった
が、95年前後以降、一気に悪化した。その要因は何だったか。

参考書の該当箇所を見ておいてください。参考書①p181-
201②p130-184
4時間勉強するのが通例だそうです。しっかり勉強しましょ
う。

4時間

第10回 中国の海洋経済発展戦略。中国の海洋発展戦略とその土台となってい
る海洋経済発展戦略とはどんなものか。領有権問題における帰属につ
いてどのように考えるべきか。中国、日本はそれぞれどのような根拠に
基づいて自国領有権を主張しているか。

海洋経済発展戦略に関するまとめプリントを配布しますの
で、授業で用いるレジュメとともに目を通しておいてくださ
い。また、余裕ある人は参考書の該当箇所を見ておいてく
ださい。①p232-247
4時間勉強するのが通例だそうです。しっかり勉強しましょ
う。

4時間

第11回 米国の対中関与政策。米国は中国に対し、50年代のココムをはじめと
して、経済関係の規制を行ってきた。中国からGATT、WTO加盟申請に
対して、米国はどのように対応してきたか。中国がGATT、WTO加盟を
申請するに至るまでおよび申請後、交渉し、実際に加盟を果たす中で
どのような変化を遂げてきたか。

米国の対中関与政策に関するまとめプリントを配布します
ので、授業で用いるレジュメとともに目を通しておいてくだ
さい。参考書の該当箇所なし。
4時間勉強するのが通例だそうです。しっかり勉強しましょ
う。

4時間

第12回 新たな外資導入政策と中国進出日本企業の特徴(2000年代以降)。
2000年代の政冷経熱、2012年以降の政冷経冷の意味は? 外資企業の
沿海部に集中している状況に対し、中国政府はどのような政策を打ち
出したか。中国に進出した外資企業の中で、日本企業はどのような特
徴を持っているか。

2000年代の日中関係に関するまとめプリントを配布します
ので、授業で用いるレジュメとともに目を通しておいてくだ
さい。参考書①p203-231 ②p185-223 ③p247-256 p333-
342 さらに出来ればp307-330。
4時間勉強するのが通例だそうです。しっかり勉強しましょ
う。

4時間

第13回 中国「一帯一路」政策。中国は、米国の制止を振り切って参加してきた
英独仏伊含む70か国もの参加国を集めてAIIB(アジアインフラ投資銀
行)を創設し、中国から欧州までを「シルクロート経済帯」(「一帯」)と「21
世紀海上シルクロード」(「一路」)で結ぶために交通インフラを建設しそ
れを金融面から支えようとしている。具体的進行状況とともにその目的
について見ておきます。

中国「一帯一路」政策に関するまとめプリントを配布します
ので、授業で用いるレジュメとともに目を通しておいてくだ
さい。参考書の該当箇所なし。
4時間勉強するのが通例だそうです。しっかり勉強しましょ
う。

4時間

第14回 米中関係の戦後史を見ることにします。新中国建国間もないころのココ
ム、チンコム対中包囲網、米中接近後のチャイナカード時代、対中関与
政策の時代と「新冷戦」に入る前の米中関係の歴史を見ていきます。

米中関係の歴史に関するまとめプリントを配布しますの
で、授業プリントとともに目を通しておいてください。参考書
の該当箇所なし。
4時間勉強するのが通例だそうです。しっかり勉強しましょ
う。

4時間

第15回 対中関与政策との決別と対中制裁の行方。米国トランプ政権は、TPP
を離脱し、保護貿易政策を打ち出し、世界各国に自国第一主義の貿易
政策、投資政策などを押し付けました。中国との間には米中貿易戦争
など対中制裁が行われました。バイデン政権も、自国第一主義の政策
は廃止したものの対中強硬路線は続いています。対中制裁の背景、具
体的様相と日本への影響を見るとともに、今後あるべき世界経済秩序
について考えることとします。

対中関与政策との決別と対中制裁に関するまとめプリント
を配布しますので、授業で用いるレジュメとともに目を通し
ておいてください。参考書の該当箇所なし。
4時間勉強するのが通例だそうです。しっかり勉強しましょ
う。

4時間

－178－



実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 アメリカ経済論　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234畑佐　伸英

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ アメリカ経済の現状と課題

授業の目的及び概要
世界第一の経済大国であるアメリカは、紛れもなくグローバル社会の中心的存在として、各国・地域の政治や経済の動向にも大きな影響を及ぼしてい
る。
そのアメリカの経済の状況や構造を学んでいくことは、単にその国についての知識と教養を深めるのみならず、今後のグローバル経済の行方や国際政
治の流れを読み解くうえでも重要なファクターとなる。
本講義では、こうしたアメリカと国際社会との関係にも注視しながら、現在のアメリカ経済の実態を様々な視点から平易に解説し、アメリカが抱えている
経済的な問題や課題についても明らかにしていく。
本科目は、国際経済コースを選択した学生に求められる、国家間の経済関係や諸外国の経済事情への理解を深めていくことを目的としており、本コー
スの基本科目となっている。

学修の到達目標
（１）アメリカ経済の実態について、あらゆる角度から説明できる。
（２）アメリカが直面している経済問題について理解し、その対応策を導き出すことができる。
（３）アメリカ経済と各国・地域の経済との関係を把握し、グローバル経済の行方を考察できる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
テストの内容や解答方法については、授業の中で解説する。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

講義資料や参考書を熟読して予習をするとともに、授業中には必ずノートを取ることが重要である。中間テストや定期試験に対応するには、講義内で示
されるポイントを理解しておくことがカギとなるため、欠かさずに授業に出席することが求められる。また、普段から新聞やニュースを通して、アメリカの
政治経済事情に触れておくと良いでしょう。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

500

350015

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

特定のテキストは使用しない。毎回の講義資料をラーニングポータル上に掲載するので、各自で取得しておく
こと。

参考書

①中本悟・宮﨑礼二『現代アメリカ経済分析―理念・歴史・政策』日本評論社
②宮田由紀夫・玉井敬人『アメリカ経済論入門　第２版』晃洋書房
③坂出健・秋元英一・加藤一誠『入門アメリカ経済Q＆A100』中央経済社
④谷口明丈・須藤功『現代アメリカ経済史　「問題大国」の出現』有斐閣

なし

①978-4535557604
②978-4771030343
③978-4502291913
④978-4641164925

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス
講義の進め方や評価の方法を説明し、本講義で取り扱うアメリカ経済
の主要なトピックスについて概説する。

講義資料に目を通して、学習する内容を把握しておくとと
もに、復習として、ノートに書き取った内容は読み返し、更
に授業で学んだことや思ったこと、考えたことなどは追記し
て、ノートやファイルの整理を行いながら、講義の内容をま
とめておくと良いでしょう。

4時間

第2回 アメリカ経済の土台となっている基本的な理念や政治との関係につい
て説明する。

講義資料や参考書①「第1章　資本主義発展と遠ざかる建
国の理念」を熟読して予習を行うとともに、復習として、
ノートに書き取った内容は読み返し、更に授業で学んだこ
とや思ったこと、考えたことなどは追記して、ノートやファイ
ルの整理を行いながら、講義の内容をまとめておくと良い
でしょう。

4時間

第3回 アメリカ経済の発展の経緯をGDP統計と主要な経済イベントに着目して
解説していく。

講義資料や参考書①「第2章　マクロ経済の展開と政策思
想の変遷」を熟読して予習を行うとともに、復習として、
ノートに書き取った内容は読み返し、更に授業で学んだこ
とや思ったこと、考えたことなどは追記して、ノートやファイ
ルの整理を行いながら、講義の内容をまとめておくと良い
でしょう。

4時間

－179－



第4回 産業構造の変化とその特徴について学んでいく。 講義資料や参考書①「第3章　産業構造の再編とその現段
階」を熟読して予習を行うとともに、復習として、ノートに書
き取った内容は読み返し、更に授業で学んだことや思った
こと、考えたことなどは追記して、ノートやファイルの整理
を行いながら、講義の内容をまとめておくと良いでしょう。

4時間

第5回 雇用環境と企業システムについて、主要な企業などにも注目して解説
する。

講義資料や参考書①「第3章　産業構造の再編とその現段
階」と「第5章　社会保障制度」を熟読して予習を行うととも
に、復習として、ノートに書き取った内容は読み返し、更に
授業で学んだことや思ったこと、考えたことなどは追記し
て、ノートやファイルの整理を行いながら、講義の内容をま
とめておくと良いでしょう。

4時間

第6回 アメリカ経済の大きな問題となっている格差と貧困の状況について学習
する。

講義資料や参考書①「第4章　科学技術政策と教育政
策」、「第5章　社会保障制度」、「第8章　低所得コミュニ
ティの開発と金融」を熟読して予習を行うとともに、復習と
して、ノートに書き取った内容は読み返し、更に授業で学
んだことや思ったこと、考えたことなどは追記して、ノート
やファイルの整理を行いながら、講義の内容をまとめてお
くと良いでしょう。

4時間

第7回 政策論争の中心的な課題となりやすい社会保障制度について学んで
いく。

講義資料や参考書①「第5章　社会保障制度」を熟読して
予習を行うとともに、復習として、ノートに書き取った内容
は読み返し、更に授業で学んだことや思ったこと、考えた
ことなどは追記して、ノートやファイルの整理を行いなが
ら、講義の内容をまとめておくと良いでしょう。

4時間

第8回 アメリカの国家予算と財政状況について説明する。 講義資料や参考書①「第6章　オバマ政権と自由裁量的財
政政策の復権」を熟読して予習を行うとともに、復習とし
て、ノートに書き取った内容は読み返し、更に授業で学ん
だことや思ったこと、考えたことなどは追記して、ノートや
ファイルの整理を行いながら、講義の内容をまとめておくと
良いでしょう。

4時間

第9回 2008年に世界経済を揺るがした米国発の金融危機について解説する。 講義資料や参考書①「第7章　金融規制の政治経済学」を
熟読して予習を行うとともに、復習として、ノートに書き取っ
た内容は読み返し、更に授業で学んだことや思ったこと、
考えたことなどは追記して、ノートやファイルの整理を行い
ながら、講義の内容をまとめておくと良いでしょう。

4時間

第10回 連邦準備制度と金融政策について学習する。 講義資料や参考書①「第9章　金融システムとアンバンク
ト」を熟読して予習を行うとともに、復習として、ノートに書
き取った内容は読み返し、更に授業で学んだことや思った
こと、考えたことなどは追記して、ノートやファイルの整理
を行いながら、講義の内容をまとめておくと良いでしょう。

4時間

第11回 貿易の状況と自由貿易協定（FTA）政策について概説する。 講義資料や参考書①「第11章　ＮＡＦＴＡと対ラテンアメリカ
ＦＴＡ戦略」を熟読して予習を行うとともに、復習として、
ノートに書き取った内容は読み返し、更に授業で学んだこ
とや思ったこと、考えたことなどは追記して、ノートやファイ
ルの整理を行いながら、講義の内容をまとめておくと良い
でしょう。

4時間

第12回 通商政策とその根幹をなす貿易戦略について学んでいく。 講義資料や参考書①「第10章　多極化のなかの通商政
策」を熟読して予習を行うとともに、復習として、ノートに書
き取った内容は読み返し、更に授業で学んだことや思った
こと、考えたことなどは追記して、ノートやファイルの整理
を行いながら、講義の内容をまとめておくと良いでしょう。

4時間

第13回 国際通貨制度とドルの機能について説明する。 講義資料や参考書①「第12章　グローバルな資金循環とド
ル体制の行方」を熟読して予習を行うとともに、復習とし
て、ノートに書き取った内容は読み返し、更に授業で学ん
だことや思ったこと、考えたことなどは追記して、ノートや
ファイルの整理を行いながら、講義の内容をまとめておくと
良いでしょう。

4時間

第14回 日本とアメリカの経済関係について、これまでの経緯も含めて学んでい
く。

講義資料や参考書①「終章　戦後日米経済関係」を熟読し
て予習を行うとともに、復習として、ノートに書き取った内
容は読み返し、更に授業で学んだことや思ったこと、考え
たことなどは追記して、ノートやファイルの整理を行いなが
ら、講義の内容をまとめておくと良いでしょう。

4時間

第15回 まとめ並びに総括 これまでの学習を振り返って、学んだこと、分かったこと、
発見したこと、難しかったこと、興味や関心を抱いたこと、
などについて考えておいてください。授業で学んだことや
思ったこと、考えたことなどは、復習としてノートやファイル
に整理して、まとめておくと良いでしょう。

4時間

－180－



実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 ヨーロッパ経済論　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234田畑　理一

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ ヨーロッパ地域形成の歴史を踏まえた上で、ヨーロッパの経済統合とEU(ヨーロッパ連合）の現状について考察し、理解することを目的とする。

授業の目的及び概要
この授業の目的は、ヨーロッパ経済の中心であるEUの成立とその実態の理解である。しかし、それを知るためには、ヨーロッパ世界の形成の歴史を踏ま
えておく必要があり、ギリシア・ローマにさかのぼるヨーロッパ文化とキリスト教文化、中世封建制からルネサンスを経て近代ヨーロッパの成立、産業革
命から2つの世界大戦に至る歴史をみる必要がある。そして、第2次大戦以降のEC（EUの前身）の成立からEUへの発展の背景には、EU諸国と政治的、
軍事的に対立してきたソ連ブロックの発展と崩壊、さらにソ連の支配から逃れた東欧諸国のその後のEU加盟がある。今日のEUは27カ国（イギリスの離
脱による）からなる経済統合を達成し、部分的には通貨統合と政治統合にまで進んでおり、この大きな歴史的流れを追いながら、EUの現状を知り、理解
することを目的とする。
古代ギリシア以来の歴史と文化の上に栄えた近代ヨーロッパが今に至るも世界の政治・経済・文化発展の中心にあるEUについて知ることはまさに「実
学としての経済学」を学ぶことにほかならない。

学修の到達目標
ヨーロッパ地域の形成（ギリシア、ローマ）から始まって、ヨーロッパにおける主権国家の成立と戦争の歴史を経て、ヨーロッパにおけるEU(欧州連合)の
成立までの歴史を知った上で、その「拡大と深化」の歴史や超国家機関の経済制度の確立、共通通貨（ユーロ）の創出に至る過程と現状を知ること、こ
れによって「就業力の育成」を図る。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
毎回コメントシートを配布し、その回の講義の中心的部分を書いた上で、自分の理解したことに対して意見を書いてもらう。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

新聞でヨーロッパの記事を見かけたら読んでみてください。テレビでヨーロッパのニュースをやっていたら、見てください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

700

00030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

特にありません。

参考書

１、『現代ヨーロッパ経済』（現代の世界経済シリーズ第3巻、ミネルヴァ書房、2011年）
２、『EUの知識』（日経文庫、藤井良弘著、2013年）
３、『EU崩壊』（新潮新書、木村正人、2013年）

なし

１、『現代ヨーロッパ経済』（現
代の世界経済シリーズ第3
巻、ミネルヴァ書房、2011年） 
ISBN  4-641-12286-5
２、『EUの知識』（日経文庫、
藤井良弘著、2013年）　 
 ISBN  978-4-532-11290-5
３、『EU崩壊』（新潮新書、木
村正人、2013年）　　　  ISBN 
 978-4-610544-9

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス：通常考えられているヨーロッパとは何か、地理的、歴史的、
文化的な意味でのヨーロッパについて考える。狭い意味でのヨーロッパ
経済とはEC、EU経済であるが、広い意味では、ロシア（ソ連を含む）、東
欧諸国まで含む、EC、EUの発展を含んでいる。

参考書１、２の冒頭部分を読んでおいてもらいたい。 3時間

第2回 ヨーロッパの歴史（１）：古代ギリシヤ、古代ローマから中世封建制とカト
リック、ルネサンス、絶対主義、市民革命あたりまでのヨーロッパの歴史
について説明する。
農奴制と宗教改革。

参考書1、およびウェブサイト（たとえばwikipediaなどでもよ
い）でヨーロッパの歴史、キリスト教の歴史について読んで
おく。

4時間

第3回 ヨーロッパの歴史（２）：ルネサンス、宗教改革、市民革命の続きを話
す。これはヨーロッパにおける合理主義的思考の発展でもあることを説
明する。

ウェブサイト（たとえばwikipediaなどでもよい）で宗教改革、
市民革命（清教徒革命、名誉革命、フランス革命）につい
て調べる。

4時間

第4回 ヨーロッパの歴史（３）：17～18世紀の市民革命とその後の国民国家の
形成、産業革命、帝国主義の時代の列強の成立と戦争の時代。

ウェブサイト（たとえばwikipediaなどでもよい）で市民革命、
産業革命、帝国主義について調べる。

4時間
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第5回 ロシア革命と第1次世界大戦、第2次世界大戦について説明する。第1
次世界大戦の教訓からヨーロッパの政治、経済の統合の構想が生まれ
る。

参考書１と２でヨーロッパの政治・経済の統合構想につい
てみておく。

4時間

第6回 ECの成立と発展（１）：ECSC（ヨーロッパ石炭鉄鋼共同体）、EURATOM
（ヨーロッパ原子力共同体）、EEC（ヨーロッパ経済共同体）が発足。その
後（1968年）EC（ヨーロッパ共同体）へ発展。

参考書１と２でヨーロッパの政治・経済の統合構想につい
てみておく。

4時間

第7回 ECの成立と発展（２）：通貨調整メカニズムおよびECUの発足。EC統合
の拡大と深化。市場統合の進展。12カ国体制へ。

参考書１と２によって1960年代から1980年代までのECの
発展を見ておく。

4時間

第8回 ECの成立と発展（３）：市場統合の開始と完成（1987年から1992年末）。
ECからEUへ（マーストリヒト条約の締結と通貨統合の開始）

参考書１と２によって1980年代から1990年代前半を見てお
く。市場統合完成の持つ意味の重要性を理解すること。

4時間

第9回 ロシア革命とソ連の成立：第1次世界大戦中のロシア革命（社会主義革
命へ）。ソ連成立からスターリン独裁体制の成立。

ウェブサイト（たとえばwikipediaなどでもよい）でロシア革命
とスターリン独裁体制について参照。

4時間

第10回 戦後の東欧諸国の社会主義化と冷戦体制：ソ連の復興と東欧諸国へ
の社会主義の拡大。ヨーロッパにおける冷戦体制の成立、ドイツの東西
へ

ウェブサイト（たとえばwikipediaなどでもよい）で戦後の冷
戦体制について参照。

4時間

第11回 ペレストロイカとソ連崩壊、東欧のソ連からの）解放：社会主義の行き詰
まりとペレストロイカ。冷戦の終焉とソ連崩壊へ。東欧諸国のソ連から
の解放。東欧諸国の市場経済への移行。

ウェブサイト（たとえばwikipediaなどでもよい）でペレストロ
イカ、冷戦の終焉、ソ連崩壊について参照。

4時間

第12回 東欧諸国の市場経済移行とEUへの加盟：旧ソ連諸国および中東欧諸
国の市場経済への移行。中東欧諸国のEUへの加盟。

参考書１と２によって中東欧諸国のEUへの加盟を参照。 3時間

第13回 拡大EUとロシア、CIS体制へ：2004年、2007年の旧社会主義国のEU加
盟とEU諸国金融機関の中東欧への金融支配へ

参考書１と２によって拡大EUの実態を確認。 4時間

第14回 リーマン・ショックとユーロ危機：リーマン・ショックによるEUの金融危機。
ギリシアの財政・金融危機の深刻化とEUの動揺。ギリシア支援とユーロ
危機。EUの不安定化。

ウェブサイト（たとえばwikipediaなどでもよい）でリーマン・
ショック、ギリシア危機、ギリシア支援、ユーロ危機につい
て参照。

4時間

第15回 イギリスのEU離脱とEUの動揺。中東からの移民問題。 授業を参考にして、ウェブサイト（たとえばwikipediaなどで
もよい）を使ってイギリスのEU離脱について理解する。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 社会政策　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234穴井　佑

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ イギリスの歴史から社会政策について学ぶ。

授業の目的及び概要
社会政策は、主として社会保障政策と労働政策からなります。本講義では、世界に先駆けて福祉国家を誕生させ、そしてその解体と転換を経験してき
たイギリスの歴史から、社会政策についての理解を深めていきます。社会政策の芽生えともいえる近世イギリスにおける貧民対策からはじめ、産業革
命による社会の激変に対応するための諸改革、そして福祉国家の誕生・崩壊・転換へと講義を進めていきます。

学修の到達目標
第一の目標は、わたしたちが安定した生活を営んでいくうえで欠かすことのできない社会保障政策、労働政策、保健・医療制度が形成されてきた歴史的
な筋道を説明することです。
第二の目標は、自由放任を旨としたイギリスにおいて福祉国家が誕生し、解体され、転換を迫られた歴史的事象を学ぶことで、国家は民事に介入すべ
きでないという原則をもつ資本主義市場経済において、その原則を修正するような社会政策がなぜ必要とされたのか、具体的な問題を挙げて説明する
ことです。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
毎回の授業後にレスポンスシートを執筆してもらいます。各授業では、それに対する応答をしたうえで、講義を行っていきます。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

日頃から、政治、経済、社会、労働、社会保障のニュースに関心を持って、新聞やTVを視聴するようにしましょう。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

700

00030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

特にありません。

参考書

参考文献については、適宜授業中に指示します。

なし
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 【ガイダンス】
前半に授業の進め方について説明し、後半で社会政策とは何かについ
て講義します。

予習：労働や社会保障のニュースに意図的に触れて、自
分なりに社会政策とは何かを考えてみること。
復習：レジュメをよく読み、とくに用語の意味と論理展開を
しっかり理解すること。

4時間

第2回 【近世イングランドの貧民対策①】
近世のイングランドにおいて、貧困や貧民が社会問題として浮上してく
る経緯と、それに対する個別の対策について学びます。

予習：前回のレジュメをよく読み、内容を整理しておくこと。
復習：レジュメをよく読み、とくに用語の意味と論理展開を
しっかり理解すること。関心のあるトピックに関しては、レ
ジュメに記載する参考文献にあたってみること。

4時間

第3回 【近世イングランドの貧民対策②】
近世のイングランドにおいて、貧困や貧民の問題に対する包括的な対
策として制定された救貧法の内容と実際の施行について学びます。

予習：前回のレジュメをよく読み、内容を整理しておくこと。
復習：レジュメをよく読み、とくに用語の意味と論理展開を
しっかり理解すること。関心のあるトピックに関しては、レ
ジュメに記載する参考文献にあたってみること。

4時間

第4回 【19世紀イギリスにおける救貧法の改正】
近世に制定された救貧法のほころびから新たな救貧法の形が希求され
た歴史的な展開を学びます。また、自由放任を是とした19世紀イギリス
における社会保障政策の必要性とそのあり方について解説します。

予習：前回のレジュメをよく読み、内容を整理しておくこと。
復習：レジュメをよく読み、とくに用語の意味と論理展開を
しっかり理解すること。関心のあるトピックに関しては、レ
ジュメに記載する参考文献にあたってみること。

4時間

第5回 【イギリスの工場法①】
産業革命後のイギリス社会で生じていた劣悪な労働環境について学び
ます。また、自由放任を是とした19世紀イギリスにおける労働政策の必
要性とそのあり方について解説します。

予習：前回のレジュメをよく読み、内容を整理しておくこと。
復習：レジュメをよく読み、とくに用語の意味と論理展開を
しっかり理解すること。関心のあるトピックに関しては、レ
ジュメに記載する参考文献にあたってみること。

4時間
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第6回 【イギリスの工場法②】
産業革命後のイギリス社会で生じていた劣悪な労働環境に対してどの
ような対策が行われたか、とりわけその対策立案における議論につい
て学びます。また、自由放任を是とした19世紀イギリスにおける社会保
障政策の必要性とそのあり方について解説します。

予習：前回のレジュメをよく読み、内容を整理しておくこと。
復習：レジュメをよく読み、とくに用語の意味と論理展開を
しっかり理解すること。関心のあるトピックに関しては、レ
ジュメに記載する参考文献にあたってみること。

4時間

第7回 【19世紀イギリスの公衆衛生改革】
19世紀半ばのイギリスで公衆衛生法が制定されていった過程について
学びます。また、自由放任を是とした19世紀イギリスにおける社会政策
の必要性とそのあり方について解説します。

予習：前回のレジュメをよく読み、内容を整理しておくこと。
復習：レジュメをよく読み、とくに用語の意味と論理展開を
しっかり理解すること。関心のあるトピックに関しては、レ
ジュメに記載する参考文献にあたってみること。

4時間

第8回 【イギリスの売春規制】
19世紀後半のイギリスにおいて制定された売春規制について学びま
す。また、自由放任を是とした19世紀イギリスにおける社会政策の必要
性とそのあり方について解説します。

予習：前回のレジュメをよく読み、内容を整理しておくこと。
復習：レジュメをよく読み、とくに用語の意味と論理展開を
しっかり理解すること。関心のあるトピックに関しては、レ
ジュメに記載する参考文献にあたってみること。

4時間

第9回 【19世紀末の貧困調査からリベラル・リフォームへ】
C.ブースとB. S. ラウントリーの貧困調査から19世紀末のイギリスの貧
困状態を学んだうえで、20世紀初頭に制定された国民保険法などの一
連の社会立法について理解を深めます。

予習：前回のレジュメをよく読み、内容を整理しておくこと。
復習：レジュメをよく読み、とくに用語の意味と論理展開を
しっかり理解すること。関心のあるトピックに関しては、レ
ジュメに記載する参考文献にあたってみること。

4時間

第10回 【近現代イギリスの移民政策と外国人労働者】
1905年の外国人法の制定過程から20世紀転換期のイギリスにおける
移民政策と外国人労働者への対応についての理解を深めます。

予習：前回のレジュメをよく読み、内容を整理しておくこと。
復習：レジュメをよく読み、とくに用語の意味と論理展開を
しっかり理解すること。関心のあるトピックに関しては、レ
ジュメに記載する参考文献にあたってみること。

4時間

第11回 【ボーア戦争の衝撃：戦争と社会政策】
ボーア戦争を事例にして、戦争と社会政策との関係について考えます。

予習：前回のレジュメをよく読み、内容を整理しておくこと。
復習：レジュメをよく読み、とくに用語の意味と論理展開を
しっかり理解すること。関心のあるトピックに関しては、レ
ジュメに記載する参考文献にあたってみること。

4時間

第12回 【イギリス福祉国家の形成】
ベヴァリッジ報告において構想された福祉国家構想を学びます。あわ
せて、自由放任主義と国家による社会政策の必要性との関係について
理解を深めます。

予習：前回のレジュメをよく読み、内容を整理しておくこと。
復習：レジュメをよく読み、とくに用語の意味と論理展開を
しっかり理解すること。関心のあるトピックに関しては、レ
ジュメに記載する参考文献にあたってみること。

4時間

第13回 【福祉国家の解体と転換①】
小さな政府論が唱えられ、社会保障支出が大幅に削減されていった
サッチャー政権下の社会政策について学びます。

予習：前回のレジュメをよく読み、内容を整理しておくこと。
復習：レジュメをよく読み、とくに用語の意味と論理展開を
しっかり理解すること。関心のあるトピックに関しては、レ
ジュメに記載する参考文献にあたってみること。

4時間

第14回 【福祉国家の崩壊と転換②】
ブレア労働党政権による社会保障改革を学びます。

予習：第12－13回のレジュメをよく読み、内容を整理してお
くこと。
復習：レジュメをよく読み、とくに用語の意味と論理展開を
しっかり理解すること。関心のあるトピックに関しては、レ
ジュメに記載する参考文献にあたってみること。

4時間

第15回 【総括】
これまでの講義内容を総括し、国家による社会政策の必要性について
の理解を深めます。

予習：これまでのレジュメをよく読み、内容を整理しておくこ
と。
復習：定期試験に備えること。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 社会政策　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234穴井　佑

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ イギリスの歴史から社会政策について学ぶ。

授業の目的及び概要
社会政策は、主として社会保障政策と労働政策からなります。本講義では、世界に先駆けて福祉国家を誕生させ、そしてその解体と転換を経験してき
たイギリスの歴史から、社会政策についての理解を深めていきます。社会政策の芽生えともいえる近世イギリスにおける貧民対策からはじめ、産業革
命による社会の激変に対応するための諸改革、そして福祉国家の誕生・崩壊・転換へと講義を進めていきます。

学修の到達目標
第一の目標は、わたしたちが安定した生活を営んでいくうえで欠かすことのできない社会保障政策、労働政策、保健・医療制度が形成されてきた歴史的
な筋道を説明することです。
第二の目標は、自由放任を旨としたイギリスにおいて福祉国家が誕生し、解体され、転換を迫られた歴史的事象を学ぶことで、国家は民事に介入すべ
きでないという原則をもつ資本主義市場経済において、その原則を修正するような社会政策がなぜ必要とされたのか、具体的な問題を挙げて説明する
ことです。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
毎回の授業後にレスポンスシートを執筆してもらいます。各授業では、それに対する応答をしたうえで、講義を行っていきます。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

日頃から、政治、経済、社会、労働、社会保障のニュースに関心を持って、新聞やTVを視聴するようにしましょう。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

700

00030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

特にありません。

参考書

参考文献については、適宜授業中に指示します。

なし
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 【ガイダンス】
前半に授業の進め方について説明し、後半で社会政策とは何かについ
て講義します。

予習：労働や社会保障のニュースに意図的に触れて、自
分なりに社会政策とは何かを考えてみること。
復習：レジュメをよく読み、とくに用語の意味と論理展開を
しっかり理解すること。

4時間

第2回 【近世イングランドの貧民対策①】
近世のイングランドにおいて、貧困や貧民が社会問題として浮上してく
る経緯と、それに対する個別の対策について学びます。

予習：前回のレジュメをよく読み、内容を整理しておくこと。
復習：レジュメをよく読み、とくに用語の意味と論理展開を
しっかり理解すること。関心のあるトピックに関しては、レ
ジュメに記載する参考文献にあたってみること。

4時間

第3回 【近世イングランドの貧民対策②】
近世のイングランドにおいて、貧困や貧民の問題に対する包括的な対
策として制定された救貧法の内容と実際の施行について学びます。

予習：前回のレジュメをよく読み、内容を整理しておくこと。
復習：レジュメをよく読み、とくに用語の意味と論理展開を
しっかり理解すること。関心のあるトピックに関しては、レ
ジュメに記載する参考文献にあたってみること。

4時間

第4回 【19世紀イギリスにおける救貧法の改正】
近世に制定された救貧法のほころびから新たな救貧法の形が希求され
た歴史的な展開を学びます。また、自由放任を是とした19世紀イギリス
における社会保障政策の必要性とそのあり方について解説します。

予習：前回のレジュメをよく読み、内容を整理しておくこと。
復習：レジュメをよく読み、とくに用語の意味と論理展開を
しっかり理解すること。関心のあるトピックに関しては、レ
ジュメに記載する参考文献にあたってみること。

4時間

第5回 【イギリスの工場法①】
産業革命後のイギリス社会で生じていた劣悪な労働環境について学び
ます。また、自由放任を是とした19世紀イギリスにおける労働政策の必
要性とそのあり方について解説します。

予習：前回のレジュメをよく読み、内容を整理しておくこと。
復習：レジュメをよく読み、とくに用語の意味と論理展開を
しっかり理解すること。関心のあるトピックに関しては、レ
ジュメに記載する参考文献にあたってみること。

4時間
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第6回 【イギリスの工場法②】
産業革命後のイギリス社会で生じていた劣悪な労働環境に対してどの
ような対策が行われたか、とりわけその対策立案における議論につい
て学びます。また、自由放任を是とした19世紀イギリスにおける社会保
障政策の必要性とそのあり方について解説します。

予習：前回のレジュメをよく読み、内容を整理しておくこと。
復習：レジュメをよく読み、とくに用語の意味と論理展開を
しっかり理解すること。関心のあるトピックに関しては、レ
ジュメに記載する参考文献にあたってみること。

4時間

第7回 【19世紀イギリスの公衆衛生改革】
19世紀半ばのイギリスで公衆衛生法が制定されていった過程について
学びます。また、自由放任を是とした19世紀イギリスにおける社会政策
の必要性とそのあり方について解説します。

予習：前回のレジュメをよく読み、内容を整理しておくこと。
復習：レジュメをよく読み、とくに用語の意味と論理展開を
しっかり理解すること。関心のあるトピックに関しては、レ
ジュメに記載する参考文献にあたってみること。

4時間

第8回 【イギリスの売春規制】
19世紀後半のイギリスにおいて制定された売春規制について学びま
す。また、自由放任を是とした19世紀イギリスにおける社会政策の必要
性とそのあり方について解説します。

予習：前回のレジュメをよく読み、内容を整理しておくこと。
復習：レジュメをよく読み、とくに用語の意味と論理展開を
しっかり理解すること。関心のあるトピックに関しては、レ
ジュメに記載する参考文献にあたってみること。

4時間

第9回 【19世紀末の貧困調査からリベラル・リフォームへ】
C.ブースとB. S. ラウントリーの貧困調査から19世紀末のイギリスの貧
困状態を学んだうえで、20世紀初頭に制定された国民保険法などの一
連の社会立法について理解を深めます。

予習：前回のレジュメをよく読み、内容を整理しておくこと。
復習：レジュメをよく読み、とくに用語の意味と論理展開を
しっかり理解すること。関心のあるトピックに関しては、レ
ジュメに記載する参考文献にあたってみること。

4時間

第10回 【近現代イギリスの移民政策と外国人労働者】
1905年の外国人法の制定過程から20世紀転換期のイギリスにおける
移民政策と外国人労働者への対応についての理解を深めます。

予習：前回のレジュメをよく読み、内容を整理しておくこと。
復習：レジュメをよく読み、とくに用語の意味と論理展開を
しっかり理解すること。関心のあるトピックに関しては、レ
ジュメに記載する参考文献にあたってみること。

4時間

第11回 【ボーア戦争の衝撃：戦争と社会政策】
ボーア戦争を事例にして、戦争と社会政策との関係について考えます。

予習：前回のレジュメをよく読み、内容を整理しておくこと。
復習：レジュメをよく読み、とくに用語の意味と論理展開を
しっかり理解すること。関心のあるトピックに関しては、レ
ジュメに記載する参考文献にあたってみること。

4時間

第12回 【イギリス福祉国家の形成】
ベヴァリッジ報告において構想された福祉国家構想を学びます。あわ
せて、自由放任主義と国家による社会政策の必要性との関係について
理解を深めます。

予習：前回のレジュメをよく読み、内容を整理しておくこと。
復習：レジュメをよく読み、とくに用語の意味と論理展開を
しっかり理解すること。関心のあるトピックに関しては、レ
ジュメに記載する参考文献にあたってみること。

4時間

第13回 【福祉国家の解体と転換①】
小さな政府論が唱えられ、社会保障支出が大幅に削減されていった
サッチャー政権下の社会政策について学びます。

予習：前回のレジュメをよく読み、内容を整理しておくこと。
復習：レジュメをよく読み、とくに用語の意味と論理展開を
しっかり理解すること。関心のあるトピックに関しては、レ
ジュメに記載する参考文献にあたってみること。

4時間

第14回 【福祉国家の崩壊と転換②】
ブレア労働党政権による社会保障改革を学びます。

予習：第12－13回のレジュメをよく読み、内容を整理してお
くこと。
復習：レジュメをよく読み、とくに用語の意味と論理展開を
しっかり理解すること。関心のあるトピックに関しては、レ
ジュメに記載する参考文献にあたってみること。

4時間

第15回 【総括】
これまでの講義内容を総括し、国家による社会政策の必要性について
の理解を深めます。

予習：これまでのレジュメをよく読み、内容を整理しておくこ
と。
復習：定期試験に備えること。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 社会保障　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234呉　紅敏

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ 社会保障

授業の目的及び概要
社会保障制度の歴史、概念と範囲、機能、財政、制度の体系と概要およびそれらの問題について概観する。
この授業を受講することにより、社会保障制度の現状と課題について理解できる力を身に着けることを目的とする。

学修の到達目標
社会保障制度にかかわる基本的知識、いわば社会保障制度の基礎的な常識をみにつけることを第一目標とし、少子高齢化社会の中で改革が急務とい
われている社会保障制度の現状や改革議論について、身近な例を挙げながら具体的にわかりやすく説明し、その上で、社会保険制度や社会福祉制度
の個別制度の基礎知識について解説し、社会保障制度の基礎知識を得ることを第二の目標とする。
この授業を通じて、皆さんが大学を卒業し、社会で重責を担う年齢に達したときに、自分自身で社会保障制度の動向を評価できる基礎知識を身につけ
ることができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
毎回の講義に、コメントカードに質問、意見、提案などを書いてもらい、次の授業中に口頭で回答を行う。

アクティブ・ラーニング
の取組み

PBL（課題解決型学習）

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

『社会政策』の科目を履修することをお勧めします。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

400

200040

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

古橋エツ子編『新・初めての社会保障論』（第3版）法律文化社、2021年

参考書

ISBN978-4-589-03889-0
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス
何のために社会保障があるの？

専門用語などが多いので、授業前に、予習などをすること
をお勧めします。また、授業後はレジュメを用い、復習して
ください（1時間程度）。
教科書、1～15頁の「社会保障とは」を読んで予習してくだ
さい（2時間程度）。

3時間

第2回 社会保障制度にはどんなものがあるんだろう？ 授業後は、教科書、1～15頁の「社会保障とは」を読んで復
習してください（2時間程度）。
また、16頁～20頁の第2章「医療保険」の医療保険とはを
予習してください（2時間程度）。

4時間

第3回 病気になったらどうする？（１）
医療保険の保険関係と財源

授業後は、教科書の16頁～20頁の第2章「医療保険」の医
療保険とはを復習してください（2時間程度）。
また、21頁～37頁の医療保険仕組みと課題について予習
してください（2時間程度）。

4時間

第4回 病気になったらどうする？（２）
保険診療の法体系・医療供給体制・保険診療の内容

医療保険制度の課題

授業後は、教科書の21頁～37頁の医療保険仕組みと課
題について復習してください（2時間程度）。
また、38～41頁の第3章「介護保険」について予習してくだ
さい（2時間程度）。

4時間

第5回 介護保険
・介護保険とは

授業後は、教科書の38～41頁の第3章「介護保険」につい
て復習してください（2時間程度）。
また、42～57頁の介護保険制度の概要と課題について予
習してください（2時間程度）。

4時間
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第6回 介護保険の概要
今後の課題

授業後は、教科書の42～57頁の介護保険制度の概要と
課題について復習してください（2時間程度）。
また、58～69頁の年金制度とは何かを予習してください（2
時間程度）。

4時間

第7回 年金制度
年金制度とは何か

授業後は、教科書の58～69頁の年金制度とは何かを復習
してください（2時間程度）。
また、70～85頁の年金制度の仕組みと現状、課題につい
て予習してください（２時間程度）。

4時間

第8回 年金制度の仕組みと現状
公的年金制度の課題

授業後は、教科書の70～85頁の年金制度の仕組みと現
状、課題について復習してください（2時間程度）。
これまでの勉強した内容を教科書やレジュメを用い、しっ
かり復習してください（２時間程度）。

4時間

第9回 これまでの勉強した内容を総括 授業後は、これまでの勉強した内容を教科書やレジュメを
用い、復習してください（2時間程度）。
また、教科書の86～95頁の労働保険の内容について予習
してください（２時間程度）。

4時間

第10回 労働保険
労働者災害補償保険制度とは

授業後は、教科書86頁～95頁の労働者災害保険制度に
ついて復習してください（２時間程度）。
また、96～107頁の雇用保険制度と課題について予習して
ください（2時間程度）。

4時間

第11回 雇用保険制度とは
今後の課題

授業後は、教科書96～107頁の雇用保険制度と課題につ
いて復習してください（2時間程度）。
また、118～124頁の第7章社会福祉とを予習してください
（２時間程度）。

4時間

第12回 社会福祉とは
今後のゆくえ

授業後は、教科書の118～124頁の第7章社会福祉とを復
習してください（2時間程度）。
また、168～183頁の生活保護制度について予習してくださ
い（２時間程度）。

4時間

第13回 生活保護制度とは
生活保護制度のしくみ
その課題

授業後は、教科書の168～183頁の生活保護制度につい
て復習してください（2時間程度）。
また、128～135頁の児童福祉について予習してください（２
時間程度）。

4時間

第14回 児童福祉
児童福祉とは
児童福祉の仕組みと現状
課題

授業後は、教科書128頁～137頁の児童福祉について復
習してください（2間程度）。
また、159～167頁の第11章の社会手当を予習してください
（２時間程度）。

4時間

第15回 社会手当
社会手当とは
社会手当の種類と概要
今後の課題

授業後は、教科書の159～167頁の第11章の社会手当を
復習してください（５時間程度）。

5時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 社会保障　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234呉　紅敏

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ 社会保障

授業の目的及び概要
社会保障制度の歴史、概念と範囲、機能、財政、制度の体系と概要およびそれらの問題について概観する。
この授業を受講することにより、社会保障制度の現状と課題について理解できる力を身に着けることを目的とする。

学修の到達目標
社会保障制度にかかわる基本的知識、いわば社会保障制度の基礎的な常識をみにつけることを第一目標とし、少子高齢化社会の中で改革が急務とい
われている社会保障制度の現状や改革議論について、身近な例を挙げながら具体的にわかりやすく説明し、その上で、社会保険制度や社会福祉制度
の個別制度の基礎知識について解説し、社会保障制度の基礎知識を得ることを第二の目標とする。
この授業を通じて、皆さんが大学を卒業し、社会で重責を担う年齢に達したときに、自分自身で社会保障制度の動向を評価できる基礎知識を身につけ
ることができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
毎回の講義に、コメントカードに質問、意見、提案などを書いてもらい、次の授業中に口頭で回答を行う。

アクティブ・ラーニング
の取組み

PBL（課題解決型学習）

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

『社会政策』の科目を履修することをお勧めします。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

400

200040

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

古橋エツ子編『新・初めての社会保障論』（第3版）法律文化社、2021年

参考書

ISBN978-4-589-03889-0
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス
何のために社会保障があるの？

専門用語などが多いので、授業前に、予習などをすること
をお勧めします。また、授業後はレジュメを用い、復習して
ください（1時間程度）。
教科書、1～15頁の「社会保障とは」を読んで予習してくだ
さい（2時間程度）。

3時間

第2回 社会保障制度にはどんなものがあるんだろう？ 授業後は、教科書、1～15頁の「社会保障とは」を読んで復
習してください（2時間程度）。
また、16頁～20頁の第2章「医療保険」の医療保険とはを
予習してください（2時間程度）。

4時間

第3回 病気になったらどうする？（１）
医療保険の保険関係と財源

授業後は、教科書の16頁～20頁の第2章「医療保険」の医
療保険とはを復習してください（2時間程度）。
また、21頁～37頁の医療保険仕組みと課題について予習
してください（2時間程度）。

4時間

第4回 病気になったらどうする？（２）
保険診療の法体系・医療供給体制・保険診療の内容

医療保険制度の課題

授業後は、教科書の21頁～37頁の医療保険仕組みと課
題について復習してください（2時間程度）。
また、38～41頁の第3章「介護保険」について予習してくだ
さい（2時間程度）。

4時間

第5回 介護保険
・介護保険とは

授業後は、教科書の38～41頁の第3章「介護保険」につい
て復習してください（2時間程度）。
また、42～57頁の介護保険制度の概要と課題について予
習してください（2時間程度）。

4時間
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第6回 介護保険の概要
今後の課題

授業後は、教科書の42～57頁の介護保険制度の概要と
課題について復習してください（2時間程度）。
また、58～69頁の年金制度とは何かを予習してください（2
時間程度）。

4時間

第7回 年金制度
年金制度とは何か

授業後は、教科書の58～69頁の年金制度とは何かを復習
してください（2時間程度）。
また、70～85頁の年金制度の仕組みと現状、課題につい
て予習してください（２時間程度）。

4時間

第8回 年金制度の仕組みと現状
公的年金制度の課題

授業後は、教科書の70～85頁の年金制度の仕組みと現
状、課題について復習してください（2時間程度）。
これまでの勉強した内容を教科書やレジュメを用い、しっ
かり復習してください（２時間程度）。

4時間

第9回 これまでの勉強した内容を総括 授業後は、これまでの勉強した内容を教科書やレジュメを
用い、復習してください（2時間程度）。
また、教科書の86～95頁の労働保険の内容について予習
してください（２時間程度）。

4時間

第10回 労働保険
労働者災害補償保険制度とは

授業後は、教科書86頁～95頁の労働者災害保険制度に
ついて復習してください（２時間程度）。
また、96～107頁の雇用保険制度と課題について予習して
ください（2時間程度）。

4時間

第11回 雇用保険制度とは
今後の課題

授業後は、教科書96～107頁の雇用保険制度と課題につ
いて復習してください（2時間程度）。
また、118～124頁の第7章社会福祉とを予習してください
（２時間程度）。

4時間

第12回 社会福祉とは
今後のゆくえ

授業後は、教科書の118～124頁の第7章社会福祉とを復
習してください（2時間程度）。
また、168～183頁の生活保護制度について予習してくださ
い（２時間程度）。

4時間

第13回 生活保護制度とは
生活保護制度のしくみ
その課題

授業後は、教科書の168～183頁の生活保護制度につい
て復習してください（2時間程度）。
また、128～135頁の児童福祉について予習してください（２
時間程度）。

4時間

第14回 児童福祉
児童福祉とは
児童福祉の仕組みと現状
課題

授業後は、教科書128頁～137頁の児童福祉について復
習してください（2間程度）。
また、159～167頁の第11章の社会手当を予習してください
（２時間程度）。

4時間

第15回 社会手当
社会手当とは
社会手当の種類と概要
今後の課題

授業後は、教科書の159～167頁の第11章の社会手当を
復習してください（５時間程度）。

5時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 労働経済学　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234李　慧慧

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ 労働市場を経済学的視点から学びます。

授業の目的及び概要
この科目では，経済学理論的枠組みとデータに基づき，労働経済学について学修します。
はじめに，労働供給と労働需要を扱います。その後，人的資本および「多様化する働き方」について学びます。
また，家庭内生産活動についても学びます。
これらの授業を通じて，経済学的視点から労働や家族の未来，特に賃金格差の大きい女性労働・非正規雇用のあり方・失業などの社会問題が発生す
る要因を理解できる力を身につけることを目的としています。

学修の到達目標
この科目の目標は，以下の通り設定しています。
1．ミクロ経済学を基礎として，労働需要や労働供給などの労働市場に関する経済理論と分析枠組みを理解することができる。
2．日本の労働市場を客観的に考えることができる。

授業の方法
この科目は遠隔授業で行われます。詳細についてはLearning Portalを確認してください。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
課題については，授業中に適宜的に解説及び講評を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

1．テキストを入手して読み理解することです。
2．時事的問題について受講と平行して自習することです。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

0040

040020

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストは以下の通りです。それ以外は，講義の際に紹介します。

労働経済学をつかむ，大森義明，永瀬伸子，有斐閣 ，2021年

また，講義資料も配布します。

参考書

①　労働経済学，大森義明，日本評論社，2008年
➁　労働経済学ー理論と実証をつなぐ，川口大司，有斐閣 ，2017年

9784641177307

①9784535555662
➁9784641165076

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンスと授業の概要 【予習】事前にシラバスによく目を通し，労働経済学につい
て考えてみましょう（１時間程度）
【復習】シラバスを読み直し，講義で得た知識を確認してく
ださい。また，講義テーマに関連するニュースを日頃から
確認してください。（３時間程度）

4時間

第2回 日本の労働市場 【予習】テキストの第1章を事前に読んでおいてください。
（１時間程度）
【復習】テキストの第1章および配布資料を読み直し，講義
で得た知識を確認してください。また，講義テーマに関連
するニュースを日頃から確認してください。（３時間程度）

4時間

第3回 労働供給 【予習】テキストの第2章のunit3「労働供給」を事前に読ん
でおいてください。（１時間程度）
【復習】テキストの第2章のunit3「労働供給」および配布資
料を読み直し，講義で得た知識を確認してください。また，
講義テーマに関連するニュースを日頃から確認してくださ
い。（３時間程度）

4時間

第4回 労働と家庭内生産 【予習】テキストの第2章のunit4「労働と家庭内生産」を事
前に読んでおいてください。（１時間程度）
【復習】テキストの第2章のunit4「労働と家庭内生産」およ
び配布資料を読み直し，講義で得た知識を確認してくださ
い。また，講義テーマに関連するニュースを日頃から確認
してください。（３時間程度）

4時間
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第5回 労働需要 【予習】テキストの第3章を事前に読んでおいてください。
（１時間程度）
【復習】テキストの第3章および配布資料を読み直し，講義
で得た知識を確認してください。また，講義テーマに関連
するニュースを日頃から確認してください。（３時間程度）

4時間

第6回 教育・訓練と人的資本 【予習】テキストの第4章を事前に読んでおいてください。
（１時間程度）
【復習】テキストの第4章および配布資料を読み直し，講義
で得た知識を確認してください。（３時間程度）

4時間

第7回 長期雇用の賃金決定のメカニズム 【予習】テキストの第5章を事前に読んでおいてください。
（１時間程度）
【復習】テキストの第5章および配布資料を読み直し，講義
で得た知識を確認してください。（３時間程度）

4時間

第8回 転職・就職 【予習】テキストの第6章を事前に読んでおいてください。
（１時間程度）
【復習】テキストの第6章および配布資料を読み直し，講義
で得た知識を確認してください。また，講義テーマに関連
するニュースを日頃から確認してください。（３時間程度）

4時間

第9回 賃金格差 【予習】テキストの第7章を事前に読んでおいてください。
（１時間程度）
【復習】テキストの第7章および配布資料を読み直し，講義
で得た知識を確認してください。（３時間程度）

4時間

第10回 失業と不安定雇用 【予習】テキストの第8章を事前に読んでおいてください。
（１時間程度）
【復習】テキストの第8章および配布資料を読み直し，講義
で得た知識を確認してください。また，講義テーマに関連
するニュースを日頃から確認してください。（３時間程度）

4時間

第11回 女性労働 【予習】テキストの第9章を事前に読んでおいてください。
（１時間程度）
【復習】テキストの第9章および配布資料を読み直し，講義
で得た知識を確認してください。また，講義テーマに関連
するニュースを日頃から確認してください。（３時間程度）

4時間

第12回 高齢者の就業と引退 【予習】テキストの第10章を事前に読んでおいてください。
（１時間程度）
【復習】テキストの第10章および配布資料を読み直し，講
義で得た知識を確認してください。（３時間程度）

4時間

第13回 労使関係 【予習】テキストの第11章を事前に読んでおいてください。
（１時間程度）
【復習】テキストの第11章および配布資料を読み直し，講
義で得た知識を確認してください。また，講義テーマに関
連するニュースを日頃から確認してください。（３時間程度）

4時間

第14回 これからの労働 【予習】テキストのunit23「結　これからの労働 」を事前に読
んでおいてください。（１時間程度）
【復習】テキストのunit23「結　これからの労働 」および配布
資料を読み直し，講義で得た知識を確認してください。ま
た，講義テーマに関連するニュースを日頃から確認してく
ださい。（３時間程度）

4時間

第15回 まとめ 【予習】これまでの授業回の配布資料を事前に読んでおい
てください。（２時間程度）
【復習】これまでの授業回の配布資料を読み直し，講義で
得た知識を総復習してください。（２時間程度）

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経済学史Ⅰ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

34西　淳

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G3

経済学部専門教育科目

テーマ 経済学の歴史を学ぶことを通じて、経済学の基本的な考え方を理解することがテーマです。

授業の目的及び概要
履修者が、経済学の歴史の学修を通じて経済学の基本を理解できるようになることを目標とする。経済学の歴史の授業であるから個々の学説の紹介も
重要であるが、それだけでなく、それらと現代の経済問題がどのように関係しているのかに集中して授業を進めていく。また総花的に何人もの学者や諸
学説をとりあげて解説するというのではなく絞ってとり上げ、それらの議論を深く掘り下げていくという方向で考えたい。経済学史Ⅰでとり上げるのは、重
商主義、重農主義、アダム・スミス、デヴィッド・リカードである。この授業を履修することを通じて、市民社会における主体として身につけるべき経済学に
ついての考え方が獲得できます。

学修の到達目標
過去の経済学者の学説の学修を学ぶことを、現代の経済学の理解へとつなげていくことが最終的な目標です。もちろん理論だけでなく、その背後にある
思想的な部分についても説明しますので、理論との関連で理解してほしいと考えます。そして最終目標は、そのような学びを通じて現実の経済への理解
につながるような知識を身につけることです。この授業の履修を通じて経済学の歴史について説明することができるようになり、そのような知識を通じて
現実の経済を自分の力で考えていくことができるようになります。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業中、コメント・シートの提出を求めることがあります。それは返却はしませんが、その内容については次の授業の時にいくつか取り上げ論評するよう
にしたいと考えます。

アクティブ・ラーニング
の取組み

PBL（課題解決型学習）

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

経済学史とは経済学についての昔話などではなく、現実の経済を理解するための方法を獲得するための科目です。そのつもりで、授業にのぞんでくだ
さい。また私語は厳禁です。ご注意ください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

900

00100

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

特に定めません(授業中に配布するプリントで進めます)。

参考書

①喜多見洋・水田健編著『経済学史』ミネルヴァ書房、2012年(ISBN 978-4-623-05936-2)。
②松尾匡『対話でわかる痛快明解経済学史』日経BP社、2009年(ISBN 978-4-8222-4764-5)。

なし

①9784623059362
②9784822247645

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 経済学とは何か。経済学の歴史を学ぶことの意義とは何か。 予習：「経済学史」とはいかなる学問かについて、記載して
いる参考書などで調べておくこと。復習：オリエンテーショ
ンで述べることの内容について、プリントを読み直して理
解を深めておくこと。なお予習、復習とも1時間程度行うこ
とが望ましい。

2時間

第2回 経済学の誕生と資本主義の成立。なぜ資本主義は経済学を発展させ
るきっかけとなったか。

予習：資本主義とはどういう社会であり、またそれは経済
学の成立といかなる関係があるのかが授業で説明される
ので、資本主義とはいかなる経済システムであるかという
ことを各自、調べておくこと。復習：配布プリントを読み直
し、その日の授業内容の再確認をしておくこと。なお予習、
復習とも1時間程度行うことが望ましい。

2時間

第3回 なぜ経済学においてはさまざまな学派が存在し、また併存しているの
か。学説の対立をどうみるか。過去の議論から学ぶことの必要性につ
いて考える。

予習：経済学にどのような学派が存在するのかを調べ、そ
れぞれがどのような問題を究明したかをおおまかに、提示
している参考書などで調べておくこと。復習；配布されたプ
リントを読み直し、その日の内容を再確認しておくこと。な
お予習、復習とも1時間程度行うことが望ましい。

2時間

第4回 スミス以前の経済学について(スミス以前の経済学は豊かさなどをどう
とらえたか)。重商主義と重農主義とは何か。

予習：「豊かさ」の意味について考えておくこと。復習：配布
プリントを読み直し、その日の授業の内容を再確認してお
くこと。なお予習、復習とも1時間程度行うことが望ましい。

2時間
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第5回 市場の役割(神の見えざる手)。資源配分の効率性とはどういうことか。 予習：市場とはどのような機能をもつのかを調べておくこ
と。また市場の存在が、われわれの日常生活にどのような
プラス効果とマイナス効果を与えているかを考えておくこ
と。復習：配布プリントを読み直し、その日の授業の内容を
再確認しておくこと。なお予習、復習とも1時間程度行うこ
とが望ましい。

2時間

第6回 分業とは何か(組織内分業、国内分業、国際分業)。分業の利点と欠点
はどこにあるのか。分業と市場との関係はどのようになっているのか。

予習：分業(仕事を社会成員全体で手分けしてすること)が
われわれの日常生活に対して与えるプラス効果とマイナ
ス効果について考えておくこと。復習：配布プリントを読み
直し、その日の授業の内容を再確認しておくこと。なお予
習、復習とも1時間程度行うことが望ましい。

2時間

第7回 絶対優位の貿易理論。小さな政府論について。 予習：「絶対優位」とはいかなる概念かについて調べておく
こと。また、個々人の経済活動を政府の干渉からの自由に
ゆだねるとどのようなよいことがあるか考えておくこと。復
習：配布プリントを読み直し、その日の授業の内容を再確
認しておくこと。なお予習、復習とも1時間程度行うことが
望ましい。

2時間

第8回 経済倫理の違いが人々の経済活動にどのような違いをもたらすのか
(貯蓄は美徳か、消費は美徳か)。スミスの株式会社批判はどのようなも
のか。

予習：貯蓄という行為がどのような意味を持つか(個人レベ
ルで、あるいは社会全体のレベルで)を考えておくこと。ま
た、「法人」と「自然人」という用語について調べておくこと。
復習：配布プリントを読み直し、その日の授業の内容を再
確認すること。なお予習、復習とも1時間程度行うことが望
ましい。

2時間

第9回 財の交換比率はどう決まるのか(労働量と希少性)。 予習：経済学によく出てくる用語である「価格」と「価値」は
どのように違うのかを調べておくこと。復習：配布プリントを
読み直し、その日の授業の内容を再確認すること。なお予
習、復習とも1時間程度行うことが望ましい。

2時間

第10回 生産できる生産要素とできない生産要素との違いの重要性。土地が狭
い国の経済成長の法則とは(希少な生産要素である土地と成長の問
題)。

予習：「生産要素」とはいかなる用語かを調べておくこと。
またそれにはどのようなものがあるのかについても調べて
おくこと。復習：配布プリントを読み直し、その日の授業の
内容の再確認をしておくこと。なお予習、復習とも1時間程
度行うことが望ましい。

2時間

第11回 経済的レントの問題。比較優位にもとづく貿易理論とはどのようなもの
か。

予習：「生産要素」の価格はどう決まるのかについてミクロ
経済学のテキストなどを読んで調べておくこと。復習：配布
プリントを読み直し、その日の授業の内容を再確認してお
くこと。なお予習、復習とも1時間程度行うことが望ましい。

2時間

第12回 自由貿易の利益とは何か。自由貿易主義と保護貿易主義。 予習：「自由貿易の利益」という用語の意味について調べ
ておくこと。また「保護貿易」という用語についても調べて
おくこと。復習：配布プリントを読み直し、その日の授業の
内容を再確認しておくこと。なお予習、復習とも1時間程度
行うことが望ましい。

2時間

第13回 セイ法則とは何か。一般的過剰生産と部分的過剰生産について。 予習：「セイ法則」ということの意味について、提示している
参考書などで調べておくこと。また「過剰生産」という用語
についても調べておくこと。復習：配布プリントを読み直し、
その日の授業の内容を再確認しておくこと。なお予習、復
習とも1時間程度行うことが望ましい。

2時間

第14回 価値論の再論。リカードとマルサスの一般的過剰生産をめぐる論争。 予習：貨幣のもつ役割について調べておくこと。復習：配布
プリントを読み直し、その日の授業の内容を再確認してお
くこと。なお予習、復習とも1時間程度行うことが望ましい。

2時間

第15回 これまでの内容を復習し、その流れを説明する。 予習：これまでの授業の全体的な流れをこれまで配布した
プリントを参照しつつ、考えておくこと。復習：まとめプリント
をよみ、授業全体の内容を再確認しておくこと。なお予習、
復習とも1時間程度行うことが望ましい。

2時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経済学史Ⅱ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

34西　淳

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G3

経済学部専門教育科目

テーマ 主に、マルクス、マーシャルとケインズの学説を通じて、経済学を学ぶ。

授業の目的及び概要
この授業では、経済学の基本的な考え方を過去の経済学者たちの学説を通じて考えてみたいと思います。現代において論じられている経済についての
考え方は歴史的なプロセスを通じて形成されてきたものですので、そのプロセスを学ぶことは経済学の基礎的なロジックを身につけるのに役にたちま
す。過去の学説の紹介に終るのではなく、現代の経済をみる力を身につけるのが目的です。とりあげる経済学者は主には、マルクス、マーシャル、ケイ
ンズ、シュムペーターです。この授業の履修を通じて経済をみる目をやしなってください。

学修の到達目標
過去の経済学者の学説を学ぶのがこの授業の内容ですが、その理解を現代の経済学の理解へとつなげていくことが最終的な目標です。もちろん理論
だけでなく、その背後にある思想的な部分についても説明します。この授業を履修することによって、経済学、経済思想の歴史について説明することが
でき、またそのような知識によって自分の力で現実の経済について考えることができるようになります。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
提出されたコメント・シートを読んで、それについての意見、論評を次の授業の際に行うようにします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

PBL（課題解決型学習）／ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

経済学史Ⅰのシラバスでも書きましたが、経済学史という科目は昔の経済学を学んで終わりという授業ではありません。そうではなく、過去の経済学者
の学説の検討を通じて現代の現実の経済を理解するための方法を獲得するための科目です。そのつもりで、授業にのぞんでください。なお、私語は厳
禁です。ご注意ください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

「小テスト、理解度テストなど」とはコメ
ント・シートの提出のことです。900

00100

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

特に定めません(授業中に配布するプリントで進めます)。

参考書

喜多見洋・水田健編著『経済学史』ミネルヴァ書房、2012年(ISBN  978-4-623-05936-2)。
松尾匡『対話でわかる痛快明解経済学史』日経BP社、2009年(ISBN 978-4-8222-4764-5)。

なし

①9784623059362
②9784822247645

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 イントロダクション。 「マルクス」、「マーシャル」、「ケインズ」とは、それぞれどの
ような人物か、提示している参考書などで調べておくこと。
復習：その日の配布プリントを読み直し、授業内容につい
ての理解を深めておくこと。なお、予習、復習はそれぞれ1
時間程度は行うことが望ましい。

2時間

第2回 剰余労働の搾取とはどういうことか。なぜマルクスは搾取の問題を考え
たのか。資本主義における搾取の問題。

予習：「搾取」という言葉について調べておくこと。復習：配
布プリントを読み直し、その日の授業内容についての理解
を深めておくこと。なお、予習、復習はそれぞれ1時間程度
は行うことが望ましい。

2時間

第3回 資本主義における搾取は、奴隷制社会や封建制社会のそれに比べて
なぜわかりにくいか。史的唯物論とはなにか。

予習：「歴史法則」というものについて調べておくこと。また
そもそも歴史に法則性があるのかについても考えておくこ
と。復習：配布プリントを読み直し、その日の授業内容につ
いての理解を深めておくこと。なお、予習、復習はそれぞ
れ1時間程度は行うことが望ましい。

2時間

第4回 社会主義論が提起する問題とは何か(平等性と効率性は両立するの
か、それとも対立するのか)。

予習：「社会主義」と「資本主義」とはどう違うのか、調べて
おくこと。復習：配布プリントを読み直し、その日の授業内
容についての理解を深めておくこと。なお、予習、復習は
それぞれ1時間程度は行うことが望ましい。

2時間

第5回 限界主義の方法論とはなにか、その特徴(資源の希少性、機会費用、
など)。

予習：「限界」という用語の意味を調べておくこと。復習：配
布プリントを読み直し、その日の授業内容についての理解
を深めておくこと。なお、予習、復習はそれぞれ1時間程度
は行うことが望ましい。

2時間
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第6回 需要と供給の法則について(モノの希少性を評価するものとしての価
格)。

予習：「希少性」という経済学の用語について調べておくこ
と(普通の辞書に出ている意味ではなく)。復習：配布プリン
トを読み直し、その日の授業内容についての理解を深め
ておくこと。なお、予習、復習はそれぞれ1時間程度は行う
ことが望ましい。

2時間

第7回 部分均衡と一般均衡。経済学における時間の概念。規模の経済。 予習：経済学における「短期」や「長期」の意味について、ミ
クロ経済学の本などを参照して調べておくこと。復習：配布
プリントを読み直し、その日の授業内容についての理解を
深めておくこと。なお、予習、復習はそれぞれ1時間程度は
行うことが望ましい。

2時間

第8回 企業のライフ・サイクル理論。労働組合は労働者の味方か？ 予習：賃金を引き上げることが労働者の生活にどのような
影響を与えうるのかについて調べておくこと。復習：配布プ
リントを読みなおし、その日の授業内容についての理解を
深めておくこと。なお、予習、復習はそれぞれ1時間程度は
行うことが望ましい。

2時間

第9回 新古典派経済学の特徴。競争原理の重視。選択の自由と自己責任の
重視。失業観。

予習：個々人の経済活動が「政府の干渉から自由」である
とはどういうことか調べておくこと。復習：配布プリントを読
み直し、その日の授業内容についての理解を深めておくこ
と。なお、予習、復習はそれぞれ1時間程度は行うことが望
ましい。

2時間

第10回 小さな政府論。ただめし(フリーランチ)はないという経済学。 予習：個々人の経済活動は社会関係(他の人々との関係)
のなかで行われ、その結果がそれぞれの個人にもたらさ
れるが、その中のどれだけの部分がどういう理由で自己
責任だといえるだろうか。考えておくこと。復習：配布プリン
トを読み直し、その日の授業内容についての理解を深め
ておくこと。なお、予習、復習はそれぞれ1時間程度は行う
ことが望ましい。

2時間

第11回 数量調整メカニズム。有効需要の原理とは何か。 予習：一国の豊かさを決めるのは需要であるという考え方
について調べておくこと。復習：配布プリントを読み直し、そ
の日の授業内容についての理解を深めておくこと。なお、
予習、復習はそれぞれ1時間程度は行うことが望ましい。

2時間

第12回 貨幣の重要性。需要不足による失業。失業は自己責任に還元できない
というヴィジョン。

予習：「貨幣」は「交換の潤滑油」であるという考え方と「不
況の原因」であるという考え方がある。それぞれについて
調べておくこと。復習：配布プリントを読み直し、その日の
授業内容についての理解を深めておくこと。なお、予習、
復習はそれぞれ1時間程度は行うことが望ましい。

2時間

第13回 新古典派の側からのケインズへの批判とそれに対する反批判。民間と
政府の混合体制(なぜ自由放任主義はいけないのか)。

予習：政府も民間と同じように行動したようが良いという考
え方(小さな政府論)とそれではいけないという考え方があ
る。それぞれの考え方について調べておくこと。復習：配布
プリントを読み直し、その日の授業内容の理解を深めてお
くこと。なお、予習、復習はそれぞれ1時間程度は行うこと
が望ましい。

2時間

第14回 赤字財政の経済学。不況の本当のコストとはなにか。ただめし(フリーラ
ンチ)がある場合を分析するのがケインズ経済学である(Ｐ.クルーグマ
ン)ということの意味。

予習：「緊縮財政」とはどういうことか調べておくこと。また
民間の借金と政府の借金はどう違うのかについても調べ
ておくこと。復習：配布プリントを読み直し、その日の授業
内容の理解を深めておくこと。なお、予習、復習はそれぞ
れ1時間程度は行うことが望ましい。

2時間

第15回 全体のまとめ。 予習：これまでの配布プリントを読み返すことによって授業
の全体的な流れを理解しておくこと。復習：最後のまとめプ
リントを読み直すことで、全体の復習をしておくこと。なお、
予習、復習はそれぞれ1時間程度は行うことが望ましい。

2時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 社会思想　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

34北西　正人

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G3

経済学部専門教育科目

テーマ 近代国家の根幹となる人権思想が，どのような歴史的背景の中で登場し，現代につながっているかを考える．

授業の目的及び概要
現代は，旧来の秩序が崩れ，パラダイムが揺らぎを見せる社会である．グローバル化が進行するなかで，近代的あるいは普遍的な価値観や制度，経済
合理性に基づく市場システムなどが世界中を包摂し，世界の同質化を進めている．しかしそれと同時に，そうした近代的あるいは普遍的な価値観が，地
域や民族などに表象される多元的あるいは特殊的な価値観と衝突し，世界の異質化を進めているともいえる．現代社会の位相を正しく理解するために
は，「近代的あるいは普遍的な枠組み」と，「多元的あるいは特殊的な枠組み」の双方を踏まえたアプローチを提示することが求められる．この授業で
は，「近代的な」社会の枠組みとはいかなるものかという点について，それが構築されてきた思想史の流れに沿いながら考えていきたい．教科書として
使用する『古典から読み解く社会思想史』は，年代別に紹介されることが多い思想史の教科書とは異なり，テーマ別に論じるという新しいスタイルを採用
している．その中から数名の思想家のテキストを取り上げることで，「近代社会」のありかたを浮き彫りにする．

学修の到達目標
現代におけるさまざまな問題に通じる歴史的背景を理解し，人権についての認識を深める。そのなかで多様な価値観に対する意識を涵養する．

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
課題については授業内で講評する．

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

世界史の知識を有している，または世界史に興味をもっていることが望ましい．

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

600

04000

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

中村健吾(編著)『古典から読み解く社会思想史』ミネルヴァ出版

参考書

9784623055852
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 社会思想史とは 古代から中世，近代の価値観の変容を理解する． 1時間

第2回 古代ギリシャ思想 予習内容：ソクラテス，プラトン，アリストテレスについて調
べる．
復習内容：古代ギリシャ思想における社会思想とその限界
を整理する．

2時間

第3回 中世スコラ哲学と宗教改革 予習内容：トマス・アクィナス，ルター，カルヴァンについて
調べる．
復習内容：キリスト教思想の中世から近代への変容を整
理する．

2時間

第4回  近代とは何であるのか？――近代人とは何者か？[前編] 予習内容：ホッブズについて調べる．
復習内容：ホッブズを時代背景の中で整理する．

2時間

第5回 近代とは何であるのか？――近代人とは何者か？[後編] 予習内容：自然権について調べる．
復習内容：国家設立の過程を整理する．

2時間

第6回 近代とは何であるのか？――人間の権利は存在するのか[前編] 予習内容：バークについて調べる．
復習内容：フランス革命に関するバークの態度を整理す
る．

2時間

第7回 近代とは何であるのか？――人間の権利は存在するのか[後編] 予習内容：ペインについて調べる．
復習内容：バークとペインの思想を比較検討して整理す
る．

2時間
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第8回 近代から現代への変容を診る――個人主義社会における連帯と排除
[前編]

予習内容：デュルケームについて調べる．
復習内容：デュルケームを時代背景の中で整理する．

2時間

第9回 近代から現代への変容を診る――個人主義社会における連帯と排除
[後編]

予習内容：個人と社会について考える．
復習内容：個人の連帯について整理する．

2時間

第10回 近代から現代への変容を診る――近代政治秩序の形成とその変容 予習内容：ウェストファリア体制について調べる．
復習内容：ヴェーバーとシュミットの思想を比較検討して整
理する．

2時間

第11回 近代から現代への変容を診る――公共性，無国籍者，人権[前編] 予習内容：アーレントについて調べる．
復習内容：アーレントを時代背景の中で整理する．

2時間

第12回 近代から現代への変容を診る――公共性，無国籍者，人権[後編] 予習内容：「無国籍者」について調べる．
復習内容：アーレントの人権思想を整理する．

2時間

第13回 せめぎあう正義・文化・自然――女性の社会進出と自然的差異[前編] 予習内容：J. S. ミルについて調べる．
復習内容：J. S. ミルを時代背景の中で整理する．

2時間

第14回 せめぎあう正義・文化・自然――女性の社会進出と自然的差異[後編] 予習内容：性差別について考える．
復習内容：家庭における協働のあり方を整理する．

2時間

第15回 総括 予習内容：第1回から第14回までの内容を確認する．
復習内容：支配と人権の関係について整理する．

2時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経営組織論Ⅰ（経営学部）／経営組織（経済学部） 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234戸田　信聡

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 企業組織が成立・機能する仕組みについて、ミクロ組織論の諸理論を通じて学修する。

授業の目的及び概要
この授業は、組織内個人行動に関する理論と組織の環境適応や構造の変革に関する理論等に大別される経営組織論を学修する。前者をミクロ組織論
といい、後者はマクロ組織論と呼ばれる。この授業では、ミクロ組織論に重点を置いて学修していき、「経営組織論II」で学修することになるマクロ組織論
と合わせて２つの複眼的な視点を持つことにより、組織の状況を的確に捉え、リーダーシップやマネジメントが発揮できる基本的な知識の修得を目標と
する。

学修の到達目標
経営組織論におけるミクロ組織論の基本的な概念を理解すると共に、自分なりに論理的に説明できる様になることを目指します。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
試験、レポートについては、模範解答を示し、理解の定着を図ります。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告

本科目の担当教員は、民間企業で経営管理や組織マネジメントなどの職務に従事してきた。本科目では、これらの実務経験を活かした授業を行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

・この科目はⅠとⅡの両方を履修して内容が完結するので、Ⅰの単位習得後はⅡを履修してください。
・事例も織り混ぜながら具体的な組織マネジメントについて実践的内容を提供します。
・日頃からビジネス誌を読み、ビジネス情報に触れて、世界や日本の企業事情に関する出来事を把握してください。
・試験、レポートでは経営組織論の基本概念を理解した上で、その実践について説明できるかを問います。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

50０

020030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

関本浩矢.（2019）『組織行動論』中央経済社

参考書

978-4502295614
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 「ガイダンス」
この科目の目的・目標、授業の進め方・受け方、成績評価などについ
て、授業計画の詳細とともに説明します。

「組織行動論（ミクロ組織論）への招待）」
組織行動論（ミクロ組織論）とは何かについて理解するため、①組織と
人間の関わり、②組織行動論とは何かについて学修します。

(事前学修)
この科目のシラバスを読み込むとともに、テキスト第１章、
配布資料（レジュメ）を事前に読んでおいてください（２時
間）。
(事後学修)
テキスト第１章、配布資料（レジュメ）、ノートを読み返し、重
要な内容について自分なりの発見を加えながら復習して
下さい（2時間）。

4時間

第2回 「モチベーション」
①モチベーションとは何か②何によって動機づけられるか③どのように
動機づけられるか④多様なモチベーション理論とその捉え方について
学修します。

(事前学修)
テキスト第２章、配布資料（レジュメ）を事前に読んでおい
てください（２時間）。
(事後学修)
テキスト第２章、配布資料（レジュメ）、ノートを読み返し、重
要な内容について自分なりの発見を加えながら復習して
下さい（2時間）。

4時間

第3回 「組織コミットメント」
①組織コミットメントとは②組織コミットメントが強いことの意味③組織コ
ミットメントに影響を与える要因④組織コミットメントの変化⑤日本にお
ける組織コミットメントについて学修します。

(事前学修)
テキスト第3章、配布資料（レジュメ）を事前に読んでおいて
ください（２時間）。
(事後学修)
テキスト第3章、配布資料（レジュメ）、ノートを読み返し、重
要な内容について自分なりの発見を加えながら復習して
下さい（2時間）。

4時間
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第4回 「意思決定と合意形成」
①「経営人」の意思決定②意思決定におけるヒューリスティックとバイア
ス③合意形成④問題解決の実践と第三者による支援について学修し
ます。

(事前学修)
テキスト第4章、配布資料（レジュメ）を事前に読んでおいて
ください（２時間）。
(事後学修)
テキスト第4章、配布資料（レジュメ）、ノートを読み返し、重
要な内容について自分なりの発見を加えながら復習して
下さい（2時間）。

4時間

第5回 「キャリア・マネジメント」
①キャリアに対する関心の高まり②キャリアとは③何がキャリアを形づ
くるのか④キャリア・マネジメントにおける今後の課題について学修しま
す。

(事前学修)
テキスト第5章、配布資料（レジュメ）を事前に読んでおいて
ください（２時間）。
(事後学修)
テキスト第5章、配布資料（レジュメ）、ノートを読み返し、重
要な内容について自分なりの発見を加えながら復習して
下さい（2時間）。

4時間

第6回 「組織ストレス」
①人間と環境の相互作用としての組織ストレス②組織の中の人間に対
する外圧とその反応③ストレスへの対処④組織ストレスに関する課題
について学修します。

(事前学修)
テキスト第7章、配布資料（レジュメ）を事前に読んでおいて
ください（２時間）。
(事後学修)
テキスト第7章、配布資料（レジュメ）、ノートを読み返し、重
要な内容について自分なりの発見を加えながら復習して
下さい（2時間）。

4時間

第7回 「第1回〜第6回の学修内容の再確認」
第1回〜第6回までに学修してきた内容の再確認を進めるため、レポー
トを元にして、具体的な企業や経営者の事例を取り上げ、議論します。

(事前学修)
あらためて当該部分のテキスト、配布資料（レジュメ）、ノー
トを一通り読み返し、不明点を無くすようにしておいて下さ
い。
(事後学修)
当該部分のテキスト、配布資料（レジュメ）、ノートを読み返
し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら復
習して下さい。

4時間

第8回 「リーダーシップ」
①リーダーシップとは何か②初期のリーダーシップ研究③フォロワーの
視点を重視するリーダーシップ研究④変革型リーダーシップについて学
修します。

(事前学修)
テキスト第9章、配布資料（レジュメ）を事前に読んでおいて
ください（２時間）。
(事後学修)
テキスト第9章、配布資料（レジュメ）、ノートを読み返し、重
要な内容について自分なりの発見を加えながら復習して
下さい（2時間）。

4時間

第9回 「組織学習」
①組織学習とは②誰が学習するのか③どうやって学習するのか④実践
共同体による学習⑤組織学習を進めようについて学修します。

(事前学修)
テキスト第10章、配布資料（レジュメ）を事前に読んでおい
てください（２時間）。
(事後学修)
テキスト第10章、配布資料（レジュメ）、ノートを読み返し、
重要な内容について自分なりの発見を加えながら復習し
て下さい（2時間）。

4時間

第10回 「組織文化」
①組織文化とは②組織文化のメリットとデメリット③組織文化を知る④
組織文化のマネジメントについて学修します。

(事前学修)
テキスト第12章、配布資料（レジュメ）を事前に読んでおい
てください（２時間）。
(事後学修)
テキスト第12章、配布資料（レジュメ）、ノートを読み返し、
重要な内容について自分なりの発見を加えながら復習し
て下さい（2時間）。

4時間

第11回 「組織社会化」
①組織社会化②組織社会化の概念整理③組織社会化を促進する社会
化エージェント④組織社会化の成果⑤組織社会化の組織への影響⑥
組織社会化の展望について学修します。

(事前学修)
テキスト第14章、配布資料（レジュメ）を事前に読んでおい
てください（２時間）。
(事後学修)
テキスト第14章、配布資料（レジュメ）、ノートを読み返し、
重要な内容について自分なりの発見を加えながら復習し
て下さい（2時間）。

4時間

第12回 「ダイバーシティ・マネジメント」
①ダイバーシティ・マネジメントへの注目②ダイバーシティ・マネジメント
の必要性③ダイバーシティ・マネジメントのプロセス④ダイバーシティと
経営成果の関係⑤ダイバーシティ・マネジメントと差別⑥ダイバーシ
ティ・マネジメントにおける今後の課題について学修します。

(事前学修)
テキスト第15章、配布資料（レジュメ）を事前に読んでおい
てください（２時間）。
(事後学修)
テキスト第15章、配布資料（レジュメ）、ノートを読み返し、
重要な内容について自分なりの発見を加えながら復習し
て下さい（2時間）。

4時間

第13回 「第8回～第12回の学修内容の再確認」
第8回～第12回までに学修してきた内容の再確認を進めるため、企業、
経営者の事例を取り上げ、これまで学修した理論を使ってどのように考
えられるのかを確認します。

(事前学修)
あらためて当該部分のテキスト、配布資料（レジュメ）ノート
を一通り読み返し、不明点が内容に再読、確認しておいて
下さい（２時間）。
(事後学修)
配布資料（レジュメ）、ノートを読み返し、重要な内容につい
て自分なりの発見を加えながら復習して下さい（2時間）。

4時間

第14回 「全体の総括：これまでの学修内容の再確認」
これまでに学修してきた内容の再確認を進めるため、企業、経営者の
事例を取り上げ、これまで学修した理論を使ってどのように考えられる
のかを確認します。

(事前学修)
あらためて当該部分のテキスト、配布資料（レジュメ）、ノー
トを一通り読み返し、不明点が内容に再読、確認しておい
て下さい（２時間）。
(事後学修)
当該部分の配布資料（レジュメ）、ノートを読み返し、あらた
めてポイントになるところは何かを考えながら復習して下さ
い（２時間）。

4時間

第15回 「全体の総括：これまでの学修内容の再確認」
これまでに学修してきた内容の再確認を進めるため、企業、経営者の
事例を取り上げ、これまで学修した理論を使ってどのように考えられる
のかを確認します。

(事前学修)
あらためて当該部分のテキスト、配布資料（レジュメ）、ノー
トを一通り読み返し、不明点がないようにしておいて下さい
（２時間）。
(事後学修)
授業で確認された重要ポイントを中心にテキスト、配布資
料（レジュメ）、ノートを読み返し、復習して下さい（２時間）。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経営組織論Ⅰ（経営学部）／経営組織（経済学部） 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234城戸　亮

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 企業組織が成立・機能する仕組みについて、ミクロ組織論の諸理論を通じて学修する。

授業の目的及び概要
この授業は、組織内個人行動に関する理論と組織の環境適応や構造の変革に関する理論等に大別される経営組織論を学修する。前者をミクロ組織論
といい、後者はマクロ組織論と呼ばれる。この授業では、ミクロ組織論に重点を置いて学修していき、「経営組織論II」で学修することになるマクロ組織論
と合わせて２つの複眼的な視点を持つことにより、組織の状況を的確に捉え、リーダーシップやマネジメントが発揮できる基本的な知識の修得を目標と
する。

学修の到達目標
経営組織論におけるミクロ組織論の基本的な概念を理解すると共に、自分なりに論理的に説明できる様になることを目指します。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
試験、レポートについては、模範解答を示し、理解の定着を図ります。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

・この科目はⅠとⅡの両方を履修して内容が完結するので、Ⅰの単位習得後はⅡを履修してください。
・事例も織り混ぜながら具体的な組織マネジメントについて実践的内容を提供します。
・日頃からビジネス誌を読み、ビジネス情報に触れて、世界や日本の企業事情に関する出来事を把握してください。
・試験、レポートでは経営組織論の基本概念を理解した上で、その実践について説明できるかを問います。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

50０

020030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

関本浩矢.（2019）『組織行動論』中央経済社

参考書

978-4502295614
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 「ガイダンス」
この科目の目的・目標、授業の進め方・受け方、成績評価などについ
て、授業計画の詳細とともに説明します。

「組織行動論（ミクロ組織論）への招待）」
組織行動論（ミクロ組織論）とは何かについて理解するため、①組織と
人間の関わり、②組織行動論とは何かについて学修します。

(事前学修)
この科目のシラバスを読み込むとともに、テキスト第１章、
配布資料（レジュメ）を事前に読んでおいてください（２時
間）。
(事後学修)
テキスト第１章、配布資料（レジュメ）、ノートを読み返し、重
要な内容について自分なりの発見を加えながら復習して
下さい（2時間）。

4時間

第2回 「モチベーション」
①モチベーションとは何か②何によって動機づけられるか③どのように
動機づけられるか④多様なモチベーション理論とその捉え方について
学修します。

(事前学修)
テキスト第２章、配布資料（レジュメ）を事前に読んでおい
てください（２時間）。
(事後学修)
テキスト第２章、配布資料（レジュメ）、ノートを読み返し、重
要な内容について自分なりの発見を加えながら復習して
下さい（2時間）。

4時間

第3回 「組織コミットメント」
①組織コミットメントとは②組織コミットメントが強いことの意味③組織コ
ミットメントに影響を与える要因④組織コミットメントの変化⑤日本にお
ける組織コミットメントについて学修します。

(事前学修)
テキスト第3章、配布資料（レジュメ）を事前に読んでおいて
ください（２時間）。
(事後学修)
テキスト第3章、配布資料（レジュメ）、ノートを読み返し、重
要な内容について自分なりの発見を加えながら復習して
下さい（2時間）。

4時間
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第4回 「意思決定と合意形成」
①「経営人」の意思決定②意思決定におけるヒューリスティックとバイア
ス③合意形成④問題解決の実践と第三者による支援について学修し
ます。

(事前学修)
テキスト第4章、配布資料（レジュメ）を事前に読んでおいて
ください（２時間）。
(事後学修)
テキスト第4章、配布資料（レジュメ）、ノートを読み返し、重
要な内容について自分なりの発見を加えながら復習して
下さい（2時間）。

4時間

第5回 「キャリア・マネジメント」
①キャリアに対する関心の高まり②キャリアとは③何がキャリアを形づ
くるのか④キャリア・マネジメントにおける今後の課題について学修しま
す。

(事前学修)
テキスト第5章、配布資料（レジュメ）を事前に読んでおいて
ください（２時間）。
(事後学修)
テキスト第5章、配布資料（レジュメ）、ノートを読み返し、重
要な内容について自分なりの発見を加えながら復習して
下さい（2時間）。

4時間

第6回 「組織ストレス」
①人間と環境の相互作用としての組織ストレス②組織の中の人間に対
する外圧とその反応③ストレスへの対処④組織ストレスに関する課題
について学修します。

(事前学修)
テキスト第7章、配布資料（レジュメ）を事前に読んでおいて
ください（２時間）。
(事後学修)
テキスト第7章、配布資料（レジュメ）、ノートを読み返し、重
要な内容について自分なりの発見を加えながら復習して
下さい（2時間）。

4時間

第7回 「第1回〜第6回の学修内容の再確認」
第1回〜第6回までに学修してきた内容の再確認を進めるため、レポー
トを元にして、具体的な企業や経営者の事例を取り上げ、議論します。

(事前学修)
あらためて当該部分のテキスト、配布資料（レジュメ）、ノー
トを一通り読み返し、不明点を無くすようにしておいて下さ
い。
(事後学修)
当該部分のテキスト、配布資料（レジュメ）、ノートを読み返
し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら復
習して下さい。

4時間

第8回 「リーダーシップ」
①リーダーシップとは何か②初期のリーダーシップ研究③フォロワーの
視点を重視するリーダーシップ研究④変革型リーダーシップについて学
修します。

(事前学修)
テキスト第9章、配布資料（レジュメ）を事前に読んでおいて
ください（２時間）。
(事後学修)
テキスト第9章、配布資料（レジュメ）、ノートを読み返し、重
要な内容について自分なりの発見を加えながら復習して
下さい（2時間）。

4時間

第9回 「組織学習」
①組織学習とは②誰が学習するのか③どうやって学習するのか④実践
共同体による学習⑤組織学習を進めようについて学修します。

(事前学修)
テキスト第10章、配布資料（レジュメ）を事前に読んでおい
てください（２時間）。
(事後学修)
テキスト第10章、配布資料（レジュメ）、ノートを読み返し、
重要な内容について自分なりの発見を加えながら復習し
て下さい（2時間）。

4時間

第10回 「組織文化」
①組織文化とは②組織文化のメリットとデメリット③組織文化を知る④
組織文化のマネジメントについて学修します。

(事前学修)
テキスト第12章、配布資料（レジュメ）を事前に読んでおい
てください（２時間）。
(事後学修)
テキスト第12章、配布資料（レジュメ）、ノートを読み返し、
重要な内容について自分なりの発見を加えながら復習し
て下さい（2時間）。

4時間

第11回 「組織社会化」
①組織社会化②組織社会化の概念整理③組織社会化を促進する社会
化エージェント④組織社会化の成果⑤組織社会化の組織への影響⑥
組織社会化の展望について学修します。

(事前学修)
テキスト第14章、配布資料（レジュメ）を事前に読んでおい
てください（２時間）。
(事後学修)
テキスト第14章、配布資料（レジュメ）、ノートを読み返し、
重要な内容について自分なりの発見を加えながら復習し
て下さい（2時間）。

4時間

第12回 「ダイバーシティ・マネジメント」
①ダイバーシティ・マネジメントへの注目②ダイバーシティ・マネジメント
の必要性③ダイバーシティ・マネジメントのプロセス④ダイバーシティと
経営成果の関係⑤ダイバーシティ・マネジメントと差別⑥ダイバーシ
ティ・マネジメントにおける今後の課題について学修します。

(事前学修)
テキスト第15章、配布資料（レジュメ）を事前に読んでおい
てください（２時間）。
(事後学修)
テキスト第15章、配布資料（レジュメ）、ノートを読み返し、
重要な内容について自分なりの発見を加えながら復習し
て下さい（2時間）。

4時間

第13回 「第8回～第12回の学修内容の再確認」
第8回～第12回までに学修してきた内容の再確認を進めるため、企業、
経営者の事例を取り上げ、これまで学修した理論を使ってどのように考
えられるのかを確認します。

(事前学修)
あらためて当該部分のテキスト、配布資料（レジュメ）ノート
を一通り読み返し、不明点が内容に再読、確認しておいて
下さい（２時間）。
(事後学修)
配布資料（レジュメ）、ノートを読み返し、重要な内容につい
て自分なりの発見を加えながら復習して下さい（2時間）。

4時間

第14回 「全体の総括：これまでの学修内容の再確認」
これまでに学修してきた内容の再確認を進めるため、企業、経営者の
事例を取り上げ、これまで学修した理論を使ってどのように考えられる
のかを確認します。

(事前学修)
あらためて当該部分のテキスト、配布資料（レジュメ）、ノー
トを一通り読み返し、不明点が内容に再読、確認しておい
て下さい（２時間）。
(事後学修)
当該部分の配布資料（レジュメ）、ノートを読み返し、あらた
めてポイントになるところは何かを考えながら復習して下さ
い（２時間）。

4時間

第15回 「全体の総括：これまでの学修内容の再確認」
これまでに学修してきた内容の再確認を進めるため、企業、経営者の
事例を取り上げ、これまで学修した理論を使ってどのように考えられる
のかを確認します。

(事前学修)
あらためて当該部分のテキスト、配布資料（レジュメ）、ノー
トを一通り読み返し、不明点がないようにしておいて下さい
（２時間）。
(事後学修)
授業で確認された重要ポイントを中心にテキスト、配布資
料（レジュメ）、ノートを読み返し、復習して下さい（２時間）。

4時間

－202－



実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経営組織論Ⅰ（経営学部）／経営組織（経済学部） 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234朴　亨珠

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 企業組織が成立・機能する仕組みについて、ミクロ組織論の諸理論を通じて学修する。

授業の目的及び概要
この授業は、組織内個人行動に関する理論と組織の環境適応や構造の変革に関する理論等に大別される経営組織論を学修する。前者をミクロ組織論
といい、後者はマクロ組織論と呼ばれる。この授業では、ミクロ組織論に重点を置いて学修していき、「経営組織論II」で学修することになるマクロ組織論
と合わせて２つの複眼的な視点を持つことにより、組織の状況を的確に捉え、リーダーシップやマネジメントが発揮できる基本的な知識の修得を目標と
する。

学修の到達目標
経営組織論におけるミクロ組織論の基本的な概念を理解すると共に、自分なりに論理的に説明できる様になることを目指します。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
試験、レポートについては、模範解答を示し、理解の定着を図ります。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

・この科目はⅠとⅡの両方を履修して内容が完結するので、Ⅰの単位習得後はⅡを履修してください。
・事例も織り混ぜながら具体的な組織マネジメントについて実践的内容を提供します。
・日頃からビジネス誌を読み、ビジネス情報に触れて、世界や日本の企業事情に関する出来事を把握してください。
・試験、レポートでは経営組織論の基本概念を理解した上で、その実践について説明できるかを問います。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

50０

020030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

関本浩矢.（2019）『組織行動論』中央経済社

参考書

978-4502295614
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 「ガイダンス」
この科目の目的・目標、授業の進め方・受け方、成績評価などについ
て、授業計画の詳細とともに説明します。

「組織行動論（ミクロ組織論）への招待）」
組織行動論（ミクロ組織論）とは何かについて理解するため、①組織と
人間の関わり、②組織行動論とは何かについて学修します。

(事前学修)
この科目のシラバスを読み込むとともに、テキスト第１章、
配布資料（レジュメ）を事前に読んでおいてください（２時
間）。
(事後学修)
テキスト第１章、配布資料（レジュメ）、ノートを読み返し、重
要な内容について自分なりの発見を加えながら復習して
下さい（2時間）。

4時間

第2回 「モチベーション」
①モチベーションとは何か②何によって動機づけられるか③どのように
動機づけられるか④多様なモチベーション理論とその捉え方について
学修します。

(事前学修)
テキスト第２章、配布資料（レジュメ）を事前に読んでおい
てください（２時間）。
(事後学修)
テキスト第２章、配布資料（レジュメ）、ノートを読み返し、重
要な内容について自分なりの発見を加えながら復習して
下さい（2時間）。

4時間

第3回 「組織コミットメント」
①組織コミットメントとは②組織コミットメントが強いことの意味③組織コ
ミットメントに影響を与える要因④組織コミットメントの変化⑤日本にお
ける組織コミットメントについて学修します。

(事前学修)
テキスト第3章、配布資料（レジュメ）を事前に読んでおいて
ください（２時間）。
(事後学修)
テキスト第3章、配布資料（レジュメ）、ノートを読み返し、重
要な内容について自分なりの発見を加えながら復習して
下さい（2時間）。

4時間
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第4回 「意思決定と合意形成」
①「経営人」の意思決定②意思決定におけるヒューリスティックとバイア
ス③合意形成④問題解決の実践と第三者による支援について学修し
ます。

(事前学修)
テキスト第4章、配布資料（レジュメ）を事前に読んでおいて
ください（２時間）。
(事後学修)
テキスト第4章、配布資料（レジュメ）、ノートを読み返し、重
要な内容について自分なりの発見を加えながら復習して
下さい（2時間）。

4時間

第5回 「キャリア・マネジメント」
①キャリアに対する関心の高まり②キャリアとは③何がキャリアを形づ
くるのか④キャリア・マネジメントにおける今後の課題について学修しま
す。

(事前学修)
テキスト第5章、配布資料（レジュメ）を事前に読んでおいて
ください（２時間）。
(事後学修)
テキスト第5章、配布資料（レジュメ）、ノートを読み返し、重
要な内容について自分なりの発見を加えながら復習して
下さい（2時間）。

4時間

第6回 「組織ストレス」
①人間と環境の相互作用としての組織ストレス②組織の中の人間に対
する外圧とその反応③ストレスへの対処④組織ストレスに関する課題
について学修します。

(事前学修)
テキスト第7章、配布資料（レジュメ）を事前に読んでおいて
ください（２時間）。
(事後学修)
テキスト第7章、配布資料（レジュメ）、ノートを読み返し、重
要な内容について自分なりの発見を加えながら復習して
下さい（2時間）。

4時間

第7回 「第1回〜第6回の学修内容の再確認」
第1回〜第6回までに学修してきた内容の再確認を進めるため、レポー
トを元にして、具体的な企業や経営者の事例を取り上げ、議論します。

(事前学修)
あらためて当該部分のテキスト、配布資料（レジュメ）、ノー
トを一通り読み返し、不明点を無くすようにしておいて下さ
い。
(事後学修)
当該部分のテキスト、配布資料（レジュメ）、ノートを読み返
し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら復
習して下さい。

4時間

第8回 「リーダーシップ」
①リーダーシップとは何か②初期のリーダーシップ研究③フォロワーの
視点を重視するリーダーシップ研究④変革型リーダーシップについて学
修します。

(事前学修)
テキスト第9章、配布資料（レジュメ）を事前に読んでおいて
ください（２時間）。
(事後学修)
テキスト第9章、配布資料（レジュメ）、ノートを読み返し、重
要な内容について自分なりの発見を加えながら復習して
下さい（2時間）。

4時間

第9回 「組織学習」
①組織学習とは②誰が学習するのか③どうやって学習するのか④実践
共同体による学習⑤組織学習を進めようについて学修します。

(事前学修)
テキスト第10章、配布資料（レジュメ）を事前に読んでおい
てください（２時間）。
(事後学修)
テキスト第10章、配布資料（レジュメ）、ノートを読み返し、
重要な内容について自分なりの発見を加えながら復習し
て下さい（2時間）。

4時間

第10回 「組織文化」
①組織文化とは②組織文化のメリットとデメリット③組織文化を知る④
組織文化のマネジメントについて学修します。

(事前学修)
テキスト第12章、配布資料（レジュメ）を事前に読んでおい
てください（２時間）。
(事後学修)
テキスト第12章、配布資料（レジュメ）、ノートを読み返し、
重要な内容について自分なりの発見を加えながら復習し
て下さい（2時間）。

4時間

第11回 「組織社会化」
①組織社会化②組織社会化の概念整理③組織社会化を促進する社会
化エージェント④組織社会化の成果⑤組織社会化の組織への影響⑥
組織社会化の展望について学修します。

(事前学修)
テキスト第14章、配布資料（レジュメ）を事前に読んでおい
てください（２時間）。
(事後学修)
テキスト第14章、配布資料（レジュメ）、ノートを読み返し、
重要な内容について自分なりの発見を加えながら復習し
て下さい（2時間）。

4時間

第12回 「ダイバーシティ・マネジメント」
①ダイバーシティ・マネジメントへの注目②ダイバーシティ・マネジメント
の必要性③ダイバーシティ・マネジメントのプロセス④ダイバーシティと
経営成果の関係⑤ダイバーシティ・マネジメントと差別⑥ダイバーシ
ティ・マネジメントにおける今後の課題について学修します。

(事前学修)
テキスト第15章、配布資料（レジュメ）を事前に読んでおい
てください（２時間）。
(事後学修)
テキスト第15章、配布資料（レジュメ）、ノートを読み返し、
重要な内容について自分なりの発見を加えながら復習し
て下さい（2時間）。

4時間

第13回 「第8回～第12回の学修内容の再確認」
第8回～第12回までに学修してきた内容の再確認を進めるため、企業、
経営者の事例を取り上げ、これまで学修した理論を使ってどのように考
えられるのかを確認します。

(事前学修)
あらためて当該部分のテキスト、配布資料（レジュメ）ノート
を一通り読み返し、不明点が内容に再読、確認しておいて
下さい（２時間）。
(事後学修)
配布資料（レジュメ）、ノートを読み返し、重要な内容につい
て自分なりの発見を加えながら復習して下さい（2時間）。

4時間

第14回 「全体の総括：これまでの学修内容の再確認」
これまでに学修してきた内容の再確認を進めるため、企業、経営者の
事例を取り上げ、これまで学修した理論を使ってどのように考えられる
のかを確認します。

(事前学修)
あらためて当該部分のテキスト、配布資料（レジュメ）、ノー
トを一通り読み返し、不明点が内容に再読、確認しておい
て下さい（２時間）。
(事後学修)
当該部分の配布資料（レジュメ）、ノートを読み返し、あらた
めてポイントになるところは何かを考えながら復習して下さ
い（２時間）。

4時間

第15回 「全体の総括：これまでの学修内容の再確認」
これまでに学修してきた内容の再確認を進めるため、企業、経営者の
事例を取り上げ、これまで学修した理論を使ってどのように考えられる
のかを確認します。

(事前学修)
あらためて当該部分のテキスト、配布資料（レジュメ）、ノー
トを一通り読み返し、不明点がないようにしておいて下さい
（２時間）。
(事後学修)
授業で確認された重要ポイントを中心にテキスト、配布資
料（レジュメ）、ノートを読み返し、復習して下さい（２時間）。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経営組織論Ⅰ（経営学部）／経営組織（経済学部） 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234水野　清

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 「組織の基本・内部組織のマネジメント」について学修します。

授業の目的及び概要
経営組織論Ⅰでは、「組織の基本・内部組織のマネジメント」を学修し、個別の経営学テーマとして、組織の基礎理論、組織デザイン、モチベーション、集
団力学、意思決定等について講義を展開します。
経営組織論Ⅱでは、「組織内外のダイナミクス」を学修し、個別の経営学テーマとして、組織構造のダイナミクス、組織関係、組織変革、組織のパラドック
ス等について、講義を展開します。
この授業を受講することにより、組織の状況を的確に捉え、リーダーシップやマネジメントが発揮できる基本的な知識の修得を目的とします。

学修の到達目標
経営組織論がどのような学問であるか理解する。
「組織の基本・内部組織のマネジメント」について説明することができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
中間レポートについては、授業内で解説しフィードバックします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告

本科目の担当教員は、民間企業でマーケティング戦略の企画・立案や組織のマネジメント業務に従事してきた。本科目では、これらの実務経験を活かし
た授業を行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

・この科目は「連続履修」であり、ⅠとⅡの両方を履修して内容が完結するので、Ⅰの単位習得後は直ちにⅡを履修してください。
・企業経験も織り混ぜながら具体的な組織マネジメントについて実践的な内容を提供します。
・日頃から日本経済新聞やビジネス誌を読んで、世界や日本の経営事情に関する出来事を把握してください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

600

020020

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

安藤史江・稲水伸行・西脇暢子・山岡徹著『経営組織』(中央経済社, 2019年)

参考書

スティーブン・P・ロビンス著,高木晴夫訳『【新版】組織行動のマネジメント-入門から実践へ-』(ダイヤモンド
社,2009年)

978-4-502-32661-5

978-4478004593

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 「ガイダンス」
この科目の目的・目標、授業の進め方・受け方、成績評価などについ
て、授業計画の詳細とともに説明します。
「組織とは何か(1)」
組織とは何かについて理解するため、①組織の重要性、②組織の役割
について学修します。

(事前学修)
この科目のシラバスを読み込むとともに、受講するにあ
たってのポイントについて確認しておいて下さい。また、テ
キストの第1章を一通り読み、予習して下さい。（2時間程
度）
(事後学修)テキストの第1章の当該部分のレジュメ資料、
ノートを読み返し、あらためてポイントになるところは何か

4時間

第2回 「組織とは何か(2)」
③経営資源、④経営資源の獲得と資源化について学修します。

(事前学修)
テキストの第1章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。（2時間程度）
(事後学修)
テキストの第1章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。（2時間程度）

4時間

第3回 「組織の基礎理論(1)」
組織の基礎理論を理解するため、①古典的組織管理論、②近代組織
理論について学修します。

(事前学修)
テキストの第2章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。（2時間程度）
(事後学修)
テキストの第2章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。（2時間程度）

4時間
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第4回 「組織の基礎理論(2)」
③組織均衡論、④組織理論の現代的意義について学修します。

(事前学修)
テキストの第2章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。（2時間程度）
(事後学修)
テキストの第2章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。（2時間程度）

4時間

第5回 「組織構造と組織デザイン(1)」
組織構造と組織デザインについて理解するため、①組織デザインの要
諦、②組織の基本構造と特徴について学修します。

(事前学修)
テキストの第3章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。（2時間程度）
(事後学修)
テキストの第3章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。（2時間程度）

4時間

第6回 「組織構造と組織デザイン(2)」
③組織デザインの応用と実例、④組織デザインの留意点について学修
します。

(事前学修)
テキストの第3章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。（2時間程度）
(事後学修)
テキストの第3章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。（2時間程度）

4時間

第7回 「第1回～第6回の学修内容の再確認」
第1回～第6回までに学修してきた内容の再確認を進めるため、具体的
な企業の事例を取り上げ、組織構造の特徴について議論します。

(事前学修)
あらためてテキストの第1章～第3章、当該部分のレジュメ
資料、ノートを一通り読み返し、わからない所がないように
しておいて下さい。また、第4回用のレジュメ資料を一通り
読み込み、予習して下さい。（2時間程度）
(事後学修)
当該部分のレジュメ資料、ノートを読み返し、あらためてポ
イントになるところは何かを考えながら復習して下さい。（2
時間程度）

4時間

第8回 「組織におけるモチベーション(1)」
組織におけるモチベーションについて理解するため、①モチベーション
の重要性、②モチベーションの内容理論について学修します。

(事前学修)
テキストの第4章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。（2時間程度）
(事後学修)
テキストの第4章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。（2時間程度）

4時間

第9回 「組織におけるモチベーション(2)」
③モチベーションの過程理論、④仕事とモチベーションについて学修し
ます。

(事前学修)
テキストの第4章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。（2時間程度）
(事後学修)
テキストの第4章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。（2時間程度）

4時間

第10回 「集団力学(グループ・ダイナミクス)(1)」
集団力学（グループ・ダイナミクス）について理解するため、①集団の概
念、②集団の生産性について学修します。

(事前学修)
テキストの第5章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。（2時間程度）
(事後学修)
テキストの第5章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。（2時間程度）

4時間

第11回 「集団力学(グループ・ダイナミクス) (2)」
③集団の意思決定バイアス④集団力学を左右する諸要因について学
修します。

(事前学修)
テキストの第5章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。（2時間程度）
(事後学修)
テキストの第5章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。（2時間程度）

4時間

第12回 「組織の意思決定(1)」
組織の意思決定について理解するため、①合理的な意思決定、②限定
合理性について学修します。

(事前学修)
テキストの第6章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。（2時間程度）
(事後学修)
テキストの第6章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。（2時間程度）

4時間

第13回 「組織の意思決定(2)」
③限定合理性を克服する組織④ごみ箱モデルについて学修します。

(事前学修)
テキストの第6章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。（2時間程度）
(事後学修)
テキストの第6章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。（2時間程度）

4時間

第14回 「第8回～第13回の学修内容の再確認」
第8回～第13回までに学修してきた内容の再確認を進めるため、主に
実在する企業の取り組む組織戦略についての事例を取り上げ、これま
で学修した理論を使ってどのように考えられるのかを確認します。

(事前学修)
あらためてテキストの第4章～第6章、当該部分のレジュメ
資料、ノートを一通り読み返し、わからない所がないように
しておいて下さい。（2時間程度）
(事後学修)
当該部分のレジュメ資料、ノートを読み返し、あらためてポ
イントになるところは何かを考えながら復習して下さい。（2
時間程度）

4時間

第15回 「全体のまとめ」
これまで取り扱ってきた内容について振り返るとともに、あらためて重
要なポイントは何かについて確認します。

(事前学修)
あらためてテキストの第1章～第6章、当該部分のレジュメ
資料、ノートを一通り読み返し、わからない所がないように
しておいて下さい。（2時間程度）
授業で確認された重要ポイントを中心にテキスト、レジュメ
資料、ノートを読み返し、復習して下さい。（2時間程度）

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経営管理論Ⅰ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234水野　清

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 経営管理全般について、基礎から専門科目へステップアップするための基本内容を学修します。

授業の目的及び概要
経営管理論Ⅰでは、「古典的管理論」と「近代管理論」の議論を検討し経営管理論の全体像を明らかにします。また、モティベーションやリーダーシップに
ついて講義を展開します。
経営管理論Ⅱでは、「組織内部・外部のマネジメント」等について講義を展開します。
この授業を受講することにより、経営の知識を活かしながら考え、企業、行政、NPOなどでマネジメント能力を発揮し、地域や企業の発展に貢献できる基
本的な知識の修得を目的とします。

学修の到達目標
・経営管理全般にわたり、基礎知識を修得する。
・関心のある経営管理領域を見つける。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
中間レポートについては、授業内で解説し、フィードバックします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告

本科目の担当教員は、民間企業でマーケティング戦略の企画・立案や組織のマネジメント業務に従事してきた。本科目では、これらの実務経験を活かし
た授業を行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

・この科目は「連続履修」であり、ⅠとⅡの両方を履修して内容が完結するので、Ⅰの単位習得後は直ちにⅡを履修してください。
・企業経験も織り混ぜながら具体的な組織マネジメントについて実践的な内容を提供します。
・日頃から日本経済新聞やビジネス誌を読んで、世界や日本の経営事情に関する出来事を把握してください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

600

020020

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

上野恭裕・馬場大治編著『経営管理論』(中央経済社,2016年)

参考書

P・ドラッカー著, 上田惇生訳 『マネジメント　基本と原則』(ダイヤモンド社 ,2001年)

978-4-502-19061-2

978-4478410233

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 「ガイダンス」
この科目の目的・目標、授業の進め方・受け方、成績評価などについ
て、授業計画の詳細とともに説明します。
「経営管理論とはどのような学問か(1)」
① 現代社会における基本問題② 管理とは何かについて学修します。"

(事前学修)
この科目のシラバスを読み込み、受講するにあたってのポ
イントについて確認しておいて下さい。また、テキストの第
1章を一通り読み、予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第1章の当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第2回 「経営管理論とはどのような学問か(2)」
③経営管理の担い手④経営管理論の歴史について学修します。

(事前学修)
テキストの第1章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第1章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第3回 「企業とはどのような存在か(1)」
　①企業と会社②株式会社の特徴、について学修します。

(事前学修)
テキストの第2章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第2章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間
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第4回 「企業とはどのような存在か(2)」
③株式会社におけるトップ・マネジメントの構造④株式会社の実際につ
いて学修します。

(事前学修)
テキストの第2章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第2章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第5回 「マネジメントの誕生(1)」
①科学的管理法について学修します。

(事前学修)
テキストの第3章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第3章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第6回 「マネジメントの誕生(2)」
②人間関係論③マネジメントへの役立ちについて学修します。

(事前学修)
テキストの第3章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第3章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第7回 「第1回～第6回の学修内容の再確認」
第1回～第6回までに学修してきた内容の再確認を進めるため、実在す
る企業の取り組む経営管理についての事例を取り上げ、これまで学修
した理論を使ってどのように考えられるのかを確認します。

(事前学修)
あらためてテキストの第1章～第3章、当該部分のレジュメ
資料、ノートを一通り読み返し、わからない所がないように
しておいて下さい。また、第4回用のレジュメ資料を一通り
読み込み、予習して下さい。
(事後学修)
当該部分のレジュメ資料、ノートを読み返し、あらためてポ
イントになるところは何かを考えながら復習して下さい。

4時間

第8回 「組織マネジメントの展開(1)」
①個人と組織②組織の存続条件について学修します。

(事前学修)
テキストの第4章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第4章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第9回 「組織マネジメントの展開(2)」
③意思決定のマネジメント④組織マネジメントの価値について学修しま
す。

(事前学修)
テキストの第4章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第4章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第10回 「モティベーション論(1)」
①モティベーションとは②実体理論―人は何によって意欲が生まれる
のか―について学修します。

(事前学修)
テキストの第5章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第5章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第11回 「モティベーション論(2)」
③プロセス理論④モティベーションを生み出すマネジメントについて学
修します。

(事前学修)
テキストの第5章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第5章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第12回 「リーダーシップ論(1)」
①リーダーシップの基礎②リーダーシップのコンティンジェンシー理論に
ついて学修します。

(事前学修)
テキストの第6章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第6章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第13回 「リーダーシップ論(2)」
③トップとミドルのリーダーシップ④リーダーシップ研究の新展開につい
て学修します。

(事前学修)
テキストの第6章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第6章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第14回 「第8回～第13回の学修内容の再確認」
第8回～第13回までに学修してきた内容の再確認を進めるため、実在
する企業の取り組む経営管理についての事例を取り上げ、これまで学
修した理論を使ってどのように考えられるのかを確認します。

(事前学修)
あらためてテキストの第4章～第6章、当該部分のレジュメ
資料、ノートを一通り読み返し、わからない所がないように
しておいて下さい。
(事後学修)
当該部分のレジュメ資料、ノートを読み返し、あらためてポ
イントになるところは何かを考えながら復習して下さい。

4時間

第15回 「全体のまとめ」
これまで取り扱ってきた内容について振り返るとともに、あらためて重
要なポイントは何かについて確認します。

(事前学修)
あらためてテキストの第1章～第6章、当該部分のレジュメ
資料、ノートを一通り読み返し、わからない所がないように
しておいて下さい。
(事後学修)
授業で確認された重要ポイントを中心にテキスト、レジュメ
資料、ノートを読み返し、復習して下さい。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経営管理論Ⅰ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234岡村　俊一郎

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 経営管理の基本知識と他の領域との関連性を学びます。

授業の目的及び概要
経営管理論はその生成期以後今日まで各時代の要請に応じて幅広い領域への展開を見せています。経営管理論Iでは、４コースに共通する科目とし
て、経営管理論の基本的内容を学びます。経営管理論Iでは、1.歴史的経緯 2.経営戦略 3.経営組織・組織文化 4.現代的課題という４つの事柄につい
て、テキストを用いて説明します。具体的には、1.経営管理の体系がどのように生まれてきたのか、2.環境の変化に対応して企業がどう戦略や組織構造
を変化させてきたのか、3.どのように組織構造の変革を実行したのか、4.企業の国際化に関する課題について学びます。

学修の到達目標
①経営管理に関する専門用語や基本概念、基礎理論を正しく説明することができる。
②組織が直面する問題を理解し、その解決方法を考える力を身につける。
③組織と管理、経営戦略との関係を理解し、組織の行動の原因を理解することができる。
④現代社会における経営管理上の課題を理解し、説明することができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
中間テスト実施後、テストの設問の意図と定期テストに向けて復習してほしいことについてコメントします。
また、気になる解答などをとりあげ、コメントします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

[経営]を「管理」するとはどういう意味でしょうか。実は、難しい問いです。本学部で学ぶ事柄は、多かれ少なかれ経営管理に関連しています。この経営
管理論Iでは、本学部での専門的な知識の基礎として、経営管理論に関する基本的な知識と現代の経営管理について学びます。
経営管理論Ⅰでは、まず、歴史的経緯を説明することで経営管理論の基本的枠組みを示した上で、経営戦略や組織構造など外的環境への適応、そし
て動機付けやリーダーシップといった、内的環境の適応について概説します。そして、現代の企業が抱える問題を解説します。これらによって「経営管
理」が何かを学生がイメージし、経営管理論IIや経営戦略論、経営組織論などの個々の科目での学修へと取り組んでいくことを期待します。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

600

300010

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

上野 恭裕 ,馬場 大治 編著(2016) 『経営管理論』中央経済社 
授業では、板書、パワーポイントと資料(Learning Portalに掲載)を用いて行います。

参考書

監修 吉田 和夫, 大橋 昭一, 編集 深山 明, 廣瀬 幹好, 海道 ノブチカ, (2015) ,『最新 基本経営学用語辞典 改
訂版』,　同文舘出版.

978-4502190612

978-4495357160

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 授業全体のガイダンス・経営管理論とは
本授業の全体の構成と注意事項をシラバスに基づいてガイダンスを行
います。
また、経営管理論がなぜ必要なのか、どのような歴史を持つのか授業
の各回のテーマと共に概説します。

キーワード：経営管理、マネジメント、管理職能、管理者層、トップマネジ
メント

【事前学習】シラバスを参考に、授業の構成を確認するこ
と。テキスト第1章（pp.12-pp.25）を事前に確認し、キーワー
ドについて調べること。
【事後学修】シラバスを確認し、授業の構成と目的につい
て確認すること。テキストを再度確認し、講義中に作成した
ノートや資料を参考に復習すること。

3.5時間

第2回 【企業とはどのような存在か】
企業と一口に言っても様々な形態で存在しています。それはなぜか、国
ごとに異なる特徴はなにか、について学びます。
キーワード：所有と経営の分離、株式会社、有限責任、取締役会、証券
化

【事前学習】テキストの第2章（pp.26-42）を事前に確認し、
キーワードについて調べること。
また、時事的ニュース・出来事に乗り遅れないように新聞
や経済・経営関連のニュースをチェックすること。
【事後学修】テキストを再度確認し、講義中に作成したノー
トや資料を参考に復習すること。

4時間
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第3回 【マネジメントの誕生】
マネジメントの先駆者であるテイラーの科学的管理法の内容と目的に
ついて、そして、それに対するアンチテーゼとして生み出された人間関
係論について学びます。
この回で学ぶ経営管理理論は一般的に古典的管理論と呼ばれます。

キーワード：科学的管理法、作業効率、ホーソン実験、人間関係論、古
典的管理論

【事前学習】テキストの第３章（pp.43-59）を事前に確認し、
キーワードについて調べること。
また、時事的ニュース・出来事に乗り遅れないように新聞
や経済・経営関連のニュースをチェックすること。
【事後学修】テキストを再度確認し、講義中に作成したノー
トや資料を参考に復習すること。

4時間

第4回 【組織マネジメントの展開】
組織とは何か、そして、どのような集団が組織というのでしょうか。ま
た、組織のメンバーは組織にどのような影響を及ぼされているのでしょ
うか。組織の管理について学びます。

キーワード：組織、組織均衡、限定合理性、近代管理論

【事前学習】テキストの第4章（pp.60-76）を事前に確認し、
キーワードについて調べること。
また、時事的ニュース・出来事に乗り遅れないように新聞
や経済・経営関連のニュースをチェックすること。
【事後学修】テキストを再度確認し、講義中に作成したノー
トや資料を参考に復習すること。

4時間

第5回 【1〜4回のまとめ】
第1回から第４回の授業内容についてまとめを行います。
経営管理論の全体像について復習します。

【事前学習】テキスト第1章〜第4章（pp.12-77）を確認し、
復習すること。
【事後学修】講義中に作成したノートや資料を参考に復習
すること。

4時間

第6回 【モティベーション論】
仕事に対する意欲や遊びに対する意欲、違いが出るのはなぜでしょう
か。そして、意欲がそれぞれ異なる人を引っ張っていくにはどうしたらい
いのでしょうか、それらに関する理論を学びます。

キーワード：欲求階層説、動機づけ、期待理論

【事前学習】テキストの第5章（pp.78-92）を事前に確認し、
キーワードについて調べること。
また、時事的ニュース・出来事に乗り遅れないように新聞
や経済・経営関連のニュースをチェックすること。
【事後学修】テキストを再度確認し、講義中に作成したノー
トや資料を参考に復習すること。

4時間

第7回 【リーダーシップ論】
リーダーシップという言葉をよく耳にすると思いますが、それは何なので
しょうか、そしてどうしたらそれを発揮できるのでしょうか。それらについ
て学びます。

キーワード：資質論、行動論、コンティンジェンシー理論、

【事前学習】テキストの第6章（pp.93-108）を事前に確認し、
キーワードについて調べること。
また、時事的ニュース・出来事に乗り遅れないように新聞
や経済・経営関連のニュースをチェックすること。
【事後学修】テキストを再度確認し、講義中に作成したノー
トや資料を参考に復習すること。

4時間

第8回 【組織構造のマネジメント】
組織を構築する際、どのような構造がよいのでしょうか。組織構造には
どのような特徴があるのでしょうか。組織構造とは何かを学びます。

キーワード：組織構造、組織形態、職能別組織、事業部別組織、マトリッ
クス組織

【事前学習】テキストの第7章（pp.109-125）を事前に確認
し、キーワードについて調べること。
また、時事的ニュース・出来事に乗り遅れないように新聞
や経済・経営関連のニュースをチェックすること。
【事後学修】テキストを再度確認し、講義中に作成したノー
トや資料を参考に復習すること。

4時間

第9回 【組織文化のマネジメント】
組織構造が同じでも、同じことが出来るとは限りません。また、その組
織の人は、自然なことでも他の組織に属する人からは、違和感を覚え
ることがあります。それはなぜでしょうか。そして、それを変えていくには
どのようなことが必要なのでしょうか。
その要素となる組織（企業）文化について学びます。
キーワード：組織文化、下位文化、強い文化、文化の変革

【事前学習】テキストの第8章（pp.126-140）を事前に確認
し、キーワードについて調べること。
また、時事的ニュース・出来事に乗り遅れないように新聞
や経済・経営関連のニュースをチェックすること。
【事後学修】テキストを再度確認し、講義中に作成したノー
トや資料を参考に復習すること。

4時間

第10回 【６〜9回のまとめ】
第6回から第9回の授業内容についてまとめを行います。
組織内部をいかに管理するかについて復習します。

【事前学習】テキスト第5章〜第8章（pp.78-139）を確認し、
復習すること。
【事後学修】講義中に作成したノートや資料を参考に復習
すること。

4時間

第11回 【経営組織の環境適応】
古典的管理論では、どのようなことが見過ごされていたのでしょうか、そ
して、環境に適応するとはどういうことなのでしょうか。それらについて
学びます。

キーワード：経営環境、機械的組織、有機的組織、、クローズドシステ
ム、オープンシステム、コンティンジェンシー理論、分化と統合

【事前学習】テキストの第9章（pp.142-158）を事前に確認
し、キーワードについて調べること。
また、時事的ニュース・出来事に乗り遅れないように新聞
や経済・経営関連のニュースをチェックすること。
【事後学修】テキストを再度確認し、講義中に作成したノー
トや資料を参考に復習すること。

4時間

第12回 【企業戦略のマネジメント】
経営戦略とは何でしょうか、そして現代では多くの企業が複数の事業を
行っています。それらを管理するためには、経営戦略が必要とされま
す。それはなぜでしょうか。

キーワード：経営戦略、シナジー、成長ベクトル、三つの意思決定、
PPM、多角化

【事前学習】テキストの第10章（pp.159-173）を事前に確認
し、キーワードについて調べること。
また、時事的ニュース・出来事に乗り遅れないように新聞
や経済・経営関連のニュースをチェックすること。
【事後学修】テキストを再度確認し、講義中に作成したノー
トや資料を参考に復習すること。

4時間

第13回 【競争優位のマネジメント】
企業が競争に打ち勝つためにどのような戦略が必要なのでしょうか。そ
れについて学びます。

キーワード：競争戦略、競争優位、ポジショニング・アプローチ、5フォー
ス分析、RBV（経営資源アプローチ）、三つの基本戦略

【事前学習】テキストの第11章（pp.174-188）を事前に確認
し、キーワードについて調べること。
また、時事的ニュース・出来事に乗り遅れないように新聞
や経済・経営関連のニュースをチェックすること。
【事後学修】テキストを再度確認し、講義中に作成したノー
トや資料を参考に復習すること。

4時間

第14回 【第10～13回のまとめ】
第10回から第13回の授業内容についてまとめを行います。
企業が外部環境に適応するためにどのようなことを行うかを経営戦略
についてを中心に学びました。
もう一度それらを確認しましょう。

【事前学習】テキストの第9章～第11章（pp.142-188）を事
前に確認し、キーワードについて調べること。
また、時事的ニュース・出来事に乗り遅れないように新聞
や経済・経営関連のニュースをチェックすること。
【事後学修】テキストを再度確認し、講義中に作成したノー
トや資料を参考に復習すること。

4時間

第15回 【全体のまとめ】
本授業全体のまとめと内容の確認

【事前学習】これまでの授業内容に該当するテキストの箇
所をもう一度確認すること。
【事後学修】授業で説明した箇所を中心に、自分でまとめ
たノートや資料を確認すること。

4.5時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経営管理論Ⅰ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234朴　亨珠

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 経営管理の基本知識と他の領域との関連性を学びます。

授業の目的及び概要
経営管理論はその生成期以後今日まで各時代の要請に応じて幅広い領域への展開を見せています。経営管理論Iでは、４コースに共通する科目とし
て、経営管理論の基本的内容を学びます。経営管理論Iでは、1.歴史的経緯 2.経営戦略 3.経営組織・組織文化 4.現代的課題という４つの事柄につい
て、テキストを用いて説明します。具体的には、1.経営管理の体系がどのように生まれてきたのか、2.環境の変化に対応して企業がどう戦略や組織構造
を変化させてきたのか、3.どのように組織構造の変革を実行したのか、4.企業の国際化に関する課題について学びます。

学修の到達目標
①経営管理に関する専門用語や基本概念、基礎理論を正しく説明することができる。
②組織が直面する問題を理解し、その解決方法を考える力を身につける。
③組織と管理、経営戦略との関係を理解し、組織の行動の原因を理解することができる。
④現代社会における経営管理上の課題を理解し、説明することができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
中間テスト実施後、テストの設問の意図と定期テストに向けて復習してほしいことについてコメントします。
また、気になる解答などをとりあげ、コメントします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

[経営]を「管理」するとはどういう意味でしょうか。実は、難しい問いです。本学部で学ぶ事柄は、多かれ少なかれ経営管理に関連しています。この経営
管理論Iでは、本学部での専門的な知識の基礎として、経営管理論に関する基本的な知識と現代の経営管理について学びます。
経営管理論Ⅰでは、まず、歴史的経緯を説明することで経営管理論の基本的枠組みを示した上で、経営戦略や組織構造など外的環境への適応、そし
て動機付けやリーダーシップといった、内的環境の適応について概説します。そして、現代の企業が抱える問題を解説します。これらによって「経営管
理」が何かを学生がイメージし、経営管理論IIや経営戦略論、経営組織論などの個々の科目での学修へと取り組んでいくことを期待します。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

600

300010

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

上野 恭裕 ,馬場 大治 編著(2016) 『経営管理論』中央経済社 
授業では、板書、パワーポイントと資料(Learning Portalに掲載)を用いて行います。

参考書

監修 吉田 和夫, 大橋 昭一, 編集 深山 明, 廣瀬 幹好, 海道 ノブチカ, (2015) ,『最新 基本経営学用語辞典 改
訂版』,　同文舘出版.

978-4502190612

978-4495357160

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 授業全体のガイダンス・経営管理論とは
本授業の全体の構成と注意事項をシラバスに基づいてガイダンスを行
います。
また、経営管理論がなぜ必要なのか、どのような歴史を持つのか授業
の各回のテーマと共に概説します。

キーワード：経営管理、マネジメント、管理職能、管理者層、トップマネジ
メント

【事前学習】シラバスを参考に、授業の構成を確認するこ
と。テキスト第1章（pp.12-pp.25）を事前に確認し、キーワー
ドについて調べること。
【事後学修】シラバスを確認し、授業の構成と目的につい
て確認すること。テキストを再度確認し、講義中に作成した
ノートや資料を参考に復習すること。

3.5時間

第2回 【企業とはどのような存在か】
企業と一口に言っても様々な形態で存在しています。それはなぜか、国
ごとに異なる特徴はなにか、について学びます。
キーワード：所有と経営の分離、株式会社、有限責任、取締役会、証券
化

【事前学習】テキストの第2章（pp.26-42）を事前に確認し、
キーワードについて調べること。
また、時事的ニュース・出来事に乗り遅れないように新聞
や経済・経営関連のニュースをチェックすること。
【事後学修】テキストを再度確認し、講義中に作成したノー
トや資料を参考に復習すること。

4時間
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第3回 【マネジメントの誕生】
マネジメントの先駆者であるテイラーの科学的管理法の内容と目的に
ついて、そして、それに対するアンチテーゼとして生み出された人間関
係論について学びます。
この回で学ぶ経営管理理論は一般的に古典的管理論と呼ばれます。

キーワード：科学的管理法、作業効率、ホーソン実験、人間関係論、古
典的管理論

【事前学習】テキストの第３章（pp.43-59）を事前に確認し、
キーワードについて調べること。
また、時事的ニュース・出来事に乗り遅れないように新聞
や経済・経営関連のニュースをチェックすること。
【事後学修】テキストを再度確認し、講義中に作成したノー
トや資料を参考に復習すること。

4時間

第4回 【組織マネジメントの展開】
組織とは何か、そして、どのような集団が組織というのでしょうか。ま
た、組織のメンバーは組織にどのような影響を及ぼされているのでしょ
うか。組織の管理について学びます。

キーワード：組織、組織均衡、限定合理性、近代管理論

【事前学習】テキストの第4章（pp.60-76）を事前に確認し、
キーワードについて調べること。
また、時事的ニュース・出来事に乗り遅れないように新聞
や経済・経営関連のニュースをチェックすること。
【事後学修】テキストを再度確認し、講義中に作成したノー
トや資料を参考に復習すること。

4時間

第5回 【1〜4回のまとめ】
第1回から第４回の授業内容についてまとめを行います。
経営管理論の全体像について復習します。

【事前学習】テキスト第1章〜第4章（pp.12-77）を確認し、
復習すること。
【事後学修】講義中に作成したノートや資料を参考に復習
すること。

4時間

第6回 【モティベーション論】
仕事に対する意欲や遊びに対する意欲、違いが出るのはなぜでしょう
か。そして、意欲がそれぞれ異なる人を引っ張っていくにはどうしたらい
いのでしょうか、それらに関する理論を学びます。

キーワード：欲求階層説、動機づけ、期待理論

【事前学習】テキストの第5章（pp.78-92）を事前に確認し、
キーワードについて調べること。
また、時事的ニュース・出来事に乗り遅れないように新聞
や経済・経営関連のニュースをチェックすること。
【事後学修】テキストを再度確認し、講義中に作成したノー
トや資料を参考に復習すること。

4時間

第7回 【リーダーシップ論】
リーダーシップという言葉をよく耳にすると思いますが、それは何なので
しょうか、そしてどうしたらそれを発揮できるのでしょうか。それらについ
て学びます。

キーワード：資質論、行動論、コンティンジェンシー理論、

【事前学習】テキストの第6章（pp.93-108）を事前に確認し、
キーワードについて調べること。
また、時事的ニュース・出来事に乗り遅れないように新聞
や経済・経営関連のニュースをチェックすること。
【事後学修】テキストを再度確認し、講義中に作成したノー
トや資料を参考に復習すること。

4時間

第8回 【組織構造のマネジメント】
組織を構築する際、どのような構造がよいのでしょうか。組織構造には
どのような特徴があるのでしょうか。組織構造とは何かを学びます。

キーワード：組織構造、組織形態、職能別組織、事業部別組織、マトリッ
クス組織

【事前学習】テキストの第7章（pp.109-125）を事前に確認
し、キーワードについて調べること。
また、時事的ニュース・出来事に乗り遅れないように新聞
や経済・経営関連のニュースをチェックすること。
【事後学修】テキストを再度確認し、講義中に作成したノー
トや資料を参考に復習すること。

4時間

第9回 【組織文化のマネジメント】
組織構造が同じでも、同じことが出来るとは限りません。また、その組
織の人は、自然なことでも他の組織に属する人からは、違和感を覚え
ることがあります。それはなぜでしょうか。そして、それを変えていくには
どのようなことが必要なのでしょうか。
その要素となる組織（企業）文化について学びます。
キーワード：組織文化、下位文化、強い文化、文化の変革

【事前学習】テキストの第8章（pp.126-140）を事前に確認
し、キーワードについて調べること。
また、時事的ニュース・出来事に乗り遅れないように新聞
や経済・経営関連のニュースをチェックすること。
【事後学修】テキストを再度確認し、講義中に作成したノー
トや資料を参考に復習すること。

4時間

第10回 【６〜9回のまとめ】
第6回から第9回の授業内容についてまとめを行います。
組織内部をいかに管理するかについて復習します。

【事前学習】テキスト第5章〜第8章（pp.78-139）を確認し、
復習すること。
【事後学修】講義中に作成したノートや資料を参考に復習
すること。

4時間

第11回 【経営組織の環境適応】
古典的管理論では、どのようなことが見過ごされていたのでしょうか、そ
して、環境に適応するとはどういうことなのでしょうか。それらについて
学びます。

キーワード：経営環境、機械的組織、有機的組織、、クローズドシステ
ム、オープンシステム、コンティンジェンシー理論、分化と統合

【事前学習】テキストの第9章（pp.142-158）を事前に確認
し、キーワードについて調べること。
また、時事的ニュース・出来事に乗り遅れないように新聞
や経済・経営関連のニュースをチェックすること。
【事後学修】テキストを再度確認し、講義中に作成したノー
トや資料を参考に復習すること。

4時間

第12回 【企業戦略のマネジメント】
経営戦略とは何でしょうか、そして現代では多くの企業が複数の事業を
行っています。それらを管理するためには、経営戦略が必要とされま
す。それはなぜでしょうか。

キーワード：経営戦略、シナジー、成長ベクトル、三つの意思決定、
PPM、多角化

【事前学習】テキストの第10章（pp.159-173）を事前に確認
し、キーワードについて調べること。
また、時事的ニュース・出来事に乗り遅れないように新聞
や経済・経営関連のニュースをチェックすること。
【事後学修】テキストを再度確認し、講義中に作成したノー
トや資料を参考に復習すること。

4時間

第13回 【競争優位のマネジメント】
企業が競争に打ち勝つためにどのような戦略が必要なのでしょうか。そ
れについて学びます。

キーワード：競争戦略、競争優位、ポジショニング・アプローチ、5フォー
ス分析、RBV（経営資源アプローチ）、三つの基本戦略

【事前学習】テキストの第11章（pp.174-188）を事前に確認
し、キーワードについて調べること。
また、時事的ニュース・出来事に乗り遅れないように新聞
や経済・経営関連のニュースをチェックすること。
【事後学修】テキストを再度確認し、講義中に作成したノー
トや資料を参考に復習すること。

4時間

第14回 【第10～13回のまとめ】
第10回から第13回の授業内容についてまとめを行います。
企業が外部環境に適応するためにどのようなことを行うかを経営戦略
についてを中心に学びました。
もう一度それらを確認しましょう。

【事前学習】テキストの第9章～第11章（pp.142-188）を事
前に確認し、キーワードについて調べること。
また、時事的ニュース・出来事に乗り遅れないように新聞
や経済・経営関連のニュースをチェックすること。
【事後学修】テキストを再度確認し、講義中に作成したノー
トや資料を参考に復習すること。

4時間

第15回 【全体のまとめ】
本授業全体のまとめと内容の確認

【事前学習】これまでの授業内容に該当するテキストの箇
所をもう一度確認すること。
【事後学修】授業で説明した箇所を中心に、自分でまとめ
たノートや資料を確認すること。

4.5時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経営管理論Ⅰ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234氏田　壮一郎

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 経営管理の基本知識と他の領域との関連性を学びます。

授業の目的及び概要
経営管理論はその生成期以後今日まで各時代の要請に応じて幅広い領域への展開を見せています。経営管理論Iでは、４コースに共通する科目とし
て、経営管理論の基本的内容を学びます。経営管理論Iでは、1.歴史的経緯 2.経営戦略 3.経営組織・組織文化 4.現代的課題という４つの事柄につい
て、テキストを用いて説明します。具体的には、1.経営管理の体系がどのように生まれてきたのか、2.環境の変化に対応して企業がどう戦略や組織構造
を変化させてきたのか、3.どのように組織構造の変革を実行したのか、4.企業の国際化に関する課題について学びます。

学修の到達目標
①経営管理に関する専門用語や基本概念、基礎理論を正しく説明することができる。
②組織が直面する問題を理解し、その解決方法を考える力を身につける。
③組織と管理、経営戦略との関係を理解し、組織の行動の原因を理解することができる。
④現代社会における経営管理上の課題を理解し、説明することができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
中間テスト実施後、テストの設問の意図と定期テストに向けて復習してほしいことについてコメントします。
また、気になる解答などをとりあげ、コメントします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

[経営]を「管理」するとはどういう意味でしょうか。実は、難しい問いです。本学部で学ぶ事柄は、多かれ少なかれ経営管理に関連しています。この経営
管理論Iでは、本学部での専門的な知識の基礎として、経営管理論に関する基本的な知識と現代の経営管理について学びます。
経営管理論Ⅰでは、まず、歴史的経緯を説明することで経営管理論の基本的枠組みを示した上で、経営戦略や組織構造など外的環境への適応、そし
て動機付けやリーダーシップといった、内的環境の適応について概説します。そして、現代の企業が抱える問題を解説します。これらによって「経営管
理」が何かを学生がイメージし、経営管理論IIや経営戦略論、経営組織論などの個々の科目での学修へと取り組んでいくことを期待します。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

600

300010

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

上野 恭裕 ,馬場 大治 編著(2016) 『経営管理論』中央経済社 
授業では、板書、パワーポイントと資料(Learning Portalに掲載)を用いて行います。

参考書

監修 吉田 和夫, 大橋 昭一, 編集 深山 明, 廣瀬 幹好, 海道 ノブチカ, (2015) ,『最新 基本経営学用語辞典 改
訂版』,　同文舘出版.

978-4502190612

978-4495357160

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 授業全体のガイダンス・経営管理論とは
本授業の全体の構成と注意事項をシラバスに基づいてガイダンスを行
います。
また、経営管理論がなぜ必要なのか、どのような歴史を持つのか授業
の各回のテーマと共に概説します。

キーワード：経営管理、マネジメント、管理職能、管理者層、トップマネジ
メント

【事前学習】シラバスを参考に、授業の構成を確認するこ
と。テキスト第1章（pp.12-pp.25）を事前に確認し、キーワー
ドについて調べること。
【事後学修】シラバスを確認し、授業の構成と目的につい
て確認すること。テキストを再度確認し、講義中に作成した
ノートや資料を参考に復習すること。

3.5時間

第2回 【企業とはどのような存在か】
企業と一口に言っても様々な形態で存在しています。それはなぜか、国
ごとに異なる特徴はなにか、について学びます。
キーワード：所有と経営の分離、株式会社、有限責任、取締役会、証券
化

【事前学習】テキストの第2章（pp.26-42）を事前に確認し、
キーワードについて調べること。
また、時事的ニュース・出来事に乗り遅れないように新聞
や経済・経営関連のニュースをチェックすること。
【事後学修】テキストを再度確認し、講義中に作成したノー
トや資料を参考に復習すること。

4時間

－213－



第3回 【マネジメントの誕生】
マネジメントの先駆者であるテイラーの科学的管理法の内容と目的に
ついて、そして、それに対するアンチテーゼとして生み出された人間関
係論について学びます。
この回で学ぶ経営管理理論は一般的に古典的管理論と呼ばれます。

キーワード：科学的管理法、作業効率、ホーソン実験、人間関係論、古
典的管理論

【事前学習】テキストの第３章（pp.43-59）を事前に確認し、
キーワードについて調べること。
また、時事的ニュース・出来事に乗り遅れないように新聞
や経済・経営関連のニュースをチェックすること。
【事後学修】テキストを再度確認し、講義中に作成したノー
トや資料を参考に復習すること。

4時間

第4回 【組織マネジメントの展開】
組織とは何か、そして、どのような集団が組織というのでしょうか。ま
た、組織のメンバーは組織にどのような影響を及ぼされているのでしょ
うか。組織の管理について学びます。

キーワード：組織、組織均衡、限定合理性、近代管理論

【事前学習】テキストの第4章（pp.60-76）を事前に確認し、
キーワードについて調べること。
また、時事的ニュース・出来事に乗り遅れないように新聞
や経済・経営関連のニュースをチェックすること。
【事後学修】テキストを再度確認し、講義中に作成したノー
トや資料を参考に復習すること。

4時間

第5回 【1〜4回のまとめ】
第1回から第４回の授業内容についてまとめを行います。
経営管理論の全体像について復習します。

【事前学習】テキスト第1章〜第4章（pp.12-77）を確認し、
復習すること。
【事後学修】講義中に作成したノートや資料を参考に復習
すること。

4時間

第6回 【モティベーション論】
仕事に対する意欲や遊びに対する意欲、違いが出るのはなぜでしょう
か。そして、意欲がそれぞれ異なる人を引っ張っていくにはどうしたらい
いのでしょうか、それらに関する理論を学びます。

キーワード：欲求階層説、動機づけ、期待理論

【事前学習】テキストの第5章（pp.78-92）を事前に確認し、
キーワードについて調べること。
また、時事的ニュース・出来事に乗り遅れないように新聞
や経済・経営関連のニュースをチェックすること。
【事後学修】テキストを再度確認し、講義中に作成したノー
トや資料を参考に復習すること。

4時間

第7回 【リーダーシップ論】
リーダーシップという言葉をよく耳にすると思いますが、それは何なので
しょうか、そしてどうしたらそれを発揮できるのでしょうか。それらについ
て学びます。

キーワード：資質論、行動論、コンティンジェンシー理論、

【事前学習】テキストの第6章（pp.93-108）を事前に確認し、
キーワードについて調べること。
また、時事的ニュース・出来事に乗り遅れないように新聞
や経済・経営関連のニュースをチェックすること。
【事後学修】テキストを再度確認し、講義中に作成したノー
トや資料を参考に復習すること。

4時間

第8回 【組織構造のマネジメント】
組織を構築する際、どのような構造がよいのでしょうか。組織構造には
どのような特徴があるのでしょうか。組織構造とは何かを学びます。

キーワード：組織構造、組織形態、職能別組織、事業部別組織、マトリッ
クス組織

【事前学習】テキストの第7章（pp.109-125）を事前に確認
し、キーワードについて調べること。
また、時事的ニュース・出来事に乗り遅れないように新聞
や経済・経営関連のニュースをチェックすること。
【事後学修】テキストを再度確認し、講義中に作成したノー
トや資料を参考に復習すること。

4時間

第9回 【組織文化のマネジメント】
組織構造が同じでも、同じことが出来るとは限りません。また、その組
織の人は、自然なことでも他の組織に属する人からは、違和感を覚え
ることがあります。それはなぜでしょうか。そして、それを変えていくには
どのようなことが必要なのでしょうか。
その要素となる組織（企業）文化について学びます。
キーワード：組織文化、下位文化、強い文化、文化の変革

【事前学習】テキストの第8章（pp.126-140）を事前に確認
し、キーワードについて調べること。
また、時事的ニュース・出来事に乗り遅れないように新聞
や経済・経営関連のニュースをチェックすること。
【事後学修】テキストを再度確認し、講義中に作成したノー
トや資料を参考に復習すること。

4時間

第10回 【６〜9回のまとめ】
第6回から第9回の授業内容についてまとめを行います。
組織内部をいかに管理するかについて復習します。

【事前学習】テキスト第5章〜第8章（pp.78-139）を確認し、
復習すること。
【事後学修】講義中に作成したノートや資料を参考に復習
すること。

4時間

第11回 【経営組織の環境適応】
古典的管理論では、どのようなことが見過ごされていたのでしょうか、そ
して、環境に適応するとはどういうことなのでしょうか。それらについて
学びます。

キーワード：経営環境、機械的組織、有機的組織、、クローズドシステ
ム、オープンシステム、コンティンジェンシー理論、分化と統合

【事前学習】テキストの第9章（pp.142-158）を事前に確認
し、キーワードについて調べること。
また、時事的ニュース・出来事に乗り遅れないように新聞
や経済・経営関連のニュースをチェックすること。
【事後学修】テキストを再度確認し、講義中に作成したノー
トや資料を参考に復習すること。

4時間

第12回 【企業戦略のマネジメント】
経営戦略とは何でしょうか、そして現代では多くの企業が複数の事業を
行っています。それらを管理するためには、経営戦略が必要とされま
す。それはなぜでしょうか。

キーワード：経営戦略、シナジー、成長ベクトル、三つの意思決定、
PPM、多角化

【事前学習】テキストの第10章（pp.159-173）を事前に確認
し、キーワードについて調べること。
また、時事的ニュース・出来事に乗り遅れないように新聞
や経済・経営関連のニュースをチェックすること。
【事後学修】テキストを再度確認し、講義中に作成したノー
トや資料を参考に復習すること。

4時間

第13回 【競争優位のマネジメント】
企業が競争に打ち勝つためにどのような戦略が必要なのでしょうか。そ
れについて学びます。

キーワード：競争戦略、競争優位、ポジショニング・アプローチ、5フォー
ス分析、RBV（経営資源アプローチ）、三つの基本戦略

【事前学習】テキストの第11章（pp.174-188）を事前に確認
し、キーワードについて調べること。
また、時事的ニュース・出来事に乗り遅れないように新聞
や経済・経営関連のニュースをチェックすること。
【事後学修】テキストを再度確認し、講義中に作成したノー
トや資料を参考に復習すること。

4時間

第14回 【第10～13回のまとめ】
第10回から第13回の授業内容についてまとめを行います。
企業が外部環境に適応するためにどのようなことを行うかを経営戦略
についてを中心に学びました。
もう一度それらを確認しましょう。

【事前学習】テキストの第9章～第11章（pp.142-188）を事
前に確認し、キーワードについて調べること。
また、時事的ニュース・出来事に乗り遅れないように新聞
や経済・経営関連のニュースをチェックすること。
【事後学修】テキストを再度確認し、講義中に作成したノー
トや資料を参考に復習すること。

4時間

第15回 【全体のまとめ】
本授業全体のまとめと内容の確認

【事前学習】これまでの授業内容に該当するテキストの箇
所をもう一度確認すること。
【事後学修】授業で説明した箇所を中心に、自分でまとめ
たノートや資料を確認すること。

4.5時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経営管理論Ⅱ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234岡村　俊一郎

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 経営管理に関する所論の歴史的発展経緯を辿り、他の領域との関連性を学びます。

授業の目的及び概要
この科目では、企業をはじめとする組織体の内部要素である、組織構造と組織メンバーのマネジメントについて、その生成と発展の足跡をたどりなが
ら、内部要素のマネジメントにはどのようなバリエーションがあるのか、それらはどのような背景や事情のもとに生まれてきたのか、どのような機能を果
たすのかについて理解を深めることによって、企業をはじめとする組織体の行動を深く理解することを目的とします。この科目の内容は、経営管理論Ⅰ
の内容と併せ、経営管理全体を構成します。
　経営戦略論や経営組織論と関連する経営学を学修するための基本的な科目です。

学修の到達目標
①職能別組織、事業部制組織などがなぜ生み出されたのか、その特徴とともにを説明できる。
②モティベーションの内容に関する理論と過程に関する理論について、それぞれの代表的な理論を説明し、その応用としての管理手法の意義と限界を
指摘できる。
③組織管理を行う立場の人が持つ、組織を管理する中での構造を管理する役割と所属する人を管理する役割の二側面を理解し、説明できる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
コメントシートでの受講生からの質問や代表的な意見をいくつかとりあげて紹介し、それに対する私の意見を述べます。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

経営管理論Ⅱで扱う主な領域は「組織と人のマネジメント」です。そして、その歴史的発展経緯をメインに説明します。経営組織論や管理モデルについて
の基礎知識を習得したいと考えている受講生さん向けの科目です。ただし、この科目では、経営組織論と管理モデルの相互関連にも注意して講義して
いきます。履修にあたっては、専門用語や断片的知識をただ集積するのではなく、講義やプリントがどのような話の流れ(論理)で進んでいるのか、話と
話のつながりにつねに留意することが大切です。経営管理論Ⅰもあわせて履修することをおすすめします。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

600

030010

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

特になし。
授業では、板書、パワーポイントと資料(Learning Portalに掲載)を用いて行います。

参考書

監修 吉田 和夫, 大橋 昭一, 編集 深山 明, 廣瀬 幹好, 海道 ノブチカ, (2015) ,『最新 基本経営学用語辞典 改
訂版』,　同文舘出版.

特になし。

978-4495357160

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス
授業全体の進め方と経営管理論Ⅰとの関連を説明します。

【事前学習】シラバスを確認し、日々発生する企業にかか
わるニュース・出来事についてチェックすること。
【事後学修】シラバスを確認し復習すること。

3.5時間

第2回 組織管理と経営管理
企業の経営において直面する二つの問題について説明し、経営管理と
組織管理は、それらとどのような関連があるかを学びます。

キーワード：集団と組織、経営管理、組織管理

【事前学修】組織管理とは何かを調べ、経営管理との違い
を確認すること。同時に日々発生する企業にかかわる
ニュース・出来事についてチェックすること。
【事後学修】経営管理論Iで扱った経営戦略と経営管理と
の関連との違いを確認すること。

4時間

第3回 科学的管理法
科学的管理法の歴史的背景、経営管理論の源流とされる理由、その体
系性、当時の社会への影響等について解説し、伝統的モデルの特徴に
ついて学びます。

キーワード：成行管理、組織的怠業、科学的管理法、課業管理、動作研
究、計画部、職能別組織、経済人モデル

【事前学習】F.W.テイラーの科学的管理法について調べ、
それが生み出された背景を確認すること。同時に日々発
生する企業にかかわるニュース・出来事についてチェック
すること。
【事後学修】科学的管理法が必要とされたあるいは必要だ
と思われたのはなぜか、講義内容・ノートを確認して復習
してください。

4時間
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第4回 管理原則と管理過程論
伝統的モデルが契機となって生まれてきた多様な管理職能論について
解説し、それらの吟味と帰結について考察します。
出来高給から職務給までの歴史的発展の論理について解説し、伝統
的モデルの基本的考え方について考察します。

キーワード：管理原則、マネジメントサイクル

【事前学習】アンリ・ファヨールの管理原則論を調べ、科学
的管理法からどのように発展したかを確認すること。同時
に日々発生する企業にかかわるニュース・出来事につい
てチェックすること。
【事後学修】出来高給と職務給の違いについて説明できる
か、マネジメントサイクルについて講義内容・ノートを参照
して復習してください。

4時間

第5回 フォードとGM
伝統的モデルの特徴を色濃く反映する２つの現代的な管理への応用
（ケース）について解説し、考察します。

キーワード：移動組み立て方式、奉仕動機、分権組織、フルライン戦略

【事前学習】伝統的モデルを企業経営に取り入れ、より実
践的に修正するとしたらどのようになるか検討すること。同
時に日々発生する企業にかかわるニュース・出来事につ
いてチェックすること。
【事後学修】ケースでとりあげた二社の違いを講義内容・
ノートを参照して復習してください。

4時間

第6回 ホーソン実験と人間関係論
伝統的モデルの検証実験に失敗したホーソン実験と新たに提起された
人間関係モデルについて解説し、このモデルの意義について考察しま
す。

キーワード：社会人モデル、人間関係、動機づけ、非公式組織

【事前学習】伝統的モデルの内容を確認し、その問題点を
検討すること。同時に日々発生する企業にかかわるニュー
ス・出来事についてチェックすること。
【事後学修】ホーソン実験はどのような実験なのかを講義
内容・ノートを参照して復習してください。

4時間

第7回 自己実現と社会人モデル
モティべーションについてその一般的意義、欲求理論、過程理論につい
て考察します。

キーワード：自己実現欲求、５段階欲求

【事前学習】人間関係論の内容を確認し、人を動機付ける
にはどうしたらいいかを検討すること。同時に日々発生す
る企業にかかわるニュース・出来事についてチェックする
こと。
【事後学修】マズローの五段階欲求仮説や社会人モデル
についてを講義内容・ノートを参照して復習してください。

4時間

第8回 近代的組織管理論と経営人モデル
従業員の動機付けと組織の管理を両立させるにはどうしたら良いか。
それの論理を提案したのが近代的組織管理論です。ここで示されたモ
デルは、今現在でも非常に大きな影響力を持っています。それについ
て説明し、組織と個人の管理ついて考えます。

キーワード：誘因、貢献意欲、個人目標、組織目標、コミュニケーショ
ン、自律型モデル、有効性、効率性

【事前学習】人間関係論と伝統的組織管理論を統合する
方法を検討すること。同時に日々発生する企業にかかわ
るニュース・出来事についてチェックすること。
【事後学修】C.I.バーナードの誘因ー貢献モデルやH.A.サイ
モンの経営人モデルについてを講義内容・ノートを参照し
て復習してください。

4時間

第9回 動機づけと組織学習
動機付けの具体的な方法として、組織学習や欲求仮説が考え出されま
した。それらの内容について説明し、学習効果や動機付けについて考
えます。

キーワード：X理論、Y理論、衛生要因、期待要因、既存戦略、アンラー
ニング

【事前学習】どのようなことがあれば意欲が湧くかそして、
新しいことの学習を人に促すにはどうしたら良いかそれを
検討してみてください。同時に日々発生する企業にかかわ
るニュース・出来事についてチェックすること。
【事後学修】マクレガーやハーズバーグなどの諸論につい
てを講義内容・ノートを参照して復習してください。

4時間

第10回 組織文化と組織構造
組織内の個人の行動を誘導したり、帰属意識を高めたりするものに組
織文化や組織構造があります。それらの組織内の個人への影響や弊
害について説明します。

キーワード：組織文化、公式組織、非公式組織、組織文化の逆機能、事
業部制組織、マトリックス組織、SBU、プロジェクト組織、カンパニー制組
織

【事前学習】特定の組織の構造や文化でしにくこと・しやす
いことはあるのでしょうか。それを検討してみてください。
同時に日々発生する企業にかかわるニュース・出来事に
ついてチェックすること。
【事後学修】組織文化と組織構造や経営理念との関係に
ついてを講義内容・ノートを参照して復習してください。

4時間

第11回 組織変革と組織学習
組織は、必要に応じて変革が求められます。現代では、外部環境の変
化が速く、それの対応が求められます。そのためには何が必要でしょう
か？組織変革のモデルとそれを組織内に波及させる組織学習の仕組
みについて考えます。

キーワード：SECIモデル、暗黙知、形式知

【事前学習】変革が必要となった時、どうしたら良いかを検
討してみてください。同時に日々発生する企業にかかわる
ニュース・出来事についてチェックすること。
【事後学修】学習の仕組みや組織文化の変革についてを
講義内容・ノートを参照して復習してください。

4時間

第12回 リーダーシップとコミュニケーション
組織内の仕組みを変革しても、そのなかで実際に活動する個人が行動
してくれなければ意味がありません。人の行動を変えるにはどうしたら
良いでしょうか。人と人とのコミュニケーション、あるいは、リーダーシッ
プについて考察します。

キーワード：リーダーシップ、コンティンジェンシー、リーダー、フォロワー

【事前学習】仕組みやルールを変えただけで、それに他人
はついていくでしょうか、人の行動を変えるにはどういうこ
とが必要とされるかを検討してください。同時に日々発生
する企業にかかわるニュース・出来事についてチェックす
ること。
【事後学修】コミュニケーションとリーダーシップについてを
講義内容・ノートを参照して復習してください。

4時間

第13回 トヨタとボルボ
組織管理と生産方式について、対照的なやり方をとる二社の例をとりあ
げ、どのような背景からこれらの方式が生み出されたかを検討します。

キーワード：JIT方式、自働化、チーム生産方式、労働の人間化

【事前学習】トヨタとボルボの車のイメージや会社の印象を
考えてください。同時に日々発生する企業にかかわる
ニュース・出来事についてチェックすること。
【事後学修】両社の組織管理のやり方についてを講義内
容・ノートを参照して復習してください。

4時間

第14回 企業の国際化と組織管理
国を跨いだ企業において発生する異文化経営について学びます。

キーワード：文化の次元、国際化、異文化理解、グローバル組織、現地
化

【事前学習】国を跨いで組織を拡大させる際には何が必要
とされるかを検討してください。同時に日々発生する企業
にかかわるニュース・出来事についてチェックすること。
【事後学修】企業組織内で国際化はどのような効果をもた
らすかを講義内容・ノートを参照して復習してください。

4時間

第15回 総括
授業全体の総括とまとめを行います。

【事前学習】組織管理と経営管理、そして経営戦略の関連
性を検討してください。同時に日々発生する企業にかかわ
るニュース・出来事についてチェックすること。
【事後学修】組織と戦略、そして環境を調整するにはどうし
たら良いかを講義内容・ノートを参照して検討してくださ
い。

4.5時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経営管理論Ⅱ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234水野　清

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 経営管理全般について、基礎から専門科目へステップアップするための基本内容を学修します。

授業の目的及び概要
経営管理論Ⅰでは、「古典的管理論」と「近代管理論」の議論を検討し経営管理論の全体像を明らかにします。また、モティベーションやリーダーシップに
ついて講義を展開します。
経営管理論Ⅱでは、「組織内部・外部のマネジメント」等について、講義を展開します。
この授業を受講することにより、経営の知識を活かしながら考え、企業、行政、NPOなどでマネジメント能力を発揮し、地域や企業の発展に貢献できる基
本的な知識の修得を目的とします。

学修の到達目標
・経営管理全般にわたり、基礎知識を修得する。
・関心のある経営管理領域を見つける。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
中間レポートについては、授業内で解説し、フィードバックします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告

本科目の担当教員は、民間企業でマーケティング戦略の企画・立案や組織のマネジメント業務に従事してきた。本科目では、これらの実務経験を活かし
た授業を行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

・この科目は「連続履修」であり、ⅠとⅡの両方を履修して内容が完結するので、Ⅰの単位習得後は直ちにⅡを履修してください。
・企業経験も織り混ぜながら具体的な組織マネジメントについて実践的な内容を提供します。
・日頃から日本経済新聞やビジネス誌を読んで、世界や日本の経営事情に関する出来事を把握してください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

600

020020

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

上野恭裕・馬場大治編著『経営管理論』(中央経済社,2016年)

参考書

P・ドラッカー著, 上田惇生訳 『マネジメント　基本と原則』(ダイヤモンド社 ,2001年)

978-4-502-19061-2

978-4478410233

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 「ガイダンス」
この科目の目的・目標、授業の進め方・受け方、成績評価などについ
て、授業計画の詳細とともに説明します。
「組織構造のマネジメント(1)」
①組織構造とは何か②官僚制組織について学修します。

(事前学修)
この科目のシラバスを読み込むとともに、受講するにあ
たってのポイントについて確認しておいて下さい。また、テ
キストの第7章当該部分を一通り読み、予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第7章当該部分、ノートを読み返し、あらためて
ポイントになるところは何かを考えながら復習して下さい。

4時間

第2回 「組織構造のマネジメント(2)」
③組織形態④組織構造の発展について学修します。

(事前学修)
テキストの第7章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第7章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第3回 「組織文化のマネジメント(1)」
①組織文化とは何か②組織文化の機能と逆機能③組織文化の形成と
変革について学修します。

(事前学修)
テキストの第8章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第8章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間
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第4回 「組織文化のマネジメント(2)」
③組織文化の形成と変革について学修します。

(事前学修)
テキストの第8章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第8章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第5回 「経営組織の環境適応(1)」
①環境適応の必要性②コンティンジェンシー理論の誕生について学修
します。

(事前学修)
テキストの第9章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第9章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第6回 「経営組織の環境適応(2)」
③コンティンジェンシー理論の発展④コンティンジェンシー理論の意義と
限界について学修します。

(事前学修)
テキストの第9章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第9章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第7回 「第1回～第6回の学修内容の再確認」
第1回～第6回までに学修してきた内容の再確認を進めるため、実在す
る企業の取り組む経営管理についての事例を取り上げ、これまで学修
した理論を使ってどのように考えられるのかを確認します。

(事前学修)
あらためてテキストの第7章～第9章、当該部分のレジュメ
資料、ノートを一通り読み返し、わからない所がないように
しておいて下さい。
(事後学修)
当該部分のレジュメ資料、ノートを読み返し、あらためてポ
イントになるところは何かを考えながら復習して下さい。

4時間

第8回 「企業戦略のマネジメント(1)」
①経営戦略とは何か②ドメインの設定について学修します。

(事前学修)
テキストの第10章、当該部分のレジュメ資料を一通り読
み、予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第10章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第9回 「企業戦略のマネジメント(2)」
③多角化④多角化企業の資源配分について学修します。

(事前学修)
テキストの第10章、当該部分のレジュメ資料を一通り読
み、予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第10章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第10回 「競争優位のマネジメント(1)」
①競争優位とは何か②ポジショニング・アプローチについて学修しま
す。

(事前学修)
テキストの第11章、当該部分のレジュメ資料を一通り読
み、予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第11章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第11回 「競争優位のマネジメント(2)」
③経営資源アプローチ④競争優位のタイプについて学修します。

(事前学修)
テキストの第11章、当該部分のレジュメ資料を一通り読
み、予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第11章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第12回 「イノベーションのマネジメント(1)」
①イノベーションとは何か②イノベーションの発生について学修します。

(事前学修)
テキストの第12章、当該部分のレジュメ資料を一通り読
み、予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第12章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第13回 「イノベーションのマネジメント(2)」
③イノベーションの全体像④イノベーション・メカニズムの解明に向けて
について学修します。

(事前学修)
テキストの第12章、当該部分のレジュメ資料を一通り読
み、予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第12章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第14回 「第8回～第13回の学修内容の再確認」
第8回～第13回までに学修してきた内容の再確認を進めるため、実在
する企業の取り組む経営管理についての事例を取り上げ、これまで学
修した理論を使ってどのように考えられるのかを確認します。

(事前学修)
あらためてテキストの第10章～第12章、当該部分のレジュ
メ資料、ノートを一通り読み返し、わからない所がないよう
にしておいて下さい。
(事後学修)
当該部分のレジュメ資料、ノートを読み返し、あらためてポ
イントになるところは何かを考えながら復習して下さい。

4時間

第15回 「全体のまとめ」
これまで取り扱ってきた内容について振り返るとともに、あらためて重
要なポイントは何かについて確認します。

(事前学修)
あらためてテキストの第7章～第12章、当該部分のレジュ
メ資料、ノートを一通り読み返し、わからない所がないよう
にしておいて下さい。
(事後学修)
授業で確認された重要ポイントを中心にテキスト、レジュメ
資料、ノートを読み返し、復習して下さい。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経営管理論Ⅱ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234朴　亨珠

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 経営管理の内部要素である組織と個人のマネジメントについて学びます。

授業の目的及び概要
この科目では、経営管理における内部要素である組織そのものと組織構成員のマネジメントについて、その生成と発展の跡をたどりながら、広範な知識
を包括的に学習します。経営管理に関する理論およびケース分析を通じて、基本的な概念、理論的背景、および実践的な理解を深かめることをその目
的とします。この科目の内容は、経営管理論Ⅰのそれと併せ、経営管理全体を構成します。経営学を学修するための基本的な科目です。

学修の到達目標
・経営管理の基本概念を理解し、説明できる。
・経営管理の理論的背景に関する理解を深める。
・習得した経営管理の知識を用いて、現実の経営現象を説明できる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
・受講生からの有意義な質問や意見を紹介し、それに対する答えを提示します。
・レポートの提出期限後、その内容を授業内で解説します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

経営管理論Ⅱで扱う主な領域は「組織と人のマネジメント」です。特に「人のマネジメント」は経営管理論の「源流」に相当する領域です。経営組織論や管
理モデルについての基礎知識を習得したいと考えている受講生さん向けの科目です。ただし、この科目では、経営組織論と管理モデルの相互関連にも
注意して講義していきます。履修にあたっては、専門用語や断片的知識をただ集積するのではなく、講義やプリントがどのような話の流れ(論理)で進ん
でいるのか、話と話のつながりにつねに留意することが大切です。経営管理論Ⅰもあわせて履修することをおすすめします。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

500

030020

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

マネジメント入門，スティーブンP.ロビンス他，ダイヤモンド社，2014年

参考書

①経営管理(新版)，塩次喜代明・高橋伸夫・小林敏男，有斐閣アルマ，2009年
②最新 基本経営学用語辞典 (改訂版)，監修　吉田和夫・大橋昭一，編集　深山明・海道ノブチカ・廣瀬幹好，
同文舘出版，2015年

978-4-478-02816-2

①978-4-641-12375-5
②978-4-495-35716-0

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 「ガイダンス」
この科目の目的や構成、授業の進め方、評価などを説明します。

「マネジャーとマネジメント」
マネジャーやマネジメントの定義、役割、そして必要性について学びま
す。

【事前学習】
シラバスを確認し、テキストの第1章を事前に読むこと。
【事後学修】
テキスト、レジュメ資料、ノートを読み返し、ポイントになる
ことを復習すること。

3.5時間

第2回 「マネジメント環境」
マネジメントにおける外部環境と組織文化について学びます。

【事前学習】
シラバスを確認し、テキストの第2章を事前に読むこと。
【事後学修】
テキスト、レジュメ資料、ノートを読み返し、ポイントになる
ことを復習すること。

4時間

第3回 「マネジメント全般に関わる課題」
グローバリゼーション、社会の期待、そして倫理的行動などマネジメント
全般に関わる課題について学びます。

【事前学習】
シラバスを確認し、テキストの第3章を事前に読むこと。
【事後学修】
テキスト、レジュメ資料、ノートを読み返し、ポイントになる
ことを復習すること。

4時間

第4回 「意思決定の基礎」
マネジャーによる意思決定のプロセスや条件、そして課題について学
びます。

【事前学習】
シラバスを確認し、テキストの第4章を事前に読むこと。
【事後学修】
テキスト、レジュメ資料、ノートを読み返し、ポイントになる
ことを復習すること。

4時間
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第5回 「計画策定の基本」
マネジメントの主要活動である計画策定の意味、目的、方法について
学びます。

【事前学習】
シラバスを確認し、テキストの第5章を事前に読むこと。
【事後学修】
テキスト、レジュメ資料、ノートを読み返し、ポイントになる
ことを復習すること。

4時間

第6回 「組織の構造と設計」
組織設計における重要要素、条件、課題について学びます。

【事前学習】
シラバスを確認し、テキストの第6章を事前に読むこと。
【事後学修】
テキスト、レジュメ資料、ノートを読み返し、ポイントになる
ことを復習すること。

4時間

第7回 「人材管理」
人材管理のプロセスや影響要因、人材の選抜や評価、そして補償につ
いて学びます。

【事前学習】
シラバスを確認し、テキストの第7章を事前に読むこと。
【事後学修】
テキスト、レジュメ資料、ノートを読み返し、ポイントになる
ことを復習すること。

4時間

第8回 「変革とイノベーションのマネジメント」
組織変革とそのプロセス、そして抵抗について学びます。

【事前学習】
シラバスを確認し、テキストの第8章を事前に読むこと。
【事後学修】
テキスト、レジュメ資料、ノートを読み返し、ポイントになる
ことを復習すること。

4時間

第9回 「個人行動の基礎」
組織行動の基礎的概念を理解するため、マネジメントに影響を与える
組織内の個人の態度、性格、認知などについて学びます。

【事前学習】
シラバスを確認し、テキストの第9章を事前に読むこと。
【事後学修】
テキスト、レジュメ資料、ノートを読み返し、ポイントになる
ことを復習すること。

4時間

第10回 「チームマネジメント」
組織内のグループの発展過程、行動、そして有効なチームマネジメント
について学びます。

【事前学習】
シラバスを確認し、テキストの第10章を事前に読むこと。
【事後学修】
テキスト、レジュメ資料、ノートを読み返し、ポイントになる
ことを復習すること。

4時間

第11回 「モチベーション」
モチベーションの定義、理論、課題について学びます。

【事前学習】
シラバスを確認し、テキストの第11章を事前に読むこと。
【事後学修】
テキスト、レジュメ資料、ノートを読み返し、ポイントになる
ことを復習すること。

4時間

第12回 「リーダーシップとマネジメント・コミュニケーション」
リーダーシップの定義、理論、課題、そして効果的なコミュニケーション
やその影響要因について学びます。

【事前学習】
シラバスを確認し、テキストの第12章、第13章を事前に読
むこと。
【事後学修】
テキスト、レジュメ資料、ノートを読み返し、ポイントになる
ことを復習すること。

4時間

第13回 「コントロール」
コントロールの本質、重要性、そしてその内容や課題について学びま
す。

【事前学習】
シラバスを確認し、テキストの第14章を事前に読むこと。
【事後学修】
テキスト、レジュメ資料、ノートを読み返し、ポイントになる
ことを復習すること。

4時間

第14回 「オペレーション・マネジメント」
バリューチェーン・マネジメントの特性、目的、手法について学びます。

【事前学習】
シラバスを確認し、テキストの第15章を事前に読むこと。
【事後学修】
テキスト、レジュメ資料、ノートを読み返し、ポイントになる
ことを復習すること。

4時間

第15回 「総括」
授業全体の内容を振り返ることとともに、改めて重要なポイントを確認
します。

【事前学習】組織管理と経営管理、そして経営戦略の関連
性を検討してください。同時に日々発生する企業にかかわ
るニュース・出来事についてチェックすること。
【事後学修】組織と戦略、そして環境を調整するにはどうし
たら良いかを講義内容・ノートを参照して検討してくださ
い。

4.5時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 人的資源管理論（経営学部）／労務管理論Ⅰ（経済学部） 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234城戸　亮

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 日本企業等の組織において、人が仕事をすること、人に仕事をさせることに関する管理について、学修します。

授業の目的及び概要
人生において、働くことは大きな部分を占めています。職場における仕組み、制度、経営者や働く者の意識を学ぶことは、社会に出る前の準備として必
要となります。また、就職活動をする上でも参考となります。大学卒業後、社会に出て働く際に、職場において⽣じている様々な問題、現象について理解
し、解決する能力を身につけることを授業の目的とします。皆さんが実際に就職し働く現場では、様々な人にまつわる悩ましい問題に１年目からぶつか
ることと思います。その際に、「使える知識・考え方」を学修します。

学修の到達目標
人的資源管理の理論を理解し、説明することができる。
人的資源管理の仕組み、現状、課題について、理解し説明することができる。
日本的な働き方について、理解し、説明することができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
中間テストは、採点した上で返却します。提出課題は、講評を付して返却します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

「働くこと」について、知ることは、これから社会に出る学生にとって重要です。インターンシップ、就職活動にも役立ちます。また、業種によっては、若い
頃から様々な人を動かしながら仕事をしていかなければならない場合もあり、経営学の科目の中でも、就職後実践で最も活用するものです。新聞、雑
誌、ニュース、ドキュメンタリーなどでも「働くこと」は頻繁に取り上げられる題材です。これらにも広く関心を持つとともに、身近な働いている人に「職場が
どのようなものなのか」を色々な機会に聞いておいてください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

500

3010010

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

人的資源管理（ベーシック＋），上林憲雄編，中央経済社，2016年

参考書

Management Text 人事管理入門第3版，今野浩一郎・佐藤博樹，日本経済新聞出版，2020年

9784502169618

9784532135027

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス
授業の進め方、概要、成績評価の方法など、ガイダンスを行います。

【予習】人的資源管理について、図書館、書店で関連の書
籍を見てみたり、インターネットで検索を行い、人的資源管
理のイメージを掴んでおいてください。
【復習】テキストを購入し、全体を見て、どのような内容が
あるのかを認識しておいてください。

4時間

第2回 第1章人的資源管理入門
人的資源管理とは何か、役割、特徴

【予習】第1章を一読し、わからない用語などを調べておき
ます。
【復習】授業の内容を思い出し、もう一度該当箇所を読ん
で理解しておきます。

4時間

第3回 第2章人間モデル
人間モデル、経済人モデル、社会人モデル、テイラーの科学的管理法、
ホーソン実験

【予習】第2章を一読し、わからない用語などを調べておき
ます。
【復習】授業の内容を思い出し、もう一度該当箇所を読ん
で理解しておきます。

4時間

第4回 第3章戦略的人的資源管理
企業の戦略と人の管理との関係
第4章組織能力
戦略と競争優位、人的資源管理の関係性

【予習】第3・4章を一読し、わからない用語などを調べてお
きます。
【復習】授業の内容を思い出し、もう一度該当箇所を読ん
で理解しておきます。

4時間

第5回 第5章組織構造
組織設計、職務設計、分業と調整
第6章モチベーション
マズローの欲求階層説、ハーズバーグの動機付け－衛生理論、マグレ
ガーのX理論・Y理論

【予習】第5・6章を一読し、わからない用語などを調べてお
きます。
【復習】授業の内容を思い出し、もう一度該当箇所を読ん
で理解しておきます。

4時間
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第6回 第7章リーダーシップ
リーダーシップの意義、資質、行動パターン
第8章コミットメント
情緒的コミットメント、功利的コミットメント

【予習】第7・8章を一読し、わからない用語などを調べてお
きます。
【復習】授業の内容を思い出し、もう一度該当箇所を読ん
で理解しておきます。

4時間

第7回 中間総括
第1章～第8章までの復習
中間テスト

【予習】第1～8章までを授業を思い出し復習し、学修した
知識の整理をしておきます。
【復習】授業の内容を思い出し、もう一度該当箇所を読ん
で知識の定着を図ります。

4時間

第8回 第9章雇用
人と職務のマッチング、採用、異動、昇進・昇格、退職

【予習】第9章を一読し、わからない用語などを調べておき
ます。
【復習】授業の内容を思い出し、もう一度該当箇所を読ん
で理解しておきます。

4時間

第9回 第10章人材育成
OJT、Off-JT、自己啓発、キャリア

【予習】第10章を一読し、わからない用語などを調べておき
ます。
【復習】授業の内容を思い出し、もう一度該当箇所を読ん
で理解しておきます。

4時間

第10回 第11章評価
目標管理、評価の4要素、評価パイアス

【予習】第11章を一読し、わからない用語などを調べておき
ます。
【復習】授業の内容を思い出し、もう一度該当箇所を読ん
で理解しておきます。

4時間

第11回 第12章昇進
昇進競争、昇進ルール、キャリアプラトー

【予習】第12章を一読し、わからない用語などを調べておき
ます。
【復習】授業の内容を思い出し、もう一度該当箇所を読ん
で理解しておきます。

4時間

第12回 第13章賃金
職能給、職務給

【予習】第13章を一読し、わからない用語などを調べておき
ます。
【復習】授業の内容を思い出し、もう一度該当箇所を読ん
で理解しておきます。

4時間

第13回 第14章労使関係
労働組合、労使交渉、労使協議制

【予習】第14章を一読し、わからない用語などを調べておき
ます。
【復習】授業の内容を思い出し、もう一度該当箇所を読ん
で理解しておきます。

4時間

第14回 第15章国際人的資源管理
多国籍企業、海外派遣者
日本的働き方の仕組み

【予習】第15章と配付資料を一読し、わからない用語など
を調べておきます。
【復習】授業の内容を思い出し、もう一度該当箇所を読ん
で理解しておきます。

4時間

第15回 全体総括
前半部分及び第9章～第15章、日本的な働き方の復習

【予習】テキストと配付資料を授業を思い出し復習し、学修
した知識の整理をしておきます。
【復習】授業の内容を思い出し、もう一度該当箇所を読ん
で知識の定着を図ります。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 人的資源管理論（経営学部）／労務管理論Ⅰ（経済学部） 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234服部　良子

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ “働くこと”および“働く人”（人的資源）を管理する制度と理論を学ぶ。

授業の目的及び概要
１．人的資源管理（労務管理）の理論を学ぶ。
２．人的資源管理のシステム（仕組み）を学ぶ。
３．人的資源管理の新しい傾向を知る。

学修の到達目標
１．人的資源管理（労務管理）の理論を理解する。
２．人的資源管理のシステム（仕組み）を理解する。
３．人的資源管理の新しい傾向を理解する。

授業の方法
この科目は遠隔授業で行われます。詳細についてはLearning Portalを確認してください。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
ラーニングポータルのディスカッションにおいて質問を受け回答する。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

１．働くことについての基礎知識獲得の機会としていただきたい。
２．学ぶことによって想像力と判断力を獲得が可能になる。そして想像力と判断力は，多様な情報や事柄の「インプット」とそれについての「思考」によっ
て獲得可能である。
３．講義によって「理論」と「ケース」を学ぶことは，同時に現代社会の激変する社会事情全般を知ることなしには不可能である。“プレ社会人”として日々
の社会情勢・国際情勢のニュースを摂取し続けることが必要である。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

030

0301030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

上林憲雄『人的資源管理』中央経済社　ISBN  9784502169618

参考書

講義の進行に応じて紹介する。

9784502169618
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 第1回　オリエンテーションとガイダンス
講義内容，講義計画その他について全般的説明をおこなう。

１．テキストおよび参考文献を読む。
２．受講後，受講内容を200字程度のまとめとして記録す
る。講義中に「ノート」や「メモ」をとると自動的に作成でき

4時間

第2回 第2回　人的資源管理とは １．テキストおよび参考文献を読む。
２．受講後，受講内容を200字程度のまとめとして記録す
る。講義中に「ノート」や「メモ」をとると自動的に作成でき

4時間

第3回 第3回　組織と人的資源 １．テキストおよび参考文献を読む。
２．受講後，受講内容を200字程度のまとめとして記録す
る。講義中に「ノート」や「メモ」をとると自動的に作成でき

4時間

第4回 第4回　組織設計と人的資源管理 １．テキストおよび参考文献を読む。
２．受講後，受講内容を200字程度のまとめとして記録す
る。講義中に「ノート」や「メモ」をとると自動的に作成でき

4時間

第5回 第5回　人的資源管理システム　採用と移動 １．テキストおよび参考文献を読む。
２．受講後，受講内容を200字程度のまとめとして記録す
る。講義中に「ノート」や「メモ」をとると自動的に作成でき

4時間

第6回 第6回　人的資源管理とキャリア形成 １．テキストおよび参考文献を読む。
２．受講後，受講内容を200字程度のまとめとして記録す
る。講義中に「ノート」や「メモ」をとると自動的に作成でき

4時間

第7回 第7回　人的資源管理と評価制度 １．テキストおよび参考文献を読む。
２．受講後，受講内容を200字程度のまとめとして記録す
る。講義中に「ノート」や「メモ」をとると自動的に作成でき

4時間

－223－



第8回 第8回　人的資源管理と昇進制度 １．テキストおよび参考文献を読む。
２．受講後，受講内容を200字程度のまとめとして記録す
る。講義中に「ノート」や「メモ」をとると自動的に作成でき

4時間

第9回 第9回　人的資源管理と報酬（賃金など） １．テキストおよび参考文献を読む。
２．受講後，受講内容を200字程度のまとめとして記録す
る。講義中に「ノート」や「メモ」をとると自動的に作成でき

4時間

第10回 第10回　人的資源管理と安全衛生 １．テキストおよび参考文献を読む。
２．受講後，受講内容を200字程度のまとめとして記録す
る。講義中に「ノート」や「メモ」をとると自動的に作成でき

4時間

第11回 第11回　人的資源管理と労使関係 １．テキストおよび参考文献を読む。
２．受講後，受講内容を200字程度のまとめとして記録す
る。講義中に「ノート」や「メモ」をとると自動的に作成でき

4時間

第12回 第12回　人的資源管理と退職制度 １．テキストおよび参考文献を読む。
２．受講後，受講内容を200字程度のまとめとして記録す
る。講義中に「ノート」や「メモ」をとると自動的に作成でき

4時間

第13回 第13回　人的資源管理の多様化　女性・高齢者 １．テキストおよび参考文献を読む。
２．受講後，受講内容を200字程度のまとめとして記録す
る。講義中に「ノート」や「メモ」をとると自動的に作成でき

4時間

第14回 第14回　人的資源管理と雇用形態の多様化　非正規雇用と多国籍化 １．テキストおよび参考文献を読む。
２．受講後，受講内容を200字程度のまとめとして記録す
る。講義中に「ノート」や「メモ」をとると自動的に作成でき

4時間

第15回 第15回　講義総括　人的資源管理の2019年現在 １．テキストおよび参考文献を読む。
２．受講後，受講内容を200字程度のまとめとして記録す
る。講義中に「ノート」や「メモ」をとると自動的に作成でき

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 人的資源管理論（経営学部）／労務管理論Ⅰ（経済学部） 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234服部　良子

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ “働くこと”および“働く人”（人的資源）を管理する制度と理論を学ぶ。

授業の目的及び概要
１．人的資源管理（労務管理）の理論を学ぶ。
２．人的資源管理のシステム（仕組み）を学ぶ。
３．人的資源管理の新しい傾向を知る。

学修の到達目標
１．人的資源管理（労務管理）の理論を理解する。
２．人的資源管理のシステム（仕組み）を理解する。
３．人的資源管理の新しい傾向を理解する。

授業の方法
この科目は遠隔授業で行われます。詳細についてはLearning Portalを確認してください。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
ラーニングポータルのディスカッションにおいて質問を受け回答する。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

１．働くことについての基礎知識獲得の機会としていただきたい。
２．学ぶことによって想像力と判断力を獲得が可能になる。そして想像力と判断力は，多様な情報や事柄の「インプット」とそれについての「思考」によっ
て獲得可能である。
３．講義によって「理論」と「ケース」を学ぶことは，同時に現代社会の激変する社会事情全般を知ることなしには不可能である。“プレ社会人”として日々
の社会情勢・国際情勢のニュースを摂取し続けることが必要である。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

030

0301030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

上林憲雄『人的資源管理』中央経済社　ISBN  9784502169618

参考書

講義の進行に応じて紹介する。

9784502169618
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 第1回　オリエンテーションとガイダンス
講義内容，講義計画その他について全般的説明をおこなう。

１．テキストおよび参考文献を読む。
２．受講後，受講内容を200字程度のまとめとして記録す
る。講義中に「ノート」や「メモ」をとると自動的に作成でき

4時間

第2回 第2回　人的資源管理とは １．テキストおよび参考文献を読む。
２．受講後，受講内容を200字程度のまとめとして記録す
る。講義中に「ノート」や「メモ」をとると自動的に作成でき

4時間

第3回 第3回　組織と人的資源 １．テキストおよび参考文献を読む。
２．受講後，受講内容を200字程度のまとめとして記録す
る。講義中に「ノート」や「メモ」をとると自動的に作成でき

4時間

第4回 第4回　組織設計と人的資源管理 １．テキストおよび参考文献を読む。
２．受講後，受講内容を200字程度のまとめとして記録す
る。講義中に「ノート」や「メモ」をとると自動的に作成でき

4時間

第5回 第5回　人的資源管理システム　採用と移動 １．テキストおよび参考文献を読む。
２．受講後，受講内容を200字程度のまとめとして記録す
る。講義中に「ノート」や「メモ」をとると自動的に作成でき

4時間

第6回 第6回　人的資源管理とキャリア形成 １．テキストおよび参考文献を読む。
２．受講後，受講内容を200字程度のまとめとして記録す
る。講義中に「ノート」や「メモ」をとると自動的に作成でき

4時間

第7回 第7回　人的資源管理と評価制度 １．テキストおよび参考文献を読む。
２．受講後，受講内容を200字程度のまとめとして記録す
る。講義中に「ノート」や「メモ」をとると自動的に作成でき

4時間
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第8回 第8回　人的資源管理と昇進制度 １．テキストおよび参考文献を読む。
２．受講後，受講内容を200字程度のまとめとして記録す
る。講義中に「ノート」や「メモ」をとると自動的に作成でき

4時間

第9回 第9回　人的資源管理と報酬（賃金など） １．テキストおよび参考文献を読む。
２．受講後，受講内容を200字程度のまとめとして記録す
る。講義中に「ノート」や「メモ」をとると自動的に作成でき

4時間

第10回 第10回　人的資源管理と安全衛生 １．テキストおよび参考文献を読む。
２．受講後，受講内容を200字程度のまとめとして記録す
る。講義中に「ノート」や「メモ」をとると自動的に作成でき

4時間

第11回 第11回　人的資源管理と労使関係 １．テキストおよび参考文献を読む。
２．受講後，受講内容を200字程度のまとめとして記録す
る。講義中に「ノート」や「メモ」をとると自動的に作成でき

4時間

第12回 第12回　人的資源管理と退職制度 １．テキストおよび参考文献を読む。
２．受講後，受講内容を200字程度のまとめとして記録す
る。講義中に「ノート」や「メモ」をとると自動的に作成でき

4時間

第13回 第13回　人的資源管理の多様化　女性・高齢者 １．テキストおよび参考文献を読む。
２．受講後，受講内容を200字程度のまとめとして記録す
る。講義中に「ノート」や「メモ」をとると自動的に作成でき

4時間

第14回 第14回　人的資源管理と雇用形態の多様化　非正規雇用と多国籍化 １．テキストおよび参考文献を読む。
２．受講後，受講内容を200字程度のまとめとして記録す
る。講義中に「ノート」や「メモ」をとると自動的に作成でき

4時間

第15回 第15回　講義総括　人的資源管理の2019年現在 １．テキストおよび参考文献を読む。
２．受講後，受講内容を200字程度のまとめとして記録す
る。講義中に「ノート」や「メモ」をとると自動的に作成でき

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 企業論（経営学部）／企業論Ⅰ（経済学部） 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234奥　康平

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 次の2つです。
（１）企業はいつ、どのようにできたのかについて知っていただきます。
（２）21世紀の日本の企業の特徴や課題についても学んでいただきます。

授業の目的及び概要
本講義の目的はただ1つ！「なぜ企業があるのか？」という基本的な問いに対して「平易な言葉で誰にでも回答できるようになること」です。
　講義の概要は、①資料配布による講義形式がメインとなり、②講義中、時折理解度を試す簡単なテストや課題にチャレンジし、③一定期間ごとに、さら
に深い理解を目指すために課題を出題し、それにチャレンジしていただきます、の3点から構成されます。加えて、講義中に、受講生の皆様の意見など
を伺うこともあります。

学修の到達目標
（１）企業と会社の違いを「知識のない人にも」説明できる。
（２）企業の存在意義について「知識のない人にも」説明できる。
（３）21世紀の日本の企業の特徴や抱える課題について自分なりの回答を持つことができる。
の3点を目指したいと考えます。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
講義中またはインターネットなどを用いて課題などの解説及び講評を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

（１）評価基準にある通り、授業への積極的な参加度・取組み30％、小テスト・理解度テストなど30％で合計60％に達するため、日々の講義への出席や
講義内に課す課題などへの回答が単位取得のために重要となります。逆に言えば、講義に出席し、日々の課題やテストに取り組めばある程度の点数
は保証されるともいえます。
（２）レポートなど授業外課題40％（20％×2回）も課します。事前にテーマを出して、少し期間を置いて提出していただく形式を考えております。
（３）中間試験、レポート試験、定期試験はありません。あくまで、日々の学修の積み重ねを大事に評価したいと考えています。
（４）その他は、受講生の皆様の興味・関心に応じて適宜微調整、さらには講義内容のより良いものへの修正・変更などもしながら講義を展開して参りた
いと考えます。
（５）お気づきの点などありましたら、いつでもお知らせください。それが良い講義へのヒントになる可能性が高いです。お力お貸しくださいませ。
（６）オンデマンド（遠隔）講義になった場合、（１）についてはWEB配信のテストや課題などにて代替致します。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

0
0

00

0403030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

指定しません。配布資料を用いて授業を行います。

参考書

①三戸 浩・池内 秀己・勝部 伸夫（2018）『企業論（第4版）』有斐閣。978-4641221192
②小松章（2006）『企業形態論（第3版）』新世社。978-4883840984
③細川 孝・桜井 徹（2009）『転換期の株式会社―拡大する影響力と改革課題 (現代社会を読む経営学)』ミネ
ルヴァ書房。978-4623054893

特になし。

上記の通り。

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 第1回：ガイダンス（受講上の注意、成績評価についてなど） 【予習】事前に配信・配布した資料を確認しておくこと。
【復習】資料をよく読んで気になることがあれば適宜質問ま
たはメールなどでお問合せください。

4時間

第2回 第2回：現代企業を見る視点①これまでの企業観～19世紀の企業観 【予習】事前に配信・配布した資料を確認しておくこと。
【復習】資料をよく読んで気になることがあれば適宜質問ま
たはメールなどでお問合せください。

4時間

第3回 第3回：現代企業を見る視点②20世紀の企業観 【予習】事前に配信・配布した資料を確認しておくこと。
【復習】資料をよく読んで気になることがあれば適宜質問ま
たはメールなどでお問合せください。

4時間

第4回 第4回：財・サービスの提供機関としての企業①経済発展と生活の変化 【予習】事前に配信・配布した資料を確認しておくこと。
【復習】資料をよく読んで気になることがあれば適宜質問ま
たはメールなどでお問合せください。

4時間

第5回 第5回：財・サービスの提供機関としての企業②大企業の実態 【予習】事前に配信・配布した資料を確認しておくこと。
【復習】資料をよく読んで気になることがあれば適宜質問ま
たはメールなどでお問合せください。

4時間
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第6回 第6回：財・サービスの提供機関としての企業③企業の長期戦略 【予習】事前に配信・配布した資料を確認しておくこと。
【復習】資料をよく読んで気になることがあれば適宜質問ま
たはメールなどでお問合せください。

4時間

第7回 第7回：株式会社としての企業①株式会社の機能と特徴 【予習】事前に配信・配布した資料を確認しておくこと。
【復習】資料をよく読んで気になることがあれば適宜質問ま
たはメールなどでお問合せください。

4時間

第8回 第8回：株式会社としての企業②株式会社の現実 【予習】事前に配信・配布した資料を確認しておくこと。
【復習】資料をよく読んで気になることがあれば適宜質問ま
たはメールなどでお問合せください。

4時間

第9回 第9回：大企業としての企業①大企業の支配構造 【予習】事前に配信・配布した資料を確認しておくこと。
【復習】資料をよく読んで気になることがあれば適宜質問ま
たはメールなどでお問合せください。

4時間

第10回 第10回：大企業としての企業②日本の大企業の経営者支配の実態 【予習】事前に配信・配布した資料を確認しておくこと。
【復習】資料をよく読んで気になることがあれば適宜質問ま
たはメールなどでお問合せください。

4時間

第11回 第11回：大企業としての企業③コーポレートガバナンス（企業統治） 【予習】事前に配信・配布した資料を確認しておくこと。
【復習】資料をよく読んで気になることがあれば適宜質問ま
たはメールなどでお問合せください。

4時間

第12回 第12回：組織としての企業①官僚制と企業形態 【予習】事前に配信・配布した資料を確認しておくこと。
【復習】資料をよく読んで気になることがあれば適宜質問ま
たはメールなどでお問合せください。

4時間

第13回 第13回：組織としての企業②企業組織の諸形態 【予習】事前に配信・配布した資料を確認しておくこと。
【復習】資料をよく読んで気になることがあれば適宜質問ま
たはメールなどでお問合せください。

4時間

第14回 第14回：社会的器官としての企業─企業の社会的責任（CSR） 【予習】事前に配信・配布した資料を確認しておくこと。
【復習】資料をよく読んで気になることがあれば適宜質問ま
たはメールなどでお問合せください。

4時間

第15回 第15回：まとめ─企業の社会的責任からSDGsへ─企業は誰のために
あるのか？

【予習】事前に配信・配布した資料を確認しておくこと。
【復習】資料をよく読んで気になることがあれば適宜質問ま
たはメールなどでお問合せください。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 企業論Ⅱ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234二替　大輔

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ 情報の経済理論について理解する。

授業の目的及び概要
本講義では，企業の経営活動を理論的に分析する情報の経済理論について学修します。具体的には，「成功や失敗があるビジネスにおける企業の意
思決定（期待効用理論）」，「チェーン店やフランチャイズ契約がなぜ結ばれるのか（モラル・ハザード）」，「従業員の仕事の成果の評価（モラル・ハザー
ド）」，「新規採用をする場合にどのように能力を知るか，採用される側はどのように能力を伝えるか（アドバーバース・セレクション，シグナリング）」，「顧
客の好みをどのように知るか（スクリーニング）」，「複雑な契約を結ぶ場合に発生する問題（不完備契約）」のような問題について，経済理論を用いてど
のように定義し，どのように問題を解決するかという基本的知識を身につけることが授業の目的です。またグラフや簡単な数式を用いるのでその復習も
行います。講義は，プリントを使⽤して⾏います。

学修の到達目標
この科⽬の⽬標は、以下の通り設定しています。
（1）情報の経済学の基礎知識と応用知識を得る。
（2）情報の経済学の知識を用いて，現実の問題に対して理論的に考察できる。
（3）情報の非対称性に関する企業の問題について理論的に考察できる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
問題演習については，採点した上で返却します
期末試験については，UNIVERSAL PASSPORTで解答・解説を公開します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

ミクロ経済学の内容を復習しておくと授業の理解が深まります。また，講義で取り扱った理論を現実社会に応⽤するかを授業を通じて理解できるようにし
てください。図や数式を使うこともありますが，講義で扱う内容については詳しく説明します。講義では問題演習を⾏って理解度を確かめるので，必ず復
習を⾏ってください。
新聞等で講義で取り扱った理論に関する記事について関心を持ってください。講義内容の理解が進みます。また，この講義を学ぶことで，様々な企業の
行動に関わる現象を理論的に考えられるようになります。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

700

00300

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

指定しません。
配布資料を用いて授業を行います。

参考書

①情報とインセンティブの経済学，石田潤一郎・玉田康成，有斐閣，2020年
②入門 ゲーム理論と情報の経済学，神戸伸輔，日本評論社，2004年
③ミクロ経済学・入門ービジネスと政策を読みとく（新版），有斐閣，2015年

なし

①9784641150720
②9784535554146
③9784641220478

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス：授業の概要や到達目標についてのガイダンスを行います。
また，講義の中心的なテーマとなる情報の非対称性について説明しま
す。

【予習】：シラバスと講義資料を事前に読んで，基本的な内
容について予習してください。
【復習】：授業で配布した資料を読み直し，授業内容の復
習をしてください。

4時間

第2回 期待効用理論（リスクがある状況での意思決定）について学びます。 【予習】：「期待効用理論」に関する資料を事前に読んでお
いてください。
【復習】：授業で配布した「期待効用理論」に関する資料を
読み直し，授業内容の復習をしてください。

4時間

第3回 モラル・ハザード問題について学びます。 【予習】：「モラル・ハザード」に関する資料を事前に読んで
おいてください。
【復習】：授業で配布した「モラル・ハザード」に関する資料
を読み直し，授業内容の復習をしてください。

4時間

第4回 モラル・ハザード問題の解決方法について学びます。 【予習】：「モラル・ハザード問題の解決方法」に関する資料
を事前に読んでおいてください。
【復習】：授業で配布した「モラル・ハザードの解決」に関す
る資料を読み直し，授業内容の復習をしてください。

4時間

第5回 アドバース・セレクション問題について学びます。 【予習】：「アドバース・セレクション問題」に関する資料を事
前に読んでおいてください。
【復習】：授業で配布した「アドバース・セレクション問題」に
関する資料を読み直し，授業内容の復習をしてください。

4時間
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第6回 アドバース・セレクション問題の解決方法について学びます。 【予習】：「アドバース・セレクション問題の解決方法」に関す
る資料を事前に読んでおいてください。
【復習】：授業で配布した「アドバース・セレクション問題の
解決方法」に関する資料を読み直し，授業内容の復習をし
てください。

4時間

第7回 前半の内容についてのまとめを行います。 【予習】：「第1回から第6回」に関する資料を読んで理解で
きなかったところをまとめておいてください。
【復習】：授業で配布した資料を読み直し，授業内容の復
習をしてください。

4時間

第8回 シグナリングの理論ついて学びます。 【予習】：「シグナリングの理論」に関する資料を事前に読
んでおいてください。
【復習】：授業で配布した「シグナリングの理論」に関する資
料を読み直し，授業内容の復習をしてください。

4時間

第9回 シグナリングの事例とチープトークについて学びます。 【予習】：「シグナリングの事例とチープトーク」に関する資
料を事前に読んでおいてください。
【復習】：授業で配布した「シグナリングの事例とチープトー
ク」に関する資料を読み直し，授業内容の復習をしてくださ
い。

4時間

第10回 スクリーニングの理論について学びます。 【予習】：「スクリーニングの理論」に関する資料を事前に読
んでおいてください。
【復習】：授業で配布した「スクリーニングの理論」に関する
資料を読み直し，授業内容の復習をしてください。

4時間

第11回 スクリーニングの事例（価格差別）について学びます。 【予習】：「スクリーニングの事例（価格差別）」に関する資
料を事前に読んでおいてください。
【復習】：授業で配布した「スクリーニングの事例（価格差
別）」に関する資料を読み直し，授業内容の復習をしてくだ
さい。

4時間

第12回 スクリーニングの事例（オークション）について学びます。 【予習】：「スクリーニングの事例（オークション）」に関する
資料を事前に読んでおいてください。
【復習】：授業で配布した「スクリーニングの事例（オーク
ション）」に関する資料を読み直し，授業内容の復習をして
ください。

4時間

第13回 不完備契約の理論とホールドアップ問題について学びます。 【予習】：「不完備契約の理論とホールドアップ問題」に関す
る資料を事前に読んでおいてください。
【復習】：授業で配布した「不完備契約の理論とホールド
アップ問題」に関する資料を読み直し，授業内容の復習を
してください。

4時間

第14回 不完備契約における財産権について学びます。 【予習】：「不完備契約における財産権」に関する資料を事
前に読んでおいてください。
【復習】：授業で配布した「不完備契約における財産権」に
関する資料を読み直し，授業内容の復習をしてください。

4時間

第15回 講義全体のまとめを行います。 【予習】：配布資料を読んで理解できなかったところをまと
めておいてください。
【復習】：授業で配布した資料を使って，後半の内容を復習
をしてください。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 近代経営史　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234荒木　康代

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ これまでの日本企業の歴史や経営の変化、経営者について学ぶことで、企業経営の視点から経済を学びます。

授業の目的及び概要
この授業の目的は、日本の様々な企業や経営者の歴史を概観することによって、企業経営に関わる知識を深めるとともに、企業経営のあり方が経済と
どのような関係を持っているのか、企業経営の視点から日本経済を理解することを目的とします。

学修の到達目標
・経営史を学ぶ意義について理解し、説明できる。
・明治以前から今日まで日本企業の経営の仕組みが、どのように変化してきたのか経済社会の変化と関連させながら理解し、説明できる。
・日本の企業経営が経済にどのような影響を与えてきたか、経済が経営にどのような影響を与えてきたか説明できる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
コメントシートについては翌週以降の講義内で紹介し、質問については回答、解説します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

日頃、みなさんがテレビCMなどで目にする企業はいつ、どのようにして生まれたのでしょうか、企業をとりまく環境はどのように変化してきたのでしょう
か、日本の企業はそれにどのように対処してきたのでしょうか。日本には200年以上の歴史を持つ企業が少なくありません。そのような企業はどのように
して激変する時代の荒波を生き残ってきたのでしょう。過去の歴史を知ることは、未来を切り開くヒントになります。本授業では、経営の歴史を学ぶことに
よって、これからの企業経営を考えます。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

0
0

060

020200

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

特にありません。毎回レジメを配布します。

参考書

ゼロからわかる日本経営史,橘川武郎,　日本経済新聞出版社,2018年

なし

ISBN978-4-532-11400-8

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス　授業の内容、進め方、経営史を学ぶ意義について説明しま
す。

【予習】講義に関連する文献にあたってください。
【復習】講義内で出された復習問題に回答してください（復
習）。

4時間

第2回 近代の日本の経営に影響を与えた江戸期の経営について学びます。 【予習】講義に関連する文献にあたってください。
【復習】レジメを読み直して、復習問題に回答してください。

4時間

第3回 明治の近代化と産業革命について学びます。 【予習】講義に関連する文献にあたってください。
【復習】レジメを読み直して、復習問題に回答してください。

4時間

第4回 明治期に日本に入ってきた西欧式経営の普及と明治期に活躍した企
業家について学びます。

【予習】講義に関連する文献にあたってください。
【復習】レジメを読み直して、復習問題に回答してください。

4時間

第5回 明治期の社会的企業と企業家について学びます。 【予習】講義に関連する文献にあたってください。
【復習】レジメを読み直して、復習問題に回答してください。

4時間

第6回 大正期における産業の発達と都市的ビジネスについて学びます。 【予習】講義に関連する文献にあたってください。
【復習】レジメを読み直して、復習問題に回答してください。

4時間

第7回 財閥の誕生と発展、専門経営者の誕生について学びます。 【予習】講義に関連する文献にあたってください。
【復習】レジメを読み直して、復習問題に回答してください。

4時間

第8回 財閥からコンチェルンへの変化と戦時統制について学びます。 【予習】講義に関連する文献にあたってください。
【復習】レジメを読み直して、復習問題に回答してください。

4時間

第9回 戦後の民主化・合理化と企業経営について学びます。 【予習】講義に関連する文献にあたってください。
【復習】レジメを読み直して、復習問題に回答してください。

4時間

第10回 高度成長期の企業と経営について学びます。 【予習】講義に関連する文献にあたってください。
【復習】レジメを読み直して、復習問題に回答してください。

4時間
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第11回 高度経済成長期の社会変化と企業経営、企業家について学びます。 【予習】講義に関連する文献にあたってください。
【復習】レジメを読み直して、復習問題に回答してください。

4時間

第12回 戦後の革新的企業家ソニーとホンダについて学びます。 【予習】講義に関連する文献にあたってください。
【復習】レジメを読み直して、復習問題に回答してください。

4時間

第13回 総合流通業の誕生と発展、スーパーからコンビニまでについて学びま
す。

【予習】講義に関連する文献にあたってください。
【復習】レジメを読み直して、復習問題に回答してください。

4時間

第14回 高度成長期からバブル崩壊までの日本的経営の変遷を学びます。 【予習】講義に関連する文献にあたってください。
【復習】レジメを読み直して、復習問題に回答してください。

4時間

第15回 講義内容を総括し、期末レポートに向けた準備を行います。 【復習】レジメを読み直して、復習問題に回答してください。 4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経営戦略論Ⅱ（経営学部）／経営戦略論（企業戦略）（経済学部） 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234奥　康平

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 企業戦略（全社戦略）に関する諸理論を企業事例とともに学ぶことで、企業戦略の考え方を理解する。

授業の目的及び概要
経営戦略は、ごく簡単にいうと「多数の企業がある中で、自社が他社との競争に打ち勝つことで利益をあげ続けるための長期の方針」ということができま
す。一般的に、経営戦略には、企業戦略（企業全体の長期方針）、事業戦略（企業が有する各事業ごとに応じた長期方針）、そして職能別戦略（それぞ
れの職場で効率的に事業運営を行うための長期方針）の3つのレベルで説明されます。
　この科目では、企業戦略に注目していきます。具体的には、ドメインの設定にはじまり、それに応じた、多角化戦略、M&A戦略、提携戦略、国際化戦略
などについて、企業事例を交えつつお話していきます。
　これらの講義を通じて、経営戦略の全体像を説明できるようになることに加えて、企業戦略とはどのようなものであるのかを具体的な企業事例を交え
つつ他人に説明できるようになっていただくことを最終目標に設定したいと思います。
　なお、経営戦略Ⅰも履修しておくと、総合的な経営戦略に関する知識がつくと思います。

学修の到達目標
経営戦略及び企業戦略（全社戦略）の重要な概念や理論を説明することができる。
経営戦略及び企業戦略（全社戦略）に関する知識を使用して事例を分析することができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
講義資料及び講義内容についての質問について、対面講義の場合は、講義開始前・講義終了後及び随時メールにて受け付けますので積極的にご利
用ください。
　オンライン（オンデマンド）講義の場合は、メールにて随時お受けいたしますので積極的にご利用ください。
　また、この科目は、小テストや理解度テストなどをしばしば課しますので、その成果によって成績評価をします。
そのフィードバックについては、評価結果の通知や模範解答の公表などを通じて可能な限り行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

対面講義の場合は、資料をもとに、講義形式にて学修をすすめます。資料は事前に印刷またはダウンロードしておくようにしてください。加えて、講義内
容で疑問に思った点、理解が難しかった箇所については、遠慮なく質問などしてください。後日、メールなどでも構いません。
また、講義内に何度か、理解度を確認するための簡単なテストと積極的な受講態度を確認するために、簡単な課題などを課す予定です。この2つは成
績評価の対象となりますので出席が重要となります。
その他、受講生様の興味・関心に応じて、講義内容を適宜修正しながら進めて参ります。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

0
0

00

0403030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

使用しません。適宜資料などを配布、配信致します。

参考書

配布資料は以下の参考書をベースに作成する予定です。参考書は購入必須ではありません。
しかし、より深い学修と理解のために、ご一読いただけますと、さらに深い知識と見識を得ることができます。
①『経営戦略（第3版）』，大滝精一・金井一頼・山田英夫・岩田智，有斐閣アルマ，2016年
②『経営戦略の方程式』，松崎和久，税務経理協会，2018年
③『経営戦略の課題と解明』，大月博司編，文眞堂，2019年
④『経営戦略論を学ぶ』，稲田 賢次、伊部 泰弘、名渕 浩史、吉村 泰志，創成社，2015年
⑤『経営戦略をつかむ』，淺羽 茂、牛島 辰男，有斐閣，2010年

特になし。

①9784641220652
②9784419064983
③9784830950308
④9784794424600
⑤9784641177130

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 第1回：ガイダンス─受講上の諸注意と成績評価について 【予習】資料を事前に読んでおいてください。その上でわか
らない部分や難しい部分は講義時などに随時確認するよ
うにしてください。
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。わからない言葉や概念などは自分で調べる。また
は適宜質問するようにしてください。

4時間

第2回 第2回：経営戦略基礎講座─身近にある経営戦略の考え方 【予習】資料を事前に読んでおいてください。その上でわか
らない部分や難しい部分は講義時などに随時確認するよ
うにしてください。
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。わからない言葉や概念などは自分で調べる。また
は適宜質問するようにしてください。

4時間
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第3回 第3回：企業ドメインの設定─経営資源の有効な使い方を学ぶ 【予習】資料を事前に読んでおいてください。その上でわか
らない部分や難しい部分は講義時などに随時確認するよ
うにしてください。
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。わからない言葉や概念などは自分で調べる。また
は適宜質問するようにしてください。

4時間

第4回 第4回：企業ドメインと全社戦略の重要性─広く浅く？狭く深く？ 【予習】資料を事前に読んでおいてください。その上でわか
らない部分や難しい部分は講義時などに随時確認するよ
うにしてください。
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。わからない言葉や概念などは自分で調べる。また
は適宜質問するようにしてください。

4時間

第5回 第5回：多角化戦略①─理論編 【予習】資料を事前に読んでおいてください。その上でわか
らない部分や難しい部分は講義時などに随時確認するよ
うにしてください。
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。わからない言葉や概念などは自分で調べる。また
は適宜質問するようにしてください。

4時間

第6回 第6回：多角化戦略②─事例研究 【予習】資料を事前に読んでおいてください。その上でわか
らない部分や難しい部分は講義時などに随時確認するよ
うにしてください。
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。わからない言葉や概念などは自分で調べる。また
は適宜質問するようにしてください。

4時間

第7回 第7回：多角化戦略③─競争戦略との関連 【予習】資料を事前に読んでおいてください。その上でわか
らない部分や難しい部分は講義時などに随時確認するよ
うにしてください。
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。わからない言葉や概念などは自分で調べる。また
は適宜質問するようにしてください。

4時間

第8回 第8回：M&A戦略①─メリット 【予習】資料を事前に読んでおいてください。その上でわか
らない部分や難しい部分は講義時などに随時確認するよ
うにしてください。
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。わからない言葉や概念などは自分で調べる。また
は適宜質問するようにしてください。

4時間

第9回 第9回：M&A戦略②─デメリット 【予習】資料を事前に読んでおいてください。その上でわか
らない部分や難しい部分は講義時などに随時確認するよ
うにしてください。
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。わからない言葉や概念などは自分で調べる。また
は適宜質問するようにしてください。

4時間

第10回 第10回：M&A戦略③─事例研究 【予習】資料を事前に読んでおいてください。その上でわか
らない部分や難しい部分は講義時などに随時確認するよ
うにしてください。
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。わからない言葉や概念などは自分で調べる。また
は適宜質問するようにしてください。

4時間

第11回 第11回：提携①─提携の理論 【予習】資料を事前に読んでおいてください。その上でわか
らない部分や難しい部分は講義時などに随時確認するよ
うにしてください。
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。わからない言葉や概念などは自分で調べる。また
は適宜質問するようにしてください。

4時間

第12回 第12回：提携②─事例研究 【予習】資料を事前に読んでおいてください。その上でわか
らない部分や難しい部分は講義時などに随時確認するよ
うにしてください。
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。わからない言葉や概念などは自分で調べる。また
は適宜質問するようにしてください。

4時間

第13回 第13回：国際化戦略─世界を市場に 【予習】資料を事前に読んでおいてください。その上でわか
らない部分や難しい部分は講義時などに随時確認するよ
うにしてください。
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。わからない言葉や概念などは自分で調べる。また
は適宜質問するようにしてください。

4時間

第14回 第14回：国際化戦略─事例研究 【予習】資料を事前に読んでおいてください。その上でわか
らない部分や難しい部分は講義時などに随時確認するよ
うにしてください。
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。わからない言葉や概念などは自分で調べる。また
は適宜質問するようにしてください。

4時間

第15回 第15回：まとめ─グローバル化と日本企業、そして皆さんの日常生活に
応用してみよう

【予習】資料を事前に読んでおいてください。その上でわか
らない部分や難しい部分は講義時などに随時確認するよ
うにしてください。
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。わからない言葉や概念などは自分で調べる。また
は適宜質問するようにしてください。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経営戦略論Ⅱ（経営学部）／経営戦略論（企業戦略）（経済学部） 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234岡村　俊一郎

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 経営戦略論と企業戦略、戦略的経営について学びます。

授業の目的及び概要
経営戦略論Ⅱでは、企業全体の組織構造や目的、ミッションなどとも関連する企業戦略を中心に経営戦略論の成り立ちとその対象について学びます。
日本語で言われるいわゆる経営戦略は、対象とする組織レベルによって1.企業戦略 2.事業（競争）戦略 3.競争戦略 4.機能別戦略に分類されます。この
科目では、その中でも企業全体に影響を及ぼす企業戦略について学び、企業目的と企業戦略との関連性、そして戦略的経営、そしてその理論の成り立
ちと対象について学修します。これらの学修と経営戦略論Ⅰでの学修を合わせることで、経営戦略論の緒論についての専門知識を修得できるようにな
ることを目指します。

学修の到達目標
①企業戦略に関する専門用語や基本概念、基礎理論を正しく説明することができる。
②企業戦略の決定に影響する要素を理解し、それにどう対処するか考える力を身につける。
③企業戦略と事業戦略、機能別戦略との関係を理解し、企業活動との関連を説明することができる。
④経営戦略論の領域で展開される理論について理解し、その大まかな内容を説明することができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
中間レポートで示された皆さんの代表的意見を適宜取り上げ、その意見に対して私の見解を述べます。
また、授業冒頭にて、皆さんが興味がある時事的なニュース・話題をとりあげ、それについてコメント・議論します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

授業は、資料をベースに板書とパワーポイントを用いて行います。
その際には、口頭による説明も行うため、休まず出席し、自分でノートをとることが求められます。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

600

030010

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

特になし。
授業では、板書、パワーポイントと資料(Learning Portalに掲載)を用いて行います。

参考書

監修 吉田 和夫, 大橋 昭一, 編集 深山 明, 廣瀬 幹好, 海道 ノブチカ, (2015) ,『最新 基本経営学用語辞典 改
訂版』,　同文舘出版.

なし。

978-4495357160

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス
授業全体の構成と進め方ついてシラバスを参照しながら説明します。

【事前学習】シラバスを確認し、日々発生する企業にかか
わるニュース・出来事についてチェックすること。
【事後学修】シラバスを確認し復習すること。

3.5時間

第2回 事業戦略と競争戦略
事業戦略と競争戦略の違いについて学びます。

キーワード：企業戦略、事業戦略、競争戦略、機能別戦略、三つの意思
決定

【事前学修】事業戦略と競争戦略は何が違うかを調べてお
いてください。
【事後学修】事業戦略や競争戦略が企業の何を重視して
いるかを確認してください。

4時間

第3回 組織構造と戦略①
「組織構造が先か企業戦略が先か」。かつて、この命題で議論がなされ
ました。それはそれぞれかつての企業の発展経緯を観察して述べられ
た見解です。
その歴史的経緯を辿り、企業戦略と組織構造の関係を学びます。

キーワード：組織構造、企業戦略、事業部制組織、多角化戦略、戦略的
経営

【事前学習】戦間期（第一次世界大戦と第二次世界大戦の
間）～1960年代の欧米・日本の企業や経済状況について
調べること。同時に、授業冒頭で取り上げる時事的ニュー
ス・出来事に乗り遅れないように新聞や経済・経営関連の
ニュースをチェックすること。
【事後学修】企業が経営環境や経済状況を無視することが
できる状況とはどのような状況なのかを講義中に作成した
ノートや資料を参考に復習すること。

4時間
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第4回 組織構造と戦略②
企業戦略が策定・実行されると組織構造にも影響を及ぼすことが分
かってきました。では、うまく企業戦略を策定・実行するには、何を見な
ければならないのでしょうか。
そして、激変する経済環境に適応するにはどうしたらよいのでしょうか。
それらについて学びます。

キーワード：コンティンジェンシー理論、機械的組織、有機的組織、既存
戦略、攻撃型戦略、防衛型戦略

【事前学習】1970年代頃から世界の状況が激変しました。
その原因はなにか調べてみましょう。同時に、授業冒頭で
取り上げる時事的ニュース・出来事に乗り遅れないように
新聞や経済・経営関連のニュースをチェックすること。
【事後学修】講義中で学んだ二種の戦略策定プロセスのメ
リット・デメリットを講義中に作成したノートや資料を参考に
復習すること。

4時間

第5回 企業目的と企業戦略
企業が何を求めて活動するのか、それが変化することで企業戦略も変
わってきます。
企業目的論の類型と経営理念・ミッションについて説明し、企業戦略に
それらがなぜ必要なのかを学びます。

キーワード：企業理念、経営理念、ミッション、企業目標、利益目標、生
産目標

【事前学習】現代の企業の目的が何かを調べること。同時
に、授業冒頭で取り上げる時事的ニュース・出来事に乗り
遅れないように新聞や経済・経営関連のニュースをチェッ
クすること。
【事後学修】目的を一つに絞ること、たくさんの目的を持つ
ことのメリット・デメリットについて講義中に作成したノート
や資料を参考に復習すること。

4時間

第6回 企業戦略の策定と事業ポートフォリオ・マネジメント
SWOT分析、事業ポートフォリオ・マネジメント（PPM)・成長マトリックスな
ど企業戦略の策定において用いられる手法について説明し、
企業内の資源をどこに配分すべきかを分析・判断するための理論・ツー
ルを学びます。

キーワード：外部環境分析、内部環境分析、統合環境分析、経営資源、
SWOT分析、PPM、3C分析

【事前学習】企業戦略とはどのようなものか、企業内の誰
が策定にかかわるのか調べること。同時に、授業冒頭で
取り上げる時事的ニュース・出来事に乗り遅れないように
新聞や経済・経営関連のニュースをチェックすること。
【事後学修】企業戦略を策定するのに必要な能力はなに
かを講義中に作成したノートや資料を参考に復習するこ
と。

4時間

第7回 マネージャーの仕事
ミンツバーグ(H.Mintzberg)が示したマネージャーの多岐に渡る役割とそ
の分類を説明し、企業戦略を策定するには、どの役割が不可欠かを学
びます。

キーワード：創発戦略、学習、マネージャーの役割

【事前学習】経営者や企業戦略を策定するためにはどのよ
うな役割が必要かを調べること。同時に、授業冒頭で取り
上げる時事的ニュース・出来事に乗り遅れないように新聞
や経済・経営関連のニュースをチェックすること。
【事後学修】講義中に作成したノートや資料を参考に復習
し、自分が実際に戦略を策定するとしたらどの役割を担う
割合が多くなるかをイメージしてみること。

4時間

第8回 中間レポートの講評と中間のまとめ
これまでの授業で説明した、企業戦略論の歴史と企業戦略策定におい
て必要とされる理論や概念についてのまとめと分類。

【事前学習】企業戦略の策定プロセスや歴史的経緯につ
いて改めて調べること。同時に、授業冒頭で取り上げる時
事的ニュース・出来事に乗り遅れないように新聞や経済・
経営関連のニュースをチェックすること。
【事後学修】どのように戦略を策定し、どうやって資源配分
を決定するのかを講義中に作成したノートや資料を参考に
復習すること。

4時間

第9回 企業戦略と競争戦略
1970～80年代に企業の外部環境の分析を重視する競争戦略論が隆盛
しました。その中心となったポーターの所論を中心に、企業戦略と競争
戦略との関連を学びます。

キーワード：5フォース分析、競争優位、バリューチェーン分析、ポジショ
ニング、三つの基本戦略

【事前学習】ポーターが主張した三つの基本戦略について
調べること。同時に、授業冒頭で取り上げる時事的ニュー
ス・出来事に乗り遅れないように新聞や経済・経営関連の
ニュースをチェックすること。
【事後学修】ポーターの示した競争戦略論の欠点について
講義中に作成したノートや資料を参考に復習すること。

4時間

第10回 企業戦略と事業戦略
1980年代以降に企業の内部の経営資源の分析を重視する事業戦略
論、RBV(リソース・ベースド・ビュー)が隆盛しました。その中心となった
バーニーの所論を中心に、企業戦略と事業戦略、RBVとの関連を学び
ます。
またそれ以降に生み出されたコア・コンピタンスを重視した戦略論につ
いて学びます。

キーワード：経営資源、VRIO分析、資源の再配置、リエンジニアリング、
組織能力

【事前学習】RBVについて調べること。同時に、授業冒頭で
取り上げる時事的ニュース・出来事に乗り遅れないように
新聞や経済・経営関連のニュースをチェックすること。
【事後学修】事業戦略と企業戦略との違いと関連性につい
て講義中に作成したノートや資料を参考に復習すること。

4時間

第11回 知識の管理とコア・コンピタンス経営
地球規模の競争環境の中で、いかにうちかつのか、その方策として、企
業が蓄えている「知識」や「競争優位性」をいかに管理・創造していくか
ということが問題となりました。
それらを管理することあるいは、戦略に組み込むことを目指した経営戦
略の理論について説明します。

キーワード：暗黙知、形式知、SECIモデル、コア・コンピタンス、

【事前学習】暗黙知や形式知について調べること。同時
に、授業冒頭で取り上げる時事的ニュース・出来事に乗り
遅れないように新聞や経済・経営関連のニュースをチェッ
クすること。
【事後学修】SECIモデルとは何かを講義中に作成したノー
トや資料を参考に復習すること。

4時間

第12回 多角化戦略①
多角化戦略について、多角化を選択する意義・目的を学ぶ

キーワード：関連多角化、非（無）関連多角化、アンゾフの成長マトリック
ス、統合戦略

【事前学習】シナジー効果・範囲の経済性について調べる
こと。同時に、授業冒頭で取り上げる時事的ニュース・出
来事に乗り遅れないように新聞や経済・経営関連のニュー
スをチェックすること。
【事後学修】多角化戦略を採用することによって経営管理
や組織構造はどのような影響を及ぼされるかを講義中に
作成したノートや資料を参考に復習すること。

4時間

第13回 多角化戦略②
多角化戦略に対して、組織内の構成員によって感度が異なる。それ
は、組織内で任される役割が原因である。それを学びます。

キーワード：無関連多角化、多角化のメリット・デメリット、コングロマリッ
ト・ディスカウント、資産特殊性

【事前学習】多角化を行いやすい組織構造、多角化に推進
しやすい部署について調べること。同時に、授業冒頭で取
り上げる時事的ニュース・出来事に乗り遅れないように新
聞や経済・経営関連のニュースをチェックすること。
【事後学修】多角化戦略による組織構造の変更とそれに対
してステークホルダーはどんな反応をしがちであるかを講
義中に作成したノートや資料を参考に復習すること。

4時間

第14回 M&A か戦略提携か
他社をM&Aする場合のメリット・デメリット、そして、他社と競争しあうこ
と・協力することのメリット・デメリットを学ぶ

キーワード：ジョイント・ベンチャー、業務提携、業務・資本提携、ネット
ワーク外部性

【事前学習】脅威と機会の分析ツールについて改めて調
べ、M&Aするか否かをどう判断するかを考えること。同時
に、授業冒頭で取り上げる時事的ニュース・出来事に乗り
遅れないように新聞や経済・経営関連のニュースをチェッ
クすること。
【事後学修】M&Aしない方がいい場合はどのような時かを
講義中に作成したノートや資料を参考に復習すること。

4時間

第15回 総括
本授業を総括し、他の経営戦略である事業戦略・機能別戦略との関連
を再確認する。

【事前学習】事業（競争）戦略・機能別戦略と企業戦略の関
連性について調べること
　　　　　　同時に、授業冒頭で取り上げる時事的ニュース・
出来事に乗り遅れないように新聞や経済・経営関連の
ニュースをチェックすること。
【事後学修】講義中に作成したノートや資料を参考に復習
し、戦略策定をする際にどのようにするかをイメージするこ
と。

4.5時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経営戦略論Ⅱ（経営学部）／経営戦略論（企業戦略）（経済学部） 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234坂口　穂波

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 経営戦略やその成果を決める要因について学びます。

授業の目的及び概要
この講義では、経営戦略、特に企業戦略の全体像を捉え、企業活動について自分なりの解釈ができるようになることを目指します。
経営戦略という言葉は一般的に、企業戦略、事業戦略、そして職能別戦略という3つの異なる意味を内包しています。経営戦略IIでは、企業戦略を中心
に扱います。企業の戦略は多くの人を巻き込むため、戦略を打った時点とその成果が出るまでのタイムラグが長くなります。したがって、事業戦略よりも
さらに超長期的な視点で企業活動を観察する必要があります。こうした俯瞰的な視野を深めたいという人はぜひ受講してください。なお、経営戦略論Ⅰ
も履修しておくと、総合的な経営戦略に関する知識がつくと思います。

学修の到達目標
(1) 企業戦略に関する専門用語や基本概念、基礎理論を正しく理解し、用いることができる。
(2) 企業戦略の決定要因に対して知識を持ち、分析することができる。
(3) 企業戦略の成果について考察をすることができる。
(4) 経営戦略の知識を用いて、事例について説明することができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
講義資料及び講義内容についての質問について、対面講義の場合は、講義開始前・講義終了後及び随時メールにて受け付けますので積極的にご利
用ください。オンライン（オンデマンド）講義の場合は、メールにて随時お受けいたしますので積極的にご利用ください。
また、この科目は、小テストやショートレポートなどをしばしば課しますので、その成果によって成績評価をします。そのフィードバックについては、評価結
果の通知や模範解答の公表などを通じて可能な限り行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

対面講義の場合は、資料をもとに、講義形式にて学修をすすめます。資料は事前に印刷またはダウンロードしておくようにしてください。加えて、講義内
容で疑問に思った点、理解が難しかった箇所については、遠慮なく質問などしてください。後日、メールなどでも構いません。
また、講義で小テストやショートレポートの提出を課す場合があります。この2つは成績評価の対象となりますので出席が重要となります。
オンライン（オンデマンド）講義の場合は、資料配信及び時折の簡単な動画配信のみとなるため、理解度テストの実施や受講態度を確認するための課
題は、全てWEB（Learning Portal）経由での出題となります。各課題には提出期限がありますので、期限厳守でご提出ください。基本的に、資料はしっか
り読み込むこと。また、わからない点については必ずメールにて問い合わせてください。必要に応じて参考書も活用してください。
対面・オンライン（オンデマンド）講義とも、講義の最終回近くに、レポートなど授業外課題を課します。こちらについても、準備に入念な時間をかけてほし
いと思っています。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

600

0201010

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

使用しません。適宜資料などを配布、配信致します。

参考書

(1) 最新 基本経営学用語辞典 改訂版，吉田 和夫・大橋 昭一， 編集 深山 ・廣瀬 幹好・海道 ノブチカ，同文
舘出版，2015年
(2) 経営戦略全史，三谷宏治，ディスカヴァー・トゥエンティワン，2013年
(3) よくわかる経営戦略論，井上善海・佐久間信夫，ミネルヴァ書房，2008年
このほかにも講義内で関連する文献をスライドに掲載するので、レポートを書く際やさらに理解を深めたい場
合は参考にしてください。

なし

(1) 978-4495357160
(2) 978-4799313138
(3) 978-4623050697

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス
授業全体の構成と進め方について、経営戦略論Ⅰの振り返りをしなが
ら、経営戦略論Ⅱでは新たに何を学ぶのかについて説明します。

【事前学習】
シラバスを確認すること。
【事後学修】
シラバスを確認し、経営戦略論Ⅱで何を学ぶのか自分で
確認すること。

3時間

第2回 経営戦略論史①
経営戦略がなぜ必要とされるのかについて学びます。
1950年代のアメリカを舞台に経営学が成立した背景について学びま
す。

【事前学習】
資料を確認すること。
【事後学修】
講義中に取ったノートをまとめ直し、理解を深めること。

4時間

第3回 経営戦略論史②
経営戦略がなぜ必要とされるのかについて学びます。
1960年代のアメリカを舞台に競争戦略論・PPMなどが発展した背景に
ついて説明します。

【事前学習】
資料を確認すること。
【事後学修】
講義中に取ったノートをまとめ直し、理解を深めること。

4時間
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第4回 経営戦略論史③
経営戦略がなぜ必要とされるのかについて学びます。
経営資源論について学びます。日本の企業や雇用体系と資源論の関
係についても取り扱います。

【事前学習】
資料を確認すること。
【事後学修】
講義中に取ったノートをまとめ直し、理解を深めること。

4時間

第5回 経営戦略論史④
創発戦略、組織学習、知識経営、イノベーション論など、経営戦略論の
周辺分野を絡めながら最近のトレンドについて説明します。

【事前学習】
資料を確認すること。
【事後学修】
講義中に取ったノートをまとめ直し、理解を深めること。

4時間

第6回 多角化戦略①
企業が多角化する理由やメリット、デメリットについて学びます。

【事前学習】
資料を確認すること。
【事後学修】
講義中に取ったノートをまとめ直し、理解を深めること。

4時間

第7回 多角化戦略②
実際の企業の例を用いて事業ポートフォリオの違いが企業の業績の差
にどのような影響をもたらしているかについて学びます。おそらく、花王
とライオンを用いる予定ですが、気になる企業があれば、事前にリクエ
ストも受け付けます。

【事前学習】
資料を確認すること。取り扱う企業についてあらかじめ自
分でどのような戦略の違いがあるかについて自分なりに
仮説を立てておくこと。
【事後学修】
講義中に取ったノートをまとめ直し、理解を深めること。再
度、講義で用いた企業のHPやアニュアルレポートを観察
し、今までに学んだ戦略を用いて解釈ができるか確かめて
おくこと。

4時間

第8回 中間レポートの講評
次回から始める事業立地の戦略論についての導入

【事前学習】
レポートを提出しておくこと。
【事後学修】
講義中に取ったノートをまとめ直し、理解を深めること。

4時間

第9回 高収益事業の条件
この講義は一度、事業戦略論に立ち帰り、高収益の条件を探ります。

【事前学習】
講義の資料を読んでおくこと。
【事後学修】
講義中に取ったノートをまとめ直し、理解を深めること。

4時間

第10回 高成長企業の条件
今度は成長率に着目して、経営戦略を読み解きます。
転地という事業を入れ替えることについて取り扱います。

【事前学習】
講義の資料を読んでおくこと。
【事後学修】
講義中に取ったノートをまとめ直し、理解を深めること。

4時間

第11回 占有率逆転の条件
市場占有率を上げるための戦略について学びます。

【事前学習】
講義の資料を読んでおくこと。
【事後学修】
講義中に取ったノートをまとめ直し、理解を深めること。

4時間

第12回 戦略の失敗
大損失を被った実例をもとに、どのような戦略的な問題があったのかに
ついて分析します。

【事前学習】
講義の資料を読んでおくこと。
【事後学修】
講義中に取ったノートをまとめ直し、理解を深めること。

4時間

第13回 経営戦略の知識の応用①
実例を用いて実際の企業戦略について分析を行います。

【事前学習】
講義の資料を読んでおくこと。取り上げる企業についてあ
らかじめホームページやアニュアルレポートを読んでおくこ
と。
【事後学修】
講義中に取ったノートをまとめ直し、理解を深めること。

4時間

第14回 経営戦略の知識の応用②
実例を用いて実際の企業戦略について分析を行います。

【事前学習】
講義の資料を読んでおくこと。取り上げる企業についてあ
らかじめホームページやアニュアルレポートを読んでおくこ
と。
【事後学修】
講義中に取ったノートをまとめ直し、理解を深めること。

4時間

第15回 総括
経営戦略論Ⅰ,Ⅱを通して学んだ戦略の全体像について振り返ります。
最終試験に向けて質問がある場合は受け付けるので、その準備もして
おいてください。

【事前学習】
講義の資料を読んでおくこと。最終試験について不明な点
がないか確認しておくこと。
【事後学修】
講義中に取ったノートをまとめ直し、理解を深めること。最
終試験に向けて準備をすること。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経営戦略論Ⅰ（経営学部）／経営戦略論（事業戦略）（経済学部） 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234奥　康平

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 事業戦略に関する諸理論を企業事例とともに学ぶことで、事業戦略の考え方を理解する。

授業の目的及び概要
経営戦略は、ごく簡単にいうと「多数の企業がある中で、自社が他社との競争に打ち勝つことで利益をあげ続けるための長期の方針」ということができま
す。一般的に、経営戦略には、企業戦略（企業全体の長期方針）、事業戦略（企業が有する各事業ごとに応じた長期方針）、そして職能別戦略（それぞ
れの職場で効率的に事業運営を行うための長期方針）の3つのレベルで説明されます。
　この科目では、事業戦略に注目していきます。具体的には、競争戦略と呼ばれる経営戦略に関わる分野を中心に企業事例を交えながら、各理論の説
明を行っていきます。
流れとしては、経営戦略の定義などを説明した後、事業領域の策定（何を作って販売するのか）、競争戦略（どうやって他社に勝つのか）の2つに絞って
講義を展開していきます。
　これらの講義を通じて、経営戦略の全体像を説明できるようになることに加えて、事業戦略とはどのようなものであるのかを具体的な企業事例を交え
つつ他人に説明できるようになっていただくことを最終目標に設定したいと思います。
　なお、経営戦略Ⅱも履修しておくと、総合的な経営戦略に関する知識がつくと思います。

学修の到達目標
経営戦略及び事業戦略の重要な概念や理論を説明することができる。
経営戦略及び事業戦略に関する知識を使用して事例を分析することができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
講義資料及び講義内容についての質問について、対面講義の場合は、講義開始前・講義終了後及び随時メールにて受け付けますので積極的にご利
用ください。
　オンライン（オンデマンド）講義の場合は、メールにて随時お受けいたしますので積極的にご利用ください。
　また、この科目は、小テストや理解度テストなどをしばしば課しますので、その成果によって成績評価をします。
そのフィードバックについては、評価結果の通知や模範解答の公表などを通じて可能な限り行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

対面講義の場合は、資料をもとに、講義形式にて学修をすすめます。資料は事前に印刷またはダウンロードしておくようにしてください。加えて、講義内
容で疑問に思った点、理解が難しかった箇所については、遠慮なく質問などしてください。後日、メールなどでも構いません。
また、講義内に何度か、理解度を確認するための簡単なテストと積極的な受講態度を確認するために、簡単な課題などを課す予定です。この2つは成
績評価の対象となりますので出席が重要となります。
その他、受講生様の興味・関心に応じて、講義内容を適宜修正しながら進めて参ります。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

0
0

00

0403030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

使用しません。適宜資料などを配布、配信致します。

参考書

配布資料は以下の参考書をベースに作成する予定です。参考書は購入必須ではありません。
　しかし、より深い学修と理解のために、ご一読いただけますと、さらに深い知識と見識を得ることができます。
①『経営戦略（第3版）』，大滝精一・金井一頼・山田英夫・岩田智，有斐閣アルマ，2016年
②『経営戦略の方程式』，松崎和久，税務経理協会，2018年
③『経営戦略の課題と解明』，大月博司編，文眞堂，2019年
④『経営戦略論を学ぶ』，稲田 賢次、伊部 泰弘、名渕 浩史、吉村 泰志，創成社，2015年
⑤『経営戦略をつかむ』，淺羽 茂、牛島 辰男，有斐閣，2010年

特になし。

①9784641220652
②9784419064983
③9784830950308
④9784794424600
⑤9784641177130

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 第1回：ガイダンス─受講上の諸注意と成績評価について 【予習】資料を事前に読んでおいてください。その上でわか
らない部分や難しい部分は講義時などに随時確認するよ
うにしてください。
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。わからない言葉や概念などは自分で調べる。また
は適宜質問するようにしてください。

4時間
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第2回 第2回：戦略とは─孫氏の兵法を読む 【予習】資料を事前に読んでおいてください。その上でわか
らない部分や難しい部分は講義時などに随時確認するよ
うにしてください。
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。わからない言葉や概念などは自分で調べる。また
は適宜質問するようにしてください。

4時間

第3回 第3回：戦略から経営戦略へ─戦略は戦争から企業経営へ 【予習】資料を事前に読んでおいてください。その上でわか
らない部分や難しい部分は講義などに随時確認するよう
にしてください。
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。わからない言葉や概念などは自分で調べる。また
は適宜質問するようにしてください。

4時間

第4回 第4回：事業戦略とは─他社に打ち勝つための方針 【予習】資料を事前に読んでおいてください。その上でわか
らない部分や難しい部分は講義などに随時確認するよう
にしてください。
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。わからない言葉や概念などは自分で調べる。また
は適宜質問するようにしてください。

4時間

第5回 第5回：事業領域の設定─経営資源は有限である 【予習】資料を事前に読んでおいてください。その上でわか
らない部分や難しい部分は講義などに随時確認するよう
にしてください。
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。わからない言葉や概念などは自分で調べる。また
は適宜質問するようにしてください。

4時間

第6回 第6回：事業領域の変更─外部環境への適応、変わりゆく社会 【予習】資料を事前に読んでおいてください。その上でわか
らない部分や難しい部分は講義などに随時確認するよう
にしてください。
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。わからない言葉や概念などは自分で調べる。また
は適宜質問するようにしてください。

4時間

第7回 第7回：事業の成長と多角化─企業事例を通じた学修 【予習】資料を事前に読んでおいてください。その上でわか
らない部分や難しい部分は講義などに随時確認するよう
にしてください。
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。わからない言葉や概念などは自分で調べる。また
は適宜質問するようにしてください。

4時間

第8回 第8回：競争優位の基本─シナジー、コアコンピタンス 【予習】資料を事前に読んでおいてください。その上でわか
らない部分や難しい部分は講義などに随時確認するよう
にしてください。
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。わからない言葉や概念などは自分で調べる。また
は適宜質問するようにしてください。

4時間

第9回 第9回：競争戦略①─ポーターの競争戦略論 【予習】資料を事前に読んでおいてください。その上でわか
らない部分や難しい部分は講義などに随時確認するよう
にしてください。
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。わからない言葉や概念などは自分で調べる。また
は適宜質問するようにしてください。

4時間

第10回 第10回：競争戦略②─アンゾフの成長マトリクス 【予習】資料を事前に読んでおいてください。その上でわか
らない部分や難しい部分は講義などに随時確認するよう
にしてください。
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。わからない言葉や概念などは自分で調べる。また
は適宜質問するようにしてください。

4時間

第11回 第11回：競争戦略③─コトラーの戦略定石 【予習】資料を事前に読んでおいてください。その上でわか
らない部分や難しい部分は講義などに随時確認するよう
にしてください。
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。わからない言葉や概念などは自分で調べる。また
は適宜質問するようにしてください。

4時間

第12回 第12回：競争戦略④─リーダー、チャレンジャーの戦略 【予習】資料を事前に読んでおいてください。その上でわか
らない部分や難しい部分は講義などに随時確認するよう
にしてください。
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。わからない言葉や概念などは自分で調べる。また
は適宜質問するようにしてください。

4時間

第13回 第13回：競争戦略⑤─ニッチャーとフォロワーの戦略 【予習】資料を事前に読んでおいてください。その上でわか
らない部分や難しい部分は講義などに随時確認するよう
にしてください。
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。わからない言葉や概念などは自分で調べる。また
は適宜質問するようにしてください。

4時間

第14回 第14回：競争と協調の戦略─競争戦略から市場創造へ 【予習】資料を事前に読んでおいてください。その上でわか
らない部分や難しい部分は講義などに随時確認するよう
にしてください。
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。わからない言葉や概念などは自分で調べる。また
は適宜質問するようにしてください。

4時間

第15回 第15回：まとめ─経営戦略を日常生活へ応用してみよう 【予習】資料を事前に読んでおいてください。その上でわか
らない部分や難しい部分は講義などに随時確認するよう
にしてください。
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。わからない言葉や概念などは自分で調べる。また
は適宜質問するようにしてください。

4時間

－240－



実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経営戦略論Ⅰ（経営学部）／経営戦略論（事業戦略）（経済学部） 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234岡村　俊一郎

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 事業戦略（競争戦略）を学ぶ。同時に、経営戦略論を学ぶ第一歩として、経営戦略論に属する諸理論を学びます。

授業の目的及び概要
企業は日々様々な戦略を立て実行しています。どのような戦略を立てて実行していくのかは企業経営の成否に関わる重要な点です。経営戦略には企
業戦略（全社戦略）と事業戦略(競争戦略)があります。事業戦略(競争戦略)は自社の事業領域の選択に関わる戦略でありどこで戦うのかを決めることで
す。事業戦略は事業領域の中での競争に関わる戦略でありどのように戦うのかを決めることです。
　この授業では事業戦略、特に、事業内外の環境や事業システムの分析、コストリーダーシップ戦略や差別化戦略、そして市場地位別戦略に関する理
論を学び、「経営戦略論Ⅱ」を合わせて履修することにより、経営戦略論の包括的な把握が可能となります。

学修の到達目標
①事業戦略（競争戦略）の重要な概念や理論を説明することができる。
②事業戦略（競争戦略）と企業戦略（全社戦略）の違いを理解し、説明することができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
中間テストで示された皆さんの代表的意見を適宜取り上げ、その意見に対して私の見解を述べます。
また、授業冒頭にて、皆さんが興味がある時事的なニュース・話題をとりあげ、それについてコメント・議論します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

経営戦略論の分野では、世界中の学者達が未だに「戦略とは何か」と議論し続けています。そのため、様々な見解が示され、学ぶ側は、その多種多様
さに惑わされやすいです。この授業では、できる限りそれらを整理し、説明します。皆さんも、授業内容を授業資料に書き込んだり、ノートにまとめたりし
て、自分が理解しやすいように工夫してください。

この授業で学んだことを、経営戦略論IIでは、より専門的に説明します。

授業は、資料をベースに板書とパワーポイントを用いて行います。
その際には、口頭による説明も行うため、休まず出席し、自分でノートをとることが求められます。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

600

300010

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

福沢 康弘 ,(2021), 『テキスト 経営戦略論』,中央経済社
授業では、板書、パワーポイントと資料(Learning Portalに掲載)を用いて行います。

参考書

監修 吉田 和夫, 大橋 昭一, 編集 深山 明, 廣瀬 幹好, 海道 ノブチカ, (2015) ,『最新 基本経営学用語辞典 改
訂版』,　同文舘出版.

978-4502369810

978-4495357160

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 授業全体のガイダンス
本授業の全体の構成と注意事項をシラバスに基づいてガイダンスを行
います。

【事前学習】シラバスを確認し、日々発生する企業にかか
わるニュース・出来事についてチェックすること。
【事後学修】シラバスを確認し復習すること。

3.5時間

第2回 【経営戦略を学ぶための基本用語】
経営戦略を学修するにあたり必要となる基本用語について学びます。

キーワード：ドメイン、イノベーション、知識学習、リーダーシップ、トレー
ドオフ

【事前学習】テキスト第2章（pp.17-30）を確認し、授業内容
を予習しておくこと。
【事後学修】授業で学んだ基本用語について、改めて講義
中に作成したノートや資料を参考に復習すること。

4時間

第3回 【アンゾフに学ぶ企業成長】
経営戦略論は、1960年代にアンゾフによって提唱されました。そこで示
された理論について学びます。

キーワード：成長ベクトル、多角化、シナジー

【事前学修】テキスト第3章（pp.31-42）を確認し、授業内容
を予習しておくこと。
【事後学修】成長ベクトルや多角化について、授業で学ん
だ事柄を改めて講義中に作成したノートや資料を参考に
復習すること。

4時間
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第4回 【戦略分析のためのツール】
1970年代から、経営戦略論の発展に伴い、多くの分析ツールが開発さ
れ、コンサルタントによって活用されています。そこで開発されたさまざ
まな分析ツールについて学びます。

キーワード：SWOT分析、PPM、創発的戦略、

【事前学修】テキスト第4章（pp.43-56）を確認し、授業内容
を予習しておくこと。
【事後学修】SWOT分析やPPMなど経営戦略の分析ツール
について、授業で学んだ事柄を改めて講義中に作成した
ノートや資料を参考に復習すること。

4時間

第5回 【ポーターの競争戦略論①】
ポーターの競争戦略論のうち、５フォース分析について学びます。

キーワード：５フォース分析

【事前学修】テキスト第5章（pp.57-79）の前半部分を確認
し、授業内容を予習しておくこと。
【事後学修】ファイブフォース分析、ポーターの競争戦略論
について、授業で学んだ事柄を改めて講義中に作成した
ノートや資料を参考に復習すること。

4時間

第6回 【ポーターの競争戦略論②】
ポーターの競争戦略論のうち3つの基本戦略やバリューチェーンについ
て学びます。

キーワード：コスト・リーダーシップ戦略、差別化戦略、集中戦略

【事前学修】テキスト第5章（pp.57-79）の後半部分を確認
し、授業内容を予習しておくこと。
【事後学修】ポーターの基本戦略やバリューチェーンなど、
ポーターの競争戦略論について、授業で学んだ事柄を改
めて講義中に作成したノートや資料を参考に復習するこ
と。

4時間

第7回 【ブルーオーシャン戦略】
現在、多くの場で、この戦略論についてとりあげられています。この戦
略論は、これまで、低コスト化と差別化は両立しないと言われてきまし
た。この理論ではそれは可能であると述べられています。

キーワード：ブルー・オーシャン、レッド・オーシャン、バリュー・イノベー
ション、戦略キャンパス

【事前学修】テキスト第6章（pp.81-94）を確認し、授業内容
を予習しておくこと。
【事後学修】ブルーオーシャン戦略について、授業で学ん
だ事柄を改めて講義中に作成したノートや資料を参考に
復習すること。

4時間

第8回 【資源ベース・アプローチ】
資源ベース・アプローチは、ポーターの競争戦略論への批判を通して登
場し、現代の経営戦略論に大きな影響を及ぼしました。この
アプローチは、経営資源の分析を主としています。その考え方を学びま
す。

【事前学修】テキスト第7章（pp.95-111）を確認し、授業内
容を予習しておくこと。
【事後学修】事業戦略において用いられる資源ベース・ア
プローチについて、授業で学んだ事柄を改めて講義中に
作成したノートや資料を参考に復習すること。

4時間

第9回 【中括②】
第６回〜第８回までの内容のまとめ

【事前学修】第６回〜第８回までの授業資料を確認し、復
習すること。
【事後学修】授業でまとめた重要箇所を再度確認し、復習
すること。

4時間

第10回 【ダイナミック・ケイパビリティ、多角化戦略とM＆A】
M＆Aは企業成長のための有効的な手段として知られています。なぜそ
れが有効なのかを説明し、それに伴って行われる多角化について学び
ます。

キーワード：ケイパビリティ、ダイナミック・ケイパビリティ、両利きの経
営、シナジー、内部成長、外部成長、M＆A

【事前学修】テキスト第８章（pp.113-128）、テキスト第９章
（pp.129-138）を確認し、授業内容を予習しておくこと。
【事後学修】経営戦略において用いられるダイナミック・ケ
イパビリティ論、多角化戦略とM＆Aについて、授業で学ん
だ事柄を改めて講義中に作成したノートや資料を参考に
復習すること。

4時間

第11回 【ランチェスター戦略】
弱い者はどう強い者に立ち向かえば良いのでしょうか。それをランチェ
スター戦略は指し示します。それを学びます。

キーワード：ランチェスターの法則、強者の戦略、弱者の戦略、市場占
拠率

【事前学修】テキスト第10章（pp.139-152）を確認し、授業内
容を予習しておくこと。
【事後学修】ランチェスター戦略について、授業で学んだ事
柄を改めて講義中に作成したノートや資料を参考に復習
すること。

4時間

第12回 【中括③】
第10回〜第11回までの内容のまとめ

【事前学修】テキスト第8,9,10章（pp.113-152）を確認し、授
業内容を予習しておくこと。
【事後学修】授業で学んだ事柄を改めて講義中に作成した
ノートや資料を参考に復習すること。

4時間

第13回 【企業提携の経営戦略】
競合他社と争い、企業は成長していきます。しかしながら、近年では、
競争するのではなく互いに連携して事業を展開しようとすることも多く
なっています。それは戦略的提携
と呼ばれるものです。連携が企業経営にもたらす効果について説明し
ます。

キーワード：オープン・イノベーション、企業ネットワーク、ビジネスエコシ
ステム、プラットフォーム企業

【事前学修】テキスト第11章（pp.153-170）を確認し、授業内
容を予習しておくこと。
【事後学修】戦略的提携やネットワーク外部性など、授業
で学んだ事柄を改めて講義中に作成したノートや資料を
参考に復習すること。

4時間

第14回 【地球市民としての企業経営】
企業の社会的役割が拡大するにつれ、環境問題や人権問題などの要
素を経営戦略に取り入れなければならなくなってきました。このような現
代的な課題をどのように経営戦略の中に落とし込むのでしょうか。経済
的価値だけではなく社会的価値を取り入れたCSVという理論、あるいは
社会的企業といった概念について学びます。

キーワード：CSV、社会的企業、SDGs、ESG投資

【事前学修】テキスト第11章（pp.171-190）を確認し、授業内
容を予習しておくこと。
【事後学修】CSVやSDGsなど授業で学んだ事柄を改めて
講義中に作成したノートや資料を参考に復習すること。

4時間

第15回 総括
授業全体のまとめ

【事前学習】テキストを確認し、復習すること。
【事後学修】講義中に作成したノートや資料を参考に復習
し、経営戦略の諸理論についてに確認すること。

4.5時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経営戦略論Ⅰ（経営学部）／経営戦略論（事業戦略）（経済学部） 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234朴　亨珠

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 事業戦略（競争戦略）を学ぶ。同時に、経営戦略論を学ぶ第一歩として、経営戦略論に属する諸理論を学びます。

授業の目的及び概要
企業は日々様々な戦略を立て実行しています。どのような戦略を立てて実行していくのかは企業経営の成否に関わる重要な点です。経営戦略には企
業戦略（全社戦略）と事業戦略(競争戦略)があります。事業戦略(競争戦略)は自社の事業領域の選択に関わる戦略でありどこで戦うのかを決めることで
す。事業戦略は事業領域の中での競争に関わる戦略でありどのように戦うのかを決めることです。
　この授業では事業戦略、特に、事業内外の環境や事業システムの分析、コストリーダーシップ戦略や差別化戦略、そして市場地位別戦略に関する理
論を学び、「経営戦略論Ⅱ」を合わせて履修することにより、経営戦略論の包括的な把握が可能となります。

学修の到達目標
①事業戦略（競争戦略）の重要な概念や理論を説明することができる。
②事業戦略（競争戦略）と企業戦略（全社戦略）の違いを理解し、説明することができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
中間テストで示された皆さんの代表的意見を適宜取り上げ、その意見に対して私の見解を述べます。
また、授業冒頭にて、皆さんが興味がある時事的なニュース・話題をとりあげ、それについてコメント・議論します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

経営戦略論の分野では、世界中の学者達が未だに「戦略とは何か」と議論し続けています。そのため、様々な見解が示され、学ぶ側は、その多種多様
さに惑わされやすいです。この授業では、できる限りそれらを整理し、説明します。皆さんも、授業内容を授業資料に書き込んだり、ノートにまとめたりし
て、自分が理解しやすいように工夫してください。

この授業で学んだことを、経営戦略論IIでは、より専門的に説明します。

授業は、資料をベースに板書とパワーポイントを用いて行います。
その際には、口頭による説明も行うため、休まず出席し、自分でノートをとることが求められます。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

600

300010

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

福沢 康弘 ,(2021), 『テキスト 経営戦略論』,中央経済社
授業では、板書、パワーポイントと資料(Learning Portalに掲載)を用いて行います。

参考書

監修 吉田 和夫, 大橋 昭一, 編集 深山 明, 廣瀬 幹好, 海道 ノブチカ, (2015) ,『最新 基本経営学用語辞典 改
訂版』,　同文舘出版.

978-4502369810

978-4495357160

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 授業全体のガイダンス
本授業の全体の構成と注意事項をシラバスに基づいてガイダンスを行
います。

【事前学習】シラバスを確認し、日々発生する企業にかか
わるニュース・出来事についてチェックすること。
【事後学修】シラバスを確認し復習すること。

3.5時間

第2回 【経営戦略を学ぶための基本用語】
経営戦略を学修するにあたり必要となる基本用語について学びます。

キーワード：ドメイン、イノベーション、知識学習、リーダーシップ、トレー
ドオフ

【事前学習】テキスト第2章（pp.17-30）を確認し、授業内容
を予習しておくこと。
【事後学修】授業で学んだ基本用語について、改めて講義
中に作成したノートや資料を参考に復習すること。

4時間

第3回 【アンゾフに学ぶ企業成長】
経営戦略論は、1960年代にアンゾフによって提唱されました。そこで示
された理論について学びます。

キーワード：成長ベクトル、多角化、シナジー

【事前学修】テキスト第3章（pp.31-42）を確認し、授業内容
を予習しておくこと。
【事後学修】成長ベクトルや多角化について、授業で学ん
だ事柄を改めて講義中に作成したノートや資料を参考に
復習すること。

4時間

－243－



第4回 【戦略分析のためのツール】
1970年代から、経営戦略論の発展に伴い、多くの分析ツールが開発さ
れ、コンサルタントによって活用されています。そこで開発されたさまざ
まな分析ツールについて学びます。

キーワード：SWOT分析、PPM、創発的戦略、

【事前学修】テキスト第4章（pp.43-56）を確認し、授業内容
を予習しておくこと。
【事後学修】SWOT分析やPPMなど経営戦略の分析ツール
について、授業で学んだ事柄を改めて講義中に作成した
ノートや資料を参考に復習すること。

4時間

第5回 【ポーターの競争戦略論①】
ポーターの競争戦略論のうち、５フォース分析について学びます。

キーワード：５フォース分析

【事前学修】テキスト第5章（pp.57-79）の前半部分を確認
し、授業内容を予習しておくこと。
【事後学修】ファイブフォース分析、ポーターの競争戦略論
について、授業で学んだ事柄を改めて講義中に作成した
ノートや資料を参考に復習すること。

4時間

第6回 【ポーターの競争戦略論②】
ポーターの競争戦略論のうち3つの基本戦略やバリューチェーンについ
て学びます。

キーワード：コスト・リーダーシップ戦略、差別化戦略、集中戦略

【事前学修】テキスト第5章（pp.57-79）の後半部分を確認
し、授業内容を予習しておくこと。
【事後学修】ポーターの基本戦略やバリューチェーンなど、
ポーターの競争戦略論について、授業で学んだ事柄を改
めて講義中に作成したノートや資料を参考に復習するこ
と。

4時間

第7回 【ブルーオーシャン戦略】
現在、多くの場で、この戦略論についてとりあげられています。この戦
略論は、これまで、低コスト化と差別化は両立しないと言われてきまし
た。この理論ではそれは可能であると述べられています。

キーワード：ブルー・オーシャン、レッド・オーシャン、バリュー・イノベー
ション、戦略キャンパス

【事前学修】テキスト第6章（pp.81-94）を確認し、授業内容
を予習しておくこと。
【事後学修】ブルーオーシャン戦略について、授業で学ん
だ事柄を改めて講義中に作成したノートや資料を参考に
復習すること。

4時間

第8回 【資源ベース・アプローチ】
資源ベース・アプローチは、ポーターの競争戦略論への批判を通して登
場し、現代の経営戦略論に大きな影響を及ぼしました。この
アプローチは、経営資源の分析を主としています。その考え方を学びま
す。

【事前学修】テキスト第7章（pp.95-111）を確認し、授業内
容を予習しておくこと。
【事後学修】事業戦略において用いられる資源ベース・ア
プローチについて、授業で学んだ事柄を改めて講義中に
作成したノートや資料を参考に復習すること。

4時間

第9回 【中括②】
第６回〜第８回までの内容のまとめ

【事前学修】第６回〜第８回までの授業資料を確認し、復
習すること。
【事後学修】授業でまとめた重要箇所を再度確認し、復習
すること。

4時間

第10回 【ダイナミック・ケイパビリティ、多角化戦略とM＆A】
M＆Aは企業成長のための有効的な手段として知られています。なぜそ
れが有効なのかを説明し、それに伴って行われる多角化について学び
ます。

キーワード：ケイパビリティ、ダイナミック・ケイパビリティ、両利きの経
営、シナジー、内部成長、外部成長、M＆A

【事前学修】テキスト第８章（pp.113-128）、テキスト第９章
（pp.129-138）を確認し、授業内容を予習しておくこと。
【事後学修】経営戦略において用いられるダイナミック・ケ
イパビリティ論、多角化戦略とM＆Aについて、授業で学ん
だ事柄を改めて講義中に作成したノートや資料を参考に
復習すること。

4時間

第11回 【ランチェスター戦略】
弱い者はどう強い者に立ち向かえば良いのでしょうか。それをランチェ
スター戦略は指し示します。それを学びます。

キーワード：ランチェスターの法則、強者の戦略、弱者の戦略、市場占
拠率

【事前学修】テキスト第10章（pp.139-152）を確認し、授業内
容を予習しておくこと。
【事後学修】ランチェスター戦略について、授業で学んだ事
柄を改めて講義中に作成したノートや資料を参考に復習
すること。

4時間

第12回 【中括③】
第10回〜第11回までの内容のまとめ

【事前学修】テキスト第8,9,10章（pp.113-152）を確認し、授
業内容を予習しておくこと。
【事後学修】授業で学んだ事柄を改めて講義中に作成した
ノートや資料を参考に復習すること。

4時間

第13回 【企業提携の経営戦略】
競合他社と争い、企業は成長していきます。しかしながら、近年では、
競争するのではなく互いに連携して事業を展開しようとすることも多く
なっています。それは戦略的提携
と呼ばれるものです。連携が企業経営にもたらす効果について説明し
ます。

キーワード：オープン・イノベーション、企業ネットワーク、ビジネスエコシ
ステム、プラットフォーム企業

【事前学修】テキスト第11章（pp.153-170）を確認し、授業内
容を予習しておくこと。
【事後学修】戦略的提携やネットワーク外部性など、授業
で学んだ事柄を改めて講義中に作成したノートや資料を
参考に復習すること。

4時間

第14回 【地球市民としての企業経営】
企業の社会的役割が拡大するにつれ、環境問題や人権問題などの要
素を経営戦略に取り入れなければならなくなってきました。このような現
代的な課題をどのように経営戦略の中に落とし込むのでしょうか。経済
的価値だけではなく社会的価値を取り入れたCSVという理論、あるいは
社会的企業といった概念について学びます。

キーワード：CSV、社会的企業、SDGs、ESG投資

【事前学修】テキスト第11章（pp.171-190）を確認し、授業内
容を予習しておくこと。
【事後学修】CSVやSDGsなど授業で学んだ事柄を改めて
講義中に作成したノートや資料を参考に復習すること。

4時間

第15回 総括
授業全体のまとめ

【事前学習】テキストを確認し、復習すること。
【事後学修】講義中に作成したノートや資料を参考に復習
し、経営戦略の諸理論についてに確認すること。

4.5時間

－244－



実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経営戦略論Ⅰ（経営学部）／経営戦略論（事業戦略）（経済学部） 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234坂口　穂波

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 事業戦略（競争戦略）を学ぶ。同時に、経営戦略論を学ぶ第一歩として、経営戦略論に属する諸理論を学びます。

授業の目的及び概要
企業は日々様々な戦略を立て実行しています。どのような戦略を立てて実行していくのかは企業経営の成否に関わる重要な点です。経営戦略には企
業戦略（全社戦略）と事業戦略(競争戦略)があります。事業戦略(競争戦略)は自社の事業領域の選択に関わる戦略でありどこで戦うのかを決めることで
す。事業戦略は事業領域の中での競争に関わる戦略でありどのように戦うのかを決めることです。
　この授業では事業戦略、特に、事業内外の環境や事業システムの分析、コストリーダーシップ戦略や差別化戦略、そして市場地位別戦略に関する理
論を学び、「経営戦略論Ⅱ」を合わせて履修することにより、経営戦略論の包括的な把握が可能となります。

学修の到達目標
①事業戦略（競争戦略）の重要な概念や理論を説明することができる。
②事業戦略（競争戦略）と企業戦略（全社戦略）の違いを理解し、説明することができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
中間テストで示された皆さんの代表的意見を適宜取り上げ、その意見に対して私の見解を述べます。
また、授業冒頭にて、皆さんが興味がある時事的なニュース・話題をとりあげ、それについてコメント・議論します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

経営戦略論の分野では、世界中の学者達が未だに「戦略とは何か」と議論し続けています。そのため、様々な見解が示され、学ぶ側は、その多種多様
さに惑わされやすいです。この授業では、できる限りそれらを整理し、説明します。皆さんも、授業内容を授業資料に書き込んだり、ノートにまとめたりし
て、自分が理解しやすいように工夫してください。

この授業で学んだことを、経営戦略論IIでは、より専門的に説明します。

授業は、資料をベースに板書とパワーポイントを用いて行います。
その際には、口頭による説明も行うため、休まず出席し、自分でノートをとることが求められます。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

600

300010

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

福沢 康弘 ,(2021), 『テキスト 経営戦略論』,中央経済社
授業では、板書、パワーポイントと資料(Learning Portalに掲載)を用いて行います。

参考書

監修 吉田 和夫, 大橋 昭一, 編集 深山 明, 廣瀬 幹好, 海道 ノブチカ, (2015) ,『最新 基本経営学用語辞典 改
訂版』,　同文舘出版.

978-4502369810

978-4495357160

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 授業全体のガイダンス
本授業の全体の構成と注意事項をシラバスに基づいてガイダンスを行
います。

【事前学習】シラバスを確認し、日々発生する企業にかか
わるニュース・出来事についてチェックすること。
【事後学修】シラバスを確認し復習すること。

3.5時間

第2回 【経営戦略を学ぶための基本用語】
経営戦略を学修するにあたり必要となる基本用語について学びます。

キーワード：ドメイン、イノベーション、知識学習、リーダーシップ、トレー
ドオフ

【事前学習】テキスト第2章（pp.17-30）を確認し、授業内容
を予習しておくこと。
【事後学修】授業で学んだ基本用語について、改めて講義
中に作成したノートや資料を参考に復習すること。

4時間

第3回 【アンゾフに学ぶ企業成長】
経営戦略論は、1960年代にアンゾフによって提唱されました。そこで示
された理論について学びます。

キーワード：成長ベクトル、多角化、シナジー

【事前学修】テキスト第3章（pp.31-42）を確認し、授業内容
を予習しておくこと。
【事後学修】成長ベクトルや多角化について、授業で学ん
だ事柄を改めて講義中に作成したノートや資料を参考に
復習すること。

4時間

－245－



第4回 【戦略分析のためのツール】
1970年代から、経営戦略論の発展に伴い、多くの分析ツールが開発さ
れ、コンサルタントによって活用されています。そこで開発されたさまざ
まな分析ツールについて学びます。

キーワード：SWOT分析、PPM、創発的戦略、

【事前学修】テキスト第4章（pp.43-56）を確認し、授業内容
を予習しておくこと。
【事後学修】SWOT分析やPPMなど経営戦略の分析ツール
について、授業で学んだ事柄を改めて講義中に作成した
ノートや資料を参考に復習すること。

4時間

第5回 【ポーターの競争戦略論①】
ポーターの競争戦略論のうち、５フォース分析について学びます。

キーワード：５フォース分析

【事前学修】テキスト第5章（pp.57-79）の前半部分を確認
し、授業内容を予習しておくこと。
【事後学修】ファイブフォース分析、ポーターの競争戦略論
について、授業で学んだ事柄を改めて講義中に作成した
ノートや資料を参考に復習すること。

4時間

第6回 【ポーターの競争戦略論②】
ポーターの競争戦略論のうち3つの基本戦略やバリューチェーンについ
て学びます。

キーワード：コスト・リーダーシップ戦略、差別化戦略、集中戦略

【事前学修】テキスト第5章（pp.57-79）の後半部分を確認
し、授業内容を予習しておくこと。
【事後学修】ポーターの基本戦略やバリューチェーンなど、
ポーターの競争戦略論について、授業で学んだ事柄を改
めて講義中に作成したノートや資料を参考に復習するこ
と。

4時間

第7回 【ブルーオーシャン戦略】
現在、多くの場で、この戦略論についてとりあげられています。この戦
略論は、これまで、低コスト化と差別化は両立しないと言われてきまし
た。この理論ではそれは可能であると述べられています。

キーワード：ブルー・オーシャン、レッド・オーシャン、バリュー・イノベー
ション、戦略キャンパス

【事前学修】テキスト第6章（pp.81-94）を確認し、授業内容
を予習しておくこと。
【事後学修】ブルーオーシャン戦略について、授業で学ん
だ事柄を改めて講義中に作成したノートや資料を参考に
復習すること。

4時間

第8回 【資源ベース・アプローチ】
資源ベース・アプローチは、ポーターの競争戦略論への批判を通して登
場し、現代の経営戦略論に大きな影響を及ぼしました。この
アプローチは、経営資源の分析を主としています。その考え方を学びま
す。

【事前学修】テキスト第7章（pp.95-111）を確認し、授業内
容を予習しておくこと。
【事後学修】事業戦略において用いられる資源ベース・ア
プローチについて、授業で学んだ事柄を改めて講義中に
作成したノートや資料を参考に復習すること。

4時間

第9回 【中括②】
第６回〜第８回までの内容のまとめ

【事前学修】第６回〜第８回までの授業資料を確認し、復
習すること。
【事後学修】授業でまとめた重要箇所を再度確認し、復習
すること。

4時間

第10回 【ダイナミック・ケイパビリティ、多角化戦略とM＆A】
M＆Aは企業成長のための有効的な手段として知られています。なぜそ
れが有効なのかを説明し、それに伴って行われる多角化について学び
ます。

キーワード：ケイパビリティ、ダイナミック・ケイパビリティ、両利きの経
営、シナジー、内部成長、外部成長、M＆A

【事前学修】テキスト第８章（pp.113-128）、テキスト第９章
（pp.129-138）を確認し、授業内容を予習しておくこと。
【事後学修】経営戦略において用いられるダイナミック・ケ
イパビリティ論、多角化戦略とM＆Aについて、授業で学ん
だ事柄を改めて講義中に作成したノートや資料を参考に
復習すること。

4時間

第11回 【ランチェスター戦略】
弱い者はどう強い者に立ち向かえば良いのでしょうか。それをランチェ
スター戦略は指し示します。それを学びます。

キーワード：ランチェスターの法則、強者の戦略、弱者の戦略、市場占
拠率

【事前学修】テキスト第10章（pp.139-152）を確認し、授業内
容を予習しておくこと。
【事後学修】ランチェスター戦略について、授業で学んだ事
柄を改めて講義中に作成したノートや資料を参考に復習
すること。

4時間

第12回 【中括③】
第10回〜第11回までの内容のまとめ

【事前学修】テキスト第8,9,10章（pp.113-152）を確認し、授
業内容を予習しておくこと。
【事後学修】授業で学んだ事柄を改めて講義中に作成した
ノートや資料を参考に復習すること。

4時間

第13回 【企業提携の経営戦略】
競合他社と争い、企業は成長していきます。しかしながら、近年では、
競争するのではなく互いに連携して事業を展開しようとすることも多く
なっています。それは戦略的提携
と呼ばれるものです。連携が企業経営にもたらす効果について説明し
ます。

キーワード：オープン・イノベーション、企業ネットワーク、ビジネスエコシ
ステム、プラットフォーム企業

【事前学修】テキスト第11章（pp.153-170）を確認し、授業内
容を予習しておくこと。
【事後学修】戦略的提携やネットワーク外部性など、授業
で学んだ事柄を改めて講義中に作成したノートや資料を
参考に復習すること。

4時間

第14回 【地球市民としての企業経営】
企業の社会的役割が拡大するにつれ、環境問題や人権問題などの要
素を経営戦略に取り入れなければならなくなってきました。このような現
代的な課題をどのように経営戦略の中に落とし込むのでしょうか。経済
的価値だけではなく社会的価値を取り入れたCSVという理論、あるいは
社会的企業といった概念について学びます。

キーワード：CSV、社会的企業、SDGs、ESG投資

【事前学修】テキスト第11章（pp.171-190）を確認し、授業内
容を予習しておくこと。
【事後学修】CSVやSDGsなど授業で学んだ事柄を改めて
講義中に作成したノートや資料を参考に復習すること。

4時間

第15回 総括
授業全体のまとめ

【事前学習】テキストを確認し、復習すること。
【事後学修】講義中に作成したノートや資料を参考に復習
し、経営戦略の諸理論についてに確認すること。

4.5時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 ベンチャービジネス論　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

経済学部　234
経営学部　  34

登坂　一博

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ ベンチャービジネスに関する基礎的な考え方、実践・起業できるセンスを身につける

授業の目的及び概要
ベンチャービジネスを起こし発展させるためには、アントレプレナーシップが必要とされます。アントレプレナーとは、独創性と冒険性に富んだ企業家また
は起業家のことを指します。この講義は、ベンチャー企業を起業したり、アントレプレナーシップをもって既存の企業や組織・団体でイノベーションを実践
したいという想いがある受講生に対して、実践的なヒントを提供するものです。
　本講義では、アントレプレナーシップの本質的な理解と起業に向けての構想作りと経営的視点からの企業の運営方法にかんする基礎的な知識や会社
設立のノウハウを学修します。

学修の到達目標
この授業における到達目標は、アントレプレナーシップの概念を理解し、ベンチャービジネスを起業するための基礎的なノウハウの修得をすることです。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業内でフィードバックします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告

本科目の教員は、約25年に亘り大手民間企業に勤務した後、コンサルティング会社を経営し、マーケティング分析、企業経営戦略、顧客政策、海外ビジ
ネス支援など、多くのコンサルティング実績を積み重ねてきた。これらの実務経験を活かし、具体的な事例を紹介しながらビジネスに関する具体的な指
導を行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

実務家・起業家としての経験則(失敗談を含めて）に基づいて、理論と実務/事例をわかりやすく説明していきますので、安心して受講してください。理屈
を覚えるよりも、身近な事例に目を向け、アントレプレナーシップの「思考」を身に付けましょう。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

400

002040

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

講義資料は授業ごとに提示します。

参考書

参考書は授業中に随時指示します

特になし
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 【ガイダンス】　
　この講義の進め方や評価方法、ベンチャービジネス論の全体像につ
いて説明いたします。

授業での説明の内容を基に復習してください。 2時間

第2回 【アントレプレナーシップとは】　
　ベンチャー・ブームの歴史、ベンチャー企業観の変遷からアントレプレ
ナーシップとは何かの基礎知識を学びます。

授業での説明や授業配布資料を基に復習してください。 4時間

第3回 【構想①】　
　事業機会の認識、アイデア創出等起業に必要な基礎知識を学びま
す。

授業での説明や授業配布資料を基に復習してください。 4時間

第4回 【構想②】　
　引き続き、事業機会の認識、アイデア創出等起業に必要な基礎知識
を学びます。

授業での説明や授業配布資料を基に復習してください。 4時間

第5回 【ビジネスモデルの構築①】　
　ビジネスモデルデザインの手法を学び「儲かるビジネス構想」の実践
的手法を学びます。

授業での説明や授業配布資料を基に復習してください。 4時間

第6回 【ビジネスモデルの構築②】　
　引き続き、ビジネスモデルデザインの手法を学び「儲かるビジネス構
想」の実践的手法を学びます。

授業での説明や授業配布資料を基に復習してください。 4時間

第7回 【起業・運営①】　
　実際の会社設立の手順、設立後の運営（資金調達含む）の基本的な
知識を学びます。

授業での説明や授業配布資料を基に復習してください。 4時間
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第8回 【起業・運営②】　
　引き続き、実際の会社設立の手順、設立後の運営（資金調達含む）の
基本的な知識を学びます。

授業での説明や授業配布資料を基に復習してください。 4時間

第9回 【事例研究①】　
　マイクロソフト、アップル、Line等の著名な事例からアントレプレナー
シップの本質を学びます。

授業での説明や授業配布資料を基に復習してください。 4時間

第10回 【事例研究②】　
　講師自身の経験事例を通して起業に関するの要諦を学びます。

授業での説明や授業配布資料を基に復習してください。 4時間

第11回 【事例研究③】　
　実際に起業されたゲストスピーカーを招聘し、起業及び経営の本質に
ついて学びます。

授業での説明や授業配布資料を基に復習してください。 4時間

第12回 【ベンチャー企業設立に関する実践手法】　
　皆さんがもし企業するならどうしますか？その実践手法を学びます。

授業での説明や授業配布資料を基に復習してください。 4時間

第13回 【ベンチャー企業のマーケティング】　
　持続的競争優位性を維持していくための考え方をマーケテイング理論
の枠組みを基本に学びます。

授業での説明や授業配布資料を基に復習してください。 4時間

第14回 【デジタル時代に求められる起業家像】　
　昨今の急速に進むデジタル時代に求められる企業理念、ビジョンを実
現できる起業家像についてワークショップ形式で議論します。

授業での説明や授業配布資料を基に復習してください。 4時間

第15回 【振り返りとまとめ】　
　1回～14回の授業に関する補足説明と振り返り及び定期試験（事業計
画書作成）の説明を行います。

授業での説明や授業配布資料を基に復習してください。 6時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経営工学概論　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

経済学部　 34
経営学部　234

市橋　秀友

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G3

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 企業活動に関連する基礎的手法への興味と実践力を培う。PC教室で相互啓発しながら簡単なプログラミング実践も行いマネジメントやデータに関する
基礎的な知識を習得する。

授業の目的及び概要
企業における広範な業務にコンピュータや情報システムが用いられています。コンピュータの専門職でなくても、経営における諸問題を解決するために
様々な技法を知り、経営情報システムの計画や立案に参画できることが求められています。そのような企業人としての要請に応えられる知識や能力を
養成することを目的とし、日程管理、生産管理、品質管理などの基本的なビジネス技法の概要を学修します。また、スクリプト言語によるプログラミング
を経験し、ITパスポート試験や就職試験に必要な知識を得ることができます。

学修の到達目標
企業における生産活動などにおける基本的な管理方式・計算方式の概要を理解し、経営情報システム（MIS)の計画や改善の立案を行う際の基本知識
を習得する。そして、そのための基礎としてのコンピュータやプログラミングの概要も理解することを学修到達目標とします。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業中に取り組む演習課題は次回の授業でプロジェクターに提示しながらコメントや解説を行うことでフィードバックします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

演習課題を授業時間中にPCを用いて取り組み、その成果の提出を求めます。課題に取り組む時間中は質問や相談は自由に行ってください。集中講義
ですので毎日の授業終了までに提出可能です。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

050050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキスト指定は行いません。必要な資料を適宜配布します。

参考書

①古殿 幸雄、入門ガイダンス 経営科学・経営工学(第2版) 中央経済社 (2017/2/28)
②村杉健、岡田好史、わかりやすい経営工学―初心者のビジネス技法36、理工図書 (2009/4/1)

なし

①9784502213519
②9784844607441

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 講義に関するガイダンスと経営工学の歴史的背景について説明しま
す。MATLABプログラミング、シミュレーション、JavaScript

Learning Portalの講義プリントをよく読み、演習課題やディ
スカッションのテーマについて、予習しておく（2時間程
度）。

4時間

第2回 生産管理(1) 生産管理とは、作業の時間研究、PTS法、ワークサンプリ
ング、MATLABプログラミング（2_ColorMap）

Learning Portalの講義プリントをよく読み、演習課題やディ
スカッションのテーマについて、予習しておく（２時間程
度）。
授業中に取り組んだ演習課題を復習し、よく理解しておく
（２時間程度）。

4時間

第3回 生産管理(2) 動作研究、サーブリック記号、MATLABプログラミング
（3_Masking）

Learning Portalの講義プリントをよく読み、演習課題やディ
スカッションのテーマについて、予習しておく（２時間程
度）。
授業中に取り組んだ演習課題を復習し、よく理解しておく
（２時間程度）。

4時間

第4回 生産計画(1) 生産計画と需要予測、指数平滑、傾向分析、単回帰、
MATLABプログラミング（4_Bingo）

Learning Portalの講義プリントをよく読み、演習課題やディ
スカッションのテーマについて、予習しておく（２時間程
度）。
授業中に取り組んだ演習課題を復習し、よく理解しておく
（２時間程度）。

4時間

第5回 生産計画(2) 単回帰のMATLABプログラミング Learning Portalの講義プリントをよく読み、演習課題やディ
スカッションのテーマについて、予習しておく（２時間程
度）。
授業中に取り組んだ演習課題を復習し、よく理解しておく
（２時間程度）。

4時間
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第6回 生産計画(3) 日程管理、ガントチャート、PERT/CPM、JavaScriptプログ
ラミング（6_Symmetry）

Learning Portalの講義プリントをよく読み、演習課題やディ
スカッションのテーマについて、予習しておく（２時間程
度）。
授業中に取り組んだ演習課題を復習し、よく理解しておく
（２時間程度）。

4時間

第7回 生産計画(4) 材料所要量計画(MRP)、JavaScriptプログラミング
（7_Bingo）とローカルサーバ

Learning Portalの講義プリントをよく読み、演習課題やディ
スカッションのテーマについて、予習しておく（２時間程
度）。
授業中に取り組んだ演習課題を復習し、よく理解しておく
（２時間程度）。

4時間

第8回 品質管理(1) 統計的品質管理、生産者危険と消費者危険、OC曲線の
MATLABプログラミング

Learning Portalの講義プリントをよく読み、演習課題やディ
スカッションのテーマについて、予習しておく（２時間程
度）。
授業中に取り組んだ演習課題を復習し、よく理解しておく
（２時間程度）。

4時間

第9回 品質管理(2) 特性要因図、管理図、UCR、LCR、正規分布、JavaScript
プログラミング（9_Covid-19）

Learning Portalの講義プリントをよく読み、演習課題やディ
スカッションのテーマについて、予習しておく（２時間程
度）。
授業中に取り組んだ演習課題を復習し、よく理解しておく
（２時間程度）。

4時間

第10回 品質管理(3) 相関分析のMATLABプログラミング Learning Portalの講義プリントをよく読み、演習課題やディ
スカッションのテーマについて、予習しておく（２時間程
度）。
授業中に取り組んだ演習課題を復習し、よく理解しておく
（２時間程度）。

4時間

第11回 品質管理(4) 予測と回帰分析のMATLABプログラミング Learning Portalの講義プリントをよく読み、演習課題やディ
スカッションのテーマについて、予習しておく（２時間程
度）。
授業中に取り組んだ演習課題を復習し、よく理解しておく
（２時間程度）。

4時間

第12回 システム工学(1) システムズアプローチ、モデリング、フローチャート、
MATLABプログラミング（12_MojiGa）

Learning Portalの講義プリントをよく読み、演習課題やディ
スカッションのテーマについて、予習しておく（２時間程
度）。
授業中に取り組んだ演習課題を復習し、よく理解しておく
（２時間程度）。

4時間

第13回 経営科学(1)　　　線形計画問題の図的解法のMATLABプログラミング Learning Portalの講義プリントをよく読み、演習課題やディ
スカッションのテーマについて、予習しておく（２時間程
度）。
授業中に取り組んだ演習課題を復習し、よく理解しておく
（２時間程度）。

4時間

第14回 経営科学(2) EXCELソールバーによる線形計画法 Learning Portalの講義プリントをよく読み、これまでの授業
内容について、予習しておく（２時間程度）。
授業中に取り組んだ演習課題を復習し、最終レポートを作
成する（２時間程度）。

4時間

第15回 これまでの授業内容を振り返ります。授業を通じて作成してきたレポー
トの最終まとめとして総括します。

学期を通して、授業中に取り組んだ課題を復習し、よく理
解しておく（4時間程度）。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 コーポレートファイナンス論（経営学部）／企業財務論（経済学部） 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234粂井　淳子

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 企業価値の最大化

授業の目的及び概要
この授業は、企業における資金の調達・運用、設備投資等に関して包括的に学び、理論を正確に理解した上で、その応用力を身につけることを目的と
する。具体的には、基本的なファイナンスに関する理論、企業における資金調達と資本構成の実態、資本コストの考え方やその算出方法、企業におけ
る配当政策、債券と株式の評価方法、現在価値の概念を用いたキャッシュ・フローの評価方法等に関する知識を修得し、企業財務意思決定の基礎理論
を理解する。

学修の到達目標
基本的なコーポレートファイナンスの考え方を身につけ、グローバル化する現代ビジネスの諸課題に創造的に対応できる力を身につけることを到達目
標とする。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
確認テストについては授業中に講評を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

配布資料は、書き込み式です。授業に出席し、抜けているところを埋めてください。授業に出席できなかった場合には、ラーニングポータルの教材を確
認してください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

700

00300

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

①『コーポレートファイナンス　戦略と実践』，田中慎一、保田隆明著，ダイヤモンド社，2019年

参考書

『ファイナンス論・入門　イチからわかる証券投資と企業金融』2020　俊野雅司、白須洋子、時岡紀夫著　有斐
閣　
その他の参考書については、授業中に配布プリント等でお知らせします。

①9784478105412

ISBN:978-4-641-16570-0

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ファイナンスの全体像 【予習】事前にシラバスに目を通しテキストの第1章の部分
を読んでおきましょう。
【復習】テキストの第1章の部分や配布資料を読み返し、講
義で得た知識を確認してください。

4時間

第2回 会計とファイナンス１　B/SとP/L 【予習】事前にテキストの第2章01及び02の部分を読んで
おきましょう。
【復習】テキストの第2章01及び02の部分や配布資料を読
み返し、講義で得た知識を確認してください。

4時間

第3回 会計とファイナンス２　キャッシュフロー 【予習】事前にテキストの第2章03～07の部分を読んでおき
ましょう。
【復習】テキストの第2章03～07の部分や配布資料を読み
返し、講義で得た知識を確認してください。

4時間

第4回 会計とファイナンス３　財務諸表の活用 【予習】事前にテキストの第3章01～03の部分を読んでおき
ましょう。
【復習】テキストの第3章01～03の部分や配布資料を読み
返し、講義で得た知識を確認してください。

4時間

第5回 会計とファイナンス４　株式市場での評価 【予習】事前にテキストの第3章04～08の部分を読んでおき
ましょう。
【復習】テキストの第3章04～08の部分や配布資料を読み
返し、講義で得た知識を確認してください。

4時間
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第6回 企業価値１　現在価値 【予習】事前にテキストの第4章の部分を読んでおきましょ
う。
【復習】テキストの第4章の部分や配布資料を読み返し、講
義で得た知識を確認してください。

4時間

第7回 企業価値２　資本コスト 【予習】事前にテキストの第5章の部分を読んでおきましょ
う。
【復習】テキストの第5章の部分や配布資料を読み返し、講
義で得た知識を確認してください。

4時間

第8回 企業価値３　事業評価 【予習】事前にテキストの第6章01～03の部分を読んでおき
ましょう。
【復習】テキストの第6章01～03の部分や配布資料を読み
返し、講義で得た知識を確認してください。

4時間

第9回 企業価値４　企業価値 【予習】事前にテキストの第6章04～08の部分を読んでおき
ましょう。
【復習】テキストの第6章04～08の部分や配布資料を読み
返し、講義で得た知識を確認してください。

4時間

第10回 企業価値５　類似会社比較法 【予習】事前にテキストの第7章の部分を読んでおきましょ
う。
【復習】テキストの第7章の部分や配布資料を読み返し、講
義で得た知識を確認してください。

4時間

第11回 企業価値６　M＆A 【予習】事前にテキストの第8章の部分を読んでおきましょ
う。
【復習】テキストの第8章の部分や配布資料を読み返し、講
義で得た知識を確認してください。

4時間

第12回 株主還元政策 【予習】事前にテキストの第9章の部分を読んでおきましょ
う。
【復習】テキストの第9章の部分や配布資料を読み返し、講
義で得た知識を確認してください。

4時間

第13回 IR戦略 【予習】事前にテキストの第10章の部分を読んでおきましょ
う。
【復習】テキストの第10章の部分や配布資料を読み返し、
講義で得た知識を確認してください。

4時間

第14回 ベンチャーファイナンス 【予習】事前にテキストの第11章の部分を読んでおきましょ
う。
【復習】テキストの第11章の部分や配布資料を読み返し、
講義で得た知識を確認してください。

4時間

第15回 まとめ 【予習】事前に確認テストの計算問題や用語について復習
しておきましょう。
【復習】テキストや参考書、配布資料を用いて用語や確認
テストの計算問題について復習し、講義で得た知識を確認
してください。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 国際経営概論　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234四宮　由紀子

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経営学部専門教育科目

テーマ この講義では、（１）国際経営の基本的な概念や理論を学ぶこと、（２）国際経営が抱える課題と解決について考えること、（３）国際経営の実態を理解す
ること、の３つをテーマとしています。

授業の目的及び概要
国際経営とは「企業が国境を越えてビジネス活動を行うこと」です。この講義では、国際経営の理論と歴史、仕組みと企業活動、実態と様々な課題につ
いて知識を深め、国際経営の課題と解決について考えます。企業はなぜ国際化するのか、また国際経営における戦略、組織、ビジネス活動の特徴はど
のようなものか、日本および海外の企業の国際経営にはどのような特徴がありどのような課題を抱えているのか、これらの視点から国際経営への理解
を深めます。
　具体的には、貿易と直接投資、多国籍企業の歴史と理論、国際経営の所有政策／経営管理／経営組織／技術と研究開発／マーケティング／人的資
源管理／リスク、そして日本や海外の国際経営事例について学びます。

学修の到達目標
国際経営の基礎概念と理論、歴史と現状、および課題について理解し、以下のようなレベルに到達すること。
1.　国際経営の歴史的背景と基礎的な知識を理解し、国際化のメカニズムについて説明することができる。
2.　企業の国際経営について理解を深め、現実の企業活動について分析できるようになる。
3.　日本企業および外資系企業の国際経営の実態や課題を理解し、その解決について考察することができる。
4.　国際的な視野を養い、世界で活躍できる知識を持つことが出来る。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業内の小テストやレポートについて、回答例または優秀な回答を紹介・解説します。
また、質問やコメントについては授業内でフィードバックし、共有します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

できるだけ実際の企業の事例を盛り込みながら、理論と実践に関してわかりやすく講義します。
国際経営について実践的で幅広い知識を身につけるとともに、「なぜ国際化するのか」、「国際経営の課題は何か」、「どうすれば解決できるのか」、につ
いて分析し考える力を養いましょう。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

600

003010

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキスト指定は行いません。必要な資料を適宜配布します。

参考書

①国際経営論への招待、吉原英樹編著、有斐閣ブックス、2002年
②新グローバル経営論、安室憲一編著、白桃書房、2007年
③テキストブック国際経営[新版]、山崎清・竹田志郎、有斐閣ブックス、1993年

なし

①9784641086661
②9784561264668
③9784641085220

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 【ガイダンス：国際経営とは】
　この講義の進め方や評価方法、国際経営慨論の授業計画の全体像
について説明する。
　国際経営の概要とデータについてクイズ形式で紹介し、解説する。

国際経営とは何か、考えてみよう。
国際経営に関して身近な企業の例を、ニュースや新聞な
どから調べてみよう。

2時間

第2回 【貿易と直接投資】
　「企業の国際化と国際経営」にとって不可欠である貿易と直接投資に
ついて学ぶ。
　また国際貿易の歴史と世界経済の現状についても解説する。

貿易と直接投資の違いについて正しく理解しよう。
日本の貿易と直接投資の規模について調べ、諸外国と比
べてみよう。

4時間

第3回 【多国籍企業の誕生と発展】
　多国籍企業の誕生と発展の歴史について学ぶ。また多国籍企業の定
義や形態についても紹介し、時代の変化に伴う変遷についても理解を
深める。
　さらに日本、欧米、新興国の多国籍企業の特徴について考える。

多国籍企業とは何か、説明できるようにしよう。
日本や海外の多国籍企業について調べよう。

4時間

第4回 【多国籍企業の理論】
　企業はなぜ国際化するのか、その理論として①プロダクト・ライフサイ
クル、②ダニングの折衷理論、③内部化理論について学ぶ。

企業が国際化する理由や意義について考えよう。
多国籍企業の様々な理論について正しく理解し、その違い
について整理しよう。

4時間

第5回 【国際経営と所有政策】
　企業が海外に進出する際にどのような形態で国際化するのか、特に
企業の所有方式について学ぶ。
　完全所有、ジョイントベンチャー、M&A等の方式についてそれぞれの
特徴とその方式を選択する背景について解説する。

企業が国際化するときに、どのような所有方式があるの
か、考えてみよう。
それぞれの所有方式のメリット・デメリットを正しく理解し、
実際の企業の事例を調べてみよう。

4時間
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第6回 【国際経営と経営管理】
　企業が国際化すると、経営管理においてどのような特徴や課題があ
るのか解説する。
　経営管理の中央集権化、現地化（ローカル化）、グローバル化のそれ
ぞれの特徴と、メリット・デメリットについて学ぶ。

中央集権型／現地化／グローバル化の多国籍企業の事
例について調べよう。
経営管理のそれぞれの方式の問題点や課題について分
析しよう。

4時間

第7回 【国際経営と組織構造】
　企業が国際化するにつれ、企業の組織の在り方が変化する。国際化
のフェーズと組織構造(事業部制組織／マトリックス組織）について学
ぶ。
　また、国際経営組織のマルチナショナル型／インターナショナル型／
グローバル型／トランスナショナル型、地域統括本社制などについても
解説する。

企業が国際化し、拡大する中で、最適な組織構造は何
か、考えよう。
実際の企業組織の事例から、なぜその組織構造を選択し
たのか分析しよう。

4時間

第8回 【国際経営と研究開発】
　企業の成長や発展のために研究開発は不可欠である。国際研究開
発について、その目的と要因、発展段階と現状について学ぶ。
　また、研究開発の国際化においてどのような課題があるのか解説す
る。

研究開発が国際化することで、どのような問題が生じるの
か考えてみよう。
実際の企業の国際研究開発の事例を調べてみよう。

4時間

第9回 【国際経営とマーケティング】
　企業が国際化すると、世界中の顧客をターゲットにした国際マーケ
ティング活動が必要になる。
　国際マーケティングの役割と重要性について学び、標準化vs適応化
問題やグローバル・サプライチェーンマネジメントについても言及する。

国際マーケティングの標準化と適応化問題について、それ
ぞれのメリット・デメリットを正しく理解しよう。
世界的に有名な企業のマーケティングについて調べ、そ
の特徴について分析しよう。

4時間

第10回 【国際経営と人的資源管理】
　企業が国際化するに従い、人材もグローバル化し、国際的な人的資
源管理が必要である。
　実際の事例を紹介しながら、国際人的資源管理の在り方や特徴、課
題について学び、異文化経営への理解を深める。

多様な国籍や文化的背景を持つ人々が働く企業では、ど
のような人的資源管理が必要か考えよう。
実際の企業の国際人的資源管理について調べ、その特徴
を比較してみよう。

4時間

第11回 【国際経営とリスク】
　企業が国際化する中で、多様な国において異なる経済制度や経営習
慣、異文化などに直面し、企業は様々なリスクにさらされている。
　国際経営を取り巻く環境とリスクについて学び、その課題と解決につ
いて考察する。

企業の国際化においてどのようなリスクが考えられるか、
考察しよう。
実際の企業国際化のリスクの事例について調べてみよ
う。

4時間

第12回 【日本企業の国際経営事例】
　日本企業の国際化について、事例を中心に学ぶ。

国際化した日本企業について挙げてみよう。
日本企業の国際化にはどのような特徴があるか考えよう。

4時間

第13回 【諸外国の企業の国際経営事例】
　主に、欧米企業と中国企業の国際化について、事例を中心に学ぶ。

国際化した外資系企業について挙げてみよう。
欧米企業／中国企業の国際化にはどのような特徴がある
か考えよう。

4時間

第14回 【サービス企業の国際化】
　サービス企業の国際化は、製造業の国際化とは異なる特徴やモデル
がある。
　サービス企業の国際化の理論的直腸と事例について学ぶ。

国際化したサービス企業について挙げてみよう。
サービス企業の国際化にはどのような特徴があるか考え
よう。

4時間

第15回 【総括】
　これまでの講義を振り返り、今後の国際経営の発展と拡大について
考察する。

これまでの講義で学修した国際経営の理論や知識につい
て整理しよう。
国際経営の現状と課題について正しく把握し、その解決に
ついて考えよう。

6時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 国際経営概論　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234四宮　由紀子

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経営学部専門教育科目

テーマ この講義では、（１）国際経営の基本的な概念や理論を学ぶこと、（２）国際経営が抱える課題と解決について考えること、（３）国際経営の実態を理解す
ること、の３つをテーマとしています。

授業の目的及び概要
国際経営とは「企業が国境を越えてビジネス活動を行うこと」です。この講義では、国際経営の理論と歴史、仕組みと企業活動、実態と様々な課題につ
いて知識を深め、国際経営の課題と解決について考えます。企業はなぜ国際化するのか、また国際経営における戦略、組織、ビジネス活動の特徴はど
のようなものか、日本および海外の企業の国際経営にはどのような特徴がありどのような課題を抱えているのか、これらの視点から国際経営への理解
を深めます。
　具体的には、貿易と直接投資、多国籍企業の歴史と理論、国際経営の所有政策／経営管理／経営組織／技術と研究開発／マーケティング／人的資
源管理／リスク、そして日本や海外の国際経営事例について学びます。

学修の到達目標
国際経営の基礎概念と理論、歴史と現状、および課題について理解し、以下のようなレベルに到達すること。
1.　国際経営の歴史的背景と基礎的な知識を理解し、国際化のメカニズムについて説明することができる。
2.　企業の国際経営について理解を深め、現実の企業活動について分析できるようになる。
3.　日本企業および外資系企業の国際経営の実態や課題を理解し、その解決について考察することができる。
4.　国際的な視野を養い、世界で活躍できる知識を持つことが出来る。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業内の小テストやレポートについて、回答例または優秀な回答を紹介・解説します。
また、質問やコメントについては授業内でフィードバックし、共有します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

できるだけ実際の企業の事例を盛り込みながら、理論と実践に関してわかりやすく講義します。
国際経営について実践的で幅広い知識を身につけるとともに、「なぜ国際化するのか」、「国際経営の課題は何か」、「どうすれば解決できるのか」、につ
いて分析し考える力を養いましょう。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

600

003010

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキスト指定は行いません。必要な資料を適宜配布します。

参考書

①国際経営論への招待、吉原英樹編著、有斐閣ブックス、2002年
②新グローバル経営論、安室憲一編著、白桃書房、2007年
③テキストブック国際経営[新版]、山崎清・竹田志郎、有斐閣ブックス、1993年

なし

①9784641086661
②9784561264668
③9784641085220

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 【ガイダンス：国際経営とは】
　この講義の進め方や評価方法、国際経営慨論の授業計画の全体像
について説明する。
　国際経営の概要とデータについてクイズ形式で紹介し、解説する。

国際経営とは何か、考えてみよう。
国際経営に関して身近な企業の例を、ニュースや新聞な
どから調べてみよう。

2時間

第2回 【貿易と直接投資】
　「企業の国際化と国際経営」にとって不可欠である貿易と直接投資に
ついて学ぶ。
　また国際貿易の歴史と世界経済の現状についても解説する。

貿易と直接投資の違いについて正しく理解しよう。
日本の貿易と直接投資の規模について調べ、諸外国と比
べてみよう。

4時間

第3回 【多国籍企業の誕生と発展】
　多国籍企業の誕生と発展の歴史について学ぶ。また多国籍企業の定
義や形態についても紹介し、時代の変化に伴う変遷についても理解を
深める。
　さらに日本、欧米、新興国の多国籍企業の特徴について考える。

多国籍企業とは何か、説明できるようにしよう。
日本や海外の多国籍企業について調べよう。

4時間

第4回 【多国籍企業の理論】
　企業はなぜ国際化するのか、その理論として①プロダクト・ライフサイ
クル、②ダニングの折衷理論、③内部化理論について学ぶ。

企業が国際化する理由や意義について考えよう。
多国籍企業の様々な理論について正しく理解し、その違い
について整理しよう。

4時間

第5回 【国際経営と所有政策】
　企業が海外に進出する際にどのような形態で国際化するのか、特に
企業の所有方式について学ぶ。
　完全所有、ジョイントベンチャー、M&A等の方式についてそれぞれの
特徴とその方式を選択する背景について解説する。

企業が国際化するときに、どのような所有方式があるの
か、考えてみよう。
それぞれの所有方式のメリット・デメリットを正しく理解し、
実際の企業の事例を調べてみよう。

4時間
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第6回 【国際経営と経営管理】
　企業が国際化すると、経営管理においてどのような特徴や課題があ
るのか解説する。
　経営管理の中央集権化、現地化（ローカル化）、グローバル化のそれ
ぞれの特徴と、メリット・デメリットについて学ぶ。

中央集権型／現地化／グローバル化の多国籍企業の事
例について調べよう。
経営管理のそれぞれの方式の問題点や課題について分
析しよう。

4時間

第7回 【国際経営と組織構造】
　企業が国際化するにつれ、企業の組織の在り方が変化する。国際化
のフェーズと組織構造(事業部制組織／マトリックス組織）について学
ぶ。
　また、国際経営組織のマルチナショナル型／インターナショナル型／
グローバル型／トランスナショナル型、地域統括本社制などについても
解説する。

企業が国際化し、拡大する中で、最適な組織構造は何
か、考えよう。
実際の企業組織の事例から、なぜその組織構造を選択し
たのか分析しよう。

4時間

第8回 【国際経営と研究開発】
　企業の成長や発展のために研究開発は不可欠である。国際研究開
発について、その目的と要因、発展段階と現状について学ぶ。
　また、研究開発の国際化においてどのような課題があるのか解説す
る。

研究開発が国際化することで、どのような問題が生じるの
か考えてみよう。
実際の企業の国際研究開発の事例を調べてみよう。

4時間

第9回 【国際経営とマーケティング】
　企業が国際化すると、世界中の顧客をターゲットにした国際マーケ
ティング活動が必要になる。
　国際マーケティングの役割と重要性について学び、標準化vs適応化
問題やグローバル・サプライチェーンマネジメントについても言及する。

国際マーケティングの標準化と適応化問題について、それ
ぞれのメリット・デメリットを正しく理解しよう。
世界的に有名な企業のマーケティングについて調べ、そ
の特徴について分析しよう。

4時間

第10回 【国際経営と人的資源管理】
　企業が国際化するに従い、人材もグローバル化し、国際的な人的資
源管理が必要である。
　実際の事例を紹介しながら、国際人的資源管理の在り方や特徴、課
題について学び、異文化経営への理解を深める。

多様な国籍や文化的背景を持つ人々が働く企業では、ど
のような人的資源管理が必要か考えよう。
実際の企業の国際人的資源管理について調べ、その特徴
を比較してみよう。

4時間

第11回 【国際経営とリスク】
　企業が国際化する中で、多様な国において異なる経済制度や経営習
慣、異文化などに直面し、企業は様々なリスクにさらされている。
　国際経営を取り巻く環境とリスクについて学び、その課題と解決につ
いて考察する。

企業の国際化においてどのようなリスクが考えられるか、
考察しよう。
実際の企業国際化のリスクの事例について調べてみよ
う。

4時間

第12回 【日本企業の国際経営事例】
　日本企業の国際化について、事例を中心に学ぶ。

国際化した日本企業について挙げてみよう。
日本企業の国際化にはどのような特徴があるか考えよう。

4時間

第13回 【諸外国の企業の国際経営事例】
　主に、欧米企業と中国企業の国際化について、事例を中心に学ぶ。

国際化した外資系企業について挙げてみよう。
欧米企業／中国企業の国際化にはどのような特徴がある
か考えよう。

4時間

第14回 【サービス企業の国際化】
　サービス企業の国際化は、製造業の国際化とは異なる特徴やモデル
がある。
　サービス企業の国際化の理論的直腸と事例について学ぶ。

国際化したサービス企業について挙げてみよう。
サービス企業の国際化にはどのような特徴があるか考え
よう。

4時間

第15回 【総括】
　これまでの講義を振り返り、今後の国際経営の発展と拡大について
考察する。

これまでの講義で学修した国際経営の理論や知識につい
て整理しよう。
国際経営の現状と課題について正しく把握し、その解決に
ついて考えよう。

6時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経営立地論Ⅰ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

34徳丸　義也

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G3

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 企業の経営戦略を立地と地理的、空間的な視角から深める

授業の目的及び概要
企業においてどの国のどの地域でどのような事業活動を行うかの立地戦略は経営戦略の重要なテーマです。ユニクロもZARAも衣料品の製造小売
(SPI)といった経営戦略をとっています。しかし、ユニクロが最終段階の縫製工程を中国に配置し低コストを最優先に大量生産しているのに対して、ZARA
はファッションの変化に対応したスピードを最優先に、大都市であるスペイン本社の近くに縫製工程を配置しています。揺るぎない世界的な優位性を維
持するZARAの立地戦略と地理的･空間的な構造です。経営立地論Ⅰでは産業や企業の経営戦略や競争戦略、組織マネジメント、事業システムを立地
戦略や地理的、空間的な視角から深めていきます。そのために立地論や産業集積論等を参照します。経営学理論の解像度を上げ、実践的な理解力と
応用力を身につけることを目指します。

学修の到達目標
①企業の競争戦略や組織マネジメント、事業システムを立地戦略や地理的、空間的視角から分析することができる。
②国や地域における産業の競争優位について分析することができる。
③流通システムやサプライチェーンの競争優位について分析することができる
④マーケティング戦略について地理的、空間的は視角から分析することができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
中間テストは採点した上で返却します。
授業を通じてラーニングポータルあるいはコメントシートを用いて疑問や質問に答えます。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

経営立地論は、国や地域の「場所」における経済的、社会的な違いを経営戦略の視野に入れます。地理的、空間的な距離と時間をどのように活用し克
服するかが競争優位の鍵になります。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

600

40000

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

なし

参考書

①松原　宏編著『現代の立地論』古今書院　2015年
②川端基夫著『立地ウォーズ-企業･地域の成長戦略と｢場所のチカラ｣』新評論　2013年
③伊丹敬之・加護野忠男著『ゼミナール経営学入門』日本経済新聞出版社　2017年

なし

①9784772231497
②9784794809339
③9784532132477

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス
授業の目的や到達目標、授業の方法や進め方、履修上の注意項目、
成績評価について説明します。
経営立地論と経営学の専門分野との関連性について説明します。

—事前に、新聞やニュースで立地について調べておくこと
授業後、授業内容の振り返りをすること。

4時間

第2回 経営立地論が明らかにしようとするもの
企業はなぜその場所に本社を置き、なぜその場所で研究開発を行な
い、なぜその場所で部品を生産し、なぜその場所で製品を組立、なぜ
その場所の流通経路を選択したのか？
身近な例から立地戦略の意味を説明します。

—事前に、Learning Portalに掲載する第２回授業資料を読
んでおくこと。
授業後に、第２回授業資料を読んで復習をしておくこと。

4時間

第3回 古典的な立地論と現代的意義
ウェーバーの工場立地論から
経済理論としての立地行動　輸送費
市場指向立地　原材料指向立地

—事前に、Learning Portalに掲載する第３回授業資料を読
んでおくこと
授業後に、第３回授業資料を読んで復習をしておくこと

4時間

第4回 古典的立地論の現代的意義
チューネンの農業立地論から
地代付け値　地帯構成　土地利用
位置と経営組織の空間効率

—事前に、Learning Portalに掲載する第４回授業資料を読
んでおくこと
授業後に、第４回授業資料を読んで復習をしておくこと

4時間

第5回 産業集積論
集積の外部性　柔軟な専門化

—事前に、Learning Portalに掲載する第５回授業資料を読
んでおくこと。
授業後に、第５回授業資料を読んで復習をしておくこと。

4時間
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第6回 経営立地論の考え方
場所のチカラ　立地選択　立地適応　立地創造

—事前に、Learning Portalに掲載する第６回授業資料を読
んでおくこと。
授業後に、第６回授業資料を読んで復習をしておくこと。

4時間

第7回 中間まとめ　
中間テスト

第1回から第６回講義に関する小テストを実施するので、
それらの授業資料について事前学修しておくこと
授業後、テスト内容について振り返ること

4時間

第8回 経営戦略と環境のマネジメント
経営戦略、成長戦略における地理的視角

—事前に、Learning Portalに掲載する第８回授業資料を読
んでおくこと。
授業後に、第８回授業資料を読んで復習をしておくこと。

4時間

第9回 外部環境に対する２つの競争戦略
ポジショニング・アプローチ　ゲーム・アプローチ

—事前に、Learning Portalに掲載する第９回授業資料（産
業集積論の展開）を読んでおくこと。
授業後に、第９回授業資料を読んで復習をしておくこと。

4時間

第10回 企業組織のマネジメント
企業の組織構造と空間編成
企業の地理学

—事前に、Learning Portalに掲載する第10回授業資料を読
んでおくこと。
授業後に、第10回授業資料を読んで復習をしておくこと。

4時間

第11回 事業システムと産業立地
価値連鎖と価値システム　
事業システムと産業立地

—事前に、Learning Portalに掲載する第11回授業資料を読
んでおくこと。
授業後に、第11回授業資料を読んで復習をしておくこと。

4時間

第12回 国の競争優位と産業クラスター
要素条件　需要条件　関連支援産業　戦略・競争条件

—事前に、Learning Portalに掲載する第12回授業資料を読
んでおくこと。
授業後に、第12回授業資料を読んで復習をしておくこと。

4時間

第13回 国際経営と多国籍企業 —事前に、Learning Portalに掲載する第13回授業資料を読
んでおくこと。
授業後に、第13回授業資料を読んで復習をしておくこと。

4時間

第14回 多国籍企業の立地論 —事前に、Learning Portalに掲載する第14回授業資料を読
んでおくこと。
授業後に、第14回授業資料を読んで復習をしておくこと

4時間

第15回 これまでの論点をまとめる —事前にこれまでの授業を振り返ること
授業後、再度振り返ること

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経営立地論Ⅱ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

34徳丸　義也

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G3

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 企業の成長、地域の発展を立地行動から探る

授業の目的及び概要
企業においてどの国のどの地域でどのような事業活動を行うかの立地戦略は経営戦略の重要なテーマです。ユニクロもZARAも衣料品の製造小売
(SPI)といった経営戦略をとっています。しかし、ユニクロが最終段階の縫製工程を中国に配置し低コストを最優先に大量生産しているのに対して、ZARA
はファッションの変化に対応したスピードを最優先に、大都市であるスペイン本社の近くに縫製工程を配置しています。揺るぎない世界的な優位性を維
持するZARAの立地戦略と地理的･空間的な構造です。経営立地論Ⅱでは流通システムや商業、マーケティングを立地戦略や地理的、空間的な視角か
ら深めます。そのために商業地理学やマーケティング地理学、商業集積論等を参照します。商学やマーケティング論の解像度を上げ、実践的な理解力
と応用力を身につけることを目指します。

学修の到達目標
①企業の競争戦略や組織マネジメント、事業システムを立地戦略や地理的、空間的視角から分析することができる。
②国や地域における産業の競争優位について分析することができる。
③流通システムやサプライチェーンの競争優位について分析することができる
④マーケティング戦略について地理的、空間的は視角から分析することができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
中間テストは採点した上で返却します。
授業を通じてラーニングポータルあるいはコメントシートを用いて疑問や質問に答えます。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

経営立地論は国や地域の「場所」における経済的、社会的な違いを経営戦略の視野に入れます。さらに、地理的、空間的な距離と時間をどのように活
用し克服が競争優位の鍵になります。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

600

40000

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

なし

参考書

①荒井良雄・箸本健二編『流通空間の再構築』古今書院　2007年
②松井 剛 ・ 西川英彦 編著『１からの消費者行動』碩学社　2020年

なし

①9784772290029
②9784502333415

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス
授業の目的や到達目標、授業の方法や進め方、履修上の注意項目、
成績評価について説明します。
経営立地論と流通システムや商学、マーケティングの専門分野との関
連性について説明します。

事前に、Learning Portalに掲載する第1回授業資料を読ん
でおくこと。
授業後に、第1回授業資料を読んで復習をしておくこと。

4時間

第2回 経営立地論が明らかにしようとするもの　
流通システムと経済地理学
生産と消費の懸隔　所有権と情報の架橋　時間と距離の架橋
立地産業と言われる商業の役割

事前に、Learning Portalに掲載する第２回授業資料を読ん
でおくこと。
授業後に、第２回授業資料を読んで復習をしておくこと。

4時間

第3回 古典的商業立地論と現代的意義
クリスタラーの中心地理論
空間の階層性　ネットワーク空間の階層性

事前に、Learning Portalに掲載する第３回授業資料を読ん
でおくこと。
授業後に、第３回授業資料を読んで復習をしておくこと。

4時間

第4回 古典的商業立地論と現代的意義
商圏とハフの商圏モデル
大規模店舗の出店と影響

事前に、Learning Portalに掲載する第４回授業資料を読ん
でおくこと。
授業後に、第４回授業資料を読んで復習をしておくこと。

4時間

第5回 消費者行動論を深める　
個人としての消費者

事前に、Learning Portalに掲載する第５回授業資料を読ん
でおくこと。
授業後に、第５回授業資料を読んで復習をしておくこと。

4時間
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第6回 消費者行動論を深める　
社会的存在としての消費者

事前に、Learning Portalに掲載する第５回授業資料を読ん
でおくこと。
授業後に、第５回授業資料を読んで復習をしておくこと。

4時間

第7回 買物空間と小売業　
小売業の立地選択と立地適応
マーケティング地理学

事前に、Learning Portalに掲載する第７回授業資料を読ん
でおくこと。
授業後に、第７回授業資料を読んで復習をしておくこと。

4時間

第8回 中間まとめと中間テスト 第1回から第７回講義に関する小テストを実施するので、
それらの授業資料について事前学修しておくこと
授業後、テスト内容について振り返ること

4時間

第9回 スーパーマーケットのシステムと立地空間
チェーン・オペレーション 
標準化と地域適応のジレンマ

事前に、Learning Portalに掲載する第９回授業資料を読ん
でおくこと。
授業後に、第９回授業資料を読んで復習をしておくこと。

4時間

第10回 コンビニエンスストアのシステムと立地空間
生産と流通の投機と延期
ドミナント出店

事前に、Learning Portalに掲載する第10回授業資料を読
んでおくこと。
授業後に、第10回授業資料を読んで復習をしておくこと。

4時間

第11回 SPAのビジネスシステムと立地 
ユニクロとZARAの経営戦略と空間構造

事前に、Learning Portalに掲載する第11回授業資料を読
んでおくこと。
授業後に、第11回授業資料を読んで復習をしておくこと。

4時間

第12回 商業集積とショッピングセンターの戦略と立地空間
小売マーケティングミックス　小売商業の集積の外部性
モノ消費からコト消費への経験価値

事前に、Learning Portalに掲載する第1２回授業資料を読
んでおくこと。
授業後に、第12回授業資料を読んで復習をしておくこと。

4時間

第13回 インターネット通販の戦略と立地空間
プラットフォーム戦略　ネットワーク外部性
デジタル空間とリアル空間

事前に、Learning Portalに掲載する第13回授業資料を読
んでおくこと。
授業後に、第13回授業資料を読んで復習をしておくこと。

4時間

第14回 サプライチェーンマネジメント
企業間調整　部門間調整　ロジスティックス　距離と時間の克服

事前に、Learning Portalに掲載する第14回授業資料を読
んでおくこと。
授業後に、第14回授業資料を読んで復習をしておくこと。

4時間

第15回 まとめとふりかえり 事前に、Learning Portalに掲載する第14回授業資料を読
んでおくこと。
授業後に、第14回授業資料を読んで復習をしておくこと。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 流通産業論　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234金　勝鎭

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 小売業を中心として、産業人としての基礎知識、店舗における役割、商品政策等を理解する。

授業の目的及び概要
この授業は、国民経済のなかで流通産業が生産と消費を架橋する必要不可欠な存在であり、流通産業は、流通システムの構造の理解をもとに、身近
なところの例を自ら発見し・理解することを踏まえて、流通産業の全体像を把握することができるようになることを目標とする。流通の「今」を捉えること
は、現在の社会経済の状況について、よりよく理解できるだけでなく、流通ビジネスで活躍したいと考えている履修者の就職展望ともなるようにする。

学修の到達目標
1．小売産業の種類とその特徴について理解する。
2．流通システムのコア・コンピタンスについて理解する。
3．具体的な事例から流通産業の盛衰について考察することができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業内の課題、問題については、ディスカッション、メールでフィードバックやコメント、アドバイスを行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

PBL（課題解決型学習）／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告

本科目の担当教員は、民間企業でマーケティングに関する経営戦略立案・運営管理やデータ分析・統計分析などの職務に従事してきた。本科目では、
これらの実務経験を活かした授業を行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

本講義は講義形式とグループ学修形式を交ぜて授業を行います。
個人の調査やグループでのディスカッションも多く必要になります。個人だけでなく、グループでの時間管理と目標管理が必要になります。
小売業の店頭には、ほとんどの産業と関わりのある商品が取り扱われています。
消費者の目として、調査員の目として、企業家の目として見ることにより、多くの課題や可能性を発見し創造的問題解決能力の習得することを目的とし
ます。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

040

030030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキスト指定は行いません。必要な資料を適宜配布します。

参考書

①　1からの流通システム、崔相鐵・岸本徹也、碩学舎、2018年
②　1からの流通論(第2版)、石原武政・竹村正明・細井謙一、碩学舎、2018年

なし

①　9784502261916
②　9784502283611

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス
授業の目的と方法、授業計画、成績評価等について説明します。

事前学修としてシラバスを事前に読み、授業の目的等を
理解しておくこと。
事後学修として授業で配布した資料を読んでマーケティン
グ戦略Ⅰの概略等を復習しておくこと。

2時間

第2回 「日本における小売業態」
流通論における小売業態について説明します。

事前学修として第2回の講義資料や参考書2の「第1章 日
本における小売業態の生成と進化」を事前に読んでおくこ
と。
事後学修として講義資料やノートを読んで授業で得た知識
を復習しておくこと。

4時間

第3回 「小売業態」
コンビニエンス・ストアを中心に業態の概念と課題について説明します。

事前学修として講義資料や参考書2の「第6章 小売業態と
は何か」を事前に読んでおくこと。
事後学修として講義資料や参考書2の「第6章 小売業態と
は何か」を読んで授業で得た知識を復習しておくこと。

4時間

第4回 「小売業とロジスティクス」
流通の役割と機能について説明します。

事前学修として講義資料や参考書2の「第7章 小売を支え
るロジスティクス」を事前に読んでおくこと。
事後学修として講義資料や参考書2の「第7章 小売を支え
るロジスティクス」を読んで授業で得た知識を復習しておく
こと。

4時間

第5回 「インターネット技術と新しい小売業態」
インターネット技術による新たに登場した業態について説明します。

事前学修として講義資料や参考書2の「第8章 インターネッ
ト技術と新しい小売業態」を事前に読んでおくこと。
事後学修として講義資料や参考書2の「第8章 インターネッ
ト技術と新しい小売業態」を読んで授業で得た知識を復習
しておくこと。

4時間
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第6回 「卸売業」
卸売りの概念と役割について説明します。

事前学修として講義資料や参考書2の「第9章 小売を支え
る卸」を事前に読んでおくこと。
事後学修として講義資料や参考書2の「第9章 小売を支え
る卸」を読んで授業で得た知識を復習しておくこと。

4時間

第7回 「流通構造」
流通構造の概念と発展、課題について説明します。

事前学修として講義資料や参考書2の「第10章 流通構造
とその変容」を事前に読んでおくこと。
事後学修として講義資料や参考書2の「第10章 流通構造
とその変容」を読んで授業で得た知識を復習しておくこと。

4時間

第8回 「売買集中の原理と品揃え形成」
商業者の概念と役割について説明します。

事前学修として講義資料や参考書2の「第13章 売買集中
の原理と品揃え形成」を事前に読んでおくこと。
事後学修として講義資料や参考書2の「第13章 売買集中
の原理と品揃え形成」を読んで授業で得た知識を復習して
おくこと。

4時間

第9回 「製販連携の進展」
需要に対する小売業の投機的対応と延期的対応の概念や違いについ
て説明します。

事前学修として講義資料や参考書2の「第15章 製販連携
の進展」を事前に読んでおくこと。
事後学修として講義資料や参考書2の「第15章 製販連携
の進展」を読んで授業で得た知識を復習しておくこと。

4時間

第10回 中間発表1
グループの中間報告を行います。受講生の皆さんの発表をもとに、流
通について議論していきます。

事前学修として授業でこれまで配布した資料を事前に読
み、発表準備をする。
事後学修として講義資料やノートを読んで授業で得た知識
を復習しておくこと。

5時間

第11回 中間発表2
グループの中間報告を行います。受講生の皆さんの発表をもとに、流
通について議論していきます。

事前学修として講義資料やノートを事前に読み、予習して
おくこと。
事後学修として講義資料やノートを読んで授業で得た知識
を復習しておくこと。

5時間

第12回 グループディスカッション
グループの最終プレゼンテーションのためにディスカッションを行いま
す。

事前学修として講義資料資料を事前に読み、発表準備を
する。
事後学修として講義資料やノートを読んで授業で得た知識
を復習しておくこと。

2時間

第13回 最終発表1
グループの最終プレゼンテーションを行います。受講生の皆さんの発表
をもとに、流通について議論していきます。

事前学修として授業でこれまで配布した資料を事前に読
み、発表準備をする。
事後学修として講義資料やノートを読んで授業で得た知識
を復習しておくこと。

6時間

第14回 最終発表2
グループの最終プレゼンテーションを行います。受講生の皆さんの発表
をもとに、流通について議論していきます。

事前学修として授業でこれまで配布した資料を事前に読
み、発表準備をする。
事後学修として授業で配布した資料を読んで授業で得た
知識を復習しておくこと。

6時間

第15回 総括
これまで取り扱ってきた内容について振り返るとともに、あらためて重
要なポイントは何かについて確認します。

事前学修として講義資料やノートを事前に読み、予習して
おくこと。
事後学修として講義資料やノートと参考書のこれまで学修
した部分を読んで復習しておくこと。

2時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 流通システム論　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234加藤　司

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 情報化やグローバル化が進む中、私達の生活のなかで流通がどのような役割を果たしているか、その歴的発展や仕組みについて理解します。

授業の目的及び概要
流通システム論は、需要と供給とを「斉合する(matching)」という流通システムの役割について理解することが目的です。情報化とグローバル化が進む
中、流通の役割も変化しています。本講義では、なぜ、どのように変化するか、流通の背後で働いているメカニズムを、主要な流通に関する理論を学ぶ
とともに、具体的な小売業態の発展と結び付けながら、理解することにします。

学修の到達目標
①  流通の基礎理論について理解する。
②  小売業態の歴史的発展プロセスを理解し、業態別の異なる経営課題を理解し、説明できる。
③  小売業の生産を含めたチェーンオペレーションのシステムと課題を理解することができる。
④  小売業のグローバル化の課題を理解する。
⑤  小売業とメーカーとの関係の歴史的変化を理解し、その背後にどのようなメカニズムが働いているかを説明することができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
講義内容についての質問は、次回の講義で説明します。途中で、理解度を確認するために、小テストを行い、採点したうえで返却し、理解度を自ら確認
できるようにします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

流通は学生にとっても身近な存在です。しかも、流通の変化や仕組みは、誰にとってもとても面白いものです。常に興味を持って「なぜ」という疑問を
持って、講義に参加しほしい。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

400

0203010

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

指定しません。
必要な資料は、適宜配布します。

参考書

➀はじめての流通,崔容熏・原頼利他,有斐閣, 2014年。
②流通,大阪市立大学商学部編,有斐閣,2002年

なし

➀ 978-4641150102
② 978-4641052680

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回  流通システム論を学ぶ意義ならびに講義全体の流れについて説明す
る

授業で話題となった企業、業態などについて、自分で調べ
て、復習すること(２時間)
次回の講義のテーマである「商業の存立根拠論」について
事前に配布したレジュメを読み、分からない用語などは調
べておくこと(２時間)

4時間

第2回 商業の存立根拠論:　なぜ、生産者と消費者の間に商業が介在するの
か?

授業で話題となった企業、業態などについて、自分で調べ
て、復習しておくこと(２時間)
次回の講義のテーマである「品揃え形成の理論」について
事前に配布したレジュメを読み、分からない用語などは調
べておくこと(２時間)

4時間

第3回 品揃え形成の理論: 流通の最終目的は、消費者の手元に品揃え物を
形成すること、という考え方を学ぶ

授業で話題となった企業、業態などについて、自分で調べ
て、復習しておくこと(２時間)
次回の講義のテーマである「中央卸売市場の仕組み」に
ついて事前に配布したレジュメを読み、分からない用語な
どは調べておくこと(２時間)

4時間

第4回 中央卸売市場の仕組み: 品揃え形成が行われる最も代表的な「場」のメ
カニズムを説明する

授業で話題となった企業、業態などについて、自分で調べ
て、復習しておくこと(２時間)
次回の講義のテーマである「食品スーパーの仕組み」につ
いて事前に配布したレジュメを読み、分からない用語など
は調べておくこと(２時間)

4時間
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第5回 食品スーパーの仕組み:多様な業種店が一つ屋根の下に集まった小売
市場→食品スーパーへの発展を消費者の買い物行動から説明する

授業で話題となった企業(関西スーパー)について、自分で
調べて、復習しておくこと(２時間)
次回の講義のテーマである「価格を引き下げる仕組み」に
ついて事前に配布したレジュメを読み、分からない用語な
どは調べておくこと(２時間)

4時間

第6回 DS (価格引き下げの仕組み): 百貨店からディスカウント・ストア(DS)へ
の発展を説明する、価格引き下げは、メーカーの価格政策にどのような
影響を与えるか?

授業で話題となった企業(ドン・キホーテなど)について、自
分で調べて、復習しておくこと(２時間)
次回の講義のテーマである「チェーンオペレーションの仕
組み」について事前に配布したレジュメを読み、分からな
い用語などは調べておくこと(２時間)

4時間

第7回 チェーン・オペレーションの仕組み: あらゆる小売業態の発展を支える
チェーン・オペレーションの仕組みを理解する

授業で話題となった企業(ワークマンなど)について、自分
で調べて、復習しておくこと(２時間)
次回の講義のテーマである「CVS」について事前に配布し
たレジュメを読み、分からない用語などは調べておくこと(２
時間)

4時間

第8回 CVS (情報システムによる在庫と品揃えのトレードオフの克服): なぜ、
CVSでは、売場面積が狭いにもかかわらず、多様な商品を在庫するこ
とが可能なのか?

授業で話題となった企業(セブンイレブン)について、自分
で調べて、復習しておくこと(２時間)
次回の講義のテーマである「SPAの仕組み」について事前
に配布したレジュメを読み、分からない用語などは調べて
おくこと(２時間)

4時間

第9回  SPA (実需の変化に適応する製造小売)　ユニクロなどのSPAというい
われる業態がなぜ成長したのか、その仕組みを理解する

授業で話題となった企業(ユニクロ)について、自分で調べ
て、復習しておくこと(２時間)
次回の講義のテーマである「投機・延期の理論」について
事前に配布したレジュメを読み、分からない用語などは調
べておくこと(２時間)

4時間

第10回 投機・延期の理論: すべての業界で、できるだけ商品の形態や在庫場
所の決定を消費が行われるギリギリの点まで延期しようとするのか?

授業で話題となった企業(ワールド)について、自分で調べ
て、復習しておくこと(２時間)
次回の講義のテーマである「バリーチェーン」について事
前に配布したレジュメを読み、分からない用語などは調べ
ておくこと(２時間)

4時間

第11回  バリューチェーンの分析枠組みを使って、企業間の競争を説明する 授業で話題となった企業(タビオ)について、自分で調べ
て、復習しておくこと(２時間)
次回の講義のテーマである「チェーンにおける標準化と地
域対応」について事前に配布したレジュメを読み、分から
ない用語などは調べておくこと(２時間)

4時間

第12回  チェーンにおける標準化と地域対応:チェーンは、なぜ地域のニーズに
対応できないのか?

授業で話題となった企業などについて、自分で調べて、復
習しておくこと(２時間)
次回の講義のテーマである「小売業のグローバル化」につ
いて事前に配布したレジュメを読み、分からない用語など
は調べておくこと(２時間)

4時間

第13回 小売業のグローバル化: 国境を越えて事業を展開する小売業の直面す
る課題を説明する

授業で話題となった企業(イオン)などについて、自分で調
べて、復習しておくこと(２時間)
次回の講義のテーマである「PB」について事前に配布した
レジュメを読み、分からない用語などは調べておくこと(２時
間)

4時間

第14回 PBの開発:なぜ、小売業は、自社ブランド(PB)を持とうとするのか? 授業で話題となった企業(トップバリューとセブンプレミア
ム)について、その違いを調べて、復習しておくこと(２時間)
次回の講義のテーマである「オムニチャネル」について事
前に配布したレジュメを読み、分からない用語などは調べ
ておくこと(２時間)

4時間

第15回 オムニチャネル: リアル店舗とネット通販はどのように競争しているの
か?

授業で話題となった企業(イトーヨーカ堂)について、自分で
調べて、復習しておくこと(２時間)
また講義全体として、何を学んだか復習して、期末試験を
備える(２時間)

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 市場戦略論　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

34水野　清

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G3

経済学部専門教育科目

テーマ 起業活動におけるマーケティングとマネジメントについて学修します。

授業の目的及び概要
市場戦略は、組織（企業）から市場（顧客）に対して行われる戦略です。
この授業では、特に起業活動におけるマーケティングとマネジメントの役割に焦点を合わせ、主に、環境分析・市場選定・マーケティングミックス、イノ
ベーション、ビジネスモデル等について、「アントレプレナー」の視点から考察します。　
この授業を受講することにより、主要なマーケティングの役割と戦略的思考について理解し、市場（顧客）に対しアプローチしていくための「構想力」を身
に着けることを目的とします。

学修の到達目標
この授業では、主要なマーケティングの役割と戦略的思考について理解し、市場（顧客）に対しアプローチしていくための「構想力」を身に着けることを目
標とします。

授業の方法
この科目は遠隔授業で行われます。詳細についてはLearning Portalを確認してください。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
理解度テスト等については、授業内で解説しフィードバックします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

プレゼンテーション、発表、報告

本科目の担当教員は、民間企業でマーケティング戦略の企画・立案や組織のマネジメント業務に従事してきた。本科目では、これらの実務経験を活かし
た授業を行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

・起業経験も織り混ぜながら、具体的なマーケティングとマネジメントについて実践的な内容を提供します。
・日頃から日本経済新聞やビジネス誌を読んで、世界や日本の経営事情に関する出来事を把握してください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

060

002020

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

川名和美・竹元雅彦(2016)『社会人基礎力を養うアントレプレナーシップ』中央経済社

参考書

①マイケル・ポーター著,竹内弘高訳『競争戦略論Ⅰ・Ⅱ』(ダイヤモンド社, 2018年)
②根来龍之著『事業創造のロジック』(日経BP社, 2014年)

978-4502193217

①978-4-478-00842-3
②978-4-8222-4987-8

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 「ガイダンス」
この科目の目的・目標、授業の進め方・受け方、成績評価などについ
て、授業計画の詳細とともに説明します。

(事前学修)
この科目のシラバスを読み込むとともに、受講するにあ
たってのポイントについて確認しておいて下さい。また、テ
キストの第1章を一通り読み、予習して下さい。（2時間程
度）
(事後学修)テキストの第1章の当該部分のレジュメ資料、
ノートを読み返し、あらためてポイントになるところは何か

4時間

第2回 「組織でも求められるアントレプレナーシップ」
アントレプレナーとイントレプレナー・アンゾフの成長モデルと新規事業
について学修します。

(事前学修)
テキストの第2章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。（2時間程度）
(事後学修)
テキストの第2章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。（2時間程度）

4時間

第3回 「アントレプレナーシップの4つの視点」
マネジメントの視点・マーケティングの視点・イノベーションの視点・ソー
シャルビジネスの視点について学修します。

(事前学修)
テキストの第3章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。（2時間程度）
(事後学修)
テキストの第3章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。（2時間程度）

4時間
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第4回 「マネジメントの視点」
マネジメントの役割・目標の4要素について学修します。

(事前学修)
テキストの第4章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。（2時間程度）
(事後学修)
テキストの第4章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。（2時間程度）

4時間

第5回 「マーケティングの視点(1)」
マーケティングのフレームワークについて学修します。

(事前学修)
テキストの第5章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。（2時間程度）
(事後学修)
テキストの第5章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。（2時間程度）

4時間

第6回 「マーケティングの視点(2)」
顧客起点のマーケティングの視点について学修します。

(事前学修)
テキストの第5章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。（2時間程度）
(事後学修)
テキストの第5章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。（2時間程度）

4時間

第7回 「マーケティングの視点(3)」
価値創造のための「場づくり」について学修します。

(事前学修)
テキストの第5章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。（2時間程度）
(事後学修)
テキストの第5章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。（2時間程度）

4時間

第8回 「イノベーションの視点」
ドラッカーのイノベーションとマーケティング・イノベーションのジレンマに
ついて学修します。

(事前学修)
テキストの第6章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。（2時間程度）
(事後学修)
テキストの第6章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。（2時間程度）

4時間

第9回 「社会起業家と地域イノベーション」
ソーシャルビジネスについて学修します。

(事前学修)
テキストの第7章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。（2時間程度）
(事後学修)
テキストの第7章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。（2時間程度）

4時間

第10回 「ビジネスモデルと戦略的思考(1)」
ビジネスモデルを創造する視点について学修します。

(事前学修)
テキストの第8章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。（2時間程度）
(事後学修)
テキストの第8章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。（2時間程度）

4時間

第11回 「ビジネスモデルと戦略的思考(2)」
異業種間競争の市場構造について学修します。

(事前学修)
テキストの第8章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。（2時間程度）
(事後学修)
テキストの第8章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。（2時間程度）

4時間

第12回 「ビジネスプランを支える構想力(1)」
構想力・ビジネスプランの策定について学修します。

(事前学修)
テキストの第9章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。（2時間程度）
(事後学修)
テキストの第9章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。（2時間程度）

4時間

第13回 「ビジネスプランを支える構想力(2)
論理的思考について学修します。

(事前学修)
テキストの第9章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。（2時間程度）
(事後学修)
テキストの第9章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。（2時間程度）

4時間

第14回 「ビジネスセンスを磨く視点」
ビジネスセンス・計数感覚について学修します。

(事前学修)
テキストの第10章、当該部分のレジュメ資料を一通り読
み、予習して下さい。（2時間程度）
(事後学修)
テキストの第10章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。（2時間程度）

4時間

第15回 「全体のまとめ」
これまで取り扱ってきた内容について振り返るとともに、あらためて重
要なポイントは何かについて確認します。

〇期末レポート(60点)の解説
 テーマ「社会起業家(ソーシャルビジネス)のビジネスプラン」

(事前学修)
あらためてテキストの第1章～第10章、当該部分のレジュ
メ資料、ノートを一通り読み返し、わからない所がないよう
にしておいて下さい。（2時間程度）
(事後学修)
授業で確認された重要ポイントを中心にテキスト、レジュメ
資料、ノートを読み返し、復習して下さい。（2時間程度）

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 マーケティング概論　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234金　勝鎭

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ マーケティングとは何かについて、企業活動における役割から基本を理解する。

授業の目的及び概要
この授業は、マーケティングとは何かについて、企業活動における役割の点から学修する。主に、STP(Segmentation、Targeting、 Positioning)やマーケ
ティングの4P(Product、Price、Place、 Promotion)について、マネジメントの観点から考察する。また、商学関連科目の基礎となるものであり、各論である
流通関連の講義において理解を深めることができるよう、総括的に講義を進める。主要なマーケティングの考え方や分析の枠組みを理解し、マーケティ
ング志向に基づいた判断や考え方ができる力をつけることを目標とする。

学修の到達目標
1．企業において、どのようにマーケティングが行われているか、マーケティングの活動と役割を理解できる。
2．企業のおけるマーケティングに関する基礎的概念・基本知識を理解できる。
3．習得した基礎的概念・基礎知識をもとに企業のマーケティング活動を考察し、マーケティング志向に基づく判断や自分の考えをもつことができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業内の課題、問題については、適宜授業内でフィードバックやコメント、アドバイスを行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

プレゼンテーション、発表、報告

本科目の担当教員は、民間企業でマーケティングに関する経営戦略立案・運営管理やデータ分析・統計分析などの職務に従事してきた。本科目では、
これらの実務経験を活かした授業を行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

企業を取り巻く環境が著しく変化するなか、企業経営においてマーケティングの重要性は増し、マーケティング志向に基づく判断力を身につけることが求
められています。日常よりニュースや新聞などで報じられる企業のマーケティング活動に関心をもち、ビジネス事例を通じて、自分なりのマーケティング
の発想を持つよう心がけることを期待します。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

500

003515

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

１からのマーケティング （第４版）、石井淳蔵・廣田章光・清水信年、碩学舎、2020年

参考書

9784502327711
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス
授業の目的と方法、授業計画、成績評価等について説明します。マー
ケティング発想について学びます。

事前学修としてシラバスを事前に読み、授業の目的等を
理解しておくこと。
事後学修として授業で配布した資料を読んでマーケティン
グ概論の概略、マーケティング発想について復習しておく
こと。

2時間

第2回 マーケティング論の成り立ち
マーケティング論の特徴、発展について学びます。

事前学修としてテキストの「第2章マーケティング論の成り
立ち」を事前に読んでおくこと。
事後学修としてテキストの「第2章マーケティング論の成り
立ち」を読んで授業で得た知識を復習しておくこと。

4時間

第3回 マーケティングの基本概念
STPを中心に統合されたマーケティング活動について学びます。

事前学修としてテキストの「第3章マーケティングの基本概
念」を事前に読んでおくこと。
事後学修としてテキストの「第3章マーケティングの基本概
念」を読んで授業で得た知識を復習しておくこと。

4時間

第4回 製品のマネジメント
製品マネジメントにおける製品戦略の概要やそのステップについて解
説します。

事前学修としてテキストの「第4章製品のマネジメント」を事
前に読んでおくこと。
事後学修としてテキストの「第4章製品のマネジメント」を読
んで授業で得た知識を復習しておくこと。

4時間

第5回 価格のマネジメント
価格設定における需要曲線、価格弾力性の概念や価格戦略について
解説します。

事前学修としてテキストの「第5章価格のマネジメント」を事
前に読んでおくこと。
事後学修としてテキストの「第5章価格のマネジメント」を読
んで授業で得た知識を復習しておくこと。

4時間
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第6回 広告のマネジメント
消費者ニーズの明確化、消費者対応、プロモーションミックス等につい
て解説します。

事前学修としてテキストの「第6章広告のマネジメント」を事
前に読んでおくこと。
事後学修としてテキストの「第6章広告のマネジメント」を読
んで授業で得た知識を復習しておくこと。

4時間

第7回 チャネルのマネジメント
チャネル別ブランド戦略、チャネルマネジメントにおける選択・管理につ
いて解説します。

事前学修としてテキストの「第7章チャネルのマネジメント」
を事前に読んでおくこと。
事後学修としてテキストの「第7章チャネルのマネジメント」
を読んで授業で得た知識を復習しておくこと。

4時間

第8回 サプライチェーンのマネジメント
企業における在庫問題やSCM（サプライチェーン・マネジメント）の役割
について解説します。

事前学修としてテキストの「第8章サプライチェーンのマネ
ジメント」を事前に読んでおくこと。
事後学修としてテキストの「第8章サプライチェーンのマネ
ジメント」を読んで授業で得た知識を復習しておくこと。

4時間

第9回 中間試験
第2回から第8回までの内容について中間試験を行います。

テキストの「第2章」から「第9章」や配布資料を復習しておく
こと。
新しい用語や概念について理解するように復習すること。

4時間

第10回 顧客関係のマネジメント
ユーザーとしての消費者との関係作りや顧客関係の構築と関係維持に
ついて解説します。

事前学修としてテキストの「第10章顧客関係のマネジメン
ト」を事前に読んでおくこと。
事後学修としてテキストの「第10章顧客関係のマネジメン
ト」を読んで授業で得た知識を復習しておくこと。

4時間

第11回 ビジネスモデルのマネジメント
技術志向や価値志向の違いやビジネスモデルの開発について解説し
ます。

事前学修としてテキストの「第11章ビジネスモデルのマネ
ジメント」を事前に読んでおくこと。
事後学修としてテキストの「第11章ビジネスモデルのマネ
ジメント」を読んで授業で得た知識を復習しておくこと。

4時間

第12回 顧客理解のマネジメント
顧客理解のためのマーケティング・リサーチについて解説します。

事前学修としてテキストの「第12章顧客理解のマネジメン
ト」を事前に読んでおくこと。
事後学修としてテキストの「第12章顧客理解のマネジメン
ト」を読んで授業で得た知識を復習しておくこと。

4時間

第13回 ブランド構築のマネジメント
ブランドの意味や機能、ブランド構築のコミュニケーションと管理につい
て解説します。

事前学修としてテキストの「第13章ブランド構築のマネジメ
ント」を事前に読んでおくこと。
事後学修としてテキストの「第13章ブランド構築のマネジメ
ント」を読んで授業で得た知識を復習しておくこと。

4時間

第14回 ブランド組織のマネジメント
ブランド・エクイティの概念やブランド組織のマネジメントについて解説し
ます。

事前学修としてテキストの「第14章ブランド構築のマネジメ
ント」を事前に読んでおくこと。
事後学修としてテキストの「第14章ブランド構築のマネジメ
ント」を読んで授業で得た知識を復習しておくこと。

4時間

第15回 総括　
これまで取り扱ってきた内容について振り返るとともに、あらためて重
要なポイントは何かについて確認します。

事前学修としてテキストや授業で講義資料等を事前に読
み、予習しておくこと。
事後学修としてテキストや授業で講義資料等でこれまで学
修した部分を復習しておくこと。

6時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 マーケティング概論　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234登坂　一博

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ マーケティングとは何かについて、企業活動における役割から基本を理解する。

授業の目的及び概要
この授業は、マーケティングとは何かについて、企業活動における役割の点から学修する。主に、STP(Segmentation、Targeting、 Positioning)やマーケ
ティングの4P(Product、Price、Place、 Promotion)について、マネジメントの観点から考察する。また、商学関連科目の基礎となるものであり、各論である
流通関連の講義において理解を深めることができるよう、総括的に講義を進める。主要なマーケティングの考え方や分析の枠組みを理解し、マーケティ
ング志向に基づいた判断や考え方ができる力をつけることを目標とする。

学修の到達目標
1．企業において、どのようにマーケティングが行われているか、マーケティングの活動と役割を理解できる。
2．企業のおけるマーケティングに関する基礎的概念・基本知識を理解できる。
3．習得した基礎的概念・基礎知識をもとに企業のマーケティング活動を考察し、マーケティング志向に基づく判断や自分の考えをもつことができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業内の課題、問題については、適宜授業内でフィードバックやコメント、アドバイスを行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

プレゼンテーション、発表、報告

本科目の教員は、約25年に亘り大手民間企業に勤務した後、コンサルティング会社を経営し、マーケティング分析、企業経営戦略、顧客政策、海外ビジ
ネス支援など、多くのコンサルティング実績を積み重ねてきた。これらの実務経験を活かし、具体的な事例を紹介しながらマーケティングに関する実践
的な指導を行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

企業を取り巻く環境が著しく変化するなか、企業経営においてマーケティングの重要性は増し、マーケティング志向に基づく判断力を身につけることが求
められています。日常よりニュースや新聞などで報じられる企業のマーケティング活動に関心をもち、ビジネス事例を通じて、自分なりのマーケティング
の発想を持つよう心がけることを期待します。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

500

003515

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

１からのマーケティング （第４版）、石井淳蔵・廣田章光・清水信年、碩学舎、2020年

参考書

9784502327711
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス
授業の目的と方法、授業計画、成績評価等について説明します。マー
ケティング発想について学びます。

事前学修としてシラバスを事前に読み、授業の目的等を
理解しておくこと。
事後学修として授業で配布した資料を読んでマーケティン
グ概論の概略、マーケティング発想について復習しておく
こと。

2時間

第2回 マーケティング論の成り立ち
マーケティング論の特徴、発展について学びます。

事前学修としてテキストの「第2章マーケティング論の成り
立ち」を事前に読んでおくこと。
事後学修としてテキストの「第2章マーケティング論の成り
立ち」を読んで授業で得た知識を復習しておくこと。

4時間

第3回 マーケティングの基本概念
STPを中心に統合されたマーケティング活動について学びます。

事前学修としてテキストの「第3章マーケティングの基本概
念」を事前に読んでおくこと。
事後学修としてテキストの「第3章マーケティングの基本概
念」を読んで授業で得た知識を復習しておくこと。

4時間

第4回 製品のマネジメント
製品マネジメントにおける製品戦略の概要やそのステップについて解
説します。

事前学修としてテキストの「第4章製品のマネジメント」を事
前に読んでおくこと。
事後学修としてテキストの「第4章製品のマネジメント」を読
んで授業で得た知識を復習しておくこと。

4時間

第5回 価格のマネジメント
価格設定における需要曲線、価格弾力性の概念や価格戦略について
解説します。

事前学修としてテキストの「第5章価格のマネジメント」を事
前に読んでおくこと。
事後学修としてテキストの「第5章価格のマネジメント」を読
んで授業で得た知識を復習しておくこと。

4時間

－269－



第6回 広告のマネジメント
消費者ニーズの明確化、消費者対応、プロモーションミックス等につい
て解説します。

事前学修としてテキストの「第6章広告のマネジメント」を事
前に読んでおくこと。
事後学修としてテキストの「第6章広告のマネジメント」を読
んで授業で得た知識を復習しておくこと。

4時間

第7回 チャネルのマネジメント
チャネル別ブランド戦略、チャネルマネジメントにおける選択・管理につ
いて解説します。

事前学修としてテキストの「第7章チャネルのマネジメント」
を事前に読んでおくこと。
事後学修としてテキストの「第7章チャネルのマネジメント」
を読んで授業で得た知識を復習しておくこと。

4時間

第8回 サプライチェーンのマネジメント
企業における在庫問題やSCM（サプライチェーン・マネジメント）の役割
について解説します。

事前学修としてテキストの「第8章サプライチェーンのマネ
ジメント」を事前に読んでおくこと。
事後学修としてテキストの「第8章サプライチェーンのマネ
ジメント」を読んで授業で得た知識を復習しておくこと。

4時間

第9回 中間試験
第2回から第8回までの内容について中間試験を行います。

テキストの「第2章」から「第9章」や配布資料を復習しておく
こと。
新しい用語や概念について理解するように復習すること。

4時間

第10回 顧客関係のマネジメント
ユーザーとしての消費者との関係作りや顧客関係の構築と関係維持に
ついて解説します。

事前学修としてテキストの「第10章顧客関係のマネジメン
ト」を事前に読んでおくこと。
事後学修としてテキストの「第10章顧客関係のマネジメン
ト」を読んで授業で得た知識を復習しておくこと。

4時間

第11回 ビジネスモデルのマネジメント
技術志向や価値志向の違いやビジネスモデルの開発について解説し
ます。

事前学修としてテキストの「第11章ビジネスモデルのマネ
ジメント」を事前に読んでおくこと。
事後学修としてテキストの「第11章ビジネスモデルのマネ
ジメント」を読んで授業で得た知識を復習しておくこと。

4時間

第12回 顧客理解のマネジメント
顧客理解のためのマーケティング・リサーチについて解説します。

事前学修としてテキストの「第12章顧客理解のマネジメン
ト」を事前に読んでおくこと。
事後学修としてテキストの「第12章顧客理解のマネジメン
ト」を読んで授業で得た知識を復習しておくこと。

4時間

第13回 ブランド構築のマネジメント
ブランドの意味や機能、ブランド構築のコミュニケーションと管理につい
て解説します。

事前学修としてテキストの「第13章ブランド構築のマネジメ
ント」を事前に読んでおくこと。
事後学修としてテキストの「第13章ブランド構築のマネジメ
ント」を読んで授業で得た知識を復習しておくこと。

4時間

第14回 ブランド組織のマネジメント
ブランド・エクイティの概念やブランド組織のマネジメントについて解説し
ます。

事前学修としてテキストの「第14章ブランド構築のマネジメ
ント」を事前に読んでおくこと。
事後学修としてテキストの「第14章ブランド構築のマネジメ
ント」を読んで授業で得た知識を復習しておくこと。

4時間

第15回 総括　
これまで取り扱ってきた内容について振り返るとともに、あらためて重
要なポイントは何かについて確認します。

事前学修としてテキストや授業で講義資料等を事前に読
み、予習しておくこと。
事後学修としてテキストや授業で講義資料等でこれまで学
修した部分を復習しておくこと。

6時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 マーケティング概論　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234氏田　壮一郎

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ マーケティングとは何かについて、企業活動における役割から基本を理解する。

授業の目的及び概要
この授業は、マーケティングとは何かについて、企業活動における役割の点から学修する。主に、STP(Segmentation、Targeting、 Positioning)やマーケ
ティングの4P(Product、Price、Place、 Promotion)について、マネジメントの観点から考察する。また、商学関連科目の基礎となるものであり、各論である
流通関連の講義において理解を深めることができるよう、総括的に講義を進める。主要なマーケティングの考え方や分析の枠組みを理解し、マーケティ
ング志向に基づいた判断や考え方ができる力をつけることを目標とする。

学修の到達目標
1．企業において、どのようにマーケティングが行われているか、マーケティングの活動と役割を理解できる。
2．企業のおけるマーケティングに関する基礎的概念・基本知識を理解できる。
3．習得した基礎的概念・基礎知識をもとに企業のマーケティング活動を考察し、マーケティング志向に基づく判断や自分の考えをもつことができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業内の課題、問題については、適宜授業内でフィードバックやコメント、アドバイスを行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

企業を取り巻く環境が著しく変化するなか、企業経営においてマーケティングの重要性は増し、マーケティング志向に基づく判断力を身につけることが求
められています。日常よりニュースや新聞などで報じられる企業のマーケティング活動に関心をもち、ビジネス事例を通じて、自分なりのマーケティング
の発想を持つよう心がけることを期待します。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

500

003515

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

１からのマーケティング （第４版）、石井淳蔵・廣田章光・清水信年、碩学舎、2020年

参考書

9784502327711
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス
授業の目的と方法、授業計画、成績評価等について説明します。マー
ケティング発想について学びます。

事前学修としてシラバスを事前に読み、授業の目的等を
理解しておくこと。
事後学修として授業で配布した資料を読んでマーケティン
グ概論の概略、マーケティング発想について復習しておく
こと。

2時間

第2回 マーケティング論の成り立ち
マーケティング論の特徴、発展について学びます。

事前学修としてテキストの「第2章マーケティング論の成り
立ち」を事前に読んでおくこと。
事後学修としてテキストの「第2章マーケティング論の成り
立ち」を読んで授業で得た知識を復習しておくこと。

4時間

第3回 マーケティングの基本概念
STPを中心に統合されたマーケティング活動について学びます。

事前学修としてテキストの「第3章マーケティングの基本概
念」を事前に読んでおくこと。
事後学修としてテキストの「第3章マーケティングの基本概
念」を読んで授業で得た知識を復習しておくこと。

4時間

第4回 製品のマネジメント
製品マネジメントにおける製品戦略の概要やそのステップについて解
説します。

事前学修としてテキストの「第4章製品のマネジメント」を事
前に読んでおくこと。
事後学修としてテキストの「第4章製品のマネジメント」を読
んで授業で得た知識を復習しておくこと。

4時間

第5回 価格のマネジメント
価格設定における需要曲線、価格弾力性の概念や価格戦略について
解説します。

事前学修としてテキストの「第5章価格のマネジメント」を事
前に読んでおくこと。
事後学修としてテキストの「第5章価格のマネジメント」を読
んで授業で得た知識を復習しておくこと。

4時間
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第6回 広告のマネジメント
消費者ニーズの明確化、消費者対応、プロモーションミックス等につい
て解説します。

事前学修としてテキストの「第6章広告のマネジメント」を事
前に読んでおくこと。
事後学修としてテキストの「第6章広告のマネジメント」を読
んで授業で得た知識を復習しておくこと。

4時間

第7回 チャネルのマネジメント
チャネル別ブランド戦略、チャネルマネジメントにおける選択・管理につ
いて解説します。

事前学修としてテキストの「第7章チャネルのマネジメント」
を事前に読んでおくこと。
事後学修としてテキストの「第7章チャネルのマネジメント」
を読んで授業で得た知識を復習しておくこと。

4時間

第8回 サプライチェーンのマネジメント
企業における在庫問題やSCM（サプライチェーン・マネジメント）の役割
について解説します。

事前学修としてテキストの「第8章サプライチェーンのマネ
ジメント」を事前に読んでおくこと。
事後学修としてテキストの「第8章サプライチェーンのマネ
ジメント」を読んで授業で得た知識を復習しておくこと。

4時間

第9回 中間試験
第2回から第8回までの内容について中間試験を行います。

テキストの「第2章」から「第9章」や配布資料を復習しておく
こと。
新しい用語や概念について理解するように復習すること。

4時間

第10回 顧客関係のマネジメント
ユーザーとしての消費者との関係作りや顧客関係の構築と関係維持に
ついて解説します。

事前学修としてテキストの「第10章顧客関係のマネジメン
ト」を事前に読んでおくこと。
事後学修としてテキストの「第10章顧客関係のマネジメン
ト」を読んで授業で得た知識を復習しておくこと。

4時間

第11回 ビジネスモデルのマネジメント
技術志向や価値志向の違いやビジネスモデルの開発について解説し
ます。

事前学修としてテキストの「第11章ビジネスモデルのマネ
ジメント」を事前に読んでおくこと。
事後学修としてテキストの「第11章ビジネスモデルのマネ
ジメント」を読んで授業で得た知識を復習しておくこと。

4時間

第12回 顧客理解のマネジメント
顧客理解のためのマーケティング・リサーチについて解説します。

事前学修としてテキストの「第12章顧客理解のマネジメン
ト」を事前に読んでおくこと。
事後学修としてテキストの「第12章顧客理解のマネジメン
ト」を読んで授業で得た知識を復習しておくこと。

4時間

第13回 ブランド構築のマネジメント
ブランドの意味や機能、ブランド構築のコミュニケーションと管理につい
て解説します。

事前学修としてテキストの「第13章ブランド構築のマネジメ
ント」を事前に読んでおくこと。
事後学修としてテキストの「第13章ブランド構築のマネジメ
ント」を読んで授業で得た知識を復習しておくこと。

4時間

第14回 ブランド組織のマネジメント
ブランド・エクイティの概念やブランド組織のマネジメントについて解説し
ます。

事前学修としてテキストの「第14章ブランド構築のマネジメ
ント」を事前に読んでおくこと。
事後学修としてテキストの「第14章ブランド構築のマネジメ
ント」を読んで授業で得た知識を復習しておくこと。

4時間

第15回 総括　
これまで取り扱ってきた内容について振り返るとともに、あらためて重
要なポイントは何かについて確認します。

事前学修としてテキストや授業で講義資料等を事前に読
み、予習しておくこと。
事後学修としてテキストや授業で講義資料等でこれまで学
修した部分を復習しておくこと。

6時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 マーケティング概論　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234登坂　一博

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専⾨教育科⽬
経営学部専門教育科目

テーマ マーケティングの基礎的な考え方、実践できるセンスを身につける

授業の目的及び概要
商品/サービスを提供・販売するための仕組みを考えるうえで必要なマーケティングの基礎について学修します。STP（Segmentation, Targeting, 
Positioning）やマーケティングの4P（Product, Price, Place, Promotion）から、消費財・産業財・サービス財といった取り扱う財からの視点、顧客との関係
性構築等の理論と講師自身のグローバルIT企業における実務及びコンサルタントとしての実践経験を包括的に取り上げていきます。マーケティング理
論の枠組みを理解し、マーケティング志向に基づいた分析や判断力を身につけることを目的とします。

学修の到達目標
この授業における到達目標は、学習者が主要なマーケティングの概念や分析の枠組みを理解し、ビジネス上の課題、問題点をマーケティング理論や分
析手法を駆使して正しく理解することが出来る。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業内でフィードバックします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告

本科目の教員は、約25年に亘り大手民間企業に勤務した後、コンサルティング会社を経営し、マーケティング分析、企業経営戦略、顧客政策、海外ビジ
ネス支援など、多くのコンサルティング実績を積み重ねてきた。これらの実務経験を活かし、具体的な事例を紹介しながらマーケティングに関する実践
的な指導を行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

実務家としての経験則(失敗談を含めて）に基づいて、理論と実務/事例をわかりやすく説明していきますので、安心して受講してください。理屈を覚える
よりも、身近な事例に目を向け、マーケテイング思考の「癖」をつけましょう。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

040

002040

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

授業ごとに資料を準備します。

参考書

参考書は授業中に随時指示します

特になし
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 【ガイダンス】　
　この講義の進め方や評価方法、マーケティング論の全体像について
説明いたします。

授業での説明の内容を基に復習してください。 2時間

第2回 【マーケティングとは】　
　「作ったものを売る」「売れるものを作る」の違いから、マーケティング
志向について理解するとともに、マーケティングがどのように生まれた
のかを学びます。

授業での説明や授業配布資料を基に復習してください。 4時間

第3回 【マーケティングの基本概念】　
　STP、４Pなど基本的な概念を学びます。

授業での説明や授業配布資料を基に復習してください。 4時間

第4回 【マーケティングの類型】　
　消費財、産業財、サービス財といったマーケティング類型の違いにつ
いて学びます。

授業での説明や授業配布資料を基に復習してください。 4時間

第5回 【戦略的マーケティング】　
　外資系IT企業での実務経験をもとに、マーケティング戦略がどのよう
に企画・立案・展開されているかについて考えます。

授業での説明や授業配布資料を基に復習してください。 4時間

第6回 【商品・サービスのマネジメント】　
　マーケティング発想の商品・サービスの企画開発とはどのようなもの
かを学びます。

授業での説明や授業配布資料を基に復習してください。 4時間

第7回 【市場・顧客のマネジメント】　
　顧客とどのように関係を構築するか、関係性マーケティングについて
学びます。

授業での説明や授業配布資料を基に復習してください。 4時間
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第8回 【チャネルのマネジメント】　
　チャネルの体系やチャネルの選択、チャネルの管理などについて学
びます。

授業での説明や授業配布資料を基に復習してください。 4時間

第9回 【価格のマネジメント】　
　課金デザイン、バリューネットワークなどについて学びます。

授業での説明や授業配布資料を基に復習してください。 4時間

第10回 【営業のマネジメント①】　
　営業の役割、行動、営業力診断手法等、科学的営業に関する理論的
枠組みについて学びます。

授業での説明や授業配布資料を基に復習してください。 4時間

第11回 【営業のマネジメント②】　
　引き続き、営業の役割、行動、営業力診断手法等、科学的営業の実
践事例について学びます。

授業での説明や授業配布資料を基に復習してください。 4時間

第12回 【コミュニケーションのマネジメント】　
　マーケテイングコミュニケーションについて、Web・SNS等メディアミック
スの視点で学びます。

授業での説明や授業配布資料を基に復習してください。 4時間

第13回 【ブランドのマネジメント】　
　ブランドとは何か、ブランドの機能について学びます。

授業での説明や授業配布資料を基に復習してください。 4時間

第14回 【実践事例研究】　
　講師自身のコンサルタントとして実践してきた事例及びケースを取り
上げ、これまで学んだ知識の深堀を図ります。

授業での説明や授業配布資料を基に復習してください。 4時間

第15回 【振り返りとまとめ】　
　1回～14回の授業に関する補足説明と振り返りを行います。

ここでの説明の内容と、これまでの授業での説明や授業
配布資料を基に復習してください。

6時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 マーケティングリサーチ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

経済学部　234
経営学部　  34

金　勝鎭

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G3

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 消費者調査の仕組みと分析方法を理解する。

授業の目的及び概要
商品の売り上げは大きくは市場の趨勢に従うが、商品力、価格、販売促進、販売チャネル等のマーケティング戦略にも左右される。この授業は、マーケ
ティング実務において、データから顧客の潜在的な心理を把握するために、統計分析の応用能力を養う。将来の市場規模を定量的に予測するほか、顧
客別の購買予測、ニーズに合致する商品ブランドの提案、商品開発や広報展開のための潜在的ニーズの把握や感性的評価等の定性的な分析に用い
る統計的な手法を修得することを目的とする。具体的には、消費者調査およびデータ収集を行い、分散分析と回帰分析の実践を通して、統計的仮説検
定に立脚したデータ分析の基本的な考え方と技法を学ぶ。実習では具体的な分析課題を想定し、分析結果について考察する。

学修の到達目標
1．消費者調査(サンプリング・調査方法・調査票の設計・調査票の集計)の注意点を説明することができる。
2．簡単なデータを使って1要因被験者間／1要因被験者内の分散分析の計算ができる。
3．簡単なデータを使って、最小二乗法、決定係数の計算ができる。
4．分散分析、回帰分析の手順を統計的仮説検定の枠組みのもとに説明できる。
5．Excelを利用し、データの操作や簡単な計算を行うことができる。
この科目の修得は、本学科の定めるディプロマポリシーの「思考・判断」に関与しています。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業内の課題、問題については、ディスカッション、メールでフィードバックやコメント、アドバイスを行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告／ＰＣを用いた実技

本科目の担当教員は、民間企業でマーケティングに関する経営戦略立案・運営管理やデータ分析・統計分析などの職務に従事してきた。本科目では、
これらの実務経験を活かした授業を行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

本講義はマーケティング・リサーチにおいて実際の消費者調査を行い、分析から結果を読み解く、一連のプロセスを演習します。マーケティング概論を履
修していることが望ましいです。自分自身がめざす進路に向けて、自ら行動し積極的なアクションがとれるビジネスパーソンを目指して一緒に基本を学
んでいきましょう。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

085015

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

参考書の指定は行いません。必要な資料は適宜授業内で指示します。

参考書

なし
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス
授業の目的と方法、授業計画、成績評価等について説明します。

事前学修としてシラバスを事前に読み、授業の目的等を
理解しておくこと。
事後学修として授業で配布した資料を読んで本講義の流
れを確認しておくこと。

2時間

第2回 「データの種類とサンプリングの基礎」
内部データ、外部データ、1次データの収集法について説明します。

事前学修として事前に配布した資料を事前に読み、予習し
ておくこと。
事後学修として授業で配布した資料を読んで授業で得た
知識を復習しておくこと。

4時間

第3回 「記述統計量の基礎」
データの代表値について説明します。

事前学修として事前に配布した資料を事前に読み、予習し
ておくこと。
事後学修として授業で配布した資料を読んで授業で得た
知識を復習しておくこと。

4時間

第4回 「調査方法と調査票の設計」
変数の種類と調査設計について説明します。

事前学修として事前に配布した資料を事前に読み、予習し
ておくこと。
事後学修として授業で配布した資料を読んで授業で得た
知識を復習しておくこと。

4時間

第5回 「調査実施と集計」
講義中で調査を実施します。

事前学修として事前に配布した資料を事前に読み、予習し
ておくこと。
事後学修として授業で配布した資料を読んで授業で得た
知識を復習しておくこと。

4時間
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第6回 「分散分析の考え方と手順」
分散分析の目的と分析の仕組みについて説明します。

事前学修として事前に配布した資料を事前に読み、予習し
ておくこと。
事後学修として授業で配布した資料を読んで授業で得た
知識を復習しておくこと。

4時間

第7回 「１要因被験者間分散分析」
1要因被験者間分散分析の手順について説明します。

事前学修として事前に配布した資料を事前に読み、予習し
ておくこと。
事後学修として授業で配布した資料を読んで授業で得た
知識を復習しておくこと。

4時間

第8回 「１要因被験者内分散分析」
１要因被験者内分散分析の手順について説明します。

事前学修として事前に配布した資料を事前に読み、予習し
ておくこと。
事後学修として授業で配布した資料を読んで授業で得た
知識を復習しておくこと。

4時間

第9回 「前半のまとめと発展的話題」
分散分析の統計的仮説検定の考え方について説明します。

事前学修として事前に配布した資料を事前に読み、予習し
ておくこと。
事後学修として授業で配布した資料を読んで授業で得た
知識を復習しておくこと。

4時間

第10回 「２次元データ作成」
２次元データについて説明します。

事前学修として事前に配布した資料を事前に読み、予習し
ておくこと。
事後学修として授業で配布した資料を読んで授業で得た
知識を復習しておくこと。

4時間

第11回 「回帰分析の基礎」
回帰分析の目的と仕組みについて説明します。

事前学修として事前に配布した資料を事前に読み、予習し
ておくこと。
事後学修として授業で配布した資料を読んで授業で得た
知識を復習しておくこと。

4時間

第12回 「最小二乗法」
回帰分析の最小二乗法について説明します。

事前学修として事前に配布した資料を事前に読み、予習し
ておくこと。
事後学修として授業で配布した資料を読んで授業で得た
知識を復習しておくこと。

4時間

第13回 「決定係数の計算」
回帰分析の決定係数について説明します。

事前学修として事前に配布した資料を事前に読み、予習し
ておくこと。
事後学修として授業で配布した資料を読んで授業で得た
知識を復習しておくこと。

4時間

第14回 「回帰分析の統計的仮説検定」
回帰分析の統計的仮説検定の考え方について説明します。

事前学修として事前に配布した資料を事前に読み、予習し
ておくこと。
事後学修として授業で配布した資料を読んで授業で得た
知識を復習しておくこと。

4時間

第15回 総括
これまで取り扱ってきた内容について振り返るとともに、あらためて重
要なポイントは何かについて確認します。

事前学修として事前に配布した資料を事前に読み、予習し
ておくこと。
事後学修として授業で配布した資料を読んで復習しておく
こと。

6時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 マーケティングリサーチ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

経済学部　234
経営学部　  34

深瀬　澄

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G3

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ マーケティングリサーチ、購買行動分析のための多変量解析、共分散分析、調整効果分析、媒介効果分析、項目反応理論

授業の目的及び概要
マーケティング・商品開発、行動経済学、人的資源管理、管理会計分野等の卒業論文の作成において、学術的な実証的研究をするために必要な統計
分析手法について手ほどきをする。
授業で採り上げる分析手法については、経営学分野を中心とする様々な社会科学・人文科学系の学会を梯子して拝聴し、最近の学会報告の中で用い
られていた手法の中から比較的易しく、初心者にも扱えそうなものを集めている。「意識・感情」等の目に見えない「構成概念」の統計量の測定や、潜在
的な原因による結果への影響力を分析するためには、社会心理学的なアプローチによる分析手法が有益である。さらに、本学経営学科の教育特色とす
る「顧客や同僚など他者の気持ちを推察する」ための分析にもこだわり、人的資源管理における「能力・モチベーション」、財務分析におけるブランドや社
風等の「無形資産」をはじめ、先端的な分析に対応する。

学修の到達目標
到達目標は、マーケティング・商品開発、行動経済学、人的資源管理、管理会計分野の研究で、下記の統計分析手法を理解し、使えるようになることで
ある。具体的な項目に分解すると多くなるが、到達度を測定する項目を予め絞り混み公開する。授業期間中に全てに到達することは想定していない。研
究活動で実践する中で定着していけば良い。

1．因子分析
・潜在因子を正しく抽出し、測定尺度としての妥当性を判断できる。
・因子得点から標本を類型化できる。
2．重回帰分析
・出力結果からモデルの妥当性を判断し、目的変数への各説明変数の影響力を分析できる。
・単回帰係数、非標準化偏回帰係数、標準化偏回帰係数の意味の違いを説明できる。
・説明変数を過剰に用いた場合に発生する問題を理解し、解決できる。
3．共分散構造分析
・ｔ検定と分散分析を使い分けることができる。
・複数の要因が重なって発生する交互作用の存在を判定できる。
・2要因の比較で、要因以外の条件の違いを統計的に調整して分析できる。
4．調整効果分析
・重回帰分析に、促進要因や抑制要因を加えた場合の説明変数の影響力の変化を分析できる。
5．媒介効果分析
・複数の要因が混ざった原因と結果の因果関係を、直接効果と媒介変数を経由する間接効果とに分解できる。
・間接効果の存在を、ブートストラップ検定により示せる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
１．講義内容に関する質問については、授業内で受け付けて回答する。
２．PC実習の質問については、復習時にオンデマンド動画で対応する。
３．テストに対しては、正解と講評を示しフィードバックする。
４．授業改善のためのアンケートを実施し、回答結果に対する改善案を示しフィードバックする。

アクティブ・ラーニング
の取組み

プレゼンテーション、発表、報告／実習、フィールドワーク、学外見学／反転授業

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

英国で研究をされた亀田教授によれば、世界標準の経営学研究は、理論をより厳密化し科学的に考察するために、統計分析を重視する潮流がみられ
るそうである。
現在では、研究手法が従来のケーススタディを中心とする帰納法的アプローチから、仮説を立ててデータを集め、統計処理して分析する演繹的アプロー
チが主流になっている。
ここで、研究テーマは無数にあるが、分析に用いる統計手法は限られていることに気づいて欲しい。つまり分野横断的に分析の流れは類似しており、特
にマーケティング分野では
消費者心理、購買行動、商品開発、広告効果、デザイン選好等の分析に心理学的な統計手法が積極的に導入されてきたのである。

本授業で扱う多変量解析や媒介効果分析等は、大学院生も共通に学んでいる分析手法で、Excelで分析できるレベルを超えているため、PC実習では専
門のフリーソフトを用いる。
原則として、「ビジネス統計学Ⅰ・Ⅱ」の単位を取得し、マーケィングや製品開発の専門職、大学院進学志望、学生研究発表大会や懸賞論文等で勝負に
出たい人等を対象としている。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

0
0

300

2004010

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

清水裕士・荘島宏二朗『社会心理学のための統計学』
誠信書房　2800円+税

参考書

石川美智子・松本みゆき『教育を科学する力、教師のための量的・質的研究法』
学術研究出版 3000円＋税

ISBN978-4-414-30189-
2　C3311

ISBN978--86584-319-4 
C0037

ISBN

ISBN
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授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 第１章　心についての構成概念の測定①
「構成概念」の測定尺度と実習で使うソフトウエア１

「態度」とは、体験より獲得する心の状態で、人の周りの対象に対して、
行動を起こしたり変えたりする構成概念である。例えばファンの心理を
直接に測定することはできないが、支援願望、憧憬、到達目標、生き甲
斐、献身・自己犠牲等の感情の度合いより推定される。このようにそれ
自体は直接には観測できないが、現象を説明するのに便利な科学的な
仮定を構成概念という。構成概念の測定法を「態度」を事例として講義
する。
テキストpp.1-18を理解すること。

【予習】オンデマンドの講義動画教材を視聴してきてくださ
い
【復習】フリーソフトウエアをインストールして、動作を確認
して下さい。

4時間

第2回 第１章　心についての構成概念の測定②
「構成概念」の測定尺度と実習で使うソフトウエア２

第１講　「自尊心」の測定方法
第２講　分析に用いる統計手法
第3講　フリーソフトウエアによるPC実習：　データ読込、データ変換、基
本統計、ヒストグラム、I-T相関

【予習】テキストpp.1-18を熟読してくること
【復習】実習課題を提出して下さい

4時間

第3回 第２章　対人認知構造を明らかにする
因子分析1　潜在因子の抽出

無数にある色彩も、わずか３色の原色で構成されている。このように複
雑な観測データ（結果）を、少ない潜在因子（原因とする構成概念）に集
約し、因子の意味を割り出す統計手法を因子分析という。
「他人に対する印象形成の構造解明」を分析事例とし、因子分析の手
法を説明する。
ある人物Aの印象について10項目の質問を行い得られた回答者200人
の評価結果より、人の印象がどのような潜在的要因によって形成され
ているのか、因子分析による構造解明を実習する。
実習では、因子数の決定、計算手法・軸回転手法の選択、出力結果の
解釈の順に通して進めるが、オプション選択の組合せの調整を加えて、
分析結果の向上向けた試行錯誤も必要である。

第1講　他者への印象形成と対人認知次元
第2講　因子分析の考え方
第3講　因子分析を体験してみる
第4講　因子分析のための行列計算

テキストpp.20-28を理解すること。
【予習】オンデマンドの講義動画教材を視聴してきてくださ
い
【復習】実習課題を提出して下さい。

4時間

第4回 第２章　対人認知構造を明らかにする②
因子分析3　因子得点と尺度得点による類型化とポジショニング

人は幼児期の親子関係から愛情を得るための心の仕組み（愛着）を形
成し（内的作業モデル）、成人後の自己や他者に対して持つ期待や信
念の個人差のことを「成人の愛着スタイル」という。
「成人の愛着スタイル」について、Bartholmew&Hoerwitz(1991)は、「自
己に対する自信」と「他者に対する信頼」の測定尺度による座標系を想
定し、それぞれの回答者を座標上の因子得点（構成概念の測定値）に
位置付け、４タイプに類型化した。ここでは、日本の測定尺度研究事例
の短縮版を用いて、サンプルデータの類型化を実習する。

第１講　因子分析の理論
第２講　因子分析の手順と分析
第３講　パソコン実習（別の動画）
第４講　マーケティングリサーチへの応用

テキストpp.29-39を理解すること。
【予習】オンデマンドの講義動画教材を視聴してきてくださ
い（2時間）
【復習】オンデマンドのPC実習動画教材を視聴し。実習課
題を提出して下さい（2時間）。

4時間

第5回 第３章　他者への期待や信念の類型化－尺度の信頼性と妥当性
因子分析4　因子分析のディテールおよび分析結果の評価

前回作成した因子得点を測定する評価尺度の信頼性（安定性と一貫
性）をクローンバックα係数、ω係数等を用いて評価し、妥当性（関連基
準、内容的、構成概念）についても検討をする。

第1項　マーケティングにおける他者理解の意義
第2講　愛着スタイルと先行研究
第3講　実習の分析内容：「学生の恋人に対する想い」
第4講　因子分析３（上級者編）
第5講　尺度の信頼性と妥当性の検討
第6講　被験者の測定結果

テキストpp.40-56を理解すること。
【予習】オンデマンドの講義動画教材を視聴してきてくださ
い
【復習】実習課題を提出して下さい

4時間

第6回 第４章　似ている人は好き ①
回帰分析1　単回帰分析と分析結果の評価

他者のことを好きになることを「対人魅力」という。Byrne＆Nelson
（1965）による「初対面でも、自分と「態度」が似ている人を好きになる」と
する「類似性魅力仮説」の実証事例について、単回帰分析の実習をす
る。単回帰の既習者も多いだろうが、ここではより専門的に、回帰分析
を実行するための前提（残差の独立性・分散均一性・正規性）や予測力
の評価にも留意する。

第1講　類似性魅力仮説
第2講　回帰分析の理論
第3講　本日の実習概要
第4講　出力結果の解釈

テキストpp.57-72を理解すること。
【予習】オンデマンドの講義動画教材を視聴してきてくださ
い。
【復習】実習課題を提出して下さい。

4時間

第7回 第５章　一緒にいたい気持ちを予測する　
回帰分析2　重回帰分析に因子分析の結果を利用する

「ある対象と関りをもちたい」という心理的な強度を「コミットメント」とい
う。Rusbult（1980）は、「対人関係へのコミットメントがどのように形成さ
れるのか」について、「コミットメント＝関係に近づける力−遠避ける力＋
留めようとする力」の葛藤であるとする「投資モデル」を用いて解明し
た。しかし、分析に用いるデータは構成概念であり直接には計測できな
い。そこで因子分析によりこれらの因子得点を測定し、重回帰分析に利
用するのである。
「コミットメントを予測する投資モデル」にいて、３つの説明変数の影響
力を比較し、多重共線性の問題とその解決について検討する。

第1講　イントロダクション
第2講　ラズバルトの投資モデル
第3講　本日の実習概要
第4講　重回帰分析と偏回帰係数
第5講　効果量と標準偏回帰係数
第6講　多重共線性の問題

テキストpp.73-90を理解すること。
【予習】オンデマンドの講義動画教材を視聴してきてくださ
い
【復習】実習課題を提出して下さい

4時間

第8回 中間試験の講評と正解

第１講　中間試験の講評
第２講　中間試験の正解
第３講　授業改善アンケート結果報告

試験範囲の復習（3時間）
中間試験を受験（1時間）

4時間
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第9回 第6章　集団への所属意識を予測するものは①
共分散分析(ANCOVA)1　効果比較の分析

変数間の因果関係を分析する「共分散構造分析」と、グループ間の平
均との差を検定する「共分散分析」は別な分析手法である。共分散分析
を学ぶ前の準備として、分散分析を復習しておく。

第1講　一要因分散分析
第2講　2要因分散分析とは
第3講　2要因分散分析の理論
第4講　多重比較の補足説明

テキストにはありません
【予習】オンデマンドの講義動画教材を視聴してきてくださ
い
【復習】実習課題を提出して下さい（2時間）

4時間

第10回 第6章　集団への所属意識を予測するものは②

共分散分析(ANCOVA)2　共分散分析と重回帰分析の関係
自分を集団によって定義したり認識することを「社会的アイデンティティ」
といい、それは集団内における他集団との区別の意識の有無より実証
される。「他社との比較」により、「自社への愛着度」が高まるかを共分
散分析により検証する。この分析に必要な不等価群事前事後テスト計
画、余剰変数の統制、共変量などの考え方について講義する。「他社と
の比較」意識による「自社への愛着度」の促進効果について、①実験群
と統制群との「共分散分析」、②ダミー変数を用いた重回帰分析によっ
て、分析実習をする。
第０講　インターナルマーケティング
第１講　社会的アイデンティティ理論
第２講　実験と準実験
第３講　共分散分析
第４講　共分散分析と重回帰分析

テキストpp.91-106を理解すること。
【予習】オンデマンドの講義動画教材を視聴してきてくださ
い
【復習】オ実習課題を提出して下さい。

4時間

第11回 第7章　リーダーシップ・スタイルの相乗効果
階層的重回帰分析と調整効果分析1　調整効果分析の概要

三隅(1996)のPM理論では、リーダーシップの機能には、P
（Performance：課題達成）機能と M(Maintenance：関係維持)機能の２つ
があるとし、リーダーシップ・スタイルを両機能の高低の組合せで４つに
類型化した。P型リーダー、M型リーダーによるモチベーション管理にお
いて、残る他方の機能による調整効果（相乗効果）について、階層的重
回帰分析を用いて検証する。モチベーション管理におけるP型

テキストpp.107-124を理解すること。
【予習】オンデマンドの講義動画教材を視聴してきてくださ
い
【復習】実習課題を提出して下さい

4時間

第12回 第８章　心の文化差を説明する媒介効果分析
媒介効果分析

「自分に対して、人は危害を加えない」という意識を一般的信頼という。
Yuuki et al.(2007)は、「流動性が高い環境では一般的信頼が必要だ
が、人間関係が固定的な環境では不要」、すなわち、「関係流動性が一
般的信頼に関する文化の差の要因である」とした。「日米間の一般的信
頼の文化の差に、関係流動性が影響している」という仮説について、媒
介分析による4段階の手続きを踏む実証を実習する。さらに「日米間の
一般的信頼の文化の差における関係流動性による間接効果」の有意
性について、①ソベル検定、②ブートストラップ法を用いた検定を実習
する。

第1講　文化による心の違い
第2講　本日の実習課題
第3講　媒介効果分析
第4講　媒介効果分析の実践
第5講　間接効果の検定
第6講　間接効果と直接効果

テキストpp119-133を理解すること。
【予習】オンデマンドの講義動画教材を視聴してきてくださ
い
【復習】実習課題を提出して下さい

4時間

第13回 一般化線形回帰

第１講　一般化線形回帰分析
第２講　ロジスティック回帰分析の考え方
第３講　ロジスティック回帰分析の例題
第４講　シグモインド関数とロジスティック関数
第５講　プロビット回帰分析とトービット回帰分析

テキストにはありません
【予習】オンデマンドの講義動画教材を視聴してきてくださ
い
【復習】実習課題を提出して下さい

4時間

第14回 一般化線形回帰

第１講　一般化線形回帰分析
第２講　ロジスティック回帰分析の考え方
第３講　ロジスティック回帰分析の例題
第４講　シグモインド関数とロジスティック関数
第５講　プロビット回帰分析とトービット回帰分析
テキストにはありません

テキストにはありません
【予習】オンデマンドの講義動画教材を視聴してきてくださ
い
【復習】実習課題を提出して下さい

4時間

第15回 項目反応理論

試験の結果は、問題のレベルと受験者の能力との相互関係で決定され
る。項目反応理論とは、TOIEC、簿記検定、会計士試験等の資格・検定
試験で、試験の難易度を一定に保つことが求められるため、そのスペッ
クを明らかにする手法である。一方、潜在ランク理論とは受験者の能力
の特性値を明らかにするものである。片手落ちの分析にならないよう双
方の分析手法を学ぶことが大切である。

潜在特性値
項目反応理論

配布資料を理解すること 4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 広告心理論　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234石川　靖之

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 広告作成のワークを通じた論理的思考力とコミュニケーション力の養成

授業の目的及び概要
「広告はラブレター」と言われます。すぐれた広告とは、伝えたい相手に的確に自分の言いたいことを伝えることです。本授業では、実際の広告制作手法
の基礎を学び、実際のキャッチフレーズ制作を通して、社会人基礎力として重要な論理的思考力やコミュニケーション力を身につけていただくことを目的
としています。
また、毎回授業前に達成すべき目標を「目標管理シート」を使って自ら設定。授業終了後に達成できたかを自己評価することで、目標達成のコツ習得と
目標達成意識の醸成につなげます。

学修の到達目標
「自分キャッチフレーズ」など「キャッチフレーズ」制作を通して、就活で使える自分キャッチフレーズができたり、論理的思考力を養うことができます。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
講義後の授業は前回の復習を行います。実践課題はラーニングポータルに提出していただき、講評します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

PBL（課題解決型学習）／プレゼンテーション、発表、報告

本科目の担当教員は、リクルートで採用広告制作を5年、制作会社でイベントや各種広告・販促物・音楽の企画制作等で15年の勤務経験を経た後、自ら
の会社を起業。大手企業から行政、中小企業まで幅広いクライアントを対象に広告・マーケティング分野で30年以上の実務経験を有しており、現在も現
役プランナーとして活動している。本科目では、これらの実務経験を活かして、具体的な事例を挙げながら、メディアと広告の関連性や機能、課題、今後
の可能性について解説する。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

「約束を守る」こと。これが社会人になってまず問われる能力です。授業を通して約束を守る習慣を身につけながら、いかに自ら積極的に行動できるか
がポイントです。
課題が全５回と多い授業のため、受講者自身の積極的な参加と継続的な向上心が必要。課題未提出では単位取得できません。
※コピーライティング中心の授業のため、日本語が問題なく使える語学力が必要です。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

050050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

指定しません。ラーニングポータルにアップする講義資料（パワーポイント等）を用いて行います。

参考書

なし
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ●ガイダンス
教員自己紹介。授業の進め方・注意点説明

事前：シラバスをよく読み、受講によって達成したい目標を
考えておくこと（1時間程度）

1時間

第2回 ●伝わる広告とは？
広告制作手法の基礎知識

事前：当日の授業で達成したい目標を決めておくこと（1時
間程度）
事後：「Learning Portal」に掲載した授業資料に目を通し、
不明点をなくしておくこと（2時間程度）

3時間

第3回 ●自分を知る
マーケティング分析手法のひとつ「３Ｃ分析」を学んだ後、将来の仕事を
考える時、どうしても譲れないこと＝自分のキャリアアンカーを知るワー
ク

事前：当日の授業で達成したい目標を決めておくこと（1時
間程度）
事後：「Learning Portal」に掲載した授業資料に目を通し、
不明点をなくしておくこと（2時間程度）

3時間

第4回 ●相手を知る
ターゲット設定方法として「ペルソナ分析」を学ぶワーク

事前：当日の授業で達成したい目標を決めておくこと（1時
間程度）
事後：「Learning Portal」に掲載した授業資料に目を通し、
不明点をなくしておくこと（2時間程度）

3時間

第5回 ●課題①
自分キャッチフレーズ制作（ラーニングポータルに提出）

事前：当日の授業で達成したい目標を決めておくこと（1時
間程度）
事後：課題を制作し「Learning Portal」にアップすること（4時
間程度）

5時間

－280－



第6回 ●課題①
提出分の中から発表・講評・ディスカッション。次回課題発表

事前：当日の授業で達成したい目標を決めておくこと（1時
間程度）
事後：次回課題の情報収集をしておくこと（2時間程度）

3時間

第7回 ●課題②
課題のオリエンの後、個別ワークにてキャッチフレーズを制作（ラーニン
グポータルに提出）

事前：当日の授業で達成したい目標を決めておくこと（1時
間程度）
事後：課題を制作し「Learning Portal」にアップすること（4時
間程度）

5時間

第8回 ●課題②
提出分の中から発表・講評・ディスカッション。次回課題発表

事前：当日の授業で達成したい目標を決めておくこと（1時
間程度）
事後：次回課題の情報収集をしておくこと（3時間程度）

4時間

第9回 ●課題③
課題のオリエンの後、個別ワークにてキャッチフレーズを制作（ラーニン
グポータルに提出）

事前：当日の授業で達成したい目標を決めておくこと（1時
間程度）
事後：課題を制作し「Learning Portal」にアップすること（4時
間程度）

5時間

第10回 ●課題③
提出分の中から発表・講評・ディスカッション。次回課題発表

事前：当日の授業で達成したい目標を決めておくこと（1時
間程度）
事後：次回課題の情報収集をしておくこと（3時間程度）

4時間

第11回 ●課題④
課題のオリエンの後、個別ワークにてキャッチフレーズを制作（ラーニン
グポータルに提出）

事前：当日の授業で達成したい目標を決めておくこと（1時
間程度）
事後：課題を制作し「Learning Portal」にアップすること（4時
間程度）

5時間

第12回 ●課題④
提出分の中から発表・講評・ディスカッション。次回課題発表

事前：当日の授業で達成したい目標を決めておくこと（1時
間程度）
事後：次回課題の情報収集をしておくこと（3時間程度）

4時間

第13回 ●課題⑤
課題のオリエンの後、個別ワークにてキャッチフレーズを制作（ラーニン
グポータルに提出）

事前：当日の授業で達成したい目標を決めておくこと（1時
間程度）
事後：課題を制作し「Learning Portal」にアップすること（4時
間程度）

5時間

第14回 ●課題⑤
提出分の中から発表・講評・ディスカッション

事前：当日の授業で達成したい目標を決めておくこと（1時
間程度）
事後：これまでの資料を復習しておくこと（4時間程度）

5時間

第15回 講義の総括 事前：これまでたてた目標の達成状況を確認しておくこと
（1時間程度）
事後：これまで学んだ事を復習しておく（4時間程度）

5時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 広告心理論　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234石川　靖之

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 広告作成のワークを通じた論理的思考力とコミュニケーション力の養成

授業の目的及び概要
「広告はラブレター」と言われます。すぐれた広告とは、伝えたい相手に的確に自分の言いたいことを伝えることです。本授業では、実際の広告制作手法
の基礎を学び、実際のキャッチフレーズ制作を通して、社会人基礎力として重要な論理的思考力やコミュニケーション力を身につけていただくことを目的
としています。
また、毎回授業前に達成すべき目標を「目標管理シート」を使って自ら設定。授業終了後に達成できたかを自己評価することで、目標達成のコツ習得と
目標達成意識の醸成につなげます。

学修の到達目標
「自分キャッチフレーズ」など「キャッチフレーズ」制作を通して、就活で使える自分キャッチフレーズができたり、論理的思考力を養うことができます。

授業の方法
この科目は遠隔授業で行われます。詳細についてはLearning Portalを確認してください。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
講義後の授業は前回の復習を行います。実践課題はラーニングポータルに提出していただき、講評します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告

本科目の担当教員は、リクルートで採用広告制作を5年、制作会社でイベントや各種広告・販促物・音楽の企画制作等で15年の勤務経験を経た後、自ら
の会社を起業。大手企業から行政、中小企業まで幅広いクライアントを対象に広告・マーケティング分野で30年以上の実務経験を有しており、現在も現
役プランナーとして活動している。本科目では、これらの実務経験を活かして、具体的な事例を挙げながら、メディアと広告の関連性や機能、課題、今後
の可能性について解説する。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

「約束を守る」こと。これが社会人になってまず問われる能力です。授業を通して約束を守る習慣を身につけながら、いかに自ら積極的に行動できるか
がポイントです。
課題が全５回と多い授業のため、受講者自身の積極的な参加と継続的な向上心が必要。課題未提出では単位取得できません。
※コピーライティング中心の授業のため、日本語が問題なく使える語学力が必要です。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

050050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

指定しません。ラーニングポータルにアップする講義資料（パワーポイント等）を用いて行います。

参考書

なし
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ●ガイダンス
教員自己紹介。授業の進め方・注意点説明

事前：シラバスをよく読み、受講によって達成したい目標を
考えておくこと（1時間程度）

1時間

第2回 ●伝わる広告とは？
広告制作手法の基礎知識

事前：当日の授業で達成したい目標を決めておくこと（1時
間程度）
事後：「Learning Portal」に掲載した授業資料に目を通し、
不明点をなくしておくこと（2時間程度）

3時間

第3回 ●自分を知る
マーケティング分析手法のひとつ「３Ｃ分析」を学んだ後、将来の仕事を
考える時、どうしても譲れないこと＝自分のキャリアアンカーを知るワー
ク

事前：当日の授業で達成したい目標を決めておくこと（1時
間程度）
事後：「Learning Portal」に掲載した授業資料に目を通し、
不明点をなくしておくこと（2時間程度）

3時間

第4回 ●相手を知る
ターゲット設定方法として「ペルソナ分析」を学ぶワーク

事前：当日の授業で達成したい目標を決めておくこと（1時
間程度）
事後：「Learning Portal」に掲載した授業資料に目を通し、
不明点をなくしておくこと（2時間程度）

3時間

第5回 ●課題①
自分キャッチフレーズ制作（ラーニングポータルに提出）

事前：当日の授業で達成したい目標を決めておくこと（1時
間程度）
事後：課題を制作し「Learning Portal」にアップすること（4時
間程度）

5時間
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第6回 ●課題①
提出分の中から発表・講評・ディスカッション。次回課題発表

事前：当日の授業で達成したい目標を決めておくこと（1時
間程度）
事後：次回課題の情報収集をしておくこと（2時間程度）

3時間

第7回 ●課題②
課題のオリエンの後、個別ワークにてキャッチフレーズを制作（ラーニン
グポータルに提出）

事前：当日の授業で達成したい目標を決めておくこと（1時
間程度）
事後：課題を制作し「Learning Portal」にアップすること（4時
間程度）

5時間

第8回 ●課題②
提出分の中から発表・講評・ディスカッション。次回課題発表

事前：当日の授業で達成したい目標を決めておくこと（1時
間程度）
事後：次回課題の情報収集をしておくこと（3時間程度）

4時間

第9回 ●課題③
課題のオリエンの後、個別ワークにてキャッチフレーズを制作（ラーニン
グポータルに提出）

事前：当日の授業で達成したい目標を決めておくこと（1時
間程度）
事後：課題を制作し「Learning Portal」にアップすること（4時
間程度）

5時間

第10回 ●課題③
提出分の中から発表・講評・ディスカッション。次回課題発表

事前：当日の授業で達成したい目標を決めておくこと（1時
間程度）
事後：次回課題の情報収集をしておくこと（3時間程度）

4時間

第11回 ●課題④
課題のオリエンの後、個別ワークにてキャッチフレーズを制作（ラーニン
グポータルに提出）

事前：当日の授業で達成したい目標を決めておくこと（1時
間程度）
事後：課題を制作し「Learning Portal」にアップすること（4時
間程度）

5時間

第12回 ●課題④
提出分の中から発表・講評・ディスカッション。次回課題発表

事前：当日の授業で達成したい目標を決めておくこと（1時
間程度）
事後：次回課題の情報収集をしておくこと（3時間程度）

4時間

第13回 ●課題⑤
課題のオリエンの後、個別ワークにてキャッチフレーズを制作（ラーニン
グポータルに提出）

事前：当日の授業で達成したい目標を決めておくこと（1時
間程度）
事後：課題を制作し「Learning Portal」にアップすること（4時
間程度）

5時間

第14回 ●課題⑤
提出分の中から発表・講評・ディスカッション

事前：当日の授業で達成したい目標を決めておくこと（1時
間程度）
事後：これまでの資料を復習しておくこと（4時間程度）

5時間

第15回 講義の総括 事前：これまでたてた目標の達成状況を確認しておくこと
（1時間程度）
事後：これまで学んだ事を復習しておく（4時間程度）

5時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 社会心理学　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234上田　智巳

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 社会における人間の心理と行動、他者が個人の行動に及ぼす影響

授業の目的及び概要
わたしたちは、さまざまな他者や集団・組織との関わりの中で、社会生活を営んでいます。この授業では、自己とは何か、他者についての印象はどう
やって形成されるのか、対人関係や対人コミュニケーション、ストレスと精神的健康、集団心理などについて、事例（実験や調査など）も紹介しつつ、解説
します。

学修の到達目標
社会生活における人と人との関わりや、人と社会の関わりの中で生じる事柄を科学的に（研究によって見出された客観的事実に基づいて）理解できるよ
うになること。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
小テストについては、実施後に解説を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

わたしたちは、「ある個人の行動は、主にその人自身が持つ要因（性格、能力、信念など）によって決定される」と考えがちです。しかし、多くの社会心理
学的研究によって、他者の存在が個人の行動や意思決定に大きな影響を及ぼしていることが明らかになりました。社会心理学を学ぶことで、人間とそ
の行動について、以前とは違った見方ができるようになると思います。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

500

00500

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

小テストについては、実施後に正解と解説を公開します。

参考書

社会心理学〔補訂版〕，池田謙一・唐沢穣・工藤恵理子・村本由紀子，有斐閣 ，2019年

なし

9784641053878

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 この講義の概要、全体像について学びます。 【予習】シラバスの内容をよく確認しておいてください。
【復習】この回の授業資料、ノートを読み直し、講義で得た
知識を確認してください。

3時間

第2回 社会心理学の定義、成り立ち、研究方法などについて学びます。 【予習】前回の授業資料、ノートを読み直し、前回の内容を
整理しておいてください。
【復習】この回の授業資料、ノートを読み直し、講義で得た
知識を確認してください。

3時間

第3回 対人認知（他者がどのような人物であるかを推論すること）について学
びます。

【予習】前回までの授業資料、ノートを読み直し、前回まで
の内容を整理しておいてください。
【復習】この回の授業資料、ノートを読み直し、講義で得た
知識を確認してください。

3時間

第4回 原因帰属（ある出来事の原因を推論し、自分なりに原因を特定するこ
と）について学びます。

【予習】前回までの授業資料、ノートを読み直し、前回まで
の内容を整理しておいてください。
【復習】この回の授業資料、ノートを読み直し、講義で得た
知識を確認してください。

3時間

第5回 態度（ある対象に対する感情や評価のこと）について学びます。 【予習】前回までの授業資料、ノートを読み直し、前回まで
の内容を整理しておいてください。
【復習】この回の授業資料、ノートを読み直し、講義で得た
知識を確認してください。

3時間

第6回 自己について学びます。 【予習】前回までの授業資料、ノートを読み直し、前回まで
の内容を整理しておいてください。
【復習】この回の授業資料、ノートを読み直し、講義で得た
知識を確認してください。

3時間
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第7回 対人関係について学びます。 【予習】前回までの授業資料、ノートを読み直し、前回まで
の内容を整理しておいてください。
【復習】この回の授業資料、ノートを読み直し、講義で得た
知識を確認してください。

4時間

第8回 コミュニケーションについて学びます。 【予習】前回までの授業資料、ノートを読み直し、前回まで
の内容を整理しておいてください。
【復習】この回の授業資料、ノートを読み直し、講義で得た
知識を確認してください。

4時間

第9回 集団・組織について学びます。 【予習】前回までの授業資料、ノートを読み直し、前回まで
の内容を整理しておいてください。
【復習】この回の授業資料、ノートを読み直し、講義で得た
知識を確認してください。

4時間

第10回 集合行動について学びます。 【予習】前回までの授業資料、ノートを読み直し、前回まで
の内容を整理しておいてください。
【復習】この回の授業資料、ノートを読み直し、講義で得た
知識を確認してください。

4時間

第11回 個人の判断や意思決定に他者の存在がどのように影響するかについ
て学びます。

【予習】前回までの授業資料、ノートを読み直し、前回まで
の内容を整理しておいてください。
【復習】この回の授業資料、ノートを読み直し、講義で得た
知識を確認してください。

5時間

第12回 文化について学びます。 【予習】前回までの授業資料、ノートを読み直し、前回まで
の内容を整理しておいてください。
【復習】この回の授業資料、ノートを読み直し、講義で得た
知識を確認してください。

5時間

第13回 ストレスと精神的健康について学びます。 【予習】前回までの授業資料、ノートを読み直し、前回まで
の内容を整理しておいてください。
【復習】この回の授業資料、ノートを読み直し、講義で得た
知識を確認してください。

5時間

第14回 社会心理学と他の学問分野の繋がりや、社会心理学的知見の現実場
面への応用について学びます。

【予習】前回までの授業資料、ノートを読み直し、前回まで
の内容を整理しておいてください。
【復習】この回の授業資料、ノートを読み直し、講義で得た
知識を確認してください。

5時間

第15回 これまでの講義内容を全体的に振り返ります。 【予習】前回までの授業資料、ノートを読み直し、前回まで
の内容を整理しておいてください。
【復習】これまでの授業資料、ノートを読み直し、講義で得
た知識を総復習してください。

6時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 製品開発論　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234石川　靖之

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 商品開発のプロセスの学修を通じたマーケティング能力の養成

授業の目的及び概要
商品開発の流れを通してマーケティングの基礎知識を学んだ後、後半はその知識をもとに、具体的な製品開発の企画書を作成し、論理的思考の習得
にもつなげます。マーケティングの基礎知識から講義をするので、マーケティング関連の受講がなくても大丈夫です。
また、毎回授業前に達成すべき目標を「目標管理シート」を使って自ら設定。授業終了後に達成できたかを自己評価することで、目標達成のコツ習得と
目標達成意識の醸成につなげます。

学修の到達目標
あらゆる仕事に役立つマーケティングの考え方を習得するとともに、論理的思考力が身につきます。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
講義授業の翌週は前回の復習を行います。また、提出した課題は受講者にフィードバックします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

本科目の担当教員は、リクルートで採用広告制作を5年、制作会社でイベントや各種広告・販促物・音楽の企画制作等で15年の勤務経験を経た後、自ら
の会社を起業。大手企業から行政、中小企業まで幅広いクライアントを対象に広告・マーケティング分野で30年以上の実務経験を有しており、現在も現
役プランナーとして活動している。本科目では、これらの実務経験を活かして、製品開発に関する具体事例の紹介や実際の製品開発手等の解説を行
う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

「約束を守る」こと。これが社会人になってまず問われる能力です。授業を通して約束を守る習慣を身につけながら、いかに自ら積極的に行動できるか
がポイントです。実務で使えるレベルの内容のため、全授業の出席はもとより、受講者自身の積極的な参加と継続的な向上心が必要。単位取得のみの
目的ではついてこれません。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

007030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

指定しません。ラーニングポータルにアップする講義資料（パワーポイント等）を用いて行います。

参考書

なし
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ●ガイダンス
教員自己紹介。授業の進め方・注意点について説明

事前：シラバスをよく読み、本授業で達成したい目標を決
めておくこと

1時間

第2回 ●製品開発の流れ～マーケティングの基礎知識 事前：当日の授業で達成したい目標を決めておくこと（1時
間程度）
事後：「Learning Portal」に掲載した授業資料に目を通し、
不明点をなくしておくこと（3時間程度）

4時間

第3回 ●環境分析方法（PEST、3C、SWOT分析） 事前：当日の授業で達成したい目標を決めておくこと（1時
間程度）
事後：「Learning Portal」に掲載した授業資料に目を通し、
不明点をなくしておくこと。（3時間程度）

4時間

第4回 ●ベネフィット／ターゲティング／差別化 事前：当日の授業で達成したい目標を決めておくこと（1時
間程度）
事後：「Learning Portal」に掲載した授業資料に目を通し、
不明点をなくしておくこと（3時間程度）

4時間

第5回 ●４Ｐ分析～Product（アイデア発想法） 事前：当日の授業で達成したい目標を決めておくこと（1時
間程度）
事後：「Learning Portal」に掲載した授業資料に目を通し、
不明点をなくしておくこと（3時間程度）

4時間

第6回 ●４Ｐ分析～Product（製品コンセプト作成） 事前：当日の授業で達成したい目標を決めておくこと（1時
間程度）
事後：「Learning Portal」に掲載した授業資料に目を通し、
不明点をなくしておくこと（3時間程度）

4時間
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第7回 ●４Ｐ分析～Price 事前：当日の授業で達成したい目標を決めておくこと（1時
間程度）
事後：「Learning Portal」に掲載した授業資料に目を通し、
不明点をなくしておくこと（3時間程度）

4時間

第8回 ●４Ｐ分析～Plce/Promotion
　理解度テストを行います（配点20点）

事前：当日の授業で達成したい目標を決めておくこと（1時
間程度）
事後：「Learning Portal」に掲載した授業資料に目を通し、
不明点をなくしておくこと。課題をラーニングポータルに提
出（3時間程度）

4時間

第9回 ●購買までの流れ～採用される企画書作成のポイント 事前：当日の授業で達成したい目標を決めておくこと（1時
間程度）
事後：「Learning Portal」に掲載した授業資料に目を通し、
不明点をなくしておくこと（3時間程度）

4時間

第10回 ●実践１～ミッション提示：開発コンセプトから４Ｐ分析 事前：当日の授業で達成したい目標を決めておくこと（1時
間程度）
事後：「Learning Portal」に掲載した授業資料に目を通し、
次週に向けて情報収集をしておくこと（3時間程度）

4時間

第11回 ●実践２～SWOT分析 事前：当日の授業で達成したい目標を決めておくこと（1時
間程度）
事後：課題作成（4時間程度）

5時間

第12回 ●実践３～ターゲット設定～Product（製品コンセプト文作成） 事前：当日の授業で達成したい目標を決めておくこと（1時
間程度）
事後：課題作成（4時間程度）

5時間

第13回 ●実践４～Price/Place/Promotion企画 事前：当日の授業で達成したい目標を決めておくこと（1時
間程度）
事後：課題作成（4時間程度）

5時間

第14回 ●まとめ
最終の理解度テストに向け、これまで学んだことをおさらい

事前：当日の授業で達成したい目標を決めておくこと（1時
間程度）
事後：最終理解度テストにむけて復習をしておくこと（3時
間程度）

4時間

第15回 全授業の理解度を見るための最終理解度テストを行います。 事前：最終理解度テストにむけて復習しておくこと 4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 製品開発論　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234石川　靖之

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 商品開発のプロセスの学修を通じたマーケティング能力の養成

授業の目的及び概要
商品開発の流れを通してマーケティングの基礎知識を学んだ後、後半はその知識をもとに、具体的な製品開発の企画書を作成し、論理的思考の習得
にもつなげます。マーケティングの基礎知識から講義をするので、マーケティング関連の受講がなくても大丈夫です。
また、毎回授業前に達成すべき目標を「目標管理シート」を使って自ら設定。授業終了後に達成できたかを自己評価することで、目標達成のコツ習得と
目標達成意識の醸成につなげます。

学修の到達目標
あらゆる仕事に役立つマーケティングの考え方を習得するとともに、論理的思考力が身につきます。

授業の方法
この科目は遠隔授業で行われます。詳細についてはLearning Portalを確認してください。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
講義授業の翌週は前回の復習を行います。また、提出した課題は受講者にフィードバックします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

PBL（課題解決型学習）／ディスカッション、ディベート、討議

本科目の担当教員は、リクルートで採用広告制作を5年、制作会社でイベントや各種広告・販促物・音楽の企画制作等で15年の勤務経験を経た後、自ら
の会社を起業。大手企業から行政、中小企業まで幅広いクライアントを対象に広告・マーケティング分野で30年以上の実務経験を有しており、現在も現
役プランナーとして活動している。本科目では、これらの実務経験を活かして、製品開発に関する具体事例の紹介や実際の製品開発手等の解説を行
う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

「約束を守る」こと。これが社会人になってまず問われる能力です。授業を通して約束を守る習慣を身につけながら、いかに自ら積極的に行動できるか
がポイントです。実務で使えるレベルの内容のため、全授業の出席はもとより、受講者自身の積極的な参加と継続的な向上心が必要。単位取得のみの
目的ではついてこれません。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

007030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

指定しません。ラーニングポータルにアップする講義資料（パワーポイント等）を用いて行います。

参考書

なし
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ●ガイダンス
教員自己紹介。授業の進め方・注意点について説明

事前：シラバスをよく読み、本授業で達成したい目標を決
めておくこと

1時間

第2回 ●製品開発の流れ～マーケティングの基礎知識 事前：当日の授業で達成したい目標を決めておくこと（1時
間程度）
事後：「Learning Portal」に掲載した授業資料に目を通し、
不明点をなくしておくこと（3時間程度）

4時間

第3回 ●環境分析方法（PEST、3C、SWOT分析） 事前：当日の授業で達成したい目標を決めておくこと（1時
間程度）
事後：「Learning Portal」に掲載した授業資料に目を通し、
不明点をなくしておくこと。（3時間程度）

4時間

第4回 ●ベネフィット／ターゲティング／差別化 事前：当日の授業で達成したい目標を決めておくこと（1時
間程度）
事後：「Learning Portal」に掲載した授業資料に目を通し、
不明点をなくしておくこと（3時間程度）

4時間

第5回 ●４Ｐ分析～Product（アイデア発想法） 事前：当日の授業で達成したい目標を決めておくこと（1時
間程度）
事後：「Learning Portal」に掲載した授業資料に目を通し、
不明点をなくしておくこと（3時間程度）

4時間

第6回 ●４Ｐ分析～Product（製品コンセプト作成） 事前：当日の授業で達成したい目標を決めておくこと（1時
間程度）
事後：「Learning Portal」に掲載した授業資料に目を通し、
不明点をなくしておくこと（3時間程度）

4時間
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第7回 ●４Ｐ分析～Price 事前：当日の授業で達成したい目標を決めておくこと（1時
間程度）
事後：「Learning Portal」に掲載した授業資料に目を通し、
不明点をなくしておくこと（3時間程度）

4時間

第8回 ●４Ｐ分析～Plce/Promotion
　理解度テストを行います（配点20点）

事前：当日の授業で達成したい目標を決めておくこと（1時
間程度）
事後：「Learning Portal」に掲載した授業資料に目を通し、
不明点をなくしておくこと。課題をラーニングポータルに提
出（3時間程度）

4時間

第9回 ●購買までの流れ～採用される企画書作成のポイント 事前：当日の授業で達成したい目標を決めておくこと（1時
間程度）
事後：「Learning Portal」に掲載した授業資料に目を通し、
不明点をなくしておくこと（3時間程度）

4時間

第10回 ●実践１～ミッション提示：開発コンセプトから４Ｐ分析 事前：当日の授業で達成したい目標を決めておくこと（1時
間程度）
事後：「Learning Portal」に掲載した授業資料に目を通し、
次週に向けて情報収集をしておくこと（3時間程度）

4時間

第11回 ●実践２～SWOT分析 事前：当日の授業で達成したい目標を決めておくこと（1時
間程度）
事後：課題作成（4時間程度）

5時間

第12回 ●実践３～ターゲット設定～Product（製品コンセプト文作成） 事前：当日の授業で達成したい目標を決めておくこと（1時
間程度）
事後：課題作成（4時間程度）

5時間

第13回 ●実践４～Price/Place/Promotion企画 事前：当日の授業で達成したい目標を決めておくこと（1時
間程度）
事後：課題作成（4時間程度）

5時間

第14回 ●まとめ
最終の理解度テストに向け、これまで学んだことをおさらい

事前：当日の授業で達成したい目標を決めておくこと（1時
間程度）
事後：最終理解度テストにむけて復習をしておくこと（3時
間程度）

4時間

第15回 全授業の理解度を見るための最終理解度テストを行います。 事前：最終理解度テストにむけて復習しておくこと 4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 ホスピタリティ論　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234仙波　慶子

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ ホスピタリティの内容を深く理解し、実践する。

授業の目的及び概要
成熟社会となった我が国では、サービス産業のみならず、製造業をはじめとする様々な分野で「顧客満足」を重視しています。また、一部のサービス業
は「ホスピタリティ産業」とも呼ばれるようになりました。
「顧客満足」につながる「ホスピタリティ」とは何であるか、何をすれば達成できるのか、メリット・デメリット、リスクは何かを考察し、社会のニーズを適切に
理解して、将来社会人として職場や顧客とのより良い関係性を構築できる人材、求められる人材になることを目指します。

学修の到達目標
社会や企業から求められる、次のような人になることを到達目標とします。
①「ホスピタリティ」の重要性を理解し、適切なコミュニケーションができる。
②他者の考え方や感じ方を推測し、適切な対応や配慮ができる。
③産業やビジネスにおける「ホスピタリティ」のあり方を理解し、実践できる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業時には、テキストの他、教師作成のパワーポイントで内容補充、事例紹介をします。
双方向のディスカッションや質疑のほか、不定期にコメントシート（記載内容は都度指示）の提出を求めます。
コメントシートで提出された問題や質問、傑出したコメントなどをピックアップし、次回授業で紹介して解説を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

PBL（課題解決型学習）／ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

現実の経済社会とリンクしながら、社会や産業のトレンドをより良く理解し、社会に出てからの第一歩で差をつける考え方やスキルを身につける、具体性
のある講義です。
社会の現状を知り、様々な角度から分析し、積極的に発言して下さい。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

050

002030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

感動体験を創る！「ホスピタリティ・マネジメント」〔改訂版〕　山口一美著、創成社

参考書

指定しません。

ISBN:978-4-7944-2555-3
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 講義概要の説明：
授業の内容や目標、評価方法などについてガイダンスを行います。
また、ホスピタリティの基本的な概念について紹介します。

授業後に、テキスト第1章を読んで予習して下さい. 4時間

第2回 ホスピタリティとサービス：
ホスピタリティとサービスの違いについて理解し、ホスピタリティ産業で
提供するサービスの特性を考察します。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第1章）を復習し、テ
キスト第2章を読んで予習して下さい。

4時間

第3回 経営管理（サービス・マーケティング）：
サービスの特性と、社会における位置づけ、ビジネスシーンにおける役
割を理解し、マーケティングとの関連性を考察します。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第2章）を復習し、テ
キスト第3章を読んで予習して下さい。

4時間

第4回 サービス・リカバリー、エンパワーメント：
顧客クレームに対応する考え方、従業員へのエンパワーメント（権限委
譲）の重要性やリスク（メリット・デメリット）について、考察します。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第3章）を復習し、テ
キスト第4章を読んで予習して下さい。

4時間

第5回 顧客満足（1）：
顧客の選択行動を理解し、対応するサービスの品質、リピーターを生む
サービスについて、考察します。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第4章）をよく復習し
て下さい。次回は更に関連の内容について考察を深めま
す。

4時間

第6回 顧客満足（2）：
サービスの品質、リピーターを生むサービスと、マーケティングとの関連
性を考察します。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第4章）を復習し、テ
キスト第5章を読んで予習して下さい。

4時間

第7回 従業員満足：
ホスピタリティ産業、サービス業における従業員のモチベーションにつ
いて考察します。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第5章）を復習し、テ
キスト第6章を読んで予習して下さい。

4時間
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第8回 従業員とコミュニケーション（1）：
人のパーソナリティとコミュニケーションについて理解し、言語コミュニ
ケーションと非言語コミュニケーションについて考察します。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第6章―1,2）を復習
し、テキスト第6章―3を読んで予習して下さい。

4時間

第9回 従業員とコミュニケーション（2）：
コミュニケーションとマナーについて、事例を紹介しながら理解を深めま
す。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第6章-3）を復習し、
テキスト第7章を読んで予習して下さい。

4時間

第10回 ホスピタリティ産業の主要ビジネス：旅行ビジネス
旅行ビジネスの歴史（これまでの発展）と、現状や課題について学修し
ます。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第7章）を復習し、テ
キスト第8章を読んで予習して下さい。

4時間

第11回 ホスピタリティ産業の主要ビジネス：航空ビジネス
航空ビジネスの歴史（これまでの発展）と、現状や課題について学修し
ます。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第8章）を復習し、テ
キスト第9章を読んで予習して下さい。

4時間

第12回 ホスピタリティ産業の主要ビジネス：宿泊ビジネス（1）
宿泊ビジネスの歴史（これまでの発展）と、現状や課題について学修し
ます。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第9章）をよく復習し
て下さい。次回は具体的な事例について、考察します。

4時間

第13回 ホスピタリティ産業の主要ビジネス：宿泊ビジネス（2）
宿泊ビジネスの具体的な事例を研究し、理解を深めます。

授業後に、宿泊ビジネス（テキスト第9章及び事例研究）に
ついて復習し、テキスト第10章を読んで予習して下さい。

4時間

第14回 ホスピタリティ産業の主要ビジネス：テーマパーク・ビジネス（1）
テーマパーク・ビジネスの歴史（これまでの発展）と、現状や課題につい
て学修します。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第10章）をよく復習し
て下さい。次回は具体的な事例について、考察します。

4時間

第15回 講義の総括：
講義内容全体を振り返り、ホスピタリティの概念、実践とビジネスシーン
での応用について、総合的に考えます。

授業後に、テキスト全編を振り返って復習して下さい。 4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 ホスピタリティ論　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234仙波　慶子

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ ホスピタリティの内容を深く理解し、実践する。

授業の目的及び概要
成熟社会となった我が国では、サービス産業のみならず、製造業をはじめとする様々な分野で「顧客満足」を重視しています。また、一部のサービス業
は「ホスピタリティ産業」とも呼ばれるようになりました。
「顧客満足」につながる「ホスピタリティ」とは何であるか、何をすれば達成できるのか、メリット・デメリット、リスクは何かを考察し、社会のニーズを適切に
理解して、将来社会人として職場や顧客とのより良い関係性を構築できる人材、求められる人材になることを目指します。

学修の到達目標
社会や企業から求められる、次のような人になることを到達目標とします。
①「ホスピタリティ」の重要性を理解し、適切なコミュニケーションができる。
②他者の考え方や感じ方を推測し、適切な対応や配慮ができる。
③産業やビジネスにおける「ホスピタリティ」のあり方を理解し、実践できる。

授業の方法
この科目は遠隔授業で行われます。詳細についてはLearning Portalを確認してください。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業時には、テキストの他、教師作成のパワーポイントで内容補充、事例紹介をします。
双方向のディスカッションや質疑のほか、不定期にコメントシート（記載内容は都度指示）の提出を求めます。
コメントシートで提出された問題や質問、傑出したコメントなどをピックアップし、次回授業で紹介して解説を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

PBL（課題解決型学習）／ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

現実の経済社会とリンクしながら、社会や産業のトレンドをより良く理解し、社会に出てからの第一歩で差をつける考え方やスキルを身につける、具体性
のある講義です。
社会の現状を知り、様々な角度から分析し、積極的に発言して下さい。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

050

002030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

感動体験を創る！「ホスピタリティ・マネジメント」〔改訂版〕　山口一美著、創成社

参考書

指定しません。

ISBN:978-4-7944-2555-3
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 講義概要の説明：
授業の内容や目標、評価方法などについてガイダンスを行います。
また、ホスピタリティの基本的な概念について紹介します。

授業後に、テキスト第1章を読んで予習して下さい. 4時間

第2回 ホスピタリティとサービス：
ホスピタリティとサービスの違いについて理解し、ホスピタリティ産業で
提供するサービスの特性を考察します。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第1章）を復習し、テ
キスト第2章を読んで予習して下さい。

4時間

第3回 経営管理（サービス・マーケティング）：
サービスの特性と、社会における位置づけ、ビジネスシーンにおける役
割を理解し、マーケティングとの関連性を考察します。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第2章）を復習し、テ
キスト第3章を読んで予習して下さい。

4時間

第4回 サービス・リカバリー、エンパワーメント：
顧客クレームに対応する考え方、従業員へのエンパワーメント（権限委
譲）の重要性やリスク（メリット・デメリット）について、考察します。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第3章）を復習し、テ
キスト第4章を読んで予習して下さい。

4時間

第5回 顧客満足（1）：
顧客の選択行動を理解し、対応するサービスの品質、リピーターを生む
サービスについて、考察します。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第4章）をよく復習し
て下さい。次回は更に関連の内容について考察を深めま
す。

4時間

第6回 顧客満足（2）：
サービスの品質、リピーターを生むサービスと、マーケティングとの関連
性を考察します。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第4章）を復習し、テ
キスト第5章を読んで予習して下さい。

4時間

第7回 従業員満足：
ホスピタリティ産業、サービス業における従業員のモチベーションにつ
いて考察します。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第5章）を復習し、テ
キスト第6章を読んで予習して下さい。

4時間
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第8回 従業員とコミュニケーション（1）：
人のパーソナリティとコミュニケーションについて理解し、言語コミュニ
ケーションと非言語コミュニケーションについて考察します。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第6章―1,2）を復習
し、テキスト第6章―3を読んで予習して下さい。

4時間

第9回 従業員とコミュニケーション（2）：
コミュニケーションとマナーについて、事例を紹介しながら理解を深めま
す。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第6章-3）を復習し、
テキスト第7章を読んで予習して下さい。

4時間

第10回 ホスピタリティ産業の主要ビジネス：旅行ビジネス
旅行ビジネスの歴史（これまでの発展）と、現状や課題について学修し
ます。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第7章）を復習し、テ
キスト第8章を読んで予習して下さい。

4時間

第11回 ホスピタリティ産業の主要ビジネス：航空ビジネス
航空ビジネスの歴史（これまでの発展）と、現状や課題について学修し
ます。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第8章）を復習し、テ
キスト第9章を読んで予習して下さい。

4時間

第12回 ホスピタリティ産業の主要ビジネス：宿泊ビジネス（1）
宿泊ビジネスの歴史（これまでの発展）と、現状や課題について学修し
ます。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第9章）をよく復習し
て下さい。次回は具体的な事例について、考察します。

4時間

第13回 ホスピタリティ産業の主要ビジネス：宿泊ビジネス（2）
宿泊ビジネスの具体的な事例を研究し、理解を深めます。

授業後に、宿泊ビジネス（テキスト第9章及び事例研究）に
ついて復習し、テキスト第10章を読んで予習して下さい。

4時間

第14回 ホスピタリティ産業の主要ビジネス：テーマパーク・ビジネス（1）
テーマパーク・ビジネスの歴史（これまでの発展）と、現状や課題につい
て学修します。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第10章）をよく復習し
て下さい。次回は具体的な事例について、考察します。

4時間

第15回 講義の総括：
講義内容全体を振り返り、ホスピタリティの概念、実践とビジネスシーン
での応用について、総合的に考えます。

授業後に、テキスト全編を振り返って復習して下さい。 4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 観光論　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234仙波　慶子

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 観光の歴史や産業的役割を理解すると共に、ウィズコロナ、アフターコロナ、高齢化、スマート化などを踏まえた新たな時代のツーリズムについて考える

授業の目的及び概要
「観光」は21世紀型産業といわれ、世界中が注目し、取り組んでいる成長産業です。特に日本では、近年インバウンド観光客が大幅に増加し、様々な産
業の成長や発展を促す大きなトレンドとなりました。
しかしながら、新型コロナウィルスの世界的流行により世界的にヒト、モノ、カネの往来が限定的になったこと、世界中が持続可能な発展を重視する社会
に向かっていることなどを踏まえ、新たな時代には、従来タイプの観光に加え、新たな形や概念のツーリズムのニーズも高まっています。
本講義では、観光学の基礎を理解したうえで、「社会の変化に合わせて事業も適切に変化する」ことに重点を置いて、「状況を分析し、解決する力」をつ
けることをポイントにしています。観光関連業界を進路として目指すかどうかによらず、「人間力向上」に役立つものです。

学修の到達目標
多種多様なビジネスシーンにおいて活躍できる、次のような人になることを到達目標とします。
①社会や環境の変化を適切に分析できる。
②周辺環境や条件の変化に応じて、様々な形の新しい観光ビジネスや周辺ビジネスをイメージ、プランすることができる。
③関連ビジネスの実践において、具体的なメリットやデメリットに注目し、問題を解決する力がある。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業時には、テキストの他、教師作成のパワーポイントで内容補充、事例紹介をします。
また、双方向のディスカッションや質疑のほか、不定期にコメントシート（記載内容は都度指示）の提出を求め、理解を深めます。
コメントシートの中で提起された問題や質問、傑出したコメントについては、次回授業で紹介して解説を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

PBL（課題解決型学習）／ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

現実の経済社会とリンクしながら、社会や産業のトレンドをより良く理解し、社会に出てからの第一歩で差をつける考え方やスキルを身につける、具体性
のある講義です。
社会の現状を知り、様々な角度から分析し、積極的に発言して下さい。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

050

002030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

①「観光再生」，村山慶輔著，プレジデント社，2020年

参考書

「新・観光学入門」中村忠司・王静（編著）、晃洋書房
〔内容をピックアップして、パワーポイントで紹介しますので、購入の必要はありません〕

①9784833423854

ISBN：978-4-7710-3137-1

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 講義概要の説明：
授業の内容や目標、評価方法などについてガイダンスを行います。
また、「観光」の意義や概念について、紹介します。
（参考書「新・観光学入門」に基づく教師作成のパワーポイント資料を使
用）

授業後に、パワーポイントの内容を復習し、次回用パワー
ポイント（第1回時に提供）を読んで予習して下さい。

4時間

第2回 観光の歴史、位置づけ：
日本の観光の歴史、世界の観光の歴史、観光事業が関連する分野に
ついて理解を深めます。
（参考書「新・観光学入門」に基づく教師作成のパワーポイント資料を使
用）

授業後に、今回のパワーポイント資料の内容を復習し、テ
キスト第1章01～02を読んで予習して下さい。（約1時間）

4時間

第3回 「サステナブル」という視点：サステナブル・ツーリズム、リジェネラティ
ブ・トラベル:
持続可能な観光のガイドライン、「環境にやさしい」だけでなく「環境をよ
くする」取り組みについて、学修します。
また、その分野における世界（フィンランド、メキシコ）の観光の取り組み
を検証します。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第1章01～02）を復習
し、テキスト第1章03～04を読んで予習して下さい。

4時間

第4回 地域教育とシビック・プライド、コミュニティ・ツーリズム：
地域住民が地元に誇りや愛着を持ち、地域をよりよくするために取り組
むツーリズム、地域振興に貢献するアクションについて、学修します。
また、その分野における日本（秋田県、兵庫県）や世界（スペイン、エク
アドル）の取り組みを検証します。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第1章03～04）を復習
し、テキスト第1章05～06を読んで予習して下さい。

4時間
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第5回 観光貢献度の可視化、量から質への「発想の転換」：
観光公害、オーバーツーリズムについて、学修します。
また、「マスツーリズム」からの脱却、「量から質へ」の転換を図るオース
トリア・ウィーンの取り組みを検証します。。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第1章05～06）を復習
し、テキスト第1章07を読んで予習して下さい。

4時間

第6回 BCPの策定：
観光事業におけるリスク管理、リスク対策となるBCP（事業継続計画）に
ついて、学修します。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第1章07）を復習し、
テキスト第2章08～09を読んで予習して下さい。

4時間

第7回 「新技術」でネクストステップへ進む：マイクロモビリティ、観光型MaaS。
都市型・郊外型など、タイプに合わせた移動手段の導入、SDG’sにつな
がるMaaSについて、学修します。
また、日本（大分、奈良、）や世界（ニュージーランド、スコットランド）の
観光地における具体的な取り組みを検証します。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第2章08～09）を復習
し、テキスト第2章10～11を読んで予習して下さい。

4時間

第8回 デジタルトランスフォーメーション、スマートツーリズム：
データやデジタルを活用した新たな観光サービス、システムを学修しま
す。
また、シンガポール、スペインでの取り組みを検証します。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第2章10～11）を復習
し、テキスト第2章12～13を読んで予習して下さい。

4時間

第9回 バーチャルツーリズム、ライブコマース：
オンライン体験とリアル体験の整合、観光分野における「企画力」を学
修します。また、インタラクティブコミュニケーションを導入した「ライブコ
マース」の発展について考察します。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第2章12～13）を復習
し、テキスト第2章14を読んで予習して下さい。

4時間

第10回 AI・ロボット/非接触型機器：
接客やサービスにおけるシステム、ロボットの導入について学修しま
す。
また、メキシコなど世界における導入の現状を検証します。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第2章14）を復習し、
テキスト第3章15～16を読んで予習して下さい。

4時間

第11回 観光の新たなトレンドを捉え、対応する：アフターインスタ映え、食の多
様化。
「美味しい、きれい、かわいい」以外の価値、多様化（ベジタリアン、ムス
リム、ヴィーガン、グルテンフリーなど）への観光ビジネスの対応につい
て、学修します。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第3章15～16）を復習
し、テキスト第3章17～19を読んで予習して下さい。

4時間

第12回 アドベンチャーツーリズム、ロングステイヤー／ワーケーション、レスポ
ンシブルツーリズム：
ニューノーマルに合致する新たな観光や滞在の形、ビジネスの取り組
みについて、学修します。
また、世界（ニュージーランド、エストニア、アメリカなど）の取り組みを検
証します。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第3章17～19）を復習
し、テキスト第4章20～22を読んで予習して下さい。

4時間

第13回 「新戦略」で未来のニーズを先取りする：高付加価値化、富裕層マー
ケット、ニューマーケットの開拓。
観光ビジネス、旅行業において不可欠な「高付加価値化」と、ターゲット
となる市場について、学修します。
また、富裕層向けの観光資源に恵まれた日本、観光付加価値の向上
に取り組むタイについて、検証します。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第4章20～22）を復習
し、テキスト第4章23～24を読んで予習して下さい。

4時間

第14回 観光CRM、リスク分散／事業の多様化：
観光ビジネス、観光行政における顧客管理の位置づけ、重要性につい
て、学修します。
また、観光ビジネスの成長を考える上での、リスクや問題を分析し、解
決を考えます。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第4章23～24）を復習
し、テキスト第5章27を読んで予習して下さい。

4時間

第15回 ダイバーシティの理解、講義の総括：
観光ビジネスにおける多様化について、考察します。
また、講義内容を総括します。

授業後に、パワーポイント及びテキスト全編を振り返って
復習して下さい。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 観光論　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234仙波　慶子

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 観光の歴史や産業的役割を理解すると共に、ウィズコロナ、アフターコロナ、高齢化、スマート化などを踏まえた新たな時代のツーリズムについて考える

授業の目的及び概要
「観光」は21世紀型産業といわれ、世界中が注目し、取り組んでいる成長産業です。特に日本では、近年インバウンド観光客が大幅に増加し、様々な産
業の成長や発展を促す大きなトレンドとなりました。
しかしながら、新型コロナウィルスの世界的流行により世界的にヒト、モノ、カネの往来が限定的になったこと、世界中が持続可能な発展を重視する社会
に向かっていることなどを踏まえ、新たな時代には、従来タイプの観光に加え、新たな形や概念のツーリズムのニーズも高まっています。
本講義では、観光学の基礎を理解したうえで、「社会の変化に合わせて事業も適切に変化する」ことに重点を置いて、「状況を分析し、解決する力」をつ
けることをポイントにしています。観光関連業界を進路として目指すかどうかによらず、「人間力向上」に役立つものです。

学修の到達目標
多種多様なビジネスシーンにおいて活躍できる、次のような人になることを到達目標とします。
①社会や環境の変化を適切に分析できる。
②周辺環境や条件の変化に応じて、様々な形の新しい観光ビジネスや周辺ビジネスをイメージ、プランすることができる。
③関連ビジネスの実践において、具体的なメリットやデメリットに注目し、問題を解決する力がある。

授業の方法
この科目は遠隔授業で行われます。詳細についてはLearning Portalを確認してください。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業時には、テキストの他、教師作成のパワーポイントで内容補充、事例紹介をします。
また、双方向のディスカッションや質疑のほか、不定期にコメントシート（記載内容は都度指示）の提出を求め、理解を深めます。
コメントシートの中で提起された問題や質問、傑出したコメントについては、次回授業で紹介して解説を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

PBL（課題解決型学習）／ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

現実の経済社会とリンクしながら、社会や産業のトレンドをより良く理解し、社会に出てからの第一歩で差をつける考え方やスキルを身につける、具体性
のある講義です。
社会の現状を知り、様々な角度から分析し、積極的に発言して下さい。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

050

002030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

①「観光再生」，村山慶輔著，プレジデント社，2020年

参考書

「新・観光学入門」中村忠司・王静（編著）、晃洋書房
〔内容をピックアップして、パワーポイントで紹介しますので、購入の必要はありません〕

①9784833423854

ISBN：978-4-7710-3137-1

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 講義概要の説明：
授業の内容や目標、評価方法などについてガイダンスを行います。
また、「観光」の意義や概念について、紹介します。
（参考書「新・観光学入門」に基づく教師作成のパワーポイント資料を使
用）

授業後に、パワーポイントの内容を復習し、次回用パワー
ポイント（第1回時に提供）を読んで予習して下さい。

4時間

第2回 観光の歴史、位置づけ：
日本の観光の歴史、世界の観光の歴史、観光事業が関連する分野に
ついて理解を深めます。
（参考書「新・観光学入門」に基づく教師作成のパワーポイント資料を使
用）

授業後に、今回のパワーポイント資料の内容を復習し、テ
キスト第1章01～02を読んで予習して下さい。（約1時間）

4時間

第3回 「サステナブル」という視点：サステナブル・ツーリズム、リジェネラティ
ブ・トラベル:
持続可能な観光のガイドライン、「環境にやさしい」だけでなく「環境をよ
くする」取り組みについて、学修します。
また、その分野における世界（フィンランド、メキシコ）の観光の取り組み
を検証します。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第1章01～02）を復習
し、テキスト第1章03～04を読んで予習して下さい。

4時間

第4回 地域教育とシビック・プライド、コミュニティ・ツーリズム：
地域住民が地元に誇りや愛着を持ち、地域をよりよくするために取り組
むツーリズム、地域振興に貢献するアクションについて、学修します。
また、その分野における日本（秋田県、兵庫県）や世界（スペイン、エク
アドル）の取り組みを検証します。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第1章03～04）を復習
し、テキスト第1章05～06を読んで予習して下さい。

4時間
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第5回 観光貢献度の可視化、量から質への「発想の転換」：
観光公害、オーバーツーリズムについて、学修します。
また、「マスツーリズム」からの脱却、「量から質へ」の転換を図るオース
トリア・ウィーンの取り組みを検証します。。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第1章05～06）を復習
し、テキスト第1章07を読んで予習して下さい。

4時間

第6回 BCPの策定：
観光事業におけるリスク管理、リスク対策となるBCP（事業継続計画）に
ついて、学修します。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第1章07）を復習し、
テキスト第2章08～09を読んで予習して下さい。

4時間

第7回 「新技術」でネクストステップへ進む：マイクロモビリティ、観光型MaaS。
都市型・郊外型など、タイプに合わせた移動手段の導入、SDG’sにつな
がるMaaSについて、学修します。
また、日本（大分、奈良、）や世界（ニュージーランド、スコットランド）の
観光地における具体的な取り組みを検証します。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第2章08～09）を復習
し、テキスト第2章10～11を読んで予習して下さい。

4時間

第8回 デジタルトランスフォーメーション、スマートツーリズム：
データやデジタルを活用した新たな観光サービス、システムを学修しま
す。
また、シンガポール、スペインでの取り組みを検証します。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第2章10～11）を復習
し、テキスト第2章12～13を読んで予習して下さい。

4時間

第9回 バーチャルツーリズム、ライブコマース：
オンライン体験とリアル体験の整合、観光分野における「企画力」を学
修します。また、インタラクティブコミュニケーションを導入した「ライブコ
マース」の発展について考察します。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第2章12～13）を復習
し、テキスト第2章14を読んで予習して下さい。

4時間

第10回 AI・ロボット/非接触型機器：
接客やサービスにおけるシステム、ロボットの導入について学修しま
す。
また、メキシコなど世界における導入の現状を検証します。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第2章14）を復習し、
テキスト第3章15～16を読んで予習して下さい。

4時間

第11回 観光の新たなトレンドを捉え、対応する：アフターインスタ映え、食の多
様化。
「美味しい、きれい、かわいい」以外の価値、多様化（ベジタリアン、ムス
リム、ヴィーガン、グルテンフリーなど）への観光ビジネスの対応につい
て、学修します。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第3章15～16）を復習
し、テキスト第3章17～19を読んで予習して下さい。

4時間

第12回 アドベンチャーツーリズム、ロングステイヤー／ワーケーション、レスポ
ンシブルツーリズム：
ニューノーマルに合致する新たな観光や滞在の形、ビジネスの取り組
みについて、学修します。
また、世界（ニュージーランド、エストニア、アメリカなど）の取り組みを検
証します。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第3章17～19）を復習
し、テキスト第4章20～22を読んで予習して下さい。

4時間

第13回 「新戦略」で未来のニーズを先取りする：高付加価値化、富裕層マー
ケット、ニューマーケットの開拓。
観光ビジネス、旅行業において不可欠な「高付加価値化」と、ターゲット
となる市場について、学修します。
また、富裕層向けの観光資源に恵まれた日本、観光付加価値の向上
に取り組むタイについて、検証します。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第4章20～22）を復習
し、テキスト第4章23～24を読んで予習して下さい。

4時間

第14回 観光CRM、リスク分散／事業の多様化：
観光ビジネス、観光行政における顧客管理の位置づけ、重要性につい
て、学修します。
また、観光ビジネスの成長を考える上での、リスクや問題を分析し、解
決を考えます。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第4章23～24）を復習
し、テキスト第5章27を読んで予習して下さい。

4時間

第15回 ダイバーシティの理解、講義の総括：
観光ビジネスにおける多様化について、考察します。
また、講義内容を総括します。

授業後に、パワーポイント及びテキスト全編を振り返って
復習して下さい。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 国際観光論　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234仙波　慶子

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 国際観光とホスピタリティ、ビジネス、文化とのかかわりを考察し、観光事業の動向、まちづくりについて理解を深める。

授業の目的及び概要
「観光」は21世紀型産業といわれ、世界中が注目し、取り組んでいる成長産業です。また、人々のグローバルな移動が増加し、特に日本では近年インバ
ウンド観光客が大幅に増加し、様々な産業の成長や発展を促す大きなトレンドとなっています。
しかしながら、新型コロナウィルスの世界的流行により世界的にヒト、モノ、カネの往来が限定的になったこと、世界中が持続可能な発展を重視する社会
に向かっていることなどを踏まえ、新たな時代には、従来タイプの観光に加え、新たな形や概念のツーリズムのニーズも高まっています。
本講義では、国際観光の基礎を理解したうえで、「社会の変化に合わせて事業も適切に変化する」ことに重点を置いて、「状況を分析し、解決する力」を
つけることをポイントにしていますので、観光関連業界を進路として目指すかどうかによらず、「人間力向上」に役立つものです。

学修の到達目標
多種多様なビジネスシーンにおいて活躍できる、次のような人になることを到達目標とします。
①社会や環境の変化を適切に分析できる。
②周辺環境や条件の変化に応じて、様々な形の新しい観光ビジネスや周辺ビジネスをイメージ、プランすることができる。
③国内外の視点から、インバウンド観光ビジネスについて理解し、具体的なメリットやデメリットに注目し、問題を解決する力がある。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業時には、テキストの他、教師作成のパワーポイントで内容補充、事例紹介をします。
また、双方向のディスカッションや質疑のほか、不定期にコメントシート（記載内容は都度指示）の提出を求め、理解を深めます。
コメントシートの中で提起された問題や質問、傑出したコメントについては、次回授業で紹介して解説を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

PBL（課題解決型学習）／ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

現実の経済社会とリンクしながら、社会や産業のトレンドをより良く理解し、社会に出てからの第一歩で差をつける考え方やスキルを身につける、具体性
のある講義です。
社会の現状を知り、様々な角度から分析し、積極的に国際観光を学んで下さい。
。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

050

002030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

①新版「はじめての国際観光学」，山口一美・椎野信雄大〔編著〕，創成社，2018年

参考書

「新・観光立国論」　デービッド・アトキンソン著、東洋経済
〔内容をピックアップして、パワーポイントで紹介しますので、必ずしも購入の必要はありません〕

①9784794425270

ISBN:978-4-492-50275-4

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 講義概要の説明：
授業の内容や目標、評価方法などについてガイダンスを行います。
また、テキスト第1章第3～5節を参照して「国際観光とホスピタリティ・マ
ネジメント」、「ホスピタリティと外国人」について、解説します。

授業後に、テキスト第1章を復習し、テキスト第2章を読ん
で予習して下さい。

4時間

第2回 国際観光とホスピタリティ・マネジメント：「ホテル・マネジメント」
ホテルの役割、ホテル産業の歩んできた道について学修し、サービス
業分野への理解を深めます。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第2章第1～3節）を読
んで復習し、テキスト第2章第4節を読んで予習して下さ
い。

4時間

第3回 観光立国と日本のホテル産業の課題：
宿泊の多様性（ホテル、民泊、IR、など）について学修します。
また、参考書から日本や世界の具体的な事例と問題点を引用してパ
ワーポイントで紹介し、理解を深めます。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第2章第4節）を復習
し、テキスト第5章を読んで予習して下さい。

4時間

第4回 国際観光と観光ビジネス：トラベルビジネス：
トラベルビジネスの仕組み、ポスト・マスツーリズム時代の国際観光ビ
ジネスについて、学修します。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第5章）を復習し、テ
キスト第6章第1～6節を読んで予習して下さい。

4時間

第5回 交通ビジネス（1）：
国際観光にける交通の位置づけ、訪日外国人に対する交通機関の対
応について、学修します。
また、参考書から日本や世界での具体的な事例と問題点を引用してパ
ワーポイントで紹介し、理解を深めます。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第6章第1～6節）を復
習し、テキスト第6章第7～8節を読んで予習して下さい。

4時間
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第6回 交通ビジネス（2）：
日本の国際観光政策と交通ビジネス、訪日外国人にやさしい交通への
取り組みについて、学修します。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第6章第7～8節）を復
習し、テキスト第7章を読んで予習して下さい。

4時間

第7回 フードビジネス（1）：
インバウンド時代のフードビジネスについて、学修します。
また、参考書から日本や世界での具体的な事例と問題点を引用してパ
ワーポイントで紹介し、理解を深めます。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第7章）を復習し、次
回に使用する（今回提供する）パワーポイントを読んで予
習して下さい。

4時間

第8回 フードビジネス（2）:：
旅行者の多様化、宿泊の多様化に伴って必要となる、食の多様化につ
いて、パワーポイントで紹介し、学修します。
また、参考書から日本や世界での具体的な事例と問題点を引用してパ
ワーポイントで紹介し、理解を深めます。

授業後に、今回の授業内容（パワーポイント）を復習し、テ
キスト第8章を読んで予習して下さい。

4時間

第9回 スポーツビジネス：
スポーツビジネスの概要、スポーツツーリズムのありかたについて、学
修します。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第8章）を復習し、テ
キスト第9章を読んで予習して下さい。

4時間

第10回 国際観光と交流文化：
国際観光と文化のかかわりについて、学修します。
日本のアピールポイントは何であるか、日本人が思う「よいといころ」は
外国人に理解されているのか、など、外国人の視点からも考えます。
また、参考書から日本や世界での具体的な事例と問題点を引用してパ
ワーポイントで紹介し、理解を深めます。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第9章）を復習し、次
回に使用する（今回提供する）パワーポイントを読んで予
習して下さい。

4時間

第11回 国際観光ビジネスのためのマーケティング：
「観光立国に必要なこと」、「オーストラリアの観光マーケティング例」、
「まだまだ工夫できる日本の観光マーケティング」について、参考書から
引用し、学修します。

授業後に、今回の授業内容（パワーポイント）を復習し、テ
キスト第10章を読んで予習して下さい。

4時間

第12回 交流文化とエコツーリズム：
サステナブル・ツーリズム、エコ・ツーリズムについて、学修します。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第10章）を復習し、テ
キスト第11章を読んで予習して下さい。

4時間

第13回 魅力ある文化施設づくり：
ミュージアムの口コミランキングと訪日観光客の動向、魅力ある文化施
設のありかたについて、学修します。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第11章）を復習し、次
回に使用する（今回提供する）パワーポイントを読んで予
習して下さい。

4時間

第14回 観光立国のためのコンテンツ：
参考書から引用し、国際観光における文化財の位置づけ、正しい見せ
方、適切な説明について、学びます。また、観光ビジネスにおいて、「発
信力」よりも「文化資源の魅力」が更に大切であることについて、考えま
す。

授業後に、今回の授業内容（パワーポイント）を復習し、こ
れまでの全体を振り返ってわからないところが無いか、確
認して下さい。

4時間

第15回 講義内容を総括し、インバウンドビジネスの今後の形について、考察し
ます。

授業後に、パワーポイント及びテキスト全編を振り返って
復習して下さい。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 国際観光論　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234仙波　慶子

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 国際観光とホスピタリティ、ビジネス、文化とのかかわりを考察し、観光事業の動向、まちづくりについて理解を深める。

授業の目的及び概要
「観光」は21世紀型産業といわれ、世界中が注目し、取り組んでいる成長産業です。また、人々のグローバルな移動が増加し、特に日本では近年インバ
ウンド観光客が大幅に増加し、様々な産業の成長や発展を促す大きなトレンドとなっています。
しかしながら、新型コロナウィルスの世界的流行により世界的にヒト、モノ、カネの往来が限定的になったこと、世界中が持続可能な発展を重視する社会
に向かっていることなどを踏まえ、新たな時代には、従来タイプの観光に加え、新たな形や概念のツーリズムのニーズも高まっています。
本講義では、国際観光の基礎を理解したうえで、「社会の変化に合わせて事業も適切に変化する」ことに重点を置いて、「状況を分析し、解決する力」を
つけることをポイントにしていますので、観光関連業界を進路として目指すかどうかによらず、「人間力向上」に役立つものです。

学修の到達目標
多種多様なビジネスシーンにおいて活躍できる、次のような人になることを到達目標とします。
①社会や環境の変化を適切に分析できる。
②周辺環境や条件の変化に応じて、様々な形の新しい観光ビジネスや周辺ビジネスをイメージ、プランすることができる。
③国内外の視点から、インバウンド観光ビジネスについて理解し、具体的なメリットやデメリットに注目し、問題を解決する力がある。

授業の方法
この科目は遠隔授業で行われます。詳細についてはLearning Portalを確認してください。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業時には、テキストの他、教師作成のパワーポイントで内容補充、事例紹介をします。
また、双方向のディスカッションや質疑のほか、不定期にコメントシート（記載内容は都度指示）の提出を求め、理解を深めます。
コメントシートの中で提起された問題や質問、傑出したコメントについては、次回授業で紹介して解説を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

PBL（課題解決型学習）／ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

現実の経済社会とリンクしながら、社会や産業のトレンドをより良く理解し、社会に出てからの第一歩で差をつける考え方やスキルを身につける、具体性
のある講義です。
社会の現状を知り、様々な角度から分析し、積極的に国際観光を学んで下さい。
。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

050

002030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

①新版「はじめての国際観光学」，山口一美・椎野信雄大〔編著〕，創成社，2018年

参考書

「新・観光立国論」　デービッド・アトキンソン著、東洋経済
〔内容をピックアップして、パワーポイントで紹介しますので、必ずしも購入の必要はありません〕

①9784794425270

ISBN:978-4-492-50275-4

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 講義概要の説明：
授業の内容や目標、評価方法などについてガイダンスを行います。
また、テキスト第1章第3～5節を参照して「国際観光とホスピタリティ・マ
ネジメント」、「ホスピタリティと外国人」について、解説します。

授業後に、テキスト第1章を復習し、テキスト第2章を読ん
で予習して下さい。

4時間

第2回 国際観光とホスピタリティ・マネジメント：「ホテル・マネジメント」
ホテルの役割、ホテル産業の歩んできた道について学修し、サービス
業分野への理解を深めます。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第2章第1～3節）を読
んで復習し、テキスト第2章第4節を読んで予習して下さ
い。

4時間

第3回 観光立国と日本のホテル産業の課題：
宿泊の多様性（ホテル、民泊、IR、など）について学修します。
また、参考書から日本や世界の具体的な事例と問題点を引用してパ
ワーポイントで紹介し、理解を深めます。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第2章第4節）を復習
し、テキスト第5章を読んで予習して下さい。

4時間

第4回 国際観光と観光ビジネス：トラベルビジネス：
トラベルビジネスの仕組み、ポスト・マスツーリズム時代の国際観光ビ
ジネスについて、学修します。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第5章）を復習し、テ
キスト第6章第1～6節を読んで予習して下さい。

4時間

第5回 交通ビジネス（1）：
国際観光にける交通の位置づけ、訪日外国人に対する交通機関の対
応について、学修します。
また、参考書から日本や世界での具体的な事例と問題点を引用してパ
ワーポイントで紹介し、理解を深めます。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第6章第1～6節）を復
習し、テキスト第6章第7～8節を読んで予習して下さい。

4時間
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第6回 交通ビジネス（2）：
日本の国際観光政策と交通ビジネス、訪日外国人にやさしい交通への
取り組みについて、学修します。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第6章第7～8節）を復
習し、テキスト第7章を読んで予習して下さい。

4時間

第7回 フードビジネス（1）：
インバウンド時代のフードビジネスについて、学修します。
また、参考書から日本や世界での具体的な事例と問題点を引用してパ
ワーポイントで紹介し、理解を深めます。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第7章）を復習し、次
回に使用する（今回提供する）パワーポイントを読んで予
習して下さい。

4時間

第8回 フードビジネス（2）:：
旅行者の多様化、宿泊の多様化に伴って必要となる、食の多様化につ
いて、パワーポイントで紹介し、学修します。
また、参考書から日本や世界での具体的な事例と問題点を引用してパ
ワーポイントで紹介し、理解を深めます。

授業後に、今回の授業内容（パワーポイント）を復習し、テ
キスト第8章を読んで予習して下さい。

4時間

第9回 スポーツビジネス：
スポーツビジネスの概要、スポーツツーリズムのありかたについて、学
修します。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第8章）を復習し、テ
キスト第9章を読んで予習して下さい。

4時間

第10回 国際観光と交流文化：
国際観光と文化のかかわりについて、学修します。
日本のアピールポイントは何であるか、日本人が思う「よいといころ」は
外国人に理解されているのか、など、外国人の視点からも考えます。
また、参考書から日本や世界での具体的な事例と問題点を引用してパ
ワーポイントで紹介し、理解を深めます。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第9章）を復習し、次
回に使用する（今回提供する）パワーポイントを読んで予
習して下さい。

4時間

第11回 国際観光ビジネスのためのマーケティング：
「観光立国に必要なこと」、「オーストラリアの観光マーケティング例」、
「まだまだ工夫できる日本の観光マーケティング」について、参考書から
引用し、学修します。

授業後に、今回の授業内容（パワーポイント）を復習し、テ
キスト第10章を読んで予習して下さい。

4時間

第12回 交流文化とエコツーリズム：
サステナブル・ツーリズム、エコ・ツーリズムについて、学修します。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第10章）を復習し、テ
キスト第11章を読んで予習して下さい。

4時間

第13回 魅力ある文化施設づくり：
ミュージアムの口コミランキングと訪日観光客の動向、魅力ある文化施
設のありかたについて、学修します。

授業後に、今回の授業内容（テキスト第11章）を復習し、次
回に使用する（今回提供する）パワーポイントを読んで予
習して下さい。

4時間

第14回 観光立国のためのコンテンツ：
参考書から引用し、国際観光における文化財の位置づけ、正しい見せ
方、適切な説明について、学びます。また、観光ビジネスにおいて、「発
信力」よりも「文化資源の魅力」が更に大切であることについて、考えま
す。

授業後に、今回の授業内容（パワーポイント）を復習し、こ
れまでの全体を振り返ってわからないところが無いか、確
認して下さい。

4時間

第15回 講義内容を総括し、インバウンドビジネスの今後の形について、考察し
ます。

授業後に、パワーポイント及びテキスト全編を振り返って
復習して下さい。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 スポーツマネジメント論　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234朴　永炅

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ スポーツの現状及び課題とスポーツマネジメント論。

授業の目的及び概要
スポーツマネジメント論の基礎知識を把握するとともに、スポーツ組織や地域スポーツの経営のあり方について、実践的な理解をしてもらうことを目的と
する。具体的には、学校、地域、民間、そして公共スポーツ施設組織などのスポーツ事業におけるプログラムの構成や演出方法についての理解を深め
るとともに、競技スポーツ及び生涯スポーツの振興を図るための効率的な経営戦略についても追究を行う。

学修の到達目標
授業では、以下の到達目標を掲げる
１．スポーツマネジメントに関する幅広い知識を身につける。
２．スポーツ組織や地域スポーツの経営のあり方についての理解ができる。
３．競技スポーツ及び生涯スポーツの振興を図るための効率的な経営戦略について理解をする。
４．地域社会における文化・社会活動としてのスポーツを理解する力を養う。
５．授業で得られた知識や考え方を自らのキャリアデザインに反映していく。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業内に、適時、口頭によるフィードバックを行う。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

スポーツマネジメントという学問領域を理解するためには、問題意識をもつとともに幅広い知識を身につけることが求められる。そのためにはネットなど
を活用したスポーツマネジメントに関する予備知識、そして授業に臨む学修者の積極的な姿勢が重要である。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

400

003030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

スポーツ白書2020、笹川スポーツ財団、2020年

参考書

なし

9784915944741

なし

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 授業の概要や到達⽬標等について、ガイダンスを⾏います。 【予習】シラバスとガイダンス資料を事前に読んでおいてく
ださい。
【復習】シラバスとガイダンス資料を読み直し、講義で得た
知識を確認してください。

4時間

第2回 スポーツ政策及び法律について学びます。（国策スポーツとスポーツ法
律—スポーツ基本法、スポーツ振興法、スポーツ立国戦略など—）

【予習】「スポーツ政策及び法律」に関する配布資料を事前
に読んでおいてください。
【復習】「スポーツ政策及び法律」に関する配布資料を読み
直し、講義で得た知識を確認してください。

4時間

第3回 スポーツグローバルマネジメントについて学びます。（国際化における
スポーツの位置づけ）

【予習】「スポーツグローバルマネジメント」に関する配布資
料を事前に読んでおいてください。
【復習】「スポーツグローバルマネジメント」に関する配布資
料を読み直し、講義で得た知識を確認してください。

4時間

第4回 地域スポーツクラブのマネジメントについて学びます。（総合型地域ス
ポーツクラブのマネジメント）

【予習】「地域スポーツクラブのマネジメント」に関する配布
資料を事前に読んでおいてください。
【復習】「地域スポーツクラブのマネジメント」に関する配布
資料を読み直し、講義で得た知識を確認してください。

4時間

第5回 スポーツボランティアについて学びます。（スポーツボランティアの概念
及びマネジメント）

【予習】「スポーツボランティア」に関する配布資料を事前に
読んでおいてください。
【復習】「スポーツボランティア」に関する配布資料を読み
直し、講義で得た知識を確認してください。

4時間
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第6回 スポーツ組織のマネジメントについて学びます。（FIFA/IOCのスポーツ
組織及び経営戦略）

【予習】「スポーツ組織のマネジメント」に関する配布資料を
事前に読んでおいてください。
【復習】「スポーツ組織のマネジメント」に関する配布資料を
読み直し、講義で得た知識を確認してください。

4時間

第7回 ドーピングとスポーツ倫理について学びます。（なぜ，選手がドーピング
に手を出してしまうのかを説明する。スポーツ倫理が求められる理由に
ついて学習する）

【予習】「ドーピングとスポーツ倫理」に関する配布資料を
事前に読んでおいてください。
【復習】「ドーピングとスポーツ倫理」に関する配布資料を
読み直し、講義で得た知識を確認してください。

4時間

第8回 スポーツイベントのマネジメントについて学びます。（オリンピック及びス
ポーツイベントのビジネス）

【予習】「スポーツイベントのマネジメント」に関する配布資
料を事前に読んでおいてください。
【復習】「スポーツイベントのマネジメント」に関する配布資
料を読み直し、講義で得た知識を確認してください。

4時間

第9回 スポーツ事業のプロモーションについて学びます。（スポーツ事業にお
けるプロモーションの概要と計画策定）

【予習】「スポーツ事業のプロモーション」に関する配布資
料を事前に読んでおいてください。
【復習】「スポーツ事業のプロモーション」に関する配布資
料を読み直し、講義で得た知識を確認してください。

4時間

第10回 スポーツ施設のマネジメントについて学びます。（スポーツ施設のマネ
ジメントー指定管理者制度、エンターテインメント事業など—）

【予習】「スポーツ施設のマネジメント」に関する配布資料を
事前に読んでおいてください。
【復習】「スポーツ施設のマネジメント」に関する配布資料を
読み直し、講義で得た知識を確認してください。

4時間

第11回 スポーツスポンサーシップについて学びます。（スポーツスポンサーシッ
プのロジック）

【予習】「スポーツスポンサーシップ」に関する配布資料を
事前に読んでおいてください。
【復習】「スポーツスポンサーシップ」に関する配布資料を
読み直し、講義で得た知識を確認してください。

4時間

第12回 プロスポーツクラブのマネジメントについて学びます。（プロスポーツク
ラブの現状と課題）

【予習】「プロスポーツクラブのマネジメント」に関する配布
資料を事前に読んでおいてください。
【復習】「プロスポーツクラブのマネジメント」に関する配布
資料を読み直し、講義で得た知識を確認してください。

4時間

第13回 スポーツの商業化とビジネスについて学びます。（スポーツの商業化—
スポーツビジネス、スポーツとメディアー）

【予習】「スポーツの商業化とビジネス」に関する配布資料
を事前に読んでおいてください。
【復習】「スポーツの商業化とビジネス」に関する配布資料
を読み直し、講義で得た知識を確認してください。

4時間

第14回 スポーツファイナンスについて学びます。（スタジアムの建設及び施設
整備・維持管理の運営主体のあり方）

【予習】「スポーツファイナンス」に関する配布資料を事前
に読んでおいてください。
【復習】「スポーツファイナンス」に関する配布資料を読み
直し、講義で得た知識を確認してください。

4時間

第15回 授業全体の総括を⾏います。 【予習】これまでの授業回の配布資料を事前に読んでおい
てください。
【復習】これまでの授業回の配布資料を読み直し、講義で
得た知識を総復習してください。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 貿易論Ⅰ（経営学部）／貿易論（貿易基礎）（経済学部） 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234八井田　收

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 貿易に関する理論と実践知識の修得

授業の目的及び概要
現代において、海外との貿易取引なくして日本経済は成り立ちません。将来もグローバルな貿易取引がますます拡大していくものと考えられます。この
ような現状を踏まえ、本科目では貿易取引の基礎的な理論と実践的な知識の習得を目指し、社会において実務に活かせる内容を提供します。
この授業は、貿易の果たす経済効果に対して、貿易に関する諸問題を分析するのに必要な貿易理論や貿易政策についてミクロ的基礎を学びます。そし
て、最新のトピックスである産業内貿易の動向を取りあげ、アジアと欧米の事例を挙げて経済理論の理解を深めることができるようにします。また、外国
為替や国際収支についてマクロ的基礎を学び、さらに、WTOや各EPA等の貿易協定についても触れ、現実の国家間の政策の理解や評価に役立てるこ
とを配慮した構成とします。

学修の到達目標
以下の内容を到達レベルとします。
・貿易の意義を理論的に説明できること
・貿易の種類と内容を説明できること
・輸出入管理の制度を説明できること

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
理解度テストやレポートについては、ラーニング・ポータルに模範解答を示し、理解の定着を図ります。

アクティブ・ラーニング
の取組み

本科目の担当教員は、大手製造企業（電機メーカー）において、海外との国際ビジネスや取引契約から交渉、さらには税関との対応といった貿易実務お
よびマネジメント経験を有している。本科目では、これらの実務経験を活かし、貿易論における理論だけでなく現場の経験や知見を授業の中で提供す
る。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

本科目は、理論と実践の両方をカバーすることを目指します。商社もしくは企業の海外担当部署や輸出入管理部署に関心があれば、履修することを勧
めます。
関連科目として、「国際ビジネス論」、「ビジネス取引法」を履修することを勧めます。
日頃から日本経済新聞やビジネス誌を読んで、世界や日本の貿易に関する出来事を把握してください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

0400

0102030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

なし（テキストは指定しませんが、レジュメを配布します）

参考書

①入門・貿易実務＜第３版＞、椿 弘次 、日本経済新聞出版社 、2011年
②図解 貿易実務ハンドブック ベーシック版 第7版 「貿易実務検定®」C級オフィシャルテキスト 、日本貿易実
務検定協会、日本能率協会マネジメントセンター、2020年

なし

①978-4-532112448
②978-4820728016

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 【ガイダンス】
授業の進め方、評価方法、受講者の心得等の説明を行います。

・ラーニング・ポータルに掲載する授業資料（レジュメ）をプ
リントアウトし、授業前に読んで授業に臨むこと
・授業ではメモを録りながら、講義内容を理解すること
・授業後は、授業資料（レジュメ）を読んで、重要な内容を
復習しておくこと

4時間

第2回 【貿易の意義と特色（基礎）】
本科目の概要として、国内取引との違い、貿易取引の流れ、商流/物
流、貿易の便益を理解する

・ラーニング・ポータルに掲載する授業資料（レジュメ）をプ
リントアウトし、授業前に読んで授業に臨むこと
・授業ではメモを録りながら、講義内容を理解すること
・授業後は、授業資料（レジュメ）を読んで、重要な内容を
復習しておくこと

4時間

第3回 【伝統的貿易論（基礎）①】
貿易理論の基本として、アダム・スミスの絶対優位論とリカードの比較
優位論を理解する

・ラーニング・ポータルに掲載する授業資料（レジュメ）をプ
リントアウトし、授業前に読んで授業に臨むこと
・授業ではメモを録りながら、講義内容を理解すること
・授業後は、授業資料（レジュメ）を読んで、重要な内容を
復習しておくこと

4時間

第4回 【伝統的貿易論（基礎）②】
貿易理論の基本として、ヘクシャー=オリーンモデルを理解する

・ラーニング・ポータルに掲載する授業資料（レジュメ）をプ
リントアウトし、授業前に読んで授業に臨むこと
・授業ではメモを録りながら、講義内容を理解すること
・授業後は、授業資料（レジュメ）を読んで、重要な内容を
復習しておくこと

4時間
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第5回 【現代の国際貿易論（基礎）】
新しい貿易理論として、規模の経済性や産業内貿易について理解する

・ラーニング・ポータルに掲載する授業資料（レジュメ）をプ
リントアウトし、授業前に読んで授業に臨むこと
・授業ではメモを録りながら、講義内容を理解すること
・授業後は、授業資料（レジュメ）を読んで、重要な内容を
復習しておくこと

4時間

第6回 【貿易政策（基礎）】
貿易政策として行われる①関税、②輸入割当、③輸出補助金、④輸入
禁止、⑤輸出自主規制について経済理論から理解する

・ラーニング・ポータルに掲載する授業資料（レジュメ）をプ
リントアウトし、授業前に読んで授業に臨むこと
・授業ではメモを録りながら、講義内容を理解すること
・授業後は、授業資料（レジュメ）を読んで、重要な内容を
復習しておくこと

4時間

第7回 【産業内貿易（基礎）】
垂直的産業内貿易と水平的産業内貿易の違いや、近年盛んな国際分
業について理解する
アジアと欧米の具体的な貿易事例などを紹介する・

・ラーニング・ポータルに掲載する授業資料（レジュメ）をプ
リントアウトし、授業前に読んで授業に臨むこと
・授業ではメモを録りながら、講義内容を理解すること
・授業後は、授業資料（レジュメ）を読んで、重要な内容を
復習しておくこと

4時間

第8回 【世界の貿易体制と日本の貿易】
世界の貿易環境と枠組み、および日本の貿易取引状況について観察
する

・ラーニング・ポータルに掲載する授業資料（レジュメ）をプ
リントアウトし、授業前に読んで授業に臨むこと
・授業ではメモを録りながら、講義内容を理解すること
・授業後は、授業資料（レジュメ）を読んで、重要な内容を
復習しておくこと

4時間

第9回 【国際収支統計と為替レート】
貿易による国際収支や為替の影響について理解する

・ラーニング・ポータルに掲載する授業資料（レジュメ）をプ
リントアウトし、授業前に読んで授業に臨むこと
・授業ではメモを録りながら、講義内容を理解すること
・授業後は、授業資料（レジュメ）を読んで、重要な内容を
復習しておくこと

4時間

第10回 【貿易の基礎知識】
貿易の流れ、貿易に関する国際ルール、多国籍企業の市場参入につ
いて理解する

・ラーニング・ポータルに掲載する授業資料（レジュメ）をプ
リントアウトし、授業前に読んで授業に臨むこと
・授業ではメモを録りながら、講義内容を理解すること
・授業後は、授業資料（レジュメ）を読んで、重要な内容を
復習しておくこと

4時間

第11回 【貿易取引の形態】
貿易の種類（輸出入、三国間貿易、加工貿易）や貿易の形態（売主、買
主、代理人の関係）について理解する

・ラーニング・ポータルに掲載する授業資料（レジュメ）をプ
リントアウトし、授業前に読んで授業に臨むこと
・授業ではメモを録りながら、講義内容を理解すること
・授業後は、授業資料（レジュメ）を読んで、重要な内容を
復習しておくこと

4時間

第12回 【取引準備と契約交渉】
貿易取引の準備と契約締結に向けた準備について理解する

・ラーニング・ポータルに掲載する授業資料（レジュメ）をプ
リントアウトし、授業前に読んで授業に臨むこと
・授業ではメモを録りながら、講義内容を理解すること
・授業後は、授業資料（レジュメ）を読んで、重要な内容を
復習しておくこと

4時間

第13回 【契約条件（インコタームズ）】
貨物の引渡しと危険負担の範囲および費用負担を定めるインコターム
ズについて理解する

・ラーニング・ポータルに掲載する授業資料（レジュメ）をプ
リントアウトし、授業前に読んで授業に臨むこと
・授業ではメモを録りながら、講義内容を理解すること
・授業後は、授業資料（レジュメ）を読んで、重要な内容を
復習しておくこと

4時間

第14回 【日本の輸出入貿易管理制度】
輸出入管理法令および該非判定などの管理制度について理解する

・ラーニング・ポータルに掲載する授業資料（レジュメ）をプ
リントアウトし、授業前に読んで授業に臨むこと
・授業ではメモを録りながら、講義内容を理解すること
・授業後は、授業資料（レジュメ）を読んで、重要な内容を
復習しておくこと

4時間

第15回 【授業の総括】
これまでの内容の総括を行う

・ラーニング・ポータルに掲載する授業資料（レジュメ）をプ
リントアウトし、授業前に読んで授業に臨むこと
・授業ではメモを録りながら、講義内容を理解すること
・授業後は、授業資料（レジュメ）を読んで、重要な内容を
復習しておくこと

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 貿易論Ⅱ（経営学部）／貿易論（貿易実務）（経済学部） 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234八井田　收

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 貿易に関する理論と実践知識の修得

授業の目的及び概要
現代において、海外との貿易取引なくして日本経済は成り立ちません。将来もグローバルな貿易取引がますます拡大していくものと考えられます。この
ような現状を踏まえ、本科目では貿易取引の基礎的な理論と貿易における決済やリスク、保険、クレーム、輸出入通関の手続き等の実践的な知識の習
得を目指し、社会において実務に活かせる内容を提供します。
この授業は、「貿易論Ⅰ」に引き続き、国際貿易の理論的背景をもとに、貿易実務に欠かせない輸出入管理について取り上げます。授業で 、貿易取引
の形態についての特徴や役割等、貿易取引に欠かせない取引準備や契約交渉、代金決済方法、インコタームズ等の各種貿易の具体的な仕組み、そ
れに輸出入規制に関する法令遵守等を説明します。さらに、インボイス等の輸出入通関書類の具体的な内容を説 明しながら輸出入取引の全体的な流
れを理解することを目標とします。

学修の到達目標
以下の内容を到達レベルとします。
・貿易の目的と意義を理論的に説明できること。
・貿易における決済やリスクと保険、クレームについて理解する。
・輸出入通関の手続きについて理解する。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
理解度テストやレポートについては、ラーニング・ポータルに模範解答を示し、理解の定着を図ります。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

本科目の担当教員は、大手製造企業（電機メーカー）において、海外との国際ビジネスや取引契約から交渉、さらには税関との対応といった貿易実務お
よびマネジメント経験を有している。本科目では、これらの実務経験を活かし、貿易論における理論だけでなく現場の経験や知見を授業の中で提供す
る。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

本科目は、理論と実践の両方をカバーすることを目指します。商社もしくは企業の海外担当部署や輸出入管理部署に関心があれば、履修することを勧
めます。
関連科目として、「国際ビジネス論」、「ビジネス取引法」を履修することを勧めます。
日頃から日本経済新聞やビジネス誌を読んで、世界や日本の貿易に関する出来事を把握してください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

0400

0102030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

なし（テキストは指定しないが、適宜レジュメを配布します）

参考書

①入門・貿易実務＜第３版＞、椿 弘次 、日本経済新聞出版社 、2011年
②図解 貿易実務ハンドブック ベーシック版 第7版 「貿易実務検定®」C級オフィシャルテキスト、日本貿易実務
検定協会、  日本能率協会マネジメントセンター、2020年

なし

①978-4-532112448
②978-4820728016

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 【ガイダンス】
授業の進め方、評価方法、受講者の心得等の説明を行います。

・ラーニング・ポータルに掲載する授業資料（レジュメ）をプ
リントアウトし、授業前に読んで授業に臨むこと
・授業ではメモを録りながら、講義内容を理解すること
・授業後は、授業資料（レジュメ）を読んで、重要な内容を
復習しておくこと

4時間

第2回 【貿易の意義と特色（応用）】
貿易の意義と概要および貿易を行う企業と業務について理解する

・ラーニング・ポータルに掲載する授業資料（レジュメ）をプ
リントアウトし、授業前に読んで授業に臨むこと
・授業ではメモを録りながら、講義内容を理解すること
・授業後は、授業資料（レジュメ）を読んで、重要な内容を
復習しておくこと

4時間

第3回 【伝統的貿易論（応用）①】
絶対優位論と比較優位論に加えて顕示的比較優位指数と貿易特化係
数について理解する

・ラーニング・ポータルに掲載する授業資料（レジュメ）をプ
リントアウトし、授業前に読んで授業に臨むこと
・授業ではメモを録りながら、講義内容を理解すること
・授業後は、授業資料（レジュメ）を読んで、重要な内容を
復習しておくこと

4時間
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第4回 【伝統的貿易論（応用）②および現代の貿易理論】
・伝統的貿易論のヘクシャー=オリーンモデルに加えて生産可能性フロ
ンティアについて理解する
・新貿易理論（クルーグマンの新貿易理論やメリッツの新々貿易論）と
産業内貿易について理解する

・ラーニング・ポータルに掲載する授業資料（レジュメ）をプ
リントアウトし、授業前に読んで授業に臨むこと
・授業ではメモを録りながら、講義内容を理解すること
・授業後は、授業資料（レジュメ）を読んで、重要な内容を
復習しておくこと

4時間

第5回 【外国為替による代金決済①】
貿易における代金決済方法（L/C決済、D/P、D/A決済）と外国為替に
ついて理解する

・ラーニング・ポータルに掲載する授業資料（レジュメ）をプ
リントアウトし、授業前に読んで授業に臨むこと
・授業ではメモを録りながら、講義内容を理解すること
・授業後は、授業資料（レジュメ）を読んで、重要な内容を
復習しておくこと

4時間

第6回 【外国為替による代金決済②】
貿易における代金決済方法（外国為替送金）と外国為替について理解
する

・ラーニング・ポータルに掲載する授業資料（レジュメ）をプ
リントアウトし、授業前に読んで授業に臨むこと
・授業ではメモを録りながら、講義内容を理解すること
・授業後は、授業資料（レジュメ）を読んで、重要な内容を
復習しておくこと

4時間

第7回 【運送契約と貨物の受け渡し】
運送契約や船荷証券（B/L）について理解する

・ラーニング・ポータルに掲載する授業資料（レジュメ）をプ
リントアウトし、授業前に読んで授業に臨むこと
・授業ではメモを録りながら、講義内容を理解すること
・授業後は、授業資料（レジュメ）を読んで、重要な内容を
復習しておくこと

4時間

第8回 【貿易取引のリスクと保険】
貿易における保険（海上保険、貿易保険、P/L保険）について理解する

・ラーニング・ポータルに掲載する授業資料（レジュメ）をプ
リントアウトし、授業前に読んで授業に臨むこと
・授業ではメモを録りながら、講義内容を理解すること
・授業後は、授業資料（レジュメ）を読んで、重要な内容を
復習しておくこと

4時間

第9回 【契約条件（インコタームズ）】
11種類の規則による費用負担と危険負担の違いについて理解する

・ラーニング・ポータルに掲載する授業資料（レジュメ）をプ
リントアウトし、授業前に読んで授業に臨むこと
・授業ではメモを録りながら、講義内容を理解すること
・授業後は、授業資料（レジュメ）を読んで、重要な内容を
復習しておくこと

4時間

第10回 【輸出入通関の手続き①】
輸出通関の手続きおよび申告に必要な書類について理解する

・ラーニング・ポータルに掲載する授業資料（レジュメ）をプ
リントアウトし、授業前に読んで授業に臨むこと
・授業ではメモを録りながら、講義内容を理解すること
・授業後は、授業資料（レジュメ）を読んで、重要な内容を
復習しておくこと

4時間

第11回 【輸出入通関手続き②】
輸入通関の手続きおよび申告に必要な書類について理解する

・ラーニング・ポータルに掲載する授業資料（レジュメ）をプ
リントアウトし、授業前に読んで授業に臨むこと
・授業ではメモを録りながら、講義内容を理解すること
・授業後は、授業資料（レジュメ）を読んで、重要な内容を
復習しておくこと

4時間

第12回 【輸出入通関手続き③】
輸入消費税の仕組みおよび評価申告について理解する

・ラーニング・ポータルに掲載する授業資料（レジュメ）をプ
リントアウトし、授業前に読んで授業に臨むこと
・授業ではメモを録りながら、講義内容を理解すること
・授業後は、授業資料（レジュメ）を読んで、重要な内容を
復習しておくこと

4時間

第13回 【運送クレームと貿易クレーム】
貿易におけるクレーム（運送クレームと貿易クレーム）について対処お
よび手続きについて理解する

・ラーニング・ポータルに掲載する授業資料（レジュメ）をプ
リントアウトし、授業前に読んで授業に臨むこと
・授業ではメモを録りながら、講義内容を理解すること
・授業後は、授業資料（レジュメ）を読んで、重要な内容を
復習しておくこと

4時間

第14回 【税関と事後調査】
税関が貿易を行う企業に対して実施する「事後調査」について理解する

・ラーニング・ポータルに掲載する授業資料（レジュメ）をプ
リントアウトし、授業前に読んで授業に臨むこと
・授業ではメモを録りながら、講義内容を理解すること
・授業後は、授業資料（レジュメ）を読んで、重要な内容を
復習しておくこと

4時間

第15回 【授業の総括】
これまでの内容の総括を行う

・ラーニング・ポータルに掲載する授業資料（レジュメ）をプ
リントアウトし、授業前に読んで授業に臨むこと

・授業ではメモを録りながら、講義内容を理解すること
・授業後は、授業資料（レジュメ）を読んで、重要な内容を
復習しておくこと

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 輸送論Ⅰ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

34塩谷　茂明

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G3

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 海運と港湾の仕組みと役割、さらに展望について学習し、世界との国際貿易、海上輸送、海運社会などの役割、現状、展望、港湾などの基礎を学ぶ。

授業の目的及び概要
四⽅を海に囲まれた⽇本の経済は、貿易によって成り⽴っている。特に海外との貿易は、商品の原料とな
る鉱物資源など、⽇本のエネルギー源である原油および天然ガス、⽣産された商品などのあらゆる物質を輸
⼊し、製品を海外に輸出している。これらの物資の輸送は、主として海運が担っている。また、ほとんどの物
資は、船舶による海上輸送で⾏われている。船舶は⼤量の荷物を搭載し、海上を航⾏する。そして、各地に
点在する港湾に⼊港すると、それらの荷物を揚げ、そして物質を搭載して輸出する。これらを⾏う海事産業は
古く、古代の世界三⼤⽂明から始まり、世界⽂明の発展・遷移とともに歩み、およそ5千年の⻑い歴史を経て
発展し、現代の海事産業が成り⽴っています。国際貿易を担う陸海空の輸送の中で、最も国際化され、輸
送量の⼤きい船舶による海上輸送を司る海運について、そして、荷物を積み降ろしする役割を果たす港湾の
機能などについても、学習する。海運の歴史から始まり、海上輸送、海運市場がどのように組織化され、どの
ように機能しているかなどについて学習します。この授業では、船舶による海上輸送論にとどまらず、将来
の勉強の発展として、海運市場の経済学、海運会社の経済学・経営学、海上貿易と輸送システム、海事予測
とマーケットリサーチなどについても、簡単に概要について⾔及します。
̶

学修の到達目標
海運業とは何か、現状について説明できます。
海上輸送の重要性が説明できます。
海上輸送をめぐる動きが説明できます。
我が国の海運業および海運をめぐる国際情勢が説明できます。
輸送および流通の現状が説明できます。
海運経済および港湾の役割についての説明ができます。
貿易、物流、輸送の概念が説明できます。
単に、輸送のみにとどまらず、貿易、物流の全体像について説明できます。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
課題については、授業中に解説及び好評をします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

将来、海運業や貿易関係の企業や官公庁内の関連部署に就職したときに、海運に関する基礎事項を学修していると、仕事への対応がスムースになり
ますので、興味のある学⽣は受講してください。
最近、専⾨分野として『⽂理融合』が注⽬されています。社会科学系の授業だけでなく、⾃然科学系の内容も取り組んで講義を、進めたいと考えていま
す。⾃然科学系（特に、気象学、海洋学、船舶⼯学、輸送論など）で、輸送(特に海上輸送、国際輸送、国際貿易等）に関連する分野に興味を持つ学⽣
は、受講してください。（尚、これらの分野の事前の専⾨知識は必要ありません。物理、数学は使用しません。）
専門教育科目の「輸送論Ⅱ」は、この科目に関連し、継続的な内容となりますので、続けて受講すると、理解度が高まります。将来、貿易、商社、運輸、
倉庫、保険などの物流関連に就職を希望する学生は、今後有益な知識を得ることができます。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

600

04000

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキスト(講義ノート）を使⽤します。
今年度は、講義ノート作成を予定しています。もし、完成すれば、印刷され、簡易製本して販売されますので、
購⼊しておいてください。（もし完成しなければ、講義⽤プリントを配布しますので、それを中⼼に講義します。）
最近の新聞記事などを紹介し、内容について議論します。
期末試験の結果について、講評します。

参考書

参考書
①【初級編】市来清也、『海運実務の基礎』、東洋経済新報社、1978、ISBN 3034-5395-5214
②【初級編】久保正義、他、『海上貨物輸送論』、成⼭堂書店、2008、ISBN-10 : 442534071X
③【中級編】今井昭夫、『国際海上コンテナ輸送概論』、東海⼤学出版会、2009、ISBN-10 : 4486017951
➃【中級編】⼭岸寛、『海上コンテナ物流論』、成⼭堂書店、2004、ISBN978-4-425-33131-4
⑤【上級編】織⽥正夫、『海運経済論』、成⼭堂書店、1977、ASIN : B000J8VVOM
⑥【上級編】森隆⾏、『モーダルシフトと内航海運 』、成⼭堂書店、2020、ISBN-10 : 4303164186
⑦【上級編】⽊原知⺒、『船舶⾦融論、 −船舶に関する⾦融・経営・法の体系』、海⽂堂、2019、ISBN-10 
:4303150312
これらの参考書は、授業の中で学んだ専⾨⽤語などのより⼀層の理解に、さらに学習内容に関して⼀層理解
度を⾼めるために利⽤してください。

なし

①ISBN 3034-5395-5214
②ISBN-10 : 442534071X
③ISBN-10 : 4486017951
➃ISBN978-4-425-33131-4
⑤ASIN : B000J8VVOM
⑥ISBN-10 : 4303164186
⑦ISBN-10 :4303150312

ISBN

ISBN

－308－



授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 授業の⽬的・⽬標、授業の進め⽅、成績評価の基準・⽅法などについ
て説明します。
講義ノートの緒⾔およびはじめにの「海運とは」の概要を簡単に説明し
ます。
（2回⽬以降の内容は計画であり、授業の進⾏に合わせて変更すること
があります）

【予習】講義ノートの緒⾔およびはじめにの「海運とは」を
事前に読んでおくこと。(2時間程度)
【復習】講義ノートの講義ノートの緒⾔およびはじめにの
「海運とは」を読み直し、講義で得た知識を確認してくださ
い。(2時間程度)

4時間

第2回 海運において物資を運ぶ船の歴史を2回で振り返る。第1回⽬に、古代
から中世期の船舶についての概要についてを、簡単に説明します。

【予習】講義ノートの「船の歴史の、古代から中世期の船舶
についての歴史」を事前に読んでおくこと。(2時間程度)
【復習】講義ノートの「船の歴史の、古代から中世期の船舶
についての歴史」を読み直し、講義で得た知識を確認して
ください。(2時間程度)

4時間

第3回 海運において物資を運ぶ船の歴史を振り返る。
第2回⽬に、近世から現代の船舶についての概要についてを、簡単に
説明します。

【予習】海運において物資を運ぶ船の歴史を振り返る。近
世から現代の船舶についての概要を事前に読んでおくこ
と。(2時間程度)
【復習】海運において物資を運ぶ船の歴史を振り返る。近
世から現代の船舶についての概要を読み直し、講義で得
た知識を確認してください。(2時間程度)

4時間

第4回 第Ⅱ部の古代から現代にいたる海運経済の歴史を振り返り、世界の海
運とは何かについて、4回に分けて簡単に説明します。
第1回⽬は、古代から中世までを学習します。

【予習】第Ⅱ部の古代から現代にいたる海運経済の歴史
の中で、古代から中世までを事前に読んでおくこと。(2時
間程度)
【復習】講義ノートの「海運経済の歴史の中で、古代から中
世まで」の部分をを読み直し、講義で得た知識を確認して
ください。(2時間程度)

4時間

第5回 第Ⅱ部の古代から現代にいたる海運経済の歴史を振り返り、世界の海
運とは何かについて、4回に分けて簡単に説明します。
第２回⽬は、中世紀を学習します。

【予習】第Ⅱ部の古代から現代にいたる海運経済の歴史
の中で、中世紀を事前に読んでおくこと。(2時間程度)
【復習】講義ノートの「海運経済の歴史の中で、中世紀」の
部分を読み直し、講義で得た知識を確認してください。(2
時間程度)

4時間

第6回 第Ⅱ部の近世における海運経済の歴史を振り返り、世界の海運とは何
かについて、4回に分けて簡単に説明します。
第３回⽬は、近世を学習します。

【予習】第Ⅱ部の古代から現代にいたる海運経済の歴史
の中で、近世を事前に読んでおくこと。(2時間程度)
【復習】講義ノートの「海運経済の歴史の中で、近世」の部
分を読み直し、講義で得た知識を確認してください。(2時
間程度)

4時間

第7回 第Ⅱ部の現代における海運経済の歴史を振り返り、世界の海運とは何
かについて、4回に分けて簡単に説明します。
第7回⽬は、近世を学習します。

【予習】第Ⅱ部の古代から現代にいたる海運経済の歴史
の中で、現代を事前に読んでおくこと。(2時間程度)
【復習】講義ノートの「海運経済の歴史の中で、現代」の部
分を読み直し、講義で得た知識を確認してください。(2時
間程度)

4時間

第8回 第Ⅲ部の船舶の輸送体系の中での船舶の種類と役割について、３回に
分けて簡単に説明します。
第１回⽬は、コンテナ船の役割を学習します。

【予習】第Ⅲ部の船舶の輸送体系の中での船舶の種類と
役割について、コンテナ船の役割を事前に読んでおくこ
と。(2時間程度)
【復習】講義ノートの「コンテナ船の役割」を読み直し、講義
で得た知識を確認してください。(2時間程度)

4時間

第9回 第Ⅲ部の船舶の輸送体系の中での船舶の種類と役割について、３回に
分けて簡単に説明します。
第2回⽬は、タンカーの役割を学習します。

【予習】第Ⅲ部の船舶の輸送体系の中での船舶の種類と
役割について、タンカーの役割を事前に読んでおくこと。(2
時間程度)
【復習】講義ノートの「タンカーの役割」を読み直し、講義で
得た知識を確認してください。(2時間程度)

4時間

第10回 第Ⅲ部の船舶の輸送体系の中での船舶の種類と役割について、３回に
分けて簡単に説明します。
第３回⽬は、専⽤船の役割を学習します。

【予習】第Ⅲ部の船舶の輸送体系の中での船舶の種類と
役割について、専⽤船の役割を事前に読んでおくこと。(2
時間程度)
【復習】講義ノートの「専⽤船の役割」を読み直し、講義で
得た知識を確認してください。(2時間程度)

4時間

第11回 第Ⅲ部の船舶の海陸複合輸送体系と経営経済についての概要を、2回
に分けて簡単に説明します。
第１回⽬は、歴史的発展過程を学習します。

【予習】第Ⅲ部の船舶の海陸複合輸送体系と経営経済の
歴史的発展過程について、を事前に読んでおくこと。(2時
間程度)
【復習】講義ノートの船舶の海陸複合輸送体系と経営経済
の歴史的発展過程を読み直し、講義で得た知識を確認し
てください。(2時間程度)

4時間

第12回 第Ⅲ部の船舶の海陸複合輸送体系と経営経済についての概要を、2回
に分けて簡単に説明します。

【予習】第Ⅲ部の船舶の海陸複合輸送体系と経営経済の
複合輸送の理論について、を事前に読んでおくこと。(2時
間程度)
【復習】講義ノートの船舶の海陸複合輸送体系と経営経済
の複合輸送の理論を読み直し、講義で得た知識を確認し
てください。(2時間程度)

4時間

第13回 第Ⅳ部の港湾の役割についての概要を、３回に分けて簡単に説明しま
す。
第１回⽬は、港湾の歴史を学習します。

【予習】第Ⅳ部の港湾の役割についての概要の第1回⽬の
港湾の歴史を事前に読んでおくこと。(2時間程度)
【復習】第Ⅳ部の港湾の役割についての第１回⽬の港湾
の歴史を読み直し、講義で得た知識を確認してください。
(2時間程度)

4時間

第14回 第Ⅳ部の港湾の役割についての概要を、３回に分けて簡単に説明しま
す。
第２回⽬は、港湾の構造を学習します。

【予習】第Ⅳ部の港湾の役割についての第2回⽬の港湾の
構造を事前に読んでおくこと。(2時間程度)
【復習】第Ⅳ部の港湾の役割についての第2回⽬の港湾の
構造を読み直し、講義で得た知識を確認してください。(2
時間程度)

4時間

第15回 第Ⅳ部の港湾の役割についての概要を、３回に分けて簡単に説明しま
す。
第３回⽬は、コンテナターミナルの構造を学習します。
授業全体の総括を⾏います。

【予習】第Ⅳ部の港湾の役割についての第３回⽬のコンテ
ナターミナルの構造を事前に読んでおくこと。(2時間程度)
【復習】講義ノートの全部を読み直し、講義で得た知識を総
復習してください。(2時間程度)

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 輸送論Ⅱ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

34塩谷　茂明

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G3

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 製品など「もの」の流れの概要を、貿易、物流、輸送活動の中で考える。

授業の目的及び概要
誰もが利⽤している宅急便に代表されるように、容易に荷物を送り、受け取ることができます。また、スーパーや百貨店では、⾷料品、⾐類、⽇⽤雑貨品
などが国内外から輸送され、陳列されているので、⾃由に購⼊可能であり、豊かな⽣活ができます。このように、私たちの暮らしと物流は密接にかか
わっています。この物流が、企業競争⼒を⾼めるための戦略上の武器とて、最近注⽬されています。物流を構成する要素活動には、包装、荷役、保管、
輸送、流通加⼯および情報などがあります。その中で原材料や商品を運ぶことを輸送といいます。ここでは、特に国際貿易、物流、輸送を重点に考えま
す。主な輸送機関（モード）は鉄道、⾃動⾞（トラック）、海運、航空、パイプラインです。これらの輸送について種類、歴史、現状を把握するとともに、その
しくみ、役割を理解して、物流のメカニズムの基礎を学習します。

学修の到達目標
貿易、物流、輸送の概念が説明できます。
荷物や貨物の場所的移動である輸送についてのメカニズムの⼤勢が説明できます。
陸海空の輸送形態と動向が説明できます。
国際貿易における複合⼀貫輸送の輸送形態と動向が説明できます。
国際複合⼀貫輸送をめぐる条約および諸制度が説明できます。
単に、輸送のみにとどまらず、貿易、物流の全体像について説明できます。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
課題については、授業中に解説及び講評を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

将来、貿易、商社、運輸、倉庫、保険などの物流関連に就職を希望する学⽣は、今後有益な知識を得ることができますので、受講してください。
最近、専⾨分野として『⽂理融合』が注⽬されています。社会科学系の授業だけでなく、⾃然科学系の内容も取り組んで講義を、進めたいと考えていま
す。⾃然科学系（特に、気象学、海洋学、船舶⼯学、数値計算など）で輸送に関連する分野に興味を持つ学⽣は受講してください。（尚、これらの分野の
専⾨知識は必要ありません。）
専⾨教育科⽬の「輸送論Ⅱ」は、この科⽬の継続内容となりますので、続けて履修を進めると、理解度が⾼まります。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

600

04000

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキスト(講義ノート)を使用する予定です。
講義ノートの作成を進めています。授業は、講義ノートに基づき進めていきます。
もし、講義ノートが完成しない場合は、資料の配布をします。
PowerPointなどによるプレゼンで解説します。
最近の新聞記事などを紹介し、内容について議論します。
期末試験の結果について、講評します。

参考書

【初級編】澤喜四郎、『交通論おもしろゼミナール6 物流ビジネスと輸送技術』、成⼭堂書店、2017、ISBN-10 : 
442592682X
【初級編】柴⽥悦⼦、他、『新時代の物流経済を考える』、成⼭堂書店、2008、ISBN-10 : 4425922735
①【中級編】⾼村忠也、『陸海空共同⼀貫輸送』、成⼭堂書店、1993、ISBN4-425-92211-5
②【中級編】⼤阪商船三井船舶株式会社、『国際複合輸送の知識』、成⼭堂書店、1994、ISBN-10 :4425312112
③【上級編】武城正⻑、『国際交通論』、税務経理協会、1998、ISBN4-419-02928
➃【上級編】柴⽥悦⼦、『国際物流の経済学』、成⼭堂書店、1991、ISBN4-425-92171-2
これらの参考書は、授業の中で学んだ専⾨⽤語などのより⼀層の理解に、さらに学習内容に関して⼀層理解
度を⾼めるために利⽤してください。

なし

①ISBN4-425-92211-5
②ISBN-10 :4425312112
③ISBN4-419-02928
➃ISBN4-425-92171-2

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 授業の⽬的・⽬標、授業の進め⽅、成績評価の基準・⽅法などについ
て説明します。
貿易、物流、ロジスティクスの概要を簡単に説明し、その中での輸送論
の位置づけを説明します。
（2回⽬以降の内容は計画であり、授業の進⾏に合わせて変更すること
があります）

【予習】事前に、配布資料の序章物流とはを読んでおくこ
と。(2時間程度)
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。(2時間程度)

4時間
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第2回 物流業の概要を説明し、物流の意味、経済における物流の位置、流通
と物流の違い、四つの物流などについて、学びます。

【予習】事前に、配布資料の第Ⅰ部「物流」の1〜5章を読
んでおくこと。(2時間程度)
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。(2時間程度)

4時間

第3回 物流業を説明し、マクロの物流とミクロの物流、企業戦略の中の物流、
流通経路と物流の関係、物流の需要性などについて、学びます。

【予習】事前に、配布資料の第Ⅰ部「物流」の6〜10章を読
んでおくこと。(2時間程度)
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。(2時間程度)

4時間

第4回 物流と私たちの⽣活を説明し、商品が家庭に届くまで、商品価格に占
める物流費、物流と⼤気汚染の関係、交通混雑と物流、宅配で変わる
⽣活などについて、学びます。

【予習】事前に、配布資料の、第Ⅰ部「物流」の11〜15章を
事前に読んでおくこと。(2時間程度)
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。(2時間程度)

4時間

第5回 物流と私たちの⽣活を説明して、引越しの物流、地域発展と物流の役
割、都市の物流、地⽅の物流、物流の内外格差、輸送などについて、
学びます。

【予習】事前に、配布資料の、第Ⅰ部「物流」の16〜21章を
事前に読んでおくこと。(2時間程度)
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。(2時間程度)

4時間

第6回 トラック運送業の概要、歴史、現状（タンクローリー、宅配⾞など）、道路
貨物輸送、トラックなどについて、学びます。
シッピング・サイクルとは、海運市場における運賃や傭船料の循環で
す。その中において、シッピング・サイクルの特徴、シッピング・リスクな
どについて、学びます。

【予習】事前に、配布資料の、第Ⅱ部「第2回経済社会を⽀
える物流業の仕組み」の中の、第1章 物流の中の輸送、
第2章 物流業の実態、第3章トラック運送業を読んでおくこ
と。(2時間程度)
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。(2時間程度)

4時間

第7回 鉄道貨物輸送の概要、歴史、現状（機関⾞、コンテナ列⾞、バルク列⾞
など）などについて、学びます。

【予習】事前に、配布資料の、第4章鉄道貨物輸送業を読
んでおくこと。(2時間程度)
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。(2時間程度)

4時間

第8回 海運貨物輸送の概要、歴史、現状（内航海運、外航海運）などについ
て、学びます。

【予習】事前に、配布資料の、第5章海運業を読んでおくこ
と。(2時間程度)
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。(2時間程度)

4時間

第9回 航空貨物輸送の概要、歴史、現状（貨物機、空港、荷役機械など）など
について、学びます。

【予習】事前に、配布資料の、第6章航空貨物輪送業を読
んでおくこと。(2時間程度)
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。(2時間程度)

4時間

第10回 陸、海、空の貨物輸送に関係する環境問題の概略などについて、学び
ます。

【予習】事前に、配布資料の、第7章物流に求められる環境
問題を読んでおくこと。(2時間程度)
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。(2時間程度)

4時間

第11回 貿易における、国際複合⼀貫輸送の概念、定義・要件、意義を解説しま
す。次に、国際複合⼀貫輸送の経緯として、背景、歴史について解説し
ます。最初に、複合輸送業者、複数地点間のシステム輸送などの概略
について、学びます。

【予習】事前に、配布資料の、第8章複合⼀貫輸送の概念
と歴史を読んでおくこと。(2時間程度)
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。(2時間程度)

4時間

第12回 国際物流の概念と関連性、国際輸送の動向について解説します。国際
貿易の変化と影響、国際複合⼀貫輸送の進展について解説します。航
空貨物輸送とシー・アンド・エアの概要と特⾊、発展の経緯、主な輸送
ルート、輸送業務と業者、輸送実績と動向などについて、学びます。

【予習】事前に、配布資料の、第9章国際物流を読んでおく
こと。(2時間程度)
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。(2時間程度)

4時間

第13回 TCM条約、国連国際物品複合運送、国際取引関係規則、国際複合⼀
貫輸送約款など条約及び諸制度の概要、国際複合⼀貫輸送業などに
ついて、学びます。

【予習】事前に、配布資料の、第10章国際複合⼀貫輸送を
読んでおくこと。(2時間程度)
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。(2時間程度)

4時間

第14回 国際複合⼀貫輸送業者、国際複合⼀貫輸送業と港湾物流、フレイト・
フォワーダーと貨物運送取扱事業法などについて、学びます。

【予習】事前に、配布資料の、第11章国際複合⼀貫輸送業
と港湾物流を読んでおくこと。(2時間程度)
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。(2時間程度)

4時間

第15回 授業全体の総括を行います。 【予習】事前に、配布資料を全般的に読んでおくこと。(2時
間程度)
【復習】これまでの配布資料を読み直し、講義で得た知識
を総復習してください。(2時間程度)

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 外国為替　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

34荒井　敏男

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G3

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 外国為替と国際通貨制度…歴史、理論、現状

授業の目的及び概要
外国為替の専門知識を身につけ、国際経済や日本経済の現状や問題点の理解ができるようになることを講義の目的とします。また、受講生が大学卒
業後も経済問題に興味・関心を抱き、自ら学び、解決できる力、いわば「自学自習」の力を身につけられるようにすることも講義の目標です。
　授業では、外国為替取引や外国為替市場などについての基本的な知識についてまず学びます。より具体的には、貿易や資本取引の実例を通じて外
国為替の仕組みを理解し、その上で為替政策に関する知識を学びます。さらに、日本の国際収支統計を事例に、国際収支の意義や現状と課題につい
ても学びます。また、今年度は、演習を通じて、知識のより深い理解と定着をさらにはかっていくことを目指しています。

学修の到達目標
外国為替の変動や国際貿易や投資などに関わる国際経済の動向については、新聞やニュースなどのメディアで常に報じられています。これを受講生が
しっかりと理解できるようになること。また、より専門的な書物を読みこなす力を得ること。さらに統計データを読み取り、考察、分析できるようになること。
自身の見解を明確にレポートできること。最終的には、社会人となって日本経済や国際経済の変動・動向を的確に理解し、直面する経済現象に対して
自分なりの判断を適切に下せるようになれること。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
現実の経済問題についての資料（文献、新聞記事、図表）を取り上げ、課題の発見、解決策の提案を求める機会を持ちたいと考えている。また、講義の
冒頭で前回の復習を必ず実行することで、講義内容のより深い理解・定着をを促すように配慮したい。また、演習の機会を通じて、受講生が自身で考
え、理解することを促し、さらに解説を通じて演習問題の復習を行うことで、知識の定着を促すようにしたいと考えている。

アクティブ・ラーニング
の取組み

PBL（課題解決型学習）／ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

勉強することは、根気が必要な、大変しんどいことだと言えます。また、大学の授業は、難しく、わからないことも多いでしょう。しかし、少しずつ、着実に
学んでいけば、学問の面白さがきっとわかると思います。とりわけ、経済学を学べば、自分が生きる世界が少しは見えるようになります。その一助に、私
の授業がなれるように願っています。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

500

020300

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

使用しない。時事的な話題を資料として配布したい。

参考書

教科書的な書物（例えば、①『国際金融論』，藤田誠一，有斐閣，2008年）や時事的な書物（例えば、『グローバ
ル・タックス』，諸富徹，岩波新書，2020年）を随時、授業の中で紹介したい。

使用しない。

①9784641184077
②9784004318583

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 導入として、外国為替の定義、歴史について解説することで、外国為替
の基本概念を説明する。

予習：外国為替に関して知っていることは何で、わからな
いことは何か、あらかじめ確認しておく。
復習：授業において時事的な事柄や統計データをインター
ネットを利用して入手する方法について説明するので、講
義の後でインターネットで試しておく。

4時間

第2回 為替取引がどのようなものかを基本的に理解するために、貿易取引に
おける為替の利用を事例に説明をしていく。すなわち、貿易取引の仕組
みや決済における為替の役割について、日米間での貿易を具体的な
事例として、わかりやすく説明する。

予習：貿易取引がどのようになされるのかについて、現在
の時点で知っていることを確認しておく。
復習：授業後に、授業で配布した第2回授業資料を読ん
で、外国為替取引を理解するために必要な基本的な枠組
みを、日米貿易の具体例に沿って理解できるように、授業
内容を復習しておく。

4時間

第3回 引き続き、貿易取引について説明するが、第3回目の中心は貿易金融
についての解説である。さらに、為替相場の変動を基本の事例の図式
に組み込んで説明していきたい。

予習：前回の講義内容を復習して基本事例の図について
の理解を深めておく、さらに金融とはそもそも何かを考え
ておく。
復習：基本事例の図は、今後も講義の中で取り上げる重
要な事項なので、取引の経緯・財・資金の流れに留意し
て、再度見直しておく。

4時間

－312－



第4回 日米間の資本取引を事例にして、対外投資での送金方法を説明する。
国際カードの決済や旅行者小切手の決済などの身近な事例を通じて、
外国為替取引の仕組みを解説する。

予習：海外旅行の経験や国際カードを用いた経験があれ
ば、自身が外貨取引をどのようにしていたのかを考えてお
く。経験がない場合には、外貨取引を想定して、取引にお
いて何が問題になるのかを考えてみること。
復習：日常生活に関連する事項を講義では扱うので、講義
内容を自身の体験と重ねて理解できるように、あるいは将
来に自分が取引当事者になった場合のことを想定して、授
業後に、授業で配布した第5回授業資料を読んで、為替市
場の特徴について復習する。また、授業で配布した資料を
事前にまとめておき、演習に備える。

4時間

第5回 対顧客市場や銀行間市場といった外国為替市場の構造や取引主体に
ついて解説する。これまでの学習内容に関する演習問題をこの第5回
目に課す予定である。

予習：これまでの講義内容のまとめを事前にやっておき、
演習に備える。
復習：為替市場の特徴について、特に他の市場（財市場や
金融市場）との違いに留意して、復習しておく。また、演習
問題についても必ず授業後に見直しておく。

4時間

第6回 前週の演習問題の答案を返却し、その問題に関する解説を行う。また、
介入政策の意義や目的、当事者、介入資金など介入政策に関する基
本的な事項を説明し、その後、円・ドル相場への介入が実際にどのよう
になされるかを見る。

予習：演習問題の見直しを事前に行う。その上で、次の講
義内容に備えるために、これまで学んだ基礎的な経済理
論や経済政策論を復習して、マクロ経済政策についての
確認を事前にしておく。もちろん、基礎的な事柄から解説
するが、事前に経済学の基礎を復習することが講義内容
をより深く理解するためは大切なことである。
復習：返却された演習の答案を必ず見直しておく。講義で
取り上げられた対外金融政策の「意義」について、配布資
料を参考にするなどして授業内容に照らしてまとめておく。

4時間

第7回 委託介入の仕組み、必要性、および実際の事例について解説する。ま
た、不胎化介入や協調介入などの様々な介入政策の方法や為替を巡
る国際通貨協力についてもできるだけ詳しく解説する。

予習：授業資料を事前に読んで、介入操作について理解
しておく。この理解が、今回の講義を的確に把握するため
のベースとなる。
復習：今回、さらに前回の講義で取り上げられた様々な操
作手法について、論点整理をして、操作手法の違いを比
較しつつ、把握しておく。

4時間

第8回 国際収支の定義、居住者・非居住者概念といった国際収支を理解する
ための基本的な事項を中心に説明する。また、近年の国際収支統計の
改訂について説明する。

予習：そもそも国際収支とは何か、考えておくこと。また、
日本の国際収支の現状について、ネットなどで情報を集め
ておく。
復習：理念として国際収支とは何かを理解するために、授
業内容をしっかりと復習しておく。

4時間

第9回 経常取引・資本取引の各項目を詳しく見る。また、取引の具体的な事例
に沿った解説を行う。今回は経常取引を取り上げる。

予習：前回の授業内容から国際収支統計の全体像を再確
認して、今回の授業で取り上げられる国際収支統計の細
部についても知識を深められるように準備をしておく。
復習：第2回の演習に備えて、講義で重要点だとされた国
際収支についての論点を整理をして理解を深めておく。

4時間

第10回 経常・資本取引の各内容と分類項目についての続き。資本取引を中心
に解説する。なお、ここで国際収支統計に関する演習（第2回）を実施す
る予定である。さらに、レポート課題を冬期休暇明けに提出してもらうた
めに、レポートのテーマ等の説明を行う。

予習：授業で配布した資料を読んで、国際収支統計の全
般的な理解を確認して、演習に備える。また、今回の授業
で配布した資料を読んで、資本取引についても復習してお
く。
復習：演習問題の見直しを行っておくこと。また、今回の講
義で扱った資本取引についてはしっかりと復習しておく。

4時間

第11回 第2回演習問題の答案返却と問題解説を実施する。また、現実の国際
収支の状況、および国際収支の不均衡が経済的に意味するところにつ
いて解説する。

予習：国際収支不均衡について考えるためにも、国際収支
統計が意味するところを事前に再度確認しておく。
復習：演習の解説を参考に、自身の答案を見直しておく。
現状を分析するためにも、国際収支不均衡の何が問題で
あるかを、講義内容に沿って見直しておくこと。

4時間

第12回 円・ドル相場を事例に、円高・円安といった相場の変化と市場での需給
関係について解説する。なお、続く第13回と第14回で日本経済の現実
を見るが、その準備として外国為替の理論的な基本についての復習も
実施したい。

予習：国際収支と為替相場の変動について理解できるよう
に、為替相場についての講義（第1回～第5回）に関して、
資料を見直すなどしっかりと復習しておく。
復習：為替相場の変動と国民経済のあり方との関係をしっ
かりと理解できるように、講義内容を見直しておくこと。

4時間

第13回 これまでは円高は日本経済に悪影響を及ぼすと考えられてきた。ところ
が、現在の円安局面においては、円安が様々な悪影響を引き起こして
いると指摘されている。では、果たして現実の為替相場の動向が日本
経済にどのように関わっているのであろうか。この点を、企業活動のグ
ローバル化や自動車や家電などの主要輸出産業の現状、そして私たち
の消費生活などを具体的に取り上げて考えていきたい。また、時間が
許せば、中国などのアジア諸国との関わりについても、為替相場や国
際収支の観点から考えていきたい。

予習：　前回の国際収支と為替相場の変動についての講
義内容を見直して、現実の経済問題を考えるための見方
＝視角について自分なりに検討しておく。
復習：　今回の授業資料を読み、国際収支と為替相場につ
いての現状について整理し、確認しておく。さらなる学習の
ために、講義で取り扱った時事的な事柄に関連する情報
を自分で収集し、そこで見られる経済的な課題を抽出し、
それに対する自分自身の考えを提出できるように、検討す
ること。

4時間

第14回 引き続き、現実の円相場と日本経済についての問題を考察するが、例
えば少子高齢化や人口減少といった社会の大きな変化やコロナ禍から
の脱却といった今後の日本社会・日本経済が直面する課題を意識しつ
つ、考察していきたい。そこでは、単純に成長戦略を追求するだけでよ
いのか、あるいは生活や経済のあり方の根本的な変化を追求するべき
か、といった問いかけが重要になるだろう。これらを受講生とともに考え
ていきたい。

予習：これまでの講義で学んだ知識・知見を総合的に現在
の日本経済や国際経済に適用することが求められる。そ
こで、これまでどのようなことを学んできたかを、外国為替
替取引・介入政策・国際収支調整といった主要論点に沿っ
て、自分なりに見直しておく。
復習：自分の考えと講義で取り上げられた諸論点とを突き
合わせ、さらに自身の考えを深めておく。

4時間

第15回 講義全体の総括を行ない、その上で演習問題の解説を再度実施する。
重要事項の確認を行い、期末試験の内容、出題形式、注意点なども説
明する。さらに、レポート課題の提出も求め、レポートに関する指導も実
施したい。

予習：講義全体を振り返り、不明な点がないか見直してお
く（わかりにくい箇所があれば、必ず授業で質問するこ
と）。
復習：最終試験に備えて、全体的な見直しを実施する。2
回実施した演習の内容も最終試験に関わるので、講義で
の解説を利用して、自身の答案を見直し、さらに理解を深
めるようにする。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 証券論　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234粂井　淳子

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 証券投資と企業金融

授業の目的及び概要
この授業は、CSR等を念頭に置いた企業の存在意義を理解し、その中で特に株式会社を取り上げ、株式会社の成立過程と資金調達の手段、株式会社
の資金調達手段において重要な役割を果たしている証券市場の仕組み、証券市場における証券会社の役割、証券投資のリスクとリターン、証券の価
格形成及び価格決定の要因といった証券投資に係る基礎知識を理解することを目標とする。さらに、近年の証券市場の国際的な改編を理解し、その目
的を探ることも目標とする。

学修の到達目標
金融経済を中心とする幅広い専門知識や、現代社会における証券投資や証券市場の重要性を理解し、今後の学修や生活の場で活用する。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
確認テストについては授業中に講評を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

配布資料は、書き込み式です。授業に出席し、抜けているところを埋めてください。授業に出席できなかった場合には、ラーニングポータルの教材を確
認してください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

700

00300

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

①『ファイナンス論・入門　イチからわかる証券投資と企業金融』，俊野雅司、白須洋子、時岡紀夫著，有斐
閣，2020年

参考書

授業中に提示します。

①9784641165700
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 金融のしくみ 【予習】事前にシラバスを確認し、テキストのCHAPTER1の
部分を読んでおきましょう。
【復習】テキストのCHAPTER1の部分や配布資料を読み返
し、講義で得た知識を確認してください。

4時間

第2回 財務諸表の活用 【予習】事前にテキストのCHAPTER2の部分を読んでおき
ましょう。
【復習】テキストのCHAPTER2の部分や配布資料を読み返
し、講義で得た知識を確認してください。

4時間

第3回 ファイナンスの基礎概念 【予習】事前にテキストのCHAPTER3の部分を読んでおき
ましょう。
【復習】テキストのCHAPTER3の部分や配布資料を読み返
し、講義で得た知識を確認してください。

4時間

第4回 割引率･現在価値･将来価値 【予習】事前にテキストのCHAPTER4の部分を読んでおき
ましょう。
【復習】テキストのCHAPTER4の部分や配布資料を読み返
し、講義で得た知識を確認してください。

4時間

第5回 証券市場とファイナンス論 【予習】事前にテキストのCHAPTER5,6の部分を読んでお
きましょう。
【復習】テキストのCHAPTER5,6の部分や配布資料を読み
返し、講義で得た知識を確認してください。

4時間

－314－



第6回 証券価格の評価とリスク管理 【予習】事前にテキストのCHAPTER7の部分を読んでおき
ましょう。
【復習】テキストのCHAPTER7の部分や配布資料を読み返
し、講義で得た知識を確認してください。

4時間

第7回 アントレプレナーシップ 【予習】オーナー企業について調べてみましょう。
【復習】オーナー企業について調べたことや講義で得た知
識をまとめてみましょう。

4時間

第8回 株式の理論価格 【予習】事前にテキストのCHAPTER8の部分を読んでおき
ましょう。
【復習】テキストのCHAPTER8の部分や配布資料を読み返
し、講義で得た知識を確認してください。

4時間

第9回 債券の理論価格 【予習】事前にテキストのCHAPTER9の部分を読んでおき
ましょう。
【復習】テキストのCHAPTER9の部分や配布資料を読み返
し、講義で得た知識を確認してください。

4時間

第10回 ポートフォリオ理論 【予習】事前にテキストのCHAPTER10の部分を読んでおき
ましょう。
【復習】テキストのCHAPTER10の部分や配布資料を読み
返し、講義で得た知識を確認してください。

4時間

第11回 資本資産評価モデル 【予習】事前にテキストのCHAPTER11の部分を読んでおき
ましょう。
【復習】テキストのCHAPTER11の部分や配布資料を読み
返し、講義で得た知識を確認してください。

4時間

第12回 デリバティブ取引 【予習】事前にテキストのCHAPTER12の部分を読んでおき
ましょう。
【復習】テキストのCHAPTER12の部分や配布資料を読み
返し、講義で得た知識を確認してください。

4時間

第13回 コーポレートファイナンス 【予習】事前にテキストのCHAPTER13の部分を読んでおき
ましょう。
【復習】テキストのCHAPTER13の部分や配布資料を読み
返し、講義で得た知識を確認してください。

4時間

第14回 コーポレートガバナンス 【予習】事前にテキストのCHAPTER17の部分を読んでおき
ましょう。
【復習】テキストのCHAPTER17の部分や配布資料を読み
返し、講義で得た知識を確認してください。

4時間

第15回 まとめ 【予習】事前にテキストや配布資料をもとに復習しておきま
しょう。
【復習】テキストや配布資料をもとに復習し、講義で得た知
識を確認してください。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 ファイナンス論　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

34前川　淳

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G3

経済学部専門教育科目

テーマ 金融経済学の基礎を学習します

授業の目的及び概要
現実社会の中で金融の占める位置は年々大きくなっており、金融経済学の知識なしで経済の動きを理解することは難しくなっています。
本講義では金融経済学の基礎的な知識、理論を紹介し、どのように現実と関わってくるのかを解説します。

学修の到達目標
金融経済学で使われる用語や概念を学習し、代表的な金融理論であるCAPMやモジリアーニミラーの定理などを理解することを目標とします。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
中間試験の内容について，講義中に解説及び講評を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

講義はテキストに則って進めますので、講義前・講義後にテキストを読むことを強く推奨します。
また，金融経済学の性質上、確率やリスクについて扱いますので事前に学習しておいてください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

0500

300020

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

①金融経済学入門　2018年、清水克俊著、東京大学出版会

参考書

①The Theory of Corporate Finance　2010年, Jean Tirole, Princeton University Press

①ISBN: 978-413042148-5

①ISBN : 978-0691125565

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 講義ガイダンス 【予習】シラバスの内容をよく確認しておいてください。
【復習】この回の配布資料を読み直し、講義で得た知識を
確認してください。

2時間

第2回 金融資産の評価 【予習】配布資料・テキストの該当部分を読み、内容を確認
してください。
【復習】この回の配布資料・テキストの該当部分を読み直
し、講義で得た知識を確認してください。

4時間

第3回 貯蓄と資産選好 【予習】配布資料・テキストの該当部分を読み、内容を確認
してください。
【復習】この回の配布資料・テキストの該当部分を読み直
し、講義で得た知識を確認してください。

4時間

第4回 リスク資産の価格① 【予習】配布資料・テキストの該当部分を読み、内容を確認
してください。
【復習】この回の配布資料・テキストの該当部分を読み直
し、講義で得た知識を確認してください。

4時間

第5回 リスク資産の価格② 【予習】配布資料・テキストの該当部分を読み、内容を確認
してください。
【復習】この回の配布資料・テキストの該当部分を読み直
し、講義で得た知識を確認してください。

4時間

第6回 コーポレートファイナンス① 【予習】配布資料・テキストの該当部分を読み、内容を確認
してください。
【復習】この回の配布資料・テキストの該当部分を読み直
し、講義で得た知識を確認してください。

4時間
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第7回 コーポレートファイナンス② 【予習】配布資料・テキストの該当部分を読み、内容を確認
してください。
【復習】この回の配布資料・テキストの該当部分を読み直
し、講義で得た知識を確認してください。

4時間

第8回 コーポレートファイナンス③ 【予習】配布資料・テキストの該当部分を読み、内容を確認
してください。
【復習】この回の配布資料・テキストの該当部分を読み直
し、講義で得た知識を確認してください。

4時間

第9回 中間試験 【予習】これまでの配布資料・テキストの該当部分を読み、
内容を確認してください。
【復習】解けない問題を確認し、復習してください。

4時間

第10回 リスクヘッジと金融資産 【予習】配布資料・テキストの該当部分を読み、内容を確認
してください。
【復習】この回の配布資料・テキストの該当部分を読み直
し、講義で得た知識を確認してください。

4時間

第11回 金融市場と金融機関 【予習】配布資料・テキストの該当部分を読み、内容を確認
してください。
【復習】この回の配布資料・テキストの該当部分を読み直
し、講義で得た知識を確認してください。

4時間

第12回 金融制度と金融規制 【予習】配布資料・テキストの該当部分を読み、内容を確認
してください。
【復習】この回の配布資料・テキストの該当部分を読み直
し、講義で得た知識を確認してください。

4時間

第13回 マネーと金融政策 【予習】配布資料・テキストの該当部分を読み、内容を確認
してください。
【復習】この回の配布資料・テキストの該当部分を読み直
し、講義で得た知識を確認してください。

4時間

第14回 金融バブル理論 【予習】配布資料・テキストの該当部分を読み、内容を確認
してください。
【復習】この回の配布資料・テキストの該当部分を読み直
し、講義で得た知識を確認してください。

4時間

第15回 講義まとめ 【予習】これまでの配布資料・テキストを読み、内容を確認
してください。
【復習】講義で得た知識を確認してください。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 銀行論Ⅰ（経営学部）／銀行論（銀行制度）（経済学部） 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

34小巻　善郎

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G3

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 銀行の役割とその業務

授業の目的及び概要
この銀行論Ⅰ（銀行制度）を受講することによって、銀行が経済社会で果たしている役割・機能やその業務内容を知識を習得できることはもとより、実務
経験に基づいた講義を通じて、「実学としての経済学」の知識、具体的には社会に出てから必要となる金融全般の知識と、銀行を使った資金の運用・調
達の知識を身につけることを目的としています。
授業では、制度的な面を中心にして、銀行の役割とその業務内容を学修します。
具体的には、まず銀行が金融市場で担っている役割を学び、次いで銀行の預金業務、貸出業務、為替業務、証券業務、国際業務などの業務の内容を
学びます。加えて、明治維新から現在までの銀行制度の歩みや、銀行に対する規制・監督、中央銀行である日本銀行の機能、預金保険制度のしくみを
学ぶことにより、銀行の役割とその業務に対する理解を補強します。

学修の到達目標
以下の３点を学修の到達目標とします。
・金融市場の構造と銀行が果たしている役割・機能を理解できるようになる。
・銀行の主な業務内容を理解できるようになる。
・銀行に対する規制・監督の内容を理解できるようになる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
パワーポイントを使った講義中心の授業を行います。パワーポイント資料は、事前にラーニングポータルに「授業レジュメ」として掲載します。
授業中に毎回課題を出しますので、授業終了時にその課題を提出することが必要です。課題の結果は、授業において口頭でフィードバックします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

本科目の担当者は、都市銀行に２６年間在職し、その間、支店や本部、海外支店において内部事務、営業・渉外、調査といった様々な業務に携わってき
た。本科目では、そうした長年にわたる実務経験を通じて得た専門知識や知見などを授業に反映し、理論だけでなく具体的な事例の紹介などを基とした
実践的な教育を行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

「銀行の経済社会における地位は、あたかも人体における心臓のようなものである」。１９世紀のドイツの学者が述べた言葉です。
戦後のわが国の経済社会は大きな変貌を遂げ、銀行も大きな変化を遂げてきました。そうであっても、銀行が「人、企業、国・自治体などにお金という血
液を送り込む心臓のような存在」であることは、今も昔も変わっていません。むしろ銀行の重要性は、一層高まっていると思います。
そうした銀行の姿を、証券会社など銀行以外の金融機関との比較も加えながら分かりやすく解説します。しっかりと学修してください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

550

00450

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキスト指定はありません。

参考書

➀図説 わが国の銀行，全国銀行協会企画部金融調査室，財経詳報社，2017

なし

➀9784881774434

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス
授業の概要や進め方について、ガイダンスを行います。

・参考書の第１章「わが国の金融構造」を予習する。 2時間

第2回 金融市場のしくみ
間接金融と直接金融、短期金融市場と長期金融市場などの金融市場
のしくみについて学びます。

・講義資料を復習する。
・参考書の第２章「銀行の基本的機能」、第４章「金融市
場」を予習する。

4時間

第3回 金融機関の種類、銀行の機能
金融機関の種類と、銀行の基本的な３つの機能（資金仲介・信用創造・
資金決済）について学びます。

・講義資料を復習する。
・参考書の第５章「預金業務」を予習する。

4時間

第4回 預金業務
銀行の固有業務である預金業務で取り扱っている預金の種類のほか、
信託、利子課税などについて学びます。

・講義資料を復習する。
・参考書の第６章「貸出業務」を予習する。

4時間

第5回 貸出業務①
銀行の固有業務である貸出業務の基本５原則と、企業向け貸出の種
類、銀行取引約定書などについて学びます。

・講義資料を復習する。
・参考書の第６章「貸出業務」を予習する。

4時間

第6回 貸出業務②
銀行の個人向けローンの種類、貸出のリスク管理、自己査定などにつ
いて学びます。

・講義資料を復習する。
・参考書の第７章「為替業務」を予習する。

4時間
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第7回 為替業務
銀行の固有業務である為替業務の種類のほか、手形・小切手および手
形交換制度のしくみについて学びます。

・講義資料を復習する。
・参考書の第９章「証券業務」、第１０章「デリバティブ・証券
化」、第１１章「銀行の国際業務」を予習する。

4時間

第8回 証券業務・国際業務
銀行本体と証券子会社による証券業務の種類と、海外展開を中心とし
た銀行の国際業務について学びます。

・講義資料を復習する。
・参考書の第３章「わが国の金融制度と金融機関」を予習
する。

4時間

第9回 銀行制度の歩み①－明治維新から終戦まで
明治維新後の日本における銀行制度の創設から、戦時体制下におけ
る１県１行主義までの銀行制度の歩みについて学びます。

・講義資料を復習する。
・参考書の第３章「わが国の金融制度と金融機関」を予習
する。

4時間

第10回 銀行制度の歩み②－戦後復興からバブル期まで
戦後の護送船団行政とメインバンク制度から、１９９０年代までの金融
の自由化・国際化・証券化に至るまでの銀行制度の歩みについて学び
ます。

・講義資料を復習する。
・参考書の第３章「わが国の金融制度と金融機関」を予習
する。

4時間

第11回 銀行制度の歩み③－バブル崩壊から現在
バブル崩壊による不良債権問題と１９９０年後半の金融ビッグバンか
ら、現在に至るまでの銀行制度の歩みについて学びます。

・講義資料を復習する。
・参考書の第１２章「銀行に対する規制・監督」を予習す
る。

4時間

第12回 銀行の規制
自己資本比率規制や株式保有制限、マネー・ローンダリング規制など
の銀行に対する規制について学びます。

・講義資料を復習する。
・参考書の第１２章「銀行に対する規制・監督」を予習す
る。

4時間

第13回 銀行の監督
銀行の監督官庁である金融庁の監督方針などについて学びます。

・講義資料を復習する。
・参考書の第３章「わが国の金融制度と金融機関」を予習
する。

4時間

第14回 日本銀行の機能
中央銀行である日本銀行の機能と役割について学びます。

・講義資料を復習する。
・参考書の第１２章「銀行に対する規制・監督」を予習す
る。

4時間

第15回 預金保険制度
預金者の保護と破綻金融機関の資金決済の確保を目的とする預金保
険制度のしくみについて学びます。

・講義資料を復習する。
・学期末の定期試験に向けた春学期全体の復習を行う。

6時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 銀行論Ⅱ（経営学部）／銀行論（銀行政策）（経済学部） 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

34小巻　善郎

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G3

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 銀行のビジネスモデル

授業の目的及び概要
この銀行論Ⅱ（銀行政策）を受講することによって、銀行の各業態におけるビジネスモデルの知識を習得できることはもとより、実務経験に基づいた講義
を通じて、「実学としての経済学」の知識、具体的には社会に出てから必要となる金融全般の知識と、銀行を使った資金の運用・調達の知識を身につけ
ることを目的としています。
授業では、銀行の収益性という観点から、銀行の各業態におけるビジネスモデルの特徴と現状の課題を学修します。
具体的には、まず、都市銀行、地方銀行、信託銀行における単体の収益構造とその特徴、貸出金利や不良債権の動向について学びます。
それを踏まえて、都市銀行、地方銀行、信託銀行に加えて、信用金庫、信用組合、インターネット専業銀行、ゆうちょ銀行等といった各業態の具体的なビ
ジネスモデルについて学びます。
さらに、銀行の各業態におけるグループ経営の特徴の比較検討を行うほか、フィンテックなど新たな金融サービスの動向についても学修します。

学修の到達目標
以下の３点を学修の到達目標とします。
・銀行単体のビジネスモデルを理解できるようになる。
・銀行単体の収益動向とその要因を理解できるようになる。
・銀行のグループ経営の内容を理解できるようになる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
パワーポイントを使った講義中心の授業を行います。パワーポイント資料は、事前にラーニングポータルに「授業レジュメ」として掲載します。
授業中に毎回課題を出しますので、授業終了時にその課題を提出することが必要です。課題の結果は、授業において口頭でフィードバックします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

本科目の担当者は、都市銀行に２６年間在職し、その間、支店や本部、海外支店において内部事務、営業・渉外、調査といった様々な業務に携わってき
た。本科目では、そうした長年にわたる実務経験を通じて得た専門知識や知見などを授業に反映し、理論だけでなく具体的な事例の紹介などを基とした
実践的な教育を行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

日本銀行の異次元金融緩和による低金利の下で、銀行の収益環境は厳しい状況が続いています。一方で、フィンテックなどの新しい金融技術が生まれ
ています。
銀行のビジネスモデルは、これまでに大きく変化してきました。そして、今後もその変化は続いていくことが予想されます。それが日本経済にどのような
影響を及ぼすのか。そうした視点も念頭に置いて、しっかりと学修してください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

550

00450

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキスト指定はありません。

参考書

➀図説 わが国の銀行，全国銀行協会企画部金融調査室，財経詳報社，2017年

なし

➀9784881774434

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス
授業の概要や進め方について、ガイダンスを行います。

・第２回講義資料「銀行経営の理念」を予習する。 2時間

第2回 銀行経営の理念
銀行に求められる公共性・健全性・収益性の３つの経営理念の意味と、
その背景にあるシステミックリスクの内容について学びます。

・当日の講義内容を復習する。
・第３回講義資料「銀行の収益構造」を予習する。

4時間

第3回 銀行の収益構造
都市銀行、地方銀行、信託銀行等のそれぞれの基本的な収益構造と
その特徴について学びます。

・当日の講義内容を復習する。
・第４回講義資料「銀行収益の動向」を予習する。

4時間

第4回 銀行収益の動向
都市銀行、地方銀行、信託銀行等のそれぞれの収益の推移とその要
因について学びます。

・当日の講義内容を復習する。
・第５回講義資料「銀行の貸出金利」を予習する。

4時間

第5回 銀行の貸出金利
銀行の貸出金利の決定要因、貸出金利の動向と銀行収益への影響に
ついて学びます。

・当日の講義内容を復習する。
・第６回講義資料「銀行の不良債権とリスク管理」を予習す
る。

4時間

第6回 銀行の不良債権とリスク管理
不良債権が銀行収益に及ぼす影響、不良債権に対するリスク管理の
内容について学びます。

・当日の講義内容を復習する。
・第７回講義資料「都市銀行のビジネスモデル」を予習す
る。

4時間
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第7回 都市銀行のビジネスモデル
メガバンクなど都市銀行の組織形態・経営戦略の特徴とその違いにつ
いて学びます。

・当日の講義内容を復習する。
・第８回講義資料「地方銀行のビジネスモデル」を予習す
る。

4時間

第8回 地方銀行のビジネスモデル
預金量ランキング上位の地方銀行を中心に、その組織形態・経営戦略
の特徴とその違いについて学びます。

・当日の講義内容を復習する。
・第９回講義資料「信託銀行のビジネスモデル」を予習す
る。

4時間

第9回 信託銀行のビジネスモデル
信託銀行の組織形態・経営戦略の特徴とその違いについて学びます。

・当日の講義内容を復習する。
・第１０回講義資料「信用金庫・信用組合のビジネスモデ
ル」を予習する。

4時間

第10回 信用金庫・信用組合のビジネスモデル
預金量ランキング上位の信用金庫・信用組合を中心に、それぞれの組
織形態・経営戦略の特徴とその違いについて学びます。

・当日の講義内容を復習する。
・第１１回講義資料「インターネット専業銀行等のビジネス
モデル」を予習する。

4時間

第11回 インターネット専業銀行等のビジネスモデル
インターネット専業銀行など銀行業に新規参入した銀行の組織形態と
経営戦略の特徴について学びます。

・当日の講義内容を復習する。
・第１２回講義資料「ゆうちょ銀行のビジネスモデル」を予
習する。

4時間

第12回 ゆうちょ銀行のビジネスモデル
ゆうちょ銀行の組織形態・経営戦略の特徴について学びます。

・当日の講義内容を復習する。
・第１３回講義資料「銀行のグループ経営」を予習する。

4時間

第13回 銀行のグループ経営
銀行持株会社の下で展開されている銀行のグループ経営について具
体的な内容と特徴について学びます。

・当日の講義内容を復習する。
・第１４回講義資料「金融サービスの新潮流」を予習する。

4時間

第14回 金融サービスの新潮流
フィンテック関連、資産運用サービス、コンサルティングサービスなど銀
行が提供する新たな金融サービスについて学びます。

・当日の講義内容を復習する。
・第１５回講義資料「今後の銀行経営」を予習する。

4時間

第15回 今後の銀行経営
欧米の銀行との比較における日本の銀行の強みと弱みと今後の課題
について学びます。

・当日の講義内容を復習する。
・学期末の定期試験に向けた秋学期全体の復習を行う。

6時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 保険論　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

経済学部　234
経営学部　  34

伏原　敬三

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ リスクマネジメント論および損害保険論

授業の目的及び概要
日本における経済活動は、個人の活動・社会（事業）の活動を問わずリスク（危機）の前提の上に成立しています。地震・台風などの天災や交通事故あ
るいはサイバー等の大きな事故が勃発すると高度情報社会の脆い一面が露呈し、リスクからは決して逃れられないことを実感させられます。この様なリ
スクを管理して行く仕組みが「リスクマネジメント」であり「保険」です。この授業では本学の柱である「実学としての経済学」の観点より、リスクマネジメント
および保険の仕組みや機能を詳細に説明するとともに、日常生活におけるリスク（交通事故・風水害・ケガ）や事業活動におけるリスク（商取引・債務不
履行・偶発的事故）に対する対処方法としての保険を詳細に学んでいきます。併せ、保険がどの様に発展し運営されていったのかを学ぶとともに、今後
時代の変化につれてどの様に変容していくのかを考察します。

学修の到達目標
この授業の到達目標は以下のとおりです。
（１）知識・技能の観点より、リスクマネジメントや保険の基礎知識および実務の実態について正しく理解することができる。
（２）思考力・判断力の観点より、リスクマネジメントや保険に関する正しい応用力・判断力を身につけ、実際の日常生活や社会生活で活用できる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
課題については、授業中に解説および講評を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

この科目の授業にあたっては、あらかじめ配布します資料（レジュメ）を利用して予習・復習を行ってください。
また、適宜市販されております「リスクマネジメント論」「保険論」の書籍等を読むことを推奨します。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

成績評価は90点以上秀、80～89点
優、70点～79点良、60～69点可、59
点以下不可、の5段階基準とします。

700

00030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

市販の書籍・教科書などは使用しません。
あらかじめ作成した資料（レジュメ）を用いて授業を行います。

参考書

特にありません。

テキスト指定は行いません。
必要な資料を適宜配布しま
す。

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 授業の概要や到達目標などについて、オリエンテーションを行います。 【予習】シラバスおよび配布資料の「オリエンテーション」に
関する箇所を事前に読んでおいてください。

【復習】シラバスおよび配布資料の「オリエンテーション」に
関する箇所を読み直し、理解を深めてください。

4時間

第2回 「リスクおよびリスクマネジメント」について学びます。 【予習】配布資料の「リスクおよびリスクマネジメント」に関
する箇所を事前に読んでおいてください。

【復習】配布資料の「リスクおよびリスクマネジメント」に関
する箇所を読み直し、授業で取得した知識を確認して理解
を深めてください。

4時間

第3回 「日常生活におけるリスクと事業生活におけるリスク」について学びま
す。

【予習】配布資料の「日常生活におけるリスクと事業生活
におけるリスク」に関する箇所を事前に読んでおいてくださ
い。

【復習】配布資料の「日常生活におけるリスクと事業生活
におけるリスク」に関する箇所を読み直し、授業で取得し
た知識を確認して理解を深めてください。

4時間
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第4回 「保険の仕組み①」について学びます。 【予習】配布資料の「保険の仕組み①」に関する箇所を事
前に読んでおいてください。

【復習】配布資料の「保険の仕組み①」に関する箇所を読
み直し、授業で取得した知識を確認して理解を深めてくだ
さい。

4時間

第5回 「保険の仕組み②」について学びます。 【予習】配布資料の「保険の仕組み②」に関する箇所を事
前に読んでおいてください。

【復習】配布資料の「保険の仕組み②」に関する箇所を読
み直し、授業で取得した知識を確認して理解を深めてくだ
さい。

4時間

第6回 「保険法・保険業法」について学びます。 【予習】配布資料の「保険法・保険業法」に関する箇所を事
前に読んでおいてください。

【復習】配布資料の「保険法・保険業法」に関する箇所を読
み直し、授業で取得した知識を確認して理解を深めてくだ
さい。

4時間

第7回 「保険の『仲介者』」について学びます。 【予習】配布資料の「保険の『仲介者』」に関する箇所を事
前に読んでおいてください。

【復習】配布資料の「保険の『仲介者』」に関する箇所を読
み直し、授業で取得した知識を確認して理解を深めてくだ
さい。

4時間

第8回 「自動車保険・自賠責保険①」について学びます。 【予習】配布資料の「自動車保険・自賠責保険①」に関する
箇所を事前に読んでおいてください。

【復習】配布資料の「自動車保険・自賠責保険①」に関する
箇所を読み直し、授業で取得した知識を確認して理解を深
めてください。

4時間

第9回 「自動車保険・自賠責保険②」について学びます。 【予習】配布資料の「自動車保険・自賠責保険②」に関する
箇所を事前に読んでおいてください。

【復習】配布資料の「自動車保険・自賠責保険②」に関する
箇所を読み直し、授業で取得した知識を確認して理解を深
めてください。

4時間

第10回 「火災保険①」について学びます。 【予習】配布資料の「火災保険①」に関する箇所を事前に
読んでおいてください。

【復習】配布資料の「火災保険①」に関する箇所を読み直
し、授業で取得した知識を確認して理解を深めてください。

4時間

第11回 「火災保険②」について学びます。 【予習】配布資料の「火災保険②」に関する箇所を事前に
読んでおいてください。

【復習】配布資料の「火災保険②」に関する箇所を読み直
し、授業で取得した知識を確認して理解を深めてください。

4時間

第12回 「地震保険」について学びます。 【予習】配布資料の「地震保険」に関する箇所を事前に読
んでおいてください。

【復習】配布資料の「地震保険」に関する箇所を読み直し、
授業で取得した知識を確認して理解を深めてください。

4時間

第13回 「その他の保険」について学びます。 【予習】配布資料の「その他の保険」に関する箇所を事前
に読んでおいてください。

【復習】配布資料の「その他の保険」に関する箇所を読み
直し、授業で取得した知識を確認して理解を深めてくださ
い。

4時間

第14回 「保険の未来像」について学びます。 【予習】配布資料の「保険の未来像」に関する箇所を事前
に読んでおいてください。

【復習】配布資料の「保険の未来像」に関する箇所を読み
直し、授業で取得した知識を確認して理解を深めてくださ
い。

4時間

第15回 授業全体の総まとめを実施します。 【予習】配布資料全体を事前に読んでおいてください。

【復習】授業でコメントした箇所を重点的に読み直し、授業
で取得した知識を確認して理解を深めてください。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 保険論　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

経済学部　234
経営学部　  34

伏原　敬三

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ リスクマネジメント論および損害保険論

授業の目的及び概要
日本における経済活動は、個人の活動・社会（事業）の活動を問わずリスク（危機）の前提の上に成立しています。地震・台風などの天災や交通事故あ
るいはサイバー等の大きな事故が勃発すると高度情報社会の脆い一面が露呈し、リスクからは決して逃れられないことを実感させられます。この様なリ
スクを管理して行く仕組みが「リスクマネジメント」であり「保険」です。この授業では本学の柱である「実学としての経済学」の観点より、リスクマネジメント
および保険の仕組みや機能を詳細に説明するとともに、日常生活におけるリスク（交通事故・風水害・ケガ）や事業活動におけるリスク（商取引・債務不
履行・偶発的事故）に対する対処方法としての保険を詳細に学んでいきます。併せ、保険がどの様に発展し運営されていったのかを学ぶとともに、今後
時代の変化につれてどの様に変容していくのかを考察します。

学修の到達目標
この授業の到達目標は以下のとおりです。
（１）知識・技能の観点より、リスクマネジメントや保険の基礎知識および実務の実態について正しく理解することができる。
（２）思考力・判断力の観点より、リスクマネジメントや保険に関する正しい応用力・判断力を身につけ、実際の日常生活や社会生活で活用できる。

授業の方法
この科目は遠隔授業で行われます。詳細についてはLearning Portalを確認してください。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
課題については、授業中に解説および講評を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

この科目の授業にあたっては、あらかじめ配布します資料（レジュメ）を利用して予習・復習を行ってください。
また、適宜市販されております「リスクマネジメント論」「保険論」の書籍等を読むことを推奨します。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

成績評価は90点以上秀、80～89点
優、70点～79点良、60～69点可、59
点以下不可、の5段階基準とします。

700

00030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

市販の書籍・教科書などは使用しません。
あらかじめ作成した資料（レジュメ）を用いて授業を行います。

参考書

特にありません。

テキスト指定は行いません。
必要な資料を適宜配布しま
す。

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 授業の概要や到達目標などについて、オリエンテーションを行います。 【予習】シラバスおよび配布資料の「オリエンテーション」に
関する箇所を事前に読んでおいてください。

【復習】シラバスおよび配布資料の「オリエンテーション」に
関する箇所を読み直し、理解を深めてください。

4時間

第2回 「リスクおよびリスクマネジメント」について学びます。 【予習】配布資料の「リスクおよびリスクマネジメント」に関
する箇所を事前に読んでおいてください。

【復習】配布資料の「リスクおよびリスクマネジメント」に関
する箇所を読み直し、授業で取得した知識を確認して理解
を深めてください。

4時間

第3回 「日常生活におけるリスクと事業生活におけるリスク」について学びま
す。

【予習】配布資料の「日常生活におけるリスクと事業生活
におけるリスク」に関する箇所を事前に読んでおいてくださ
い。

【復習】配布資料の「日常生活におけるリスクと事業生活
におけるリスク」に関する箇所を読み直し、授業で取得し
た知識を確認して理解を深めてください。

4時間

－324－



第4回 「保険の仕組み①」について学びます。 【予習】配布資料の「保険の仕組み①」に関する箇所を事
前に読んでおいてください。

【復習】配布資料の「保険の仕組み①」に関する箇所を読
み直し、授業で取得した知識を確認して理解を深めてくだ
さい。

4時間

第5回 「保険の仕組み②」について学びます。 【予習】配布資料の「保険の仕組み②」に関する箇所を事
前に読んでおいてください。

【復習】配布資料の「保険の仕組み②」に関する箇所を読
み直し、授業で取得した知識を確認して理解を深めてくだ
さい。

4時間

第6回 「保険法・保険業法」について学びます。 【予習】配布資料の「保険法・保険業法」に関する箇所を事
前に読んでおいてください。

【復習】配布資料の「保険法・保険業法」に関する箇所を読
み直し、授業で取得した知識を確認して理解を深めてくだ
さい。

4時間

第7回 「保険の『仲介者』」について学びます。 【予習】配布資料の「保険の『仲介者』」に関する箇所を事
前に読んでおいてください。

【復習】配布資料の「保険の『仲介者』」に関する箇所を読
み直し、授業で取得した知識を確認して理解を深めてくだ
さい。

4時間

第8回 「自動車保険・自賠責保険①」について学びます。 【予習】配布資料の「自動車保険・自賠責保険①」に関する
箇所を事前に読んでおいてください。

【復習】配布資料の「自動車保険・自賠責保険①」に関する
箇所を読み直し、授業で取得した知識を確認して理解を深
めてください。

4時間

第9回 「自動車保険・自賠責保険②」について学びます。 【予習】配布資料の「自動車保険・自賠責保険②」に関する
箇所を事前に読んでおいてください。

【復習】配布資料の「自動車保険・自賠責保険②」に関する
箇所を読み直し、授業で取得した知識を確認して理解を深
めてください。

4時間

第10回 「火災保険①」について学びます。 【予習】配布資料の「火災保険①」に関する箇所を事前に
読んでおいてください。

【復習】配布資料の「火災保険①」に関する箇所を読み直
し、授業で取得した知識を確認して理解を深めてください。

4時間

第11回 「火災保険②」について学びます。 【予習】配布資料の「火災保険②」に関する箇所を事前に
読んでおいてください。

【復習】配布資料の「火災保険②」に関する箇所を読み直
し、授業で取得した知識を確認して理解を深めてください。

4時間

第12回 「地震保険」について学びます。 【予習】配布資料の「地震保険」に関する箇所を事前に読
んでおいてください。

【復習】配布資料の「地震保険」に関する箇所を読み直し、
授業で取得した知識を確認して理解を深めてください。

4時間

第13回 「その他の保険」について学びます。 【予習】配布資料の「その他の保険」に関する箇所を事前
に読んでおいてください。

【復習】配布資料の「その他の保険」に関する箇所を読み
直し、授業で取得した知識を確認して理解を深めてくださ
い。

4時間

第14回 「保険の未来像」について学びます。 【予習】配布資料の「保険の未来像」に関する箇所を事前
に読んでおいてください。

【復習】配布資料の「保険の未来像」に関する箇所を読み
直し、授業で取得した知識を確認して理解を深めてくださ
い。

4時間

第15回 授業全体の総まとめを実施します。 【予習】配布資料全体を事前に読んでおいてください。

【復習】授業でコメントした箇所を重点的に読み直し、授業
で取得した知識を確認して理解を深めてください。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 ファイナンシャル・プランニング　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234藤原　久敏

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

4単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ ファイナンシャル・プランニングの基礎知識

授業の目的及び概要
当授業の目的は、ファイナンシャル・プランニングの修得である。
ファイナンシャル・プランニングとは、ライフプラン上の目標を達成するため、総合的な資産設計の提案を行うものであり、そのため、幅広い「お金の知
識」が必要不可欠となる。
そこで当授業の概要としては、教育資金・住宅資金・老後資金・社会保障・公的年金・生命保険・損害保険・金融経済・資産運用・税金・不動産・相続な
ど、それら幅広い「お金の知識」を分かりやすく説明することとなる。
なお、ファイナンシャル・プランニングとは、銀行・保険・証券会社など、あらゆる金融機関で求められる能力であり、金融機関に興味があれば、受講する
ことが望ましい。

学修の到達目標
１．幅広い「お金の知識」を身につける
　　充実した豊かな人生（ライフプラン）に欠かすことができない、必要最低限の「お金の知識」を身につける。その範囲は非常に広く、かつ実践的な内容
となる。
２．ＦＰ（ファイナンシャル・プランニング）技能検定３級合格
　　身につけた知識を客観的に証明するものが【資格】である。
　　この授業では、ＦＰ技能検定３級（国家資格）の受検を推奨し、授業も試験合格に向けた内容となる。
　　しっかりと授業を受け、十分な復習・試験対策をすれば、十分に合格できるレベルに達するものである。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
ー

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業中に数回程度、小テストや小レポート、アンケートを実施予定である。
小テストや小レポートについては、その結果について、授業内で講評を行う予定である。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

お金について体系的にしっかり学ぶ機会は、これまでなかったであろうし、そしてこれからもほとんどないであろう。
しかし、お金の知識があるかないかで、人生は大きく変わると言っても過言ではない。社会に出る前に、ぜひお金についてしっかり学んでほしい。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

850

00105

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

みんなが欲しかった！FPの教科書３級21-22年版
・著者名：滝澤ななみ
・出版社：ＴAC出版
・出版年：2021年

参考書

―

978-4-8132-9659-1
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ・ガイダンス（授業の概要、到達目標、難易度、成績評価等について）
・ファイナンシャル・プランニングの意義
・ファイナンシャル・プランナーとは？
・ＦＰ技能検定の概要

ファイナンシャル・プランニングという概念の確認
FP技能検定について調べ、受検するか否かを考えておく
（受検は任意）

上記を、テキストの「FP技能検定」「FPと倫理」の箇所にて
読み込んでおくこと

1時間

第2回 ・ライフプランの考え方（キャッシュフロー表、個人バランスシート）
・人生の３大資金（教育資金・住宅資金・老後資金）

キャッシュフロー表の計算を確実にこなせるようにしておく
人生の３大資金の全体像を把握しておく

上記を、テキストの「キャッシュフロー表」「人生の３大資
金」の箇所にて読み込んでおくこと

1時間

第3回 ・社会保険制度（健康保険） 健康保険（公的医療保険）のしくみについて、実生活の中
での関わりを実感しながら、復習しておく

上記を、テキストの「健康保険」の箇所にて読み込んでおく
こと

1時間
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第4回 ・社会保険制度（介護保険・労災保険・雇用保険） 介護保険・労災保険・雇用保険のしくみについて、実生活
の中での関わりを実感しながら、復習しておく

上記を、テキストの「介護保険」「労災保険」「雇用保険」の
箇所にて読み込んでおくこと

1時間

第5回 ・公的年金制度①（国民年金） 国民年金のしくみについて、被保険者区分や保険料、年
金額など、数字まできっちり把握しておくこと

上記を、テキストの「国民年金」の箇所にて読み込んでおく
こと

1時間

第6回 ・公的年金制度②（厚生年金、その他） 厚生年金のしくみについて、年金額など、数字まできっちり
把握しておくこと

上記を、テキストの「厚生年金」の箇所にて読み込んでおく
こと

1時間

第7回 ・所得税の基礎知識
・10種類の所得

所得の概念について、しっかり理解・把握すること

上記を、テキストの「所得税の基本」の箇所にて読み込ん
でおくこと

1時間

第8回 ・各種所得金額の計算 給与所得や退職所得の金額など、主な所得については、
しっかり計算までできるようにすること

上記を、テキストの「所得税（10種類の所得）」の箇所にて
読み込んでおくこと

1時間

第9回 ・課税標準の計算
・所得控除

医療費控除の計算や、配偶者控除・扶養控除の金額な
ど、所得控除については正確に理解すること

上記を、テキストの「所得税（所得控除）」の箇所にて読み
込んでおくこと

1時間

第10回 ・納付税額の計算
・所得税の申告と納付
・個人住民税と個人事業税

所得税計算の流れについて、しっかり確認しておくこと

上記を、テキストの「所得税（税額の計算・申告と納付）」の
箇所にて読み込んでおくこと

1時間

第11回 ・生命保険のしくみと種類 定期保険や終身保険といった、主な生命保険の種類を
しっかり理解しておくこと

上記を、テキストの「生命保険の種類」の箇所にて読み込
んでおくこと

1時間

第12回 ・生命保険契約の留意点
・契約者保護のしくみ

生命保険契約の詳細について、契約者の立場から、しっ
かり理解しておくこと

上記を、テキストの「生命保険の契約」の箇所にて読み込
んでおくこと

1時間

第13回 ・保険と税金 生命保険料控除のしくみ（金額まで含めて）について把握
しておくこと
保険金にかかる税金の種類を把握しておくこと

上記を、テキストの「生命保険と税金」の箇所にて読み込
んでおくこと

1時間

第14回 ・損害保険のしくみと種類 火災保険、地震保険、自動車保険、個人賠償責任保険に
ついては、（将来の）自分自身のためにも、しっかりと内容
を理解しておくこと

上記を、テキストの「損害保険の種類」の箇所にて読み込
んでおくこと

1時間

第15回 ・金融経済の基礎知識
・預貯金

金融政策や経済指標といった基本的な金融知識は、書店
等での市販教材（一般向けの分かりやすいもの）なども利
用して復習しておくこと。
市販教材については、適宜アドバイスはする

上記を、テキストの「金融・経済の基本」の箇所にて読み込
んでおくこと

1時間

第16回 ・債券のしくみ 債券という金融商品のしくみについて、額面金額・クーポン
レート・償還などといったキーワードを含め、しっかり理解
すること
利回り計算は、何度も繰り返しやること

上記を、テキストの「債券」の箇所にて読み込んでおくこと

1時間

第17回 ・株式のしくみ 株式取引のしくみについては、興味を持って理解してほし
い
また、PERやPBRといった株式投資指標の計算について
は、何度も繰り返しやること

上記を、テキストの「株式」の箇所にて読み込んでおくこと

1時間

第18回 ・投資信託のしくみ 実際に販売されている投資信託のパンフレット等も参考に
しながら（銀行や証券会社の窓口、マネー雑誌等の広告、
ネットなどにて入手可能）、
投資信託を身近に触れてほしい

上記を、テキストの「投資信託」の箇所にて読み込んでおく
こと

1時間

第19回 ・外貨預金のしくみ
・預金保険制度

外国為替相場のしくみ（円安や円高等）については、必ず
理解しておくこと

上記を、テキストの「外貨建て商品」の箇所にて読み込ん
でおくこと

1時間

第20回 ・不動産登記について 不動産登記のしくみについては、講義での板書等をしっか
り読み返し、完全に理解・納得できるようにすること

上記を、テキストの「不動産登記」の箇所にて読み込んで
おくこと

1時間

第21回 ・不動産の取引 不動産売買の留意点（手付金・危険負担・瑕疵担保責任
等）については、授業で触れた項目について、しっかり理
解・納得できるまで確認しておくこと

上記を、テキストの「不動産の取引」の箇所にて読み込ん
でおくこと

1時間

第22回 ・不動産の規制（都市計画法と建築基準法） 建築基準法における「建ぺい率と容積率」については、計
算問題を繰り返しやっておくこと

上記を、テキストの「都市計画法」「建築基準法」の箇所に
て読み込んでおくこと

1時間
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第23回 ・不動産の税金 マイホーム売却の特例については、授業で紹介したもの
について、きっちり数字まで把握しておくこと

上記を、テキストの「不動産の税金」の箇所にて読み込ん
でおくこと

1時間

第24回 ・相続の基礎知識（相続人と法定相続分） 具体的な家族関係図からの、「相続人と、その法定相続
分」については、様々なケースに対応できるようにしておく
こと

上記を、テキストの「相続人」「相続分」の箇所にて読み込
んでおくこと

1時間

第25回 ・相続税の計算 遺産に係る基礎控除の計算については、必ずできるように
しておくこと
また、民法上の相続人と、税法上の相続人の違いについ
ては、きっちり説明できるレベルまで把握しておくこと

上記を、テキストの「相続税」の箇所にて読み込んでおくこ
と

1時間

第26回 ・贈与、贈与税 贈与税の計算の流れについては、一通り、把握しておくこ
と

上記を、テキストの「贈与」「贈与税」の箇所にて読み込ん
でおくこと

1時間

第27回 ・相続財産の評価 路線価の計算について、繰り返しやっておくこと

上記を、テキストの「相続財産の評価」の箇所にて読み込
んでおくこと

1時間

第28回 ・これまで学習した内容の総まとめ（演習問題中心）
　具体的な内容は、それまでの小レポート・小テストの結果から判断す
る

講義でピックアップした演習問題の復習（必ずもう１度、
やっておくこと）。

1時間

第29回 ・これまで学習した内容の総まとめ（演習問題中心）
　具体的な内容は、それまでの小レポート・小テストの結果から判断す
る

講義でピックアップした演習問題の復習（必ずもう１度、
やっておくこと）。

1時間

第30回 これまでの総まとめ 講義でピックアップした演習問題の復習（必ずもう１度、
やっておくこと）。

1時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 ファイナンシャル・プランニング　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234藤原　久敏

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

4単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ ファイナンシャル・プランニングの基礎知識

授業の目的及び概要
当授業の目的は、ファイナンシャル・プランニングの修得である。
ファイナンシャル・プランニングとは、ライフプラン上の目標を達成するため、総合的な資産設計の提案を行うものであり、そのため、幅広い「お金の知
識」が必要不可欠となる。
そこで当授業の概要としては、教育資金・住宅資金・老後資金・社会保障・公的年金・生命保険・損害保険・金融経済・資産運用・税金・不動産・相続な
ど、それら幅広い「お金の知識」を分かりやすく説明することとなる。
なお、ファイナンシャル・プランニングとは、銀行・保険・証券会社など、あらゆる金融機関で求められる能力であり、金融機関に興味があれば、受講する
ことが望ましい。

学修の到達目標
１．幅広い「お金の知識」を身につける
　　充実した豊かな人生（ライフプラン）に欠かすことができない、必要最低限の「お金の知識」を身につける。その範囲は非常に広く、かつ実践的な内容
となる。
２．ＦＰ（ファイナンシャル・プランニング）技能検定３級合格
　　身につけた知識を客観的に証明するものが【資格】である。
　　この授業では、ＦＰ技能検定３級（国家資格）の受検を推奨し、授業も試験合格に向けた内容となる。
　　しっかりと授業を受け、十分な復習・試験対策をすれば、十分に合格できるレベルに達するものである。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
ー

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業中に数回程度、小テストや小レポート、アンケートを実施予定である。
小テストや小レポートについては、その結果について、授業内で講評を行う予定である。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

お金について体系的にしっかり学ぶ機会は、これまでなかったであろうし、そしてこれからもほとんどないであろう。
しかし、お金の知識があるかないかで、人生は大きく変わると言っても過言ではない。社会に出る前に、ぜひお金についてしっかり学んでほしい。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

850

00105

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

みんなが欲しかった！FPの教科書３級21-22年版
・著者名：滝澤ななみ
・出版社：ＴAC出版
・出版年：2021年

参考書

―

978-4-8132-9659-1
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ・ガイダンス（授業の概要、到達目標、難易度、成績評価等について）
・ファイナンシャル・プランニングの意義
・ファイナンシャル・プランナーとは？
・ＦＰ技能検定の概要

ファイナンシャル・プランニングという概念の確認
FP技能検定について調べ、受検するか否かを考えておく
（受検は任意）

上記を、テキストの「FP技能検定」「FPと倫理」の箇所にて
読み込んでおくこと

1時間

第2回 ・ライフプランの考え方（キャッシュフロー表、個人バランスシート）
・人生の３大資金（教育資金・住宅資金・老後資金）

キャッシュフロー表の計算を確実にこなせるようにしておく
人生の３大資金の全体像を把握しておく

上記を、テキストの「キャッシュフロー表」「人生の３大資
金」の箇所にて読み込んでおくこと

1時間

第3回 ・社会保険制度（健康保険） 健康保険（公的医療保険）のしくみについて、実生活の中
での関わりを実感しながら、復習しておく

上記を、テキストの「健康保険」の箇所にて読み込んでおく
こと

1時間
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第4回 ・社会保険制度（介護保険・労災保険・雇用保険） 介護保険・労災保険・雇用保険のしくみについて、実生活
の中での関わりを実感しながら、復習しておく

上記を、テキストの「介護保険」「労災保険」「雇用保険」の
箇所にて読み込んでおくこと

1時間

第5回 ・公的年金制度①（国民年金） 国民年金のしくみについて、被保険者区分や保険料、年
金額など、数字まできっちり把握しておくこと

上記を、テキストの「国民年金」の箇所にて読み込んでおく
こと

1時間

第6回 ・公的年金制度②（厚生年金、その他） 厚生年金のしくみについて、年金額など、数字まできっちり
把握しておくこと

上記を、テキストの「厚生年金」の箇所にて読み込んでおく
こと

1時間

第7回 ・所得税の基礎知識
・10種類の所得

所得の概念について、しっかり理解・把握すること

上記を、テキストの「所得税の基本」の箇所にて読み込ん
でおくこと

1時間

第8回 ・各種所得金額の計算 給与所得や退職所得の金額など、主な所得については、
しっかり計算までできるようにすること

上記を、テキストの「所得税（10種類の所得）」の箇所にて
読み込んでおくこと

1時間

第9回 ・課税標準の計算
・所得控除

医療費控除の計算や、配偶者控除・扶養控除の金額な
ど、所得控除については正確に理解すること

上記を、テキストの「所得税（所得控除）」の箇所にて読み
込んでおくこと

1時間

第10回 ・納付税額の計算
・所得税の申告と納付
・個人住民税と個人事業税

所得税計算の流れについて、しっかり確認しておくこと

上記を、テキストの「所得税（税額の計算・申告と納付）」の
箇所にて読み込んでおくこと

1時間

第11回 ・生命保険のしくみと種類 定期保険や終身保険といった、主な生命保険の種類を
しっかり理解しておくこと

上記を、テキストの「生命保険の種類」の箇所にて読み込
んでおくこと

1時間

第12回 ・生命保険契約の留意点
・契約者保護のしくみ

生命保険契約の詳細について、契約者の立場から、しっ
かり理解しておくこと

上記を、テキストの「生命保険の契約」の箇所にて読み込
んでおくこと

1時間

第13回 ・保険と税金 生命保険料控除のしくみ（金額まで含めて）について把握
しておくこと
保険金にかかる税金の種類を把握しておくこと

上記を、テキストの「生命保険と税金」の箇所にて読み込
んでおくこと

1時間

第14回 ・損害保険のしくみと種類 火災保険、地震保険、自動車保険、個人賠償責任保険に
ついては、（将来の）自分自身のためにも、しっかりと内容
を理解しておくこと

上記を、テキストの「損害保険の種類」の箇所にて読み込
んでおくこと

1時間

第15回 ・金融経済の基礎知識
・預貯金

金融政策や経済指標といった基本的な金融知識は、書店
等での市販教材（一般向けの分かりやすいもの）なども利
用して復習しておくこと。
市販教材については、適宜アドバイスはする

上記を、テキストの「金融・経済の基本」の箇所にて読み込
んでおくこと

1時間

第16回 ・債券のしくみ 債券という金融商品のしくみについて、額面金額・クーポン
レート・償還などといったキーワードを含め、しっかり理解
すること
利回り計算は、何度も繰り返しやること

上記を、テキストの「債券」の箇所にて読み込んでおくこと

1時間

第17回 ・株式のしくみ 株式取引のしくみについては、興味を持って理解してほし
い
また、PERやPBRといった株式投資指標の計算について
は、何度も繰り返しやること

上記を、テキストの「株式」の箇所にて読み込んでおくこと

1時間

第18回 ・投資信託のしくみ 実際に販売されている投資信託のパンフレット等も参考に
しながら（銀行や証券会社の窓口、マネー雑誌等の広告、
ネットなどにて入手可能）、
投資信託を身近に触れてほしい

上記を、テキストの「投資信託」の箇所にて読み込んでおく
こと

1時間

第19回 ・外貨預金のしくみ
・預金保険制度

外国為替相場のしくみ（円安や円高等）については、必ず
理解しておくこと

上記を、テキストの「外貨建て商品」の箇所にて読み込ん
でおくこと

1時間

第20回 ・不動産登記について 不動産登記のしくみについては、講義での板書等をしっか
り読み返し、完全に理解・納得できるようにすること

上記を、テキストの「不動産登記」の箇所にて読み込んで
おくこと

1時間

第21回 ・不動産の取引 不動産売買の留意点（手付金・危険負担・瑕疵担保責任
等）については、授業で触れた項目について、しっかり理
解・納得できるまで確認しておくこと

上記を、テキストの「不動産の取引」の箇所にて読み込ん
でおくこと

1時間

第22回 ・不動産の規制（都市計画法と建築基準法） 建築基準法における「建ぺい率と容積率」については、計
算問題を繰り返しやっておくこと

上記を、テキストの「都市計画法」「建築基準法」の箇所に
て読み込んでおくこと

1時間
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第23回 ・不動産の税金 マイホーム売却の特例については、授業で紹介したもの
について、きっちり数字まで把握しておくこと

上記を、テキストの「不動産の税金」の箇所にて読み込ん
でおくこと

1時間

第24回 ・相続の基礎知識（相続人と法定相続分） 具体的な家族関係図からの、「相続人と、その法定相続
分」については、様々なケースに対応できるようにしておく
こと

上記を、テキストの「相続人」「相続分」の箇所にて読み込
んでおくこと

1時間

第25回 ・相続税の計算 遺産に係る基礎控除の計算については、必ずできるように
しておくこと
また、民法上の相続人と、税法上の相続人の違いについ
ては、きっちり説明できるレベルまで把握しておくこと

上記を、テキストの「相続税」の箇所にて読み込んでおくこ
と

1時間

第26回 ・贈与、贈与税 贈与税の計算の流れについては、一通り、把握しておくこ
と

上記を、テキストの「贈与」「贈与税」の箇所にて読み込ん
でおくこと

1時間

第27回 ・相続財産の評価 路線価の計算について、繰り返しやっておくこと

上記を、テキストの「相続財産の評価」の箇所にて読み込
んでおくこと

1時間

第28回 ・これまで学習した内容の総まとめ（演習問題中心）
　具体的な内容は、それまでの小レポート・小テストの結果から判断す
る

講義でピックアップした演習問題の復習（必ずもう１度、
やっておくこと）。

1時間

第29回 ・これまで学習した内容の総まとめ（演習問題中心）
　具体的な内容は、それまでの小レポート・小テストの結果から判断す
る

講義でピックアップした演習問題の復習（必ずもう１度、
やっておくこと）。

1時間

第30回 これまでの総まとめ 講義でピックアップした演習問題の復習（必ずもう１度、
やっておくこと）。

1時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 現代産業論Ⅰ（経営学部）／現代産業論（経済学部） 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

経済学部　  234
経営学部　1234

登坂　一博

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 現代における国内外の様々なビジネス（業界）の最新動向の理解

授業の目的及び概要
この授業は、基本的にはマクロの視点からも国内外のビジネス（業界）の最新動向等に関する知識を踏まえ、ビジネス（業界）の全体像を捉えていくこと
を目標としますが、ミクロの視点からビジネス（業界）固有の課題を考察することもします。このため、様々な業種を扱い、理論的・実務的なアプローチか
らの説明を加えていくとともに、講師の実務家・コンサルタントとしての経験及び企業からも実務者を招いて授業を進めます。
商品（サービス）の概要と提供方法、業界の構造、市場の動向、収益、経営環境の変化、経営戦略、求められる人材、今後の展望等を幅広く学びます。

学修の到達目標
現代におけるビジネスのポイントや諸課題について説明することができ、授業で得られた考え方や知識を自分のキャリア・デザインに反映させていくこと
ができることを目標とします。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業内でフィードバックします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告

本科目の教員は、約25年に亘り大手民間企業に勤務した後、コンサルティング会社を経営し、マーケティング分析、企業経営戦略、顧客政策、海外ビジ
ネス支援など、多くのコンサルティング実績を積み重ねてきた。これらの実務経験を活かし、具体的な事例を紹介しながら産業に関する具体的な指導を
行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

日頃より、経営に関する書籍や新聞、雑誌の経営に関する記事を読み、現代におけるビジネスの現状に対して興味関心を持ちながら授業に臨んでくだ
さい。また、この授業の内容を、自分のキャリア・デザインを考える参考にしてください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

400

002040

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

講義資料については授業ごとに提示します。

参考書

参考書は授業中に随時指示します

特になし
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 【ガイダンス】　
　この講義の進め方や評価方法、授業の計画などについて説明いたし
ます。

授業での説明の内容を基に復習してください。 2時間

第2回 【日本の産業構造の特徴】　
　我が国の産業の見方について学ぶ。また、戦後の我が国の産業の変
化について概観し、同時に最近の変化や国の構想であるSociety5.0に
ついて学びます。

授業で取り上げたテーマについて、配布資料や講義内容
を基に復習してください。

4時間

第3回 【環境の変化】　
　我が国の産業に影響を与える諸要因のうち、少子高齢化、グローバ
ル化、デジタル化、脱炭素等を取り上げ、その意味や我が国産業構造
への具体的な影響について学びます。

授業で取り上げたテーマについて、配布資料や講義内容
を基に復習してください。

4時間

第4回 【主要産業の動向（農業）】　
　グローバル化の進展の中で、再び脚光を浴びている農業について、
戦後の推移と最近の動向（農業の6次産業化、等）について学びます。

授業で取り上げたテーマについて、配布資料や講義内容
を基に復習してください。

4時間

第5回 【主要産業の動向（自動車業界）】　
　戦後のリーディング産業である自動車製造業について、国際事業展
開の動向、環境問題への取組、EV化の動きや競争力向上に向けた取
り組み等を学びます。

授業で取り上げたテーマについて、配布資料や講義内容
を基に復習してください。

4時間

第6回 【主要産業の動向（物流業界）】　
　コロナ禍やネット通販の拡大に伴う取扱量の増大、ドライバー不足
等、深刻な問題を抱える物流業界のDX動向も含めて学びます。

授業で取り上げたテーマについて、配布資料や講義内容
を基に復習してください。

4時間
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第7回 【主要産業の動向（小売り・流通業界）①】　
　生活に密着した産業として小売り・流通産業の国内外の様々な業態
の企業動向について学びます。

授業で取り上げたテーマについて、配布資料や講義内容
を基に復習してください。

4時間

第8回 【主要産業の動向（小売り・流通業界）②】　
　生活に密着した産業として小売り・流通産業の国内外の様々な業態
の企業動向について学びます。

授業で取り上げたテーマについて、配布資料や講義内容
を基に復習してください。

4時間

第9回 【主要産業の動向（IT業界）】　
　21世紀の成長産業である情報関連（IT)産業の動向、とりわけ、
GAFA+Mを取り上げて、成長産業として発展した要因について学びま
す。

授業で取り上げたテーマについて、配布資料や講義内容
を基に復習してください。

4時間

第10回 【主要産業の動向（印刷業界）】　
　年々縮小している市場規模、生き残りをかけた活動を展開している印
刷業界を外観することにより、日本の産業構造の変化について学びま
す。

授業で取り上げたテーマについて、配布資料や講義内容
を基に復習してください。

4時間

第11回 【主要産業の動向（ヘルスケア産業）】　
　今後期待される成長産業としてヘルスケア関連産業の動向について
学ぶ。ヘルスケア関連産業は、医薬品、介護、医療サービス等多様で
あるが、今年度は製薬企業を中心に学ぶ。

授業で取り上げたテーマについて、配布資料や講義内容
を基に復習してください。

4時間

第12回 【主要産業の動向（建設業界）】　
　3Kの代表と言われた建設業界でもロボットの導入により構造変化が
進んでいます。その最新動向について学びます。

授業で取り上げたテーマについて、配布資料や講義内容
を基に復習してください。

4時間

第13回 【主要産業の動向（エネルギー業界）】　
　電力、ガスに代表されるエネルギー業界、脱炭素時代に向けて様々
な取り組みがされています。その最新動向を学びます。

授業で取り上げたテーマについて、配布資料や講義内容
を基に復習してください。

4時間

第14回 【SDG’s】　
　持続可能な社会を作るために必要な知識をSDG’sの専門家をゲスト
スピーカーとして招聘して学びます。

授業で取り上げたテーマについて、配布資料や講義内容
を基に復習してください。

4時間

第15回 【まとめ】　
　この講義のまとめを行います。

授業で取り上げたテーマについて、配布資料や講義内容
を基に復習してください。

6時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 国際ビジネス論　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234登坂　一博

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ この授業では、国際ビジネスの本質及びマネジメント全般について経営学とマーケティング理論の枠組みを使って実践に即した内容を学びます。

授業の目的及び概要
この授業では、国際ビジネスの本質を様々な業種に関する市場環境分析やビジネスの実態を理論と実践を融合した多角的な視点で分析・考察し、現代
と近未来の市場動向をイメージできるようにします。また、国際ビジネスの現場実態を講師のグローバルIT企業での勤務経験等からわかりやすく学生の
皆さんに講義をします。

学修の到達目標
経営学やマーケティング理論及び国際ビジネスの実務経験を通じて、グローバル市場動向と企業の商品やサービスの世界規模での販売・流通構造を
理解することができるようになる。更に商品やサービスが提供される市場環境についての最新ニュースや記事をアクセスすることにより、グローバル市
場動向のリアリティをイメージできるようになる。将来的に国際ビジネスにかかわりたいと思えるような知識を提供します。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業内でフィードバックします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

本科目の教員は、約25年に亘り大手民間企業に勤務した後、コンサルティング会社を経営し、マーケティング分析、企業経営戦略、顧客政策、海外ビジ
ネス支援など、多くのコンサルティング実績を積み重ねてきた。これらの実務経験を活かし、具体的な事例を紹介しながらビジネスに関する具体的な指
導を行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

実務家としての経験則(失敗談を含めて）に基づいて、理論と実務/事例をわかりやすく説明していきますので、安心して受
講してください。理屈を覚えるよりも、身近な事例に目を向け、国際ビジネスの基本を学びましょう。
この授業では最新の事例を取り上げるため、常日頃から新聞・ニュース等で関連の情報収集に努めること。復習については講義ノートで授業外の学修
を行うことが望まれる。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

400

002040

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

特に指定しません。

参考書

参考書は授業中に随時指示します

特になし
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 【ガイダンス】
この講義の進め方や評価方法、国際ビジネスについて楽しく学びます。

授業での説明の内容を基に復習してください。（1時間程
度）

1時間

第2回 【国際ビジネスをイメージする】
最新の国際ビジネスに関するトピックスを取り上げて、国際ビジネスに
ついての概要を学びます。

授業での説明や授業配布資料を基に復習してください。（3
時間程度）

3時間

第3回 【ビジネスマネジメント(１）】
経営学の基本と国際ビジネスマネジメントの概要について学びます。

授業での説明や授業配布資料を基に復習してください。（3
時間程度）

3時間

第4回 【ビジネスマネジメント(2）】
前回に続き国際ビジネスマネジメントの概要について学びます。

授業での説明や授業配布資料を基に復習してください。（3
時間程度）

3時間

第5回 【国際ビジネスコミュニケーション】
事例をもとに、コミュニケーションの基本理論とビジネスコミュニケーショ
ンがどのように展開されているかについて考えます。

授業での説明や授業配布資料を基に復習してください。（3
時間程度）

3時間

第6回 【グローバルマーケテイング】
グローバルマーケテイングの理論的な枠組みを学びます。

授業での説明や授業配布資料を基に復習してください。（3
時間程度）

3時間

第7回 【多国籍企業】
サプライチェーンマネジメント根幹である製造・販売・在庫のグローバル
規模の仕組みについて学びます

授業での説明や授業配布資料を基に復習してください。（3
時間程度）

3時間

第8回 【グローバルIT企業における仕事】
講師が勤務していた日本ヒューレットパッカードにおける業務内容につ
いて学び、国際ビジネスに身を置くイメージをつかんでいただきます。

授業での説明や授業配布資料を基に復習してください。（3
時間程度）

3時間

－334－



第9回 【国際ビジネスマネジメントワークショップ】
今までに習得した知識の整理とアウトプットの実践方法について学びま
す。

授業での説明や授業配布資料を基に復習してください。（3
時間程度）

3時間

第10回 【国際ビジネスの業界動向(自動車）】
TOYOTA、NISSAN、ＧＭ、FORD、ベンツ、BMW等グローバル展開して
いる企業について学びます。

授業での説明や授業配布資料を基に復習してください。（3
時間程度）

3時間

第11回 【国際ビジネスの業界動向(IT）】
Google、マイクロソフト、Apple、Amazon、IBM、HPといった外資系ＩＴ企
業動向について学びます。

授業での説明や授業配布資料を基に復習してください。（3
時間程度）

3時間

第12回 【国際ビジネスの業界動向(アパレル）】
ZARA、H&M、GAP、ユニクロ等のグローバルに展開している企業動向
について学びます。

授業での説明や授業配布資料を基に復習してください。（3
時間程度）

3時間

第13回 【国際ビジネスの業界動向(小売・流通）】
ウオルマート、アマゾンといった外資系小売業の動向について学びま
す。

授業での説明や授業配布資料を基に復習してください。（3
時間程度）

3時間

第14回 【実践事例研究】
講師自身のコンサルタントとして関わったグローバル案件及びケースを
取り上げ、これまで学んだ知識をもとに考察します。

授業での説明や授業配布資料を基に復習してください。（3
時間程度）

3時間

第15回 【振り返りとまとめ】
1回～14回の授業に関する補足説明と定期試験に向けた振り返りを行
います。

ここでの説明の内容と、これまでの授業での説明や授業
配布資料を基に復習してください。（4時間程度）

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 ビジネスプレゼンテーション　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

経済学部　234
経営学部　  34

酒井　立夫

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ ビジネスプレゼンテーションの手法と実践力を身につける。

授業の目的及び概要
ビジネスシーンではプレゼンテーション（以下プレゼン）を避けては通れません。
わかりやすいプレゼン技術は社会人の必須スキルです。
基本的な方法を理解し、状況に応じたプレゼンの実践力を養うことを目的とします。
白板を使ったアナログ的な手法から、PowerPointやKeynoteを使ったスライド制作、さらに簡単な動画を使ったプレゼンを行います。
※受講人数等によっては授業計画の変更があります。

学修の到達目標
１．プレゼンの目的を明確にした構成が作れる。
２．プレゼン機器を状況に応じて効果的に利用出来る。
３．簡単な撮影と編集ができる。
４．習得した手法を組み合わせたプレゼンが出来る。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
◇初回の授業で、学修意欲を確認した後、ワークとテストにて、２０名程度の受講者を確定します。
全ての授業に出席する意思がある人
パソコンの基本操作ができる。
プレゼンテーションソフト（ＰＰＴ等）の基本操作ができる。
もしくは、独力で習得する意思がある。
毎回、人前でプレゼンテーション・スピーチを実施する意思がある。
人前で、ビデオ撮影・フィードバックを受け、自身のプレゼンテーション技術を改善する意思がある。

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
途中段階で内容確認、また発表毎にディスカッションやリポート提出をおこないスキル向上の指導を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

PBL（課題解決型学習）／ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告／実習、フィールドワーク、学外見学／
ＰＣを用いた実技

本科目の担当教員は、民間放送局でテレビ番組の企画・制作の他に、企業と連携した商品開発や、販売促進、大型イベントの運営等にも責任者として
携わってきた。本科目では、これらの実務経験を活かした授業を行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

ビジネスはもとより学生生活でも、相手に説明したり説得するにはプレゼンは欠かせません。
デジタルツールはあくまで補助手段ですが、使い方によっては効果的なプレゼンも行えます。
採用選考に自己P R動画の提出を求める企業も増えてきました。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

40
成果発表会：プレゼンテーションの実
施・評価00

030０30

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

①論理的に話す技術、山本昭生、ソフトバンククリエイティブ、2014
②適宜資料等を配布します。

参考書

①KP法　シンプルに伝える紙芝居プレゼンテーション、川嶋直、みくに出版、2018
②瞬時に「話す」「書く」技術、橋本淳司、すばる舎、2011
③論理的にプレゼンする技術、平林純、ソフトバンククリエイティブ、2010

①978-4-7973-5566-6

①948-4-8403-0532-7
②978-4-88399-986-6
③978-4-7973-4977-1

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス　
授業の目的と方法、授業計画、到達目標、成績評価等について説明し
ます
募集定員20名を越えた場合、選抜試験を行ないます

事前にシラバスを読み授業の目標を考えておいてください
授業後目標について見直してください

4時間

第2回 自己紹介とアイスブレイク
プレゼンの目的とビジネス事例

事前にプレゼンついて調査し自分の考えをまとめておく
授業後に目的と事例をふりかえる

4時間

第3回 自己P R動画の作り方
・シナリオのポイント
・よりよく見せる撮影方法

事前に自己PR用のシナリオを考えておく
授業後に配布した撮影方法を読み復習する

4時間

第4回 自己PR動画の試写
・自己診断チェック
・グループディスカッション
・フィードバック

事前に自己P R動画を完成させておく
授業後にフィードバック等をもとに自己診断する

4時間

第5回 KP法（紙芝居プレゼン）の説明と制作実習 事前に配布された資料を読んでおく
授業での説明、実習を基に復習する

4時間
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第6回 KP法（紙芝居プレゼン）を使った発表
・グループディスカッション
・フィードバック

事前にプレゼン準備をする
授業後に発表動画とフィードバックをもとに自己診断する

4時間

第7回 プレゼン用デジタルツールの使い方
・PowerPointやKeynoteを使ったスライド制作方法
・制作実習、プレゼン機器の使用練習

事前に配布された資料を読んでおく
授業での説明、実習をもとに復習する

4時間

第8回 KP法とデジタルツールでプレゼン 事前にKP法にデジタルツールを加えてプレゼン用スライド
の準備をする
授業後自分の発表動画とフィードバックをもとに、自己診
断チェックを行い復習する

4時間

第9回 アイデア・構成をまとめる方法
・グループワーク
テレビ番組のプレゼン手法の紹介

事前に配布された資料を読んでおく
授業での説明を基に復習する

4時間

第10回 わかりやすい話し方のテクニック
・グループでシナリオ準備

事前に参考書（第３章）を読んでおく
授業での説明を基に復習する

4時間

第11回 わかりやすい話し方のテクニック
・グループでプレゼン準備

事前に参考書（４章）を読んでおく
授業での説明を基に復習する

4時間

第12回 プレゼン発表
・グループプレゼンテーション
・グループディスカッション
・フィードバック

プレゼン資料を作成し、リハーサルをしてください
グループの発表動画とフィードバックをもとに、自己診断
チェックを行い復習する

4時間

第13回 個人演習
・テーマと構成を作る

事前にテーマ、構成を考えてください
授業でのフィードバックをもとに復習する

4時間

第14回 個人演習
・個別に進行状況の確認

事前にプレゼン資料を作って下さい
授業後にフィードバックをもとに復習する

4時間

第15回 プレゼン発表 事前にプレゼンテーション用資料完成させて発表準備をし
て下さい
授業後自分の発表動画とフィードバックをもとに、自己診
断チェックを行い復習する

2時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 ビジネスプレゼンテーション　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

経済学部　234
経営学部　  34

酒井　立夫

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ ビジネスプレゼンテーションの手法と実践力を身につける。

授業の目的及び概要
ビジネスシーンではプレゼンテーション（以下プレゼン）を避けては通れません。
わかりやすいプレゼン技術は社会人の必須スキルです。
基本的な方法を理解し、状況に応じたプレゼンの実践力を養うことを目的とします。
白板を使ったアナログ的な手法から、PowerPointやKeynoteを使ったスライド制作、さらに簡単な動画を使ったプレゼンを行います。
※受講人数等によっては授業計画の変更があります。

学修の到達目標
１．プレゼンの目的を明確にした構成が作れる。
２．プレゼン機器を状況に応じて効果的に利用出来る。
３．簡単な撮影と編集ができる。
４．習得した手法を組み合わせたプレゼンが出来る。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
◇初回の授業で、学修意欲を確認した後、ワークとテストにて、２０名程度の受講者を確定します。
全ての授業に出席する意思がある人
パソコンの基本操作ができる。
プレゼンテーションソフト（ＰＰＴ等）の基本操作ができる。
もしくは、独力で習得する意思がある。
毎回、人前でプレゼンテーション・スピーチを実施する意思がある。
人前で、ビデオ撮影・フィードバックを受け、自身のプレゼンテーション技術を改善する意思がある。

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
途中段階で内容確認、また発表毎にディスカッションやリポート提出をおこないスキル向上の指導を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

PBL（課題解決型学習）／ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告／実習、フィールドワーク、学外見学／
ＰＣを用いた実技

本科目の担当教員は、民間放送局でテレビ番組の企画・制作の他に、企業と連携した商品開発や、販売促進、大型イベントの運営等にも責任者として
携わってきた。本科目では、これらの実務経験を活かした授業を行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

ビジネスはもとより学生生活でも、相手に説明したり説得するにはプレゼンは欠かせません。
デジタルツールはあくまで補助手段ですが、使い方によっては効果的なプレゼンも行えます。
採用選考に自己P R動画の提出を求める企業も増えてきました。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

40
成果発表会：プレゼンテーションの実
施・評価00

030０30

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

①論理的に話す技術、山本昭生、ソフトバンククリエイティブ、2014
②適宜資料等を配布します。

参考書

①KP法　シンプルに伝える紙芝居プレゼンテーション、川嶋直、みくに出版、2018
②瞬時に「話す」「書く」技術、橋本淳司、すばる舎、2011
③論理的にプレゼンする技術、平林純、ソフトバンククリエイティブ、2010

①978-4-7973-5566-6

①948-4-8403-0532-7
②978-4-88399-986-6
③978-4-7973-4977-1

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス　
授業の目的と方法、授業計画、到達目標、成績評価等について説明し
ます
募集定員20名を越えた場合、選抜試験を行ないます

事前にシラバスを読み授業の目標を考えておいてください
授業後目標について見直してください

4時間

第2回 自己紹介とアイスブレイク
プレゼンの目的とビジネス事例

事前にプレゼンついて調査し自分の考えをまとめておく
授業後に目的と事例をふりかえる

4時間

第3回 自己P R動画の作り方
・シナリオのポイント
・よりよく見せる撮影方法

事前に自己PR用のシナリオを考えておく
授業後に配布した撮影方法を読み復習する

4時間

第4回 自己PR動画の試写
・自己診断チェック
・グループディスカッション
・フィードバック

事前に自己P R動画を完成させておく
授業後にフィードバック等をもとに自己診断する

4時間

第5回 KP法（紙芝居プレゼン）の説明と制作実習 事前に配布された資料を読んでおく
授業での説明、実習を基に復習する

4時間
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第6回 KP法（紙芝居プレゼン）を使った発表
・グループディスカッション
・フィードバック

事前にプレゼン準備をする
授業後に発表動画とフィードバックをもとに自己診断する

4時間

第7回 プレゼン用デジタルツールの使い方
・PowerPointやKeynoteを使ったスライド制作方法
・制作実習、プレゼン機器の使用練習

事前に配布された資料を読んでおく
授業での説明、実習をもとに復習する

4時間

第8回 KP法とデジタルツールでプレゼン 事前にKP法にデジタルツールを加えてプレゼン用スライド
の準備をする
授業後自分の発表動画とフィードバックをもとに、自己診
断チェックを行い復習する

4時間

第9回 アイデア・構成をまとめる方法
・グループワーク
テレビ番組のプレゼン手法の紹介

事前に配布された資料を読んでおく
授業での説明を基に復習する

4時間

第10回 わかりやすい話し方のテクニック
・グループでシナリオ準備

事前に参考書（第３章）を読んでおく
授業での説明を基に復習する

4時間

第11回 わかりやすい話し方のテクニック
・グループでプレゼン準備

事前に参考書（４章）を読んでおく
授業での説明を基に復習する

4時間

第12回 プレゼン発表
・グループプレゼンテーション
・グループディスカッション
・フィードバック

プレゼン資料を作成し、リハーサルをしてください
グループの発表動画とフィードバックをもとに、自己診断
チェックを行い復習する

4時間

第13回 個人演習
・テーマと構成を作る

事前にテーマ、構成を考えてください
授業でのフィードバックをもとに復習する

4時間

第14回 個人演習
・個別に進行状況の確認

事前にプレゼン資料を作って下さい
授業後にフィードバックをもとに復習する

4時間

第15回 プレゼン発表 事前にプレゼンテーション用資料完成させて発表準備をし
て下さい
授業後自分の発表動画とフィードバックをもとに、自己診
断チェックを行い復習する

2時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 初級簿記　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234島本　克彦

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

4単位

講義

G1

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 商業簿記の基礎的な考え方の学修、計算実践を通して、日商簿記検定３級合格を目指します。

授業の目的及び概要
この授業では、簿記の基本的資格と位置づけられている『日本商工会議所 簿記検定試験３級』に合格するための知識と計算能力に加え、同検定２級
の基礎を身につけてもらうことを目的としています。授業で取り扱う商業簿記を要約すると「商業を営む企業（株式会社）を対象として、当該企業におい
て日々行われる経済活動を二面的（複式）に把握し、継続的に記録・計算・整理する一連のシステム（複式簿記システム）」のことです。簿記・会計の初
学者を対象として商業簿記の基礎から中級程度までの内容を扱います。

学修の到達目標
この授業では、簿記初学者を対象として基本的な簿記の知識と計算能力の修得を目指します。漠然と学修するのではなく本授業とエクステンションセン
ターで開講される「会計職基礎講座」等を通じて日商簿記検定試験で３級に合格することを具体的な目標とします。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
－

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
小テスト等は採点の上で返却します。授業で説明した内容の問いかけや疑問点の質問に回答します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

簿記は、自学自習が基本です。とにかく繰り返し問題を解くことが肝要です。また欠席は簿記を理解不能にする原因になります。学修上の疑問など小さ
なことでも「まあいいか」と済まさずに相談に来てください。将来に備えてどんどん日商簿記検定試験に挑戦しましょう。本授業でさらに興味が湧けば秋
学期に「中級簿記」「工業簿記」を履修して２級、さらに次年度には「上級簿記」「原価計算」を履修して１級にもチャレンジしてください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

600

20020０

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

①TAC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。
②TAC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。

参考書

必要に応じて指示します。

①9784813299059
②9784813299080ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンスと簿記を学ぶことの意義についてお話しします。株式会社に
ついて、説明します　テーマ1 　簿記の基礎（「合格テキスト日商簿記３
級」「合格トレーニング日商簿記３級」）

事前学修は、会計職基礎講座を受講するなどして該当箇
所を理解しておくようにしてください（１時間半程度）。
事後学修は、「合格トレーニング日商簿記３級」等を使用し
て、次回の授業始めに実施する復習問題を解けるように
該当箇所の問題演習をしておいてください（２時間半程
度）。

4時間

第2回 テーマ2　 日常の手続き　仕訳・転記（「合格テキスト日商簿記３級」「合
格トレーニング日商簿記３級」）

事前学修は、会計職基礎講座を受講するなどして該当箇
所を理解しておくようにしてください（１時間半程度）。
事後学修は、「合格トレーニング日商簿記３級」等を使用し
て、次回の授業始めに実施する復習問題を解けるように
該当箇所の問題演習をしておいてください（2時間半程
度）。

4時間

第3回 テーマ2 　日常の手続きー仕訳・転記・試算表（「合格テキスト日商簿記
３級」「合格トレーニング日商簿記３級」）

事前学修は、会計職基礎講座を受講するなどして該当箇
所を理解しておくようにしてください（１時間半程度）。
事後学修は、「合格トレーニング日商簿記３級」等を使用し
て、次回の授業始めに実施する復習問題を解けるように
該当箇所の問題演習をしておいてください（2時間半程
度）。

4時間

第4回 テーマ3　 商品売買ー売買時の処理（「合格テキスト日商簿記３級」「合
格トレーニング日商簿記３級」）

事前学修は、会計職基礎講座をを受講するなどして該当
箇所を理解しておくようにしてください（１時間半程度）。
事後学修は、「合格トレーニング日商簿記３級」等を使用し
て、次回の授業始めに実施する復習問題を解けるように
該当箇所の問題演習をしておいてください（2時間半程度）

4時間
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第5回 テーマ4 　商品売買ー仕入帳・商品有高帳・売上帳（「合格テキスト日商
簿記３級」「合格トレーニング日商簿記３級」）

事前学修は、会計職基礎講座をを受講するなどして該当
箇所を理解しておくようにしてください（１時間半程度）。
事後学修は、「合格トレーニング日商簿記３級」等を使用し
て、次回の授業始めに実施する復習問題を解けるように
該当箇所の問題演習をしておいてください（2時間半程
度）。

4時間

第6回 テーマ5 　現金・預金、テーマ6 　小口現金（「合格テキスト日商簿記３
級」「合格トレーニング日商簿記３級」）

事前学修は、会計職基礎講座をを受講するなどして該当
箇所を理解しておくようにしてください（１時間半程度）。
事後学修は、「合格トレーニング日商簿記３級」等を使用し
て、次回の授業始めに実施する復習問題を解けるように
該当箇所の問題演習をしておいてください（2時間半程
度）。

4時間

第7回 第１回から第６回の振り返り（「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレー
ニング日商簿記３級」）

事前学修は、会計職基礎講座をを受講するなどして該当
箇所を理解しておくようにしてください（１時間半程度）。
事後学修は、「合格トレーニング日商簿記３級」等を使用し
て、次回の授業始めに実施する復習問題を解けるように
該当箇所の問題演習をしておいてください（2時間半程
度）。

4時間

第8回 テーマ7 　クレジット売掛金、テーマ8 　手形取引（「合格テキスト日商簿
記３級」「合格トレーニング日商簿記３級」）

事前学修は、会計職基礎講座をを受講するなどして該当
箇所を理解しておくようにしてください（１時間半程度）。
事後学修は、「合格トレーニング日商簿記３級」等を使用し
て、次回の授業始めに実施する復習問題を解けるように
該当箇所の問題演習をしておいてください（2時間半程
度）。

4時間

第9回 テーマ10 　電子記録債権・債務　、テーマ11 　その他の取引（「合格テ
キスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記３級」）

事前学修は、会計職基礎講座をを受講するなどして該当
箇所を理解しておくようにしてください（１時間半程度）。
事後学修は、「合格トレーニング日商簿記３級」等を使用し
て、次回の授業始めに実施する復習問題を解けるように
該当箇所の問題演習をしておいてください（2時間半程
度）。

4時間

第10回 テーマ12 　その他の取引、テーマ13 　その他の取引、　テーマ14 　訂
正仕訳（「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記３
級」）

事前学修は、会計職基礎講座をを受講するなどして該当
箇所を理解しておくようにしてください（１時間半程度）。
事後学修は、「合格トレーニング日商簿記３級」等を使用し
て、次回の授業始めに実施する復習問題を解けるように
該当箇所の問題演習をしておいてください（2時間半程
度）。

4時間

第11回 テーマ15　 試算表その１（「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニン
グ日商簿記３級」）

事前学修は、会計職基礎講座をを受講するなどして該当
箇所を理解しておくようにしてください（１時間半程度）。
事後学修は、「合格トレーニング日商簿記３級」等を使用し
て、次回の授業始めに実施する復習問題を解けるように
該当箇所の問題演習をしておいてください（2時間半程
度）。
事前学修：「合格テキスト日商簿記３級テーマ11」を事前に
読み、設例問題を解いておくこと（2時間）。
事後学修：授業後にテキストの該当箇所を読んで復習して
おくこと。また、間違えたトレーニングの問題をもう一度解く
こと（2時間）

4時間

第12回 テーマ15 　試算表その２（「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニン
グ日商簿記３級」）

事前学修は、会計職基礎講座をを受講するなどして該当
箇所を理解しておくようにしてください（１時間半程度）。
事後学修は、「合格トレーニング日商簿記３級」等を使用し
て、次回の授業始めに実施する復習問題を解けるように
該当箇所の問題演習をしておいてください（2時間半程
度）。
事

4時間

第13回 テーマ17 決算整理I(現金過不足)　、テーマ18 決算整理II(貯蔵品・当座
借越)、　テーマ19 決算整理III(売上原価)、　テーマ20 決算整理IV(貸倒
れ)、テーマ21 決算整理V(減価償却)、テーマ22 決算整理VI(経過勘定
項目)（「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記３級」）

事前学修は、会計職基礎講座をを受講するなどして該当
箇所を理解しておくようにしてください（１時間半程度）。
事後学修は、「合格トレーニング日商簿記３級」等を使用し
て、次回の授業始めに実施する復習問題を解けるように
該当箇所の問題演習をしておいてください（2時間半程
度）。

4時間

第14回 テーマ24　 精算表（「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日
商簿記３級」）

事前学修は、会計職基礎講座をを受講するなどして該当
箇所を理解しておくようにしてください（１時間半程度）。
事後学修は、「合格トレーニング日商簿記３級」等を使用し
て、次回の授業始めに実施する復習問題を解けるように
該当箇所の問題演習をしておいてください（2時間半程
度）。

4時間

第15回 テーマ24 精算表（「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商
簿記３級」）

事前学修は、会計職基礎講座をを受講するなどして該当
箇所を理解しておくようにしてください（１時間半程度）。
事後学修は、「合格トレーニング日商簿記３級」等を使用し
て、次回の授業始めに実施する復習問題を解けるように
該当箇所の問題演習をしておいてください（2時間半程
度）。

4時間

第16回 テーマ25 帳簿の締め切り(英米式決算)テーマ26 損益計算書と貸借対
照表（「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記３級」）

事前学修は、会計職基礎講座をを受講するなどして該当
箇所を理解しておくようにしてください（１時間半程度）。
事後学修は、「合格トレーニング日商簿記３級」等を使用し
て、次回の授業始めに実施する復習問題を解けるように
該当箇所の問題演習をしておいてください（2時間半程
度）。

4時間

第17回 テーマ27 株式の発行　テーマ28 剰余金の配当と処分　テーマ29 税金
（「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記３級」）

事前学修は、会計職基礎講座をを受講するなどして該当
箇所を理解しておくようにしてください（１時間半程度）。
事後学修は、「合格トレーニング日商簿記３級」等を使用し
て、次回の授業始めに実施する復習問題を解けるように
該当箇所の問題演習をしておいてください（2時間半程
度）。

4時間

第18回 テーマ30　 証ひょうと伝票（「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニ
ング日商簿記３級」）

事前学修は、会計職基礎講座をを受講するなどして該当
箇所を理解しておくようにしてください（１時間半程度）。
事後学修は、「合格トレーニング日商簿記３級」等を使用し
て、次回の授業始めに実施する復習問題を解けるように
該当箇所の問題演習をしておいてください（2時間半程
度）。

4時間

第19回 日商簿記3級の仕訳の総復習を行います。 事前学修は、会計職基礎講座をを受講するなどして該当
箇所を理解しておくようにしてください（１時間半程度）。
事後学修は、「合格トレーニング日商簿記３級」等を使用し
て、次回の授業始めに実施する復習問題を解けるように
該当箇所の問題演習をしておいてください（2時間半程
度）。
「

4時間

第20回 日商簿記検定3級の範囲を対象に、中間試験を実施します。 事前学修は、中間試験に向けて復習しておくようにしてく
ださい（2時間半程度）。
事後学修は、配布レジュメ等を使用して、次回の授業始め
に実施する復習問題を解けるように該当箇所の問題演習
をしておいてください（2時間半程度）。

5時間

第21回 テーマ02 商品売買（日商簿記2級用配布プリント） 事前学修は、「日商簿記2級」の該当箇所(プリント）を理解
しておくようにしてください（１時間半程度）。
事後学修は、「日商簿記2級プリント問題」等を使用して、
次回の授業始めに実施する復習問題を解けるように該当
箇所の問題演習をしておいてください（2時間半程度）。

4時間
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第22回 テーマ03 現金および預金（日商簿記2級用配布プリント） 事前学修は、「日商簿記2級」の該当箇所(プリント）を理解
しておくようにしてください（１時間半程度）。
事後学修は、「日商簿記2級プリント問題」等を使用して、
次回の授業始めに実施する復習問題を解けるように該当
箇所の問題演習をしておいてください（2時間半程度）。

4時間

第23回 テーマ04 債権・債務（日商簿記2級用配布プリント） 事前学修は、「日商簿記2級」の該当箇所(プリント）を理解
しておくようにしてください（１時間半程度）。
事後学修は、「日商簿記2級プリント問題」等を使用して、
次回の授業始めに実施する復習問題を解けるように該当
箇所の問題演習をしておいてください（2時間半程度）。

4時間

第24回 テーマ05 有価証券（日商簿記2級用配布プリント） 事前学修は、「日商簿記2級」の該当箇所(プリント）を理解
しておくようにしてください（１時間半程度）。
事後学修は、「日商簿記2級プリント問題」等を使用して、
次回の授業始めに実施する復習問題を解けるように該当
箇所の問題演習をしておいてください（2時間半程度）。

4時間

第25回 総合問題および特殊問題を使用して、日商簿記検定3級の範囲の総復
習をします。

事前学修は、これまで学修した日商簿記３級の範囲を復
習しておくようにしてください（１時間半程度）。
事後学修は、「合格トレーニング日商簿記３級」の問題を
使用して演習をしておいてください（２時間半程度）。

4時間

第26回 総合問題および特殊問題を使用して、日商簿記検定3級の範囲の総復
習をします。

事前学修は、これまで学修した日商簿記３級の範囲を復
習しておくようにしてください（１時間半程度）。
事後学修は、「合格トレーニング日商簿記３級」の問題を
使用して演習をしておいてください（２時間半程度）。

4時間

第27回 総合問題を使用して、日商簿記検定3級の範囲の総復習をします。 事前学修は、これまで学修した日商簿記３級の範囲を復
習しておくようにしてください（１時間半程度）。
事後学修は、授業で使用した問題を使用して演習をしてお
いてください（２時間半程度）。

4時間

第28回 総合問題を使用して、日商簿記検定3級の範囲の総復習をします。 事前学修は、これまで学修した日商簿記３級の範囲を復
習しておくようにしてください（１時間半程度）。
事後学修は、授業で使用した問題を使用して演習をしてお
いてください（２時間半程度）。

4時間

第29回 特殊な問題を使用して、日商簿記検定3級の範囲の総復習をします。 事前学修は、これまで学修した日商簿記３級の範囲を復
習しておくようにしてください（１時間半程度）。
事後学修は、授業で使用した問題を使用して演習をしてお
いてください（２時間半程度）。

4時間

第30回 日商簿記検定３級の範囲を対象に、まとめ・総括を行います。 事前学修は、これまで学修した日商簿記３級の範囲を復
習しておくようにしてください（１時間半程度）。
事後学修は、この授業で扱った全範囲について、自身の
特に不得意分野について身につくよう復習してください（２
時間半程度）。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 初級簿記　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234岡野　彩可

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

4単位

講義

G1

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 商業簿記の基礎的な考え方の学習、計算実践。 日商簿記検定3級の合格を目指します。

授業の目的及び概要
「会社が日々の営業活動を行った結果、どれだけの儲けが出たかを計算し、またどれだけの財産や借金があるのかを把握するために、一定の規則に
従って会社の活動を記録する方法」である簿記の基礎を学修します。本授業では、簿記の基礎的資格と考えられている「日本商工会議所　簿記検定試
験3級」に合格するための知識と計算能力に加え、同検定2級の基礎を身につけていただきます。

学修の到達目標
日本商工会議所簿記検定試験3級の合格

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
ー

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
中間試験は採点した上で返却します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

本科目の担当教員は、税理士の資格を持ち、税理士事務所にて税務に関わる業務に従事してきた。本科目では、これらの実務経験を活かした授業を
行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

資格取得を目標とした授業です。
　自身のスキルアップに繋がりますが、授業時間以外での復習が必須となります。とにかく繰り返し問題を解くことが肝要です。
　学修上の疑問など小さなことでも「まあいいか」と済まさずにすぐに相談してください。

　将来に備えてどんどん日商簿記検定試験に挑戦してください。本授業でさらに興味がわけば翌学期以降「中級簿記」「工業簿記」を履修して２級、さら
に次年度には「上級簿記」「原価計算」を履修して１級にもチャレンジしてください。欠席・遅刻・早退について特段の事情(就職活動、クラブ活動など)があ
る場合には必ず事前に相談してください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

400

150540

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

①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　
②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

参考書

①9784813299059
②9784813299080ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス
簿記の基礎

「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記
３級」　該当箇所
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第2回 日常の手続き 「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記
３級」　該当箇所
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第3回 日常の手続き／商品売買 「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記
３級」　該当箇所
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間
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第4回 商品売買 「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記
３級」　該当箇所
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第5回 商品売買 「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記
３級」　該当箇所
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第6回 現金・預金 「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記
３級」　該当箇所
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第7回 小口現金、クレジット売掛金 「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記
３級」　該当箇所
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第8回 手形取引、電子記録債券債務 「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記
３級」　該当箇所
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第9回 さまざまな帳簿の関係 「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記
３級」　該当箇所
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第10回 借入金、貸付金 「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記
３級」　該当箇所
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第11回 有形固定資産、未収入金、未払金、仮払金、仮受金 「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記
３級」　該当箇所
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第12回 給与、訂正仕訳 「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記
３級」　該当箇所
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第13回 試算表 「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記
３級」　該当箇所
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第14回 試算表 「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記
３級」　該当箇所
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第15回 中間試験のための復習 中間試験に向けて、今までの学習範囲を復習しましょう。 4時間

第16回 中間試験 中間試験に向けて、今までの学習範囲を復習しましょう。 4時間

第17回 現金過不足 「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記
３級」　該当箇所
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第18回 貯蔵品、当座借越、売上原価 「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記
３級」　該当箇所
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第19回 貸倒、減価償却 「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記
３級」　該当箇所
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間
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第20回 減価償却、経過勘定 「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記
３級」　該当箇所
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第21回 経過勘定項目 「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記
３級」　該当箇所
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第22回 決算整理後残高試算表 「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記
３級」　該当箇所
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第23回 精算表 「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記
３級」　該当箇所
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第24回 帳簿の締め切り 「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記
３級」　該当箇所
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第25回 損益計算書と貸借対照表 「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記
３級」　該当箇所
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第26回 株式の発行、剰余金の配当と処分 「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記
３級」　該当箇所
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第27回 税金 「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記
３級」　該当箇所
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第28回 証ひょうと伝票 「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記
３級」　該当箇所
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第29回 演習 学期末試験に向けて、今までの範囲を復習しましょう。 4時間

第30回 演習 学期末試験に向けて、今までの範囲を復習しましょう。 4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 初級簿記　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234藤原　大花

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

4単位

講義

G1

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 商業簿記の初級論点の学修、計算実践。

授業の目的及び概要
この授業は、ビジネスの「言語」といわれる、会計の基礎となる簿記を修得するために開設されるものであり、企業の経理事務や経理関連書類の読み取
りができ、取引先企業の経営状況を数字から理解できるようになることが目的である。簿記の初学者を対象に商業簿記の基本的な考え方とその計算実
践を学修する。勘定や仕訳といった複式簿記の基礎と簡易な期中取引の会計処理、決算手続きが行えるようになることを目標とする。この授業を履修
することによって、「日本商工会議所簿記検定3級」程度の簿記技能を修得することができる。

学修の到達目標
・取引を理解し、仕訳を起票できる。
・財務諸表を作成することができる。
・日商簿記検定３級レベルの簿記の知識を修得する。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
ー

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
小テストや中間試験は講義内で解説いたします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

初級簿記は会計専門職はもちろんのこと、企業の経理担当といった会計に関する仕事を目指す方には必須の知識です。また、初級簿記で扱う内容は
ビジネスに関わる人すべてに関わる重要な知識・技能・考え方になります。
【履修にあたっての注意】
・簿記の知識・技能は自主学習なしでは身に付けることは困難です。毎日復習を怠らないようにしてください。
・6月の日商簿記検定3級の合格を目指して講義を進めます。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

600

40000

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

① 合格テキスト 日商簿記3級（ver13.0），TAC簿記講座，TAC出版
② 合格トレーニング 日商簿記3級（ver13.0），TAC簿記講座，TAC出版

参考書

① 9784813299059
② 9784813299080ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ・ガイダンス
・簿記の基礎

テキスト及び問題集を使用し、繰り返し復習すること。
【範囲】
「合格テキスト日商簿記3級」「合格トレーニング日商簿記3
級」　テーマ01

4時間

第2回 ・日常の手続き
・商品売買Ⅰ

テキスト及び問題集を使用し、繰り返し復習すること。
【範囲】
「合格テキスト日商簿記3級」「合格トレーニング日商簿記3
級」　テーマ02、03

4時間

第3回 ・商品売買Ⅱ
・現金・預金

テキスト及び問題集を使用し、繰り返し復習すること。
【範囲】
「合格テキスト日商簿記3級」「合格トレーニング日商簿記3
級」　テーマ04、05

4時間

第4回 ・小口現金
・クレジット売掛金

テキスト及び問題集を使用し、繰り返し復習すること。
【範囲】
「合格テキスト日商簿記3級」「合格トレーニング日商簿記3
級」　テーマ06、07

4時間

第5回 ・手形取引
・電子記録債権債務

テキスト及び問題集を使用し、繰り返し復習すること。
【範囲】
「合格テキスト日商簿記3級」「合格トレーニング日商簿記3
級」　テーマ08、09

4時間
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第6回 ・さまざまな帳簿の関係
・その他の取引Ⅰ

テキスト及び問題集を使用し、繰り返し復習すること。
【範囲】
「合格テキスト日商簿記3級」「合格トレーニング日商簿記3
級」　テーマ10、11

4時間

第7回 ・その他の取引Ⅱ
・その他の取引Ⅲ

テキスト及び問題集を使用し、繰り返し復習すること。
【範囲】
「合格テキスト日商簿記3級」「合格トレーニング日商簿記3
級」　テーマ12、13

4時間

第8回 ・訂正仕訳
・試算表

テキスト及び問題集を使用し、繰り返し復習すること。
【範囲】
「合格テキスト日商簿記3級」「合格トレーニング日商簿記3
級」　テーマ14、15

4時間

第9回 ・決算
・決算整理Ⅰ（現金過不足）

テキスト及び問題集を使用し、繰り返し復習すること。
【範囲】
「合格テキスト日商簿記3級」「合格トレーニング日商簿記3
級」　テーマ16、17

4時間

第10回 ・決算整理・Ⅱ（貯蔵品・当座貸越）
・決算整理・Ⅲ（売上原価）

テキスト及び問題集を使用し、繰り返し復習すること。
【範囲】
「合格テキスト日商簿記3級」「合格トレーニング日商簿記3
級」　テーマ18、19

4時間

第11回 ・決算整理・Ⅳ（貸倒れ）
・決算整理・Ⅴ（減価償却）

テキスト及び問題集を使用し、繰り返し復習すること。
【範囲】
「合格テキスト日商簿記3級」「合格トレーニング日商簿記3
級」　テーマ20、21

4時間

第12回 ・決算整理・Ⅵ（経過勘定項目）
・決算整理後残高試算表

テキスト及び問題集を使用し、繰り返し復習すること。
【範囲】
「合格テキスト日商簿記3級」「合格トレーニング日商簿記3
級」　テーマ22、23

4時間

第13回 ・精算表
・帳簿の締め切り（英米式決算）

テキスト及び問題集を使用し、繰り返し復習すること。
【範囲】
「合格テキスト日商簿記3級」「合格トレーニング日商簿記3
級」　テーマ24、25

4時間

第14回 ・損益計算書と貸借対照表
・株式の発行

テキスト及び問題集を使用し、繰り返し復習すること。
【範囲】
「合格テキスト日商簿記3級」「合格トレーニング日商簿記3
級」　テーマ26、27

4時間

第15回 ・剰余金の配当と処分
・税金

テキスト及び問題集を使用し、繰り返し復習すること。
【範囲】
「合格テキスト日商簿記3級」「合格トレーニング日商簿記3
級」　テーマ28、29

4時間

第16回 ・証憑と伝票
・問題演習（個別問題）

テキスト及び問題集を使用し、繰り返し復習すること。
【範囲】
「合格テキスト日商簿記3級」「合格トレーニング日商簿記3
級」　テーマ30

4時間

第17回 ・問題演習（個別問題） テキスト及び問題集を使用し、繰り返し復習すること。
【範囲】
・問題演習で扱った論点及び苦手な論点

4時間

第18回 ・問題演習（総合問題） テキスト及び問題集を使用し、繰り返し復習すること。
【範囲】
・問題演習で扱った論点及び苦手な論点

4時間

第19回 ・問題演習（総合問題） テキスト及び問題集を使用し、繰り返し復習すること。
【範囲】
・問題演習で扱った論点及び苦手な論点
・中間試験に備えて総復習すること

4時間

第20回 ・中間試験 中間試験でわからなかった論点及び迷った論点の復習を
行い、必ずできるようにすること

4時間

第21回 ・問題演習・振り返り（6月検定） 問題演習で間違った箇所をできるまで復習すること 4時間

第22回 ・問題演習（テーマ１～テーマ５） 問題演習で間違った箇所をできるまで復習すること 4時間

第23回 ・問題演習（テーマ６～テーマ１０） 問題演習で間違った箇所をできるまで復習すること 4時間

第24回 ・問題演習（テーマ１１～テーマ１５） 問題演習で間違った箇所をできるまで復習すること 4時間

第25回 ・問題演習（テーマ１６～テーマ２０） 問題演習で間違った箇所をできるまで復習すること 4時間

第26回 ・問題演習（テーマ２１～テーマ２５） 問題演習で間違った箇所をできるまで復習すること 4時間

第27回 ・問題演習（テーマ２６～テーマ３０） 問題演習で間違った箇所をできるまで復習すること 4時間

第28回 ・問題演習（総合問題） 問題演習で間違った箇所をできるまで復習すること 4時間

第29回 ・問題演習（総合問題） 問題演習で間違った箇所をできるまで復習すること 4時間

第30回 総括 定期試験に向けて全てのテーマをできるまで復習すること 4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 初級簿記　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234岡野　彩可

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

4単位

講義

G1

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 商業簿記の基礎的な考え方の学習、計算実践。 日商簿記検定3級の合格を目指します。

授業の目的及び概要
「会社が日々の営業活動を行った結果、どれだけの儲けが出たかを計算し、またどれだけの財産や借金があるのかを把握するために、一定の規則に
従って会社の活動を記録する方法」である簿記の基礎を学修します。本授業では、簿記の基礎的資格と考えられている「日本商工会議所　簿記検定試
験3級」に合格するための知識と計算能力に加え、同検定2級の基礎を身につけていただきます。

学修の到達目標
日本商工会議所簿記検定試験3級の合格

授業の方法
この科目は遠隔授業で行われます。詳細についてはLearning Portalを確認してください。

履修の条件・注意
ー

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
中間試験は採点した上で返却します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

本科目の担当教員は、税理士の資格を持ち、税理士事務所にて税務に関わる業務に従事してきた。本科目では、これらの実務経験を活かした授業を
行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

資格取得を目標とした授業です。
　自身のスキルアップに繋がりますが、授業時間以外での復習が必須となります。とにかく繰り返し問題を解くことが肝要です。
　学修上の疑問など小さなことでも「まあいいか」と済まさずにすぐに相談してください。

　将来に備えてどんどん日商簿記検定試験に挑戦してください。本授業でさらに興味がわけば翌学期以降「中級簿記」「工業簿記」を履修して２級、さら
に次年度には「上級簿記」「原価計算」を履修して１級にもチャレンジしてください。欠席・遅刻・早退について特段の事情(就職活動、クラブ活動など)があ
る場合には必ず事前に相談してください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

400

150540

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

①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　
②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

参考書

①9784813299059
②9784813299080ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス
簿記の基礎

「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記
３級」　該当箇所
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第2回 日常の手続き 「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記
３級」　該当箇所
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第3回 日常の手続き／商品売買 「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記
３級」　該当箇所
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間
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第4回 商品売買 「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記
３級」　該当箇所
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第5回 商品売買 「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記
３級」　該当箇所
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第6回 現金・預金 「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記
３級」　該当箇所
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第7回 小口現金、クレジット売掛金 「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記
３級」　該当箇所
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第8回 手形取引、電子記録債券債務 「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記
３級」　該当箇所
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第9回 さまざまな帳簿の関係 「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記
３級」　該当箇所
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第10回 借入金、貸付金 「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記
３級」　該当箇所
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第11回 有形固定資産、未収入金、未払金、仮払金、仮受金 「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記
３級」　該当箇所
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第12回 給与、訂正仕訳 「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記
３級」　該当箇所
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第13回 試算表 「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記
３級」　該当箇所
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第14回 試算表 「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記
３級」　該当箇所
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第15回 中間試験のための復習 中間試験に向けて、今までの学習範囲を復習しましょう。 4時間

第16回 中間試験 中間試験に向けて、今までの学習範囲を復習しましょう。 4時間

第17回 現金過不足 「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記
３級」　該当箇所
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第18回 貯蔵品、当座借越、売上原価 「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記
３級」　該当箇所
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第19回 貸倒、減価償却 「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記
３級」　該当箇所
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間
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第20回 減価償却、経過勘定 「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記
３級」　該当箇所
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第21回 経過勘定項目 「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記
３級」　該当箇所
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第22回 決算整理後残高試算表 「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記
３級」　該当箇所
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第23回 精算表 「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記
３級」　該当箇所
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第24回 帳簿の締め切り 「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記
３級」　該当箇所
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第25回 損益計算書と貸借対照表 「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記
３級」　該当箇所
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第26回 株式の発行、剰余金の配当と処分 「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記
３級」　該当箇所
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第27回 税金 「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記
３級」　該当箇所
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第28回 証ひょうと伝票 「合格テキスト日商簿記３級」「合格トレーニング日商簿記
３級」　該当箇所
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第29回 演習 学期末試験に向けて、今までの範囲を復習しましょう。 4時間

第30回 演習 学期末試験に向けて、今までの範囲を復習しましょう。 4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 中級簿記　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234岡野　彩可

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

4単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ ◇商業簿記の中級論点の学習、計算実践。 
◇日商簿記検定２級取得を目指します。

授業の目的及び概要
「初級簿記」で獲得した商業簿記の初級程度の知識を前提としてさらに発展的な論点を学修します。
具体的には、日本商工会議所 簿記検定試験２級「商業簿記」の合格点をとる程度の知識を身につけてもらいます。

学修の到達目標
株式会社における商業簿記について学修します。単に簿記の知識を習得するだけでなく、日商簿記検定試験２級に合格することを目標とします。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
ー

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
中間試験は採点した上で返却します。
（その他提出物は各自採点の上提出）

アクティブ・ラーニング
の取組み

PBL（課題解決型学習）

本科目の担当教員は、税理士の資格を持ち、税理士事務所にて税務に関わる業務に従事してきた。本科目では、これらの実務経験を活かした授業を
行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

◇「初級簿記」の単位を「秀」「優」「良」で取得した学生、あるいは日商簿記検定3級を取得済であることが強く推奨されます。「初級簿記」を「可」で取得し
た学生は、日商簿記検定3級を合格してから本科目を受講してください。

◇日商簿記検定２級は工業簿記からも出題されます。そのため、本科目の履修者は必ず秋学期に開講される「工業簿記」も履修してください。

◆資格取得を目標とした授業です。
　自身のスキルアップに繋がりますが、授業時間以外での復習が必須となります。とにかく繰り返し問題を解くことが肝要です。
　学修上の疑問など小さなことでも「まあいいか」と済まさずにすぐに相談してください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

400

150540

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

①よくわかる簿記シリーズ 合格テキスト 日商簿記2級商業簿記 Ver.16.0　TAC出版
②よくわかる簿記シリーズ 合格トレーニング 日商簿記2級商業簿記 Ver.16.0　TAC出版

参考書

①9784813299035
②9784813299066ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンスを行います。
簿記一巡の手続きについて学習します。（3級の復習）

「合格テキスト日商簿記2級」「合格トレーニング日商簿記2
級」　テーマ00
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第2回 損益計算書と貸借対照表について学習します。
商品売買について学習します。

「合格テキスト日商簿記2級」「合格トレーニング日商簿記2
級」　テーマ1～2
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間
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第3回 現金および預金について学習します。 「合格テキスト日商簿記2級」「合格トレーニング日商簿記2
級」　テーマ3
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第4回 債券・債務について学習します。 「合格テキスト日商簿記2級」「合格トレーニング日商簿記2
級」　テーマ4
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第5回 有価証券について学習します。 「合格テキスト日商簿記2級」「合格トレーニング日商簿記2
級」　テーマ5
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第6回 有形固定資産について学習します。（１） 「合格テキスト日商簿記2級」「合格トレーニング日商簿記2
級」　テーマ6
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第7回 有形固定資産について学習します。（２） 「合格テキスト日商簿記2級」「合格トレーニング日商簿記2
級」　テーマ7
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第8回 リース取引について学習します。 「合格テキスト日商簿記2級」「合格トレーニング日商簿記2
級」　テーマ8
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第9回 無形固定資産等と研究開発費について学習します。 「合格テキスト日商簿記2級」「合格トレーニング日商簿記2
級」　テーマ9
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第10回 引当金について学習します。 「合格テキスト日商簿記2級」「合格トレーニング日商簿記2
級」　テーマ10
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第11回 外貨換算会計について学習します。 「合格テキスト日商簿記2級」「合格トレーニング日商簿記2
級」　テーマ11
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第12回 税金について学習します。 「合格テキスト日商簿記2級」「合格トレーニング日商簿記2
級」　テーマ12
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第13回 株式の発行について学習します。 「合格テキスト日商簿記2級」「合格トレーニング日商簿記2
級」　テーマ13
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第14回 剰余金の配当と処分について学習します。 「合格テキスト日商簿記2級」「合格トレーニング日商簿記2
級」　テーマ14
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第15回 決算手続について学習します。 「合格テキスト日商簿記2級」「合格トレーニング日商簿記2
級」　テーマ15
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第16回 総合問題に取り組みます。 「合格テキスト日商簿記2級」「合格トレーニング日商簿記2
級」　テーマ全範囲
予習・復習ともに、自分の苦手箇所を探し、各自演習を
行ってください。

4時間

第17回 中間試験 これまでに授業で学習した範囲より出題 4時間

第18回 収益・費用の認識基準について学習します。 「合格テキスト日商簿記2級」「合格トレーニング日商簿記2
級」　テーマ16
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間
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第19回 課税所得の算定と税効果会計について学習します。 「合格テキスト日商簿記2級」「合格トレーニング日商簿記2
級」　テーマ17
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第20回 本支店会計について学習します。 「合格テキスト日商簿記2級」「合格トレーニング日商簿記2
級」　テーマ18
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第21回 合併と事業譲渡について学習します。 「合格テキスト日商簿記2級」「合格トレーニング日商簿記2
級」　テーマ19
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第22回 連結会計について学習します。（１） 「合格テキスト日商簿記2級」「合格トレーニング日商簿記2
級」　テーマ20
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第23回 連結会計について学習します。（２） 「合格テキスト日商簿記2級」「合格トレーニング日商簿記2
級」　テーマ21
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第24回 連結会計について学習します。（3） 「合格テキスト日商簿記2級」「合格トレーニング日商簿記2
級」　テーマ22
予習としてテキストに目を通しておいてください。わからな
い箇所があっても構いませんが、何が書いてあるのかを
理解するよう努めてください。復習として授業で学習した範
囲のトレーニングを完璧に解けるようにして、次回の講義
に臨んでください。

4時間

第25回 総合問題に取り組みます。 「合格テキスト日商簿記2級」「合格トレーニング日商簿記2
級」　テーマ全範囲
予習・復習ともに、自分の苦手箇所を探し、各自演習を
行ってください。

4時間

第26回 総合問題に取り組みます。 「合格テキスト日商簿記2級」「合格トレーニング日商簿記2
級」　テーマ全範囲
予習・復習ともに、自分の苦手箇所を探し、各自演習を
行ってください。

4時間

第27回 総合問題に取り組みます。 「合格テキスト日商簿記2級」「合格トレーニング日商簿記2
級」　テーマ全範囲
予習・復習ともに、自分の苦手箇所を探し、各自演習を
行ってください。

4時間

第28回 総合問題に取り組みます。 「合格テキスト日商簿記2級」「合格トレーニング日商簿記2
級」　テーマ全範囲
予習・復習ともに、自分の苦手箇所を探し、各自演習を
行ってください。

4時間

第29回 総合問題に取り組みます。 「合格テキスト日商簿記2級」「合格トレーニング日商簿記2
級」　テーマ全範囲
予習・復習ともに、自分の苦手箇所を探し、各自演習を
行ってください。

4時間

第30回 総括 授業で学習した全範囲の総括を行うので、今までの講義
内容を復習しておいてください。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 中級簿記　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234藤原　大花

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

4単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 商業簿記の中級論点の学習、計算実践。

授業の目的及び概要
この授業は、「初級簿記」もしくは「日本商工会議所簿記検定3級」程度の知識を前提に、株式会社の複式簿記について、発展的内容を理解することが
目的である。小規模企業・中規模企業及び連結企業における取引に関する適切な会計処理ができ、さらにこれら企業の財務諸表作成における基礎知
識を修得することを目標とし、この授業を履修することによって、商業簿記について「日本商工会議所簿記検定2級」程度の技能を修得することができ
る。

学修の到達目標
・株式会社の取引を理解し、仕訳を起票できる。
・連結財務諸表を作成することができる。
・日商簿記検定2級レベルの商業簿記の知識を修得する。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
ー

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
小テストや中間試験は講義内で解説いたします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

中級簿記は会計専門職はもちろんのこと、企業の経理担当といった会計に関する仕事を目指す方には必要な知識です。
【履修にあたっての注意】
中級簿記は日商簿記検定試験２級の範囲を対象としています。そのため、この科目を履修する前に初級簿記の単位を取得していること、又は、日商簿
記検定試験３級に合格していることが望ましいです（第1回の授業で実力確認テストを実施します）。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

600

40000

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

① 合格テキスト 日商簿記2級 商業簿記（ver16.0），TAC簿記講座，TAC出版
② 合格トレーニング 日商簿記2級 商業簿記（ver16.0），TAC簿記講座，TAC出版

参考書

―

① 9784813299035
② 9784813299066ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス
実力確認テスト

【事前学修】初級簿記の総復習（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第2回 簿記の一巡の手続き
財務諸表

【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第3回 商品売買
現金および預金

【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第4回 債権債務
有価証券

【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第5回 有形固定資産①
有形固定資産②（前半）

【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間
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第6回 有形固定資産②（後半）
リース取引

【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第7回 無形固定資産等と研究開発費
引当金

【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第8回 外貨換算会計
税金

【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第9回 税効果会計 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第10回 株式の発行
剰余金の配当と処分

【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第11回 決算手続
収益・費用の認識基準

【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第12回 本支店会計 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第13回 合併と事業譲渡
連結会計Ⅰ（資本連結）

【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第14回 連結会計Ⅰ（資本連結）
連結会計Ⅱ（資本連結）

【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第15回 連結会計Ⅱ（資本連結）
連結会計Ⅲ（成果連結）

【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第16回 連結会計Ⅳ（連結株主資本等変動計算書）
製造業会計

【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第17回 問題演習（個別問題） 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第18回 問題演習（総合問題） 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】中間試験に向けて総復習すること（2時間程
度）。

4時間

第19回 中間試験 中間試験で間違えたところを復習すること 4時間

第20回 問題演習Ⅰ（商品売買・現金預金・債権債務・有価証券） 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第21回 問題演習Ⅱ（有形固定資産・リース取引・無形固定資産・研究開発費） 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第22回 問題演習Ⅲ（引当金・外貨換算会計・税金・税効果会計） 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第23回 問題演習Ⅳ（株式の発行・剰余金の配当と処分・収益費用の認識） 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第24回 問題演習Ⅴ（総合問題（個別）） 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第25回 問題演習Ⅵ（本支店会計・合併と事業譲渡） 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第26回 問題演習Ⅶ（資本連結） 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第27回 問題演習Ⅷ（成果連結・連結株主資本等変動計算書） 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第28回 問題演習Ⅹ（総合問題（連結）） 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第29回 問題演習Ⅺ（総合問題） 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第30回 まとめ 定期試験に向けて復習をすること。 4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 工業簿記　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234島本　克彦

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

4単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 工業簿記・原価計算の学修

授業の目的及び概要
製造業における工業簿記および原価計算に関する知識と技能の基礎を習得することを目的とします。具体的には日商簿記２級（工業簿記）レベルの範
囲を習得することを目標にしています。

学修の到達目標
・授業で得た知識を使い工業簿記・原価計算に関する企業の経営活動を理解できるようになることです。
・日商簿記検定2級レベルの工業簿記・原価計算の技法が修得できるようになることです。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
－

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
小テストおよび授業テストは採点の上で返却します。授業で説明した内容の問いかけや疑問点の質問に回答します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

工業簿記は税理士、公認会計士や企業の経理担当といった会計に関する仕事を考えている方には必要な知識です。また、そうした職業を目指していな
い学生にとっても、工業簿記の知識をもつことで簡単なコスト計算ができるようになります。3級から2級へのステップアップは自主学習が必要なため少し
大変かもしれませんが、その分知識の新しい世界をのぞくことを可能にし,達成感があります。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

600

200200

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

毎回の授業で下記テキスト・問題集を使うので、必ず購入し、電卓(12桁）も持参してください。
①TAC株式会社編『よくわかる簿記シリーズ　合格テキスト　日商簿記2級工業簿記  Ver.9.1』TAC出版。
②TAC株式会社編『よくわかる簿記シリーズ　合格トレーニング　日商簿記2級工業簿記　Ver.9.1』TAC出版。
なお、適宜練習プリントを配布します。

参考書

プリントで補充しますので、参考書はいりません。

①9784813299042
②9784813299073ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス・テーマ1 工業簿記の基礎 事前学修：工業簿記についてテキストを事前に読み、設例
問題を解いておくこと（2時間）。
事後学修：授業後にテキストの該当箇所を読んで復習して
おくこと。また、間違えたトレーニングの問題をもう一度解く
こと（2時間）。

4時間

第2回 テーマ2 工業簿記の勘定連絡 事前学修：工業簿記の勘定連絡についてテキストを事前
に読み、設例問題を解いておくこと（2時間）。
事後学修：授業後にテキストの該当箇所を読んで復習して
おくこと。また、間違えたトレーニングの問題をもう一度解く
こと（2時間）。

4時間

第3回 テーマ3 ・４材料費(I)(II) 事前学修：材料費(I)(II)についてテキストを事前に読み、設
例問題を解いておくこと（2時間）。
事後学修：授業後にテキストの該当箇所を読んで復習して
おくこと。また、間違えたトレーニングの問題をもう一度解く
こと（2時間）。

4時間

第4回 テーマ5 労務費(I)
テーマ6 労務費(II)

事前学修：労務費(I)(II)についてテキストを事前に読み、設
例問題を解いておくこと（2時間）。
事後学修：授業後にテキストの該当箇所を読んで復習して
おくこと。また、間違えたトレーニングの問題をもう一度解く
こと（2時間）。

4時間
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第5回 テーマ7 経費
テーマ8 個別原価計算(I)

事前学修： 経費・ 個別原価計算(I)についてテキストを事
前に読み、設例問題を解いておくこと（2時間）。
事後学修：授業後にテキストの該当箇所を読んで復習して
おくこと。また、間違えたトレーニングの問題をもう一度解く
こと（2時間）。

4時間

第6回 テーマ9 個別原価計算(II)
テーマ10 部門別個別原価計算(I)テーマ11 部門別個別原価計算(II)

事前学修：  個別原価計算(II)・ 部門別個別原価計算(I)・ 
部門別個別原価計算(II)についてテキストを事前に読み、
設例問題を解いておくこと（2時間）。
事後学修：授業後にテキストの該当箇所を読んで復習して
おくこと。また、間違えたトレーニングの問題をもう一度解く
こと（2時間）

4時間

第7回 テーマ12 総合原価計算(I)・ 13総合原価計算(II) 事前学修： 総合原価計算(I)・ 13総合原価計算(II)について
テキストを事前に読み、設例問題を解いておくこと（2時
間）。
事後学修：授業後にテキストの該当箇所を読んで復習して
おくこと。また、間違えたトレーニングの問題をもう一度解く
こと（2時間）。

4時間

第8回 テーマ14 総合原価計算(III)仕損・減損 事前学修： 総合原価計算(III)仕損・減損についてテキスト
を事前に読み、設例問題を解いておくこと（2時間）。
事後学修：授業後にテキストの該当箇所を読んで復習して
おくこと。また、間違えたトレーニングの問題をもう一度解く
こと（2時間）。

4時間

第9回 テーマ15 総合原価計算(IV)工程別総合原価計算
テーマ16 総合原価計算(V)組別総合原価計算

事前学修： 総合原価計算(IV)工程別総合原価計算・組別
総合原価計算についてテキストを事前に読み、設例問題
を解いておくこと（2時間）。
事後学修：授業後にテキストの該当箇所を読んで復習して
おくこと。また、間違えたトレーニングの問題をもう一度解く
こと（2時間）。

4時間

第10回 テーマ16 総合原価計算(V)等級別総合原価計算 事前学修：  総合原価計算(V)等級別総合原価計算につい
てテキストを事前に読み、設例問題を解いておくこと（2時
間）。
事後学修：授業後にテキストの該当箇所を読んで復習して
おくこと。また、間違えたトレーニングの問題をもう一度解く
こと（2時間）。

4時間

第11回 テーマ17 財務諸表 事前学修： テーマ17 財務諸表についてテキストを事前に
読み、設例問題を解いておくこと（2時間）。
事後学修：授業後にテキストの該当箇所を読んで復習して
おくこと。また、間違えたトレーニングの問題をもう一度解く
こと（2時間）。

4時間

第12回 テーマ18 標準原価計算(I)
テーマ19 標準原価計算(II)

事前学修：標準原価計算(I) 標準原価計算(II)についてテ
キストを事前に読み、設例問題を解いておくこと（2時間）。
事後学修：授業後にテキストの該当箇所を読んで復習して
おくこと。また、間違えたトレーニングの問題をもう一度解く
こと（2時間）。

4時間

第13回 テーマ19 標準原価計算(II)続き 事前学修：標準原価計算(II)続きについてテキストを事前
に読み、設例問題を解いておくこと（2時間）。
事後学修：授業後にテキストの該当箇所を読んで復習して
おくこと。また、間違えたトレーニングの問題をもう一度解く
こと（2時間）。

4時間

第14回 テーマ20 直接原価計算(I) 事前学修：直接原価計算(I)についてテキストを事前に読
み、設例問題を解いておくこと（2時間）。
事後学修：授業後にテキストの該当箇所を読んで復習して
おくこと。また、間違えたトレーニングの問題をもう一度解く
こと（2時間）。

4.5時間

第15回 テーマ21 直接原価計算(II) 事前学修： 直接原価計算(II)ついてテキストを事前に読
み、設例問題を解いておくこと（2時間）。
事後学修：授業後にテキストの該当箇所を読んで復習して
おくこと。また、間違えたトレーニングの問題をもう一度解く
こと（2時間）。

4時間

第16回 テーマ22 本社工場会計 事前学修:：本社工場会計についてテキストを事前に読み、
設例問題を解いておくこと（2時間）。
事後学修：授業後にテキストの該当箇所を読んで復習して
おくこと。また、間違えたトレーニングの問題をもう一度解く
こと（2時間）。

4時間

第17回 振り返り・授業中テスト 事前学修：指示された授業中テストについてテキストを再
度事前に読み、設例問題を解いて準備しておくこと（2時
間）。
事後学修：授業後にテキストの該当箇所を読んで復習して
おくこと。また、間違えたトレーニングの問題をもう一度解く
こと（2時間）。

4時間

第18回 振り返りと応用：個別原価計算 事前学修：個別原価計算についてテキストを再度事前に
読み、設例問題を解いておくこと（2時間）。
事後学修：授業後にテキストの該当箇所を読んで復習して
おくこと。また、間違えたトレーニングの問題をもう一度解く
こと（2時間）。

4時間

第19回 振り返りと応用：個別原価計算・部門別 事前学修： 個別原価計算・部門別についてテキストを再度
事前に読み、設例問題を解いておくこと（2時間）。
事後学修：授業後にテキストの該当箇所を読んで復習して
おくこと。また、間違えたトレーニングの問題をもう一度解く
こと（2時間）。

4時間

第20回 振り返りと応用：総合原価計算・仕損・減損 事前学修： 総合原価計算・仕損・減損についてテキストを
再度事前に読み、設例問題を解いておくこと（2時間）。
事後学修：授業後にテキストの該当箇所を読んで復習して
おくこと。また、間違えたトレーニングの問題をもう一度解く
こと（2時間）。

5時間

第21回 振り返りと応用：工程別総合原価計算 事前学修：工程別総合原価計算についてテキストを再度
事前に読み、設例問題を解いておくこと（2時間）。
事後学修：授業テストの準備のためにテキストの該当箇所
を読んで復習しておくこと。また、間違えたトレーニングの
問題をもう一度解くこと（2時間）。

4時間

第22回 振り返りと応用：等級別総合原価計算 事前学修：等級別総合原価計算の問題について、テキスト
を再度事前に読み、設例問題を解いておくこと（2時間）。
事後学修：授業テスト後にテキストの該当箇所を読んで復
習しておくこと。また、間違えた類似問題をトレーニングで
もう一度解くこと（2時間）。

4時間

第23回 振り返りと応用：標準原価計算の特殊問題（その１） 事前学修：標準原価計算についてテキストを再度事前に
読み、設例問題を解いておくこと（2時間）。
事後学修：授業後にテキストの該当箇所を読んで復習して
おくこと。また、間違えたトレーニングの問題をもう一度解く
こと（2時間）。

4時間

第24回 振り返りと応用：標準原価計算の特殊問題（その2） 事前学修：標準原価計算についてテキストを再度事前に
読み、設例問題を解いておくこと（2時間）。
事後学修：授業後にテキストの該当箇所を読んで復習して
おくこと。また、間違えたトレーニングの問題をもう一度解く
こと（2時間）。

4時間
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第25回 振り返りと応用：直接原価計算の特殊問題（その１） 事前学修：直接原価計算についてテキストを再度事前に
読み、設例問題を解いておくこと（2時間）。
事後学修：授業後にテキストの該当箇所を読んで復習して
おくこと。また、間違えたトレーニングの問題をもう一度解く
こと（2時間）。

4時間

第26回 振り返りと応用：直接原価計算の特殊問題（その2） 事前学修：直接原価計算についてテキストを再度事前に
読み、設例問題を解いておくこと（2時間）。
事後学修：授業後にテキストの該当箇所を読んで復習して
おくこと。また、間違えたトレーニングの問題をもう一度解く
こと（2時間）。

4時間

第27回 振り返りと応用：工業簿記の総論問題―原価の意味・仕訳 事前学修：工業簿記の勘定連絡についてテキストを再度
事前に読み、設例問題を解いておくこと（2時間）。
事後学修：授業後にテキストの該当箇所を読んで復習して
おくこと。また、間違えたトレーニングの問題をもう一度解く
こと（2時間）。

4時間

第28回 振り返りと応用：第1回〜27回に関する特殊問題演習1 事前学修：工業簿記についてテキストの指示されたところ
を再度事前に読み、設例問題を解いておくこと（2時間）。
事後学修：授業後にテキストの該当箇所を読んで復習して
おくこと。また、間違えたトレーニングの問題をもう一度解く
こと（2時間）

4時間

第29回 振り返りと応用：第1回〜27回に関する特殊問題演習2と定期試験に向
けての連絡

事前学修：工業簿記についてテキストを全体にわたって再
度事前に読み、設例問題を解いておくこと（2時間）。
事後学修：授業後にテキストの該当箇所を読んで復習して
おくこと。また、期末試験に向けて間違えたトレーニングの
問題をもう一度解くこと（2時間）。

4時間

第30回 振り返りと応用：第1回〜27回に関する問題演習3 事前学修：工業簿記についてテキストの指示されたところ
を再度事前に読み、設例問題を解いておくこと（2時間）。
事後学修：授業後にテキストの該当箇所を読んで復習して
おくこと。また、間違えたトレーニングの問題をもう一度解く
こと（2時間）。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 工業簿記　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234藤原　大花

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

4単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 工業簿記の論点の学修、計算実践。

授業の目的及び概要
この授業は、製造業における製品原価等の計算方法ならびに記帳体系を学修するために開設されるものであり、原価計算・工業簿記の基礎から中級
程度を理解することが目的である。「初級簿記」の履修、もしくは「日本商工会議所簿記検定3級」程度の知識を前提に、個別原価計算、部門別原価計
算、総合原価計算、標準原価計算、直接原価計算の基本を学修する。この授業を履修することによって、工業簿記について「日本商工会議所簿記検定
2級」程度の技能を修得することができる。

学修の到達目標
・授業で得た知識を使い工業簿記・原価計算に関する企業の経営活動を理解できる。
・日商簿記検定2級レベルの工業簿記・原価計算の技法を修得し、使用できる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
小テストや中間試験は講義内で解説いたします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

工業簿記は会計専門職はもちろんのこと、企業の経理担当といった会計に関する仕事を目指す方には必要な知識です。
【履修にあたっての注意】
工業簿記は日商簿記検定試験２級の範囲を対象としています。そのため、この科目を履修する前に初級簿記の単位を取得していること、又は、日商簿
記検定試験３級に合格していることが望ましいです。
※初回の授業で実力確認テストを行います。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

0600

40000

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

① 合格テキスト 日商簿記2級 工業簿記（ver9.1），TAC簿記講座，TAC出版
② 合格トレーニング 日商簿記2級 工業簿記（ver9.1），TAC簿記講座，TAC出版

参考書

① 9784813299042
② 9784813299073ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス
実力確認テスト

【事前学修】初級簿記の範囲の総復習（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第2回 工業簿記の基礎
工業簿記の勘定連絡

【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第3回 材料費Ⅰ
材料費Ⅱ

【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第4回 労務費Ⅰ
労務費Ⅱ

【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第5回 経費 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間
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第6回 個別原価計算Ⅰ
個別原価計算Ⅱ

【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第7回 部門別個別原価計算Ⅰ
部門別個別原価計算Ⅱ

【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第8回 総合原価計算Ⅰ
総合原価計算Ⅱ

【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第9回 総合原価計算Ⅲ（仕損と減損） 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第10回 総合原価計算Ⅳ（工程別総合原価計算）
総合原価計算Ⅴ（組別総合原価計算）

【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第11回 総合原価計算Ⅵ（等級別総合原価計算） 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第12回 財務諸表 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第13回 標準原価計算Ⅰ
標準原価計算Ⅱ（前半）

【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第14回 標準原価計算Ⅱ（後半）
直接原価計算Ⅰ

【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第15回 直接原価計算Ⅱ 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第16回 本社工場会計 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第17回 問題演習（費目別計算・個別原価計算） 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第18回 問題演習（総合原価計算） 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第19回 中間試験 【事前学修】中間試験に備えて総復習しておくこと（2時間
程度）。
【事後学修】中間試験で間違った箇所をできるまで復習す
ること（2時間程度）。

4時間

第20回 問題演習Ⅰ（材料費・労務費・経費） 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第21回 問題演習Ⅱ（個別原価計算・部門別個別原価計算） 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第22回 問題演習Ⅲ（単純総合原価計算） 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第23回 問題演習Ⅳ（組別総合原価計算・工程別総合原価計算） 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第24回 問題演習Ⅴ（等級別総合原価計算・財務諸表） 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第25回 問題演習Ⅵ（標準原価計算） 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第26回 問題演習Ⅶ（標準原価計算） 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第27回 問題演習Ⅷ（直接原価計算） 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第28回 問題演習Ⅸ（直接原価計算） 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第29回 問題演習Ⅹ（本社工場会計） 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】問題集等を使用し、授業で扱った論点をでき
るまで復習する（2時間程度）。

4時間

第30回 まとめ 定期試験に向けて総復習すること（4時間程度）。 4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 上級簿記　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234藤原　大花

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G3

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 日商簿記検定1級レベルの商業簿記を学ぶ。

授業の目的及び概要
この授業は、「初級簿記」・「中級簿記」の履修等を通じて、中級程度の商業簿記について十分な学修を行っている学生を対象に開設されるものであり、
会計専門職を目指すための土台となる知識を養うことを目的とする。近年の会計制度の改革とそれに伴う会計基準の整備等により複雑化した会計処理
について、最新の法令・会計基準に基づいた詳細な会計処理を学修する。この授業を履修することによって、「日本商工会議所簿記検定1級（商業簿
記・会計学）」の基礎を修得することができる。

学修の到達目標
・日商簿記検定１級（商業簿記）等上級レベルの簿記の問題を解くことができる。
・企業の経済活動を分析して、なぜそのような会計処理を行うのか、考えることができる。
・自分が行った会計処理プロセスについて、説明することができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
「初級簿記」、「中級簿記」等の簿記科目および会計学関連の科目を履修し、日商簿記検定２級商業簿記以上の知識を確実に有していることが前提とな
ります。

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
毎回の小テストに関しては、次回授業中に解説及び講評を行い、返却する。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク

本科目の担当教員は、日本公認会計士協会の準会員であり、監査法人にて様々な監査業務に従事してきた。本科目では、これらの実務経験を活かし
た授業を行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

本授業は、今までの簿記のレベルと比較できないほど難易度が上がること、意識の高い受講生が集まることから、遅刻・欠席・途中退室には厳しく対処
する。また、取り扱う内容は日商簿記２級までの範囲を完璧に理解していなければ太刀打ちできないものであり、その知識を前提として授業を進めるの
で、受講生は必ず日商簿記２級までの知識を持ち合わせておくように。
簿記を理解することにより、企業の経理事務に必要な会計知識だけでなく、財務諸表を読む力、基礎的な経営管理や分析力が修得できる。日商簿記の
最高峰である１級の取得は就職活動に有利なステータスとなる。本科目受講生は是非１級取得にチャレンジしてほしい。

なお、本授業を履修するには日商簿記２級資格取得及び「中級簿記」の単位を取得していること。
※第1回目の講義で実力確認テストを実施します。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

0600

40000

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

・合格テキスト 日商簿記1級 商業簿記・会計学 (2) Ver.17.0 (よくわかる簿記シリーズ) ，TAC簿記検定講座，
2021年

参考書

①合格テキスト 日商簿記1級 商業簿記・会計学 (1) Ver.17.0 (よくわかる簿記シリーズ) ，TAC簿記検定講座，
2021年
②合格テキスト 日商簿記1級 商業簿記・会計学 (3) Ver.17.0 (よくわかる簿記シリーズ) ，TAC簿記検定講座，
2021年

・9784813298984

①9784813298977
②9784813298991

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ・オリエンテーション
・実力確認問題（中級簿記の範囲）

【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】テキストの授業で扱った箇所を再度読み、授
業での説明事項とともに復習しておくこと（2時間程度）。

4時間

第2回 テーマ１：税金・税効果会計 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】テキストの授業で扱った箇所を再度読み、各
自問題集等を使用し復習しておくこと（2時間程度）。

4時間

第3回 テーマ２：現金預金 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】テキストの授業で扱った箇所を再度読み、各
自問題集等を使用し復習しておくこと（2時間程度）。

4時間

第4回 テーマ３：金銭債権・貸倒引当金 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】テキストの授業で扱った箇所を再度読み、各
自問題集等を使用し復習しておくこと（2時間程度）。

4時間
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第5回 テーマ４：有価証券 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】テキストの授業で扱った箇所を再度読み、各
自問題集等を使用し復習しておくこと（2時間程度）。

4時間

第6回 テーマ５：外貨換算会計 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】テキストの授業で扱った箇所を再度読み、各
自問題集等を使用し復習しておくこと（2時間程度）。

4時間

第7回 テーマ７：有形固定資産① 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】テキストの授業で扱った箇所を再度読み、各
自問題集等を使用し復習しておくこと（2時間程度）。

4時間

第8回 第1回から第7回までの振り返り 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】テキストの授業で扱った箇所を再度読み、各
自問題集等を使用し復習しておくこと（2時間程度）。

4時間

第9回 中間試験 【事前学修】中間試験の範囲を復習し、試験の準備をして
おくこと（2時間程度）。
【事後学修】中間試験でできなかったところのテキストの箇
所を再度読み、授業での説明事項とともに復習しておくこ
と（2時間程度）。

4時間

第10回 テーマ７：有形固定資産② 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】テキストの授業で扱った箇所を再度読み、各
自問題集等を使用し復習しておくこと（2時間程度）。

4時間

第11回 テーマ８：リース取引 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】テキストの授業で扱った箇所を再度読み、各
自問題集等を使用し復習しておくこと（2時間程度）。

4時間

第12回 テーマ９：無形固定資産・投資その他の資産
テーマ１０：繰延資産・研究開発費

【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】テキストの授業で扱った箇所を再度読み、各
自問題集等を使用し復習しておくこと（2時間程度）。

4時間

第13回 テーマ１２：退職給付会計 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】テキストの授業で扱った箇所を再度読み、各
自問題集等を使用し復習しておくこと（2時間程度）。

4時間

第14回 テーマ１３：社債 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】テキストの授業で扱った箇所を再度読み、各
自問題集等を使用し復習しておくこと（2時間程度）。

4時間

第15回 まとめ 【予習】テキスト及び配布資料全てを事前に読んでおくこ
と。
【復習】テキスト及び配布資料を全て読み直し、各自の
持っている日商簿記検定問題集等の該当問題を間違うこ
とがないレベルまで解き、定期試験に備えること。

6時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 会計学（経営学部）／会計学Ⅰ（経済学部） 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234藤原　大花

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 会計学の基本的な知識とスキルを修得する。

授業の目的及び概要
この授業は、「会計学基礎」で学んだ、財務会計、管理会計、監査といった会計学の各領域における学修の基礎をさらに身につけることを目標としてい
る。会計とは企業活動を取引という形で把握し、一定のルールにしたがって貨幣単位に変換して測定・記録し、会計情報として情報利用者（代表的に
は、一般投資家・株主・債権者）に伝達する行為である。会計学という学問領域の全体像を理解し、経済社会、そして企業経営において果たされるべき
会計の役割について説明できるようになることを目指す。

学修の到達目標
・会計学の幅広い領域の知識とスキルを修得し、実務でも活用することができる。
・会計学という学問領域の全体像を理解し、経済社会および企業経営における会計の役割について説明できる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
確認テストについては、採点後に返却したうえで、解説と講評を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

本科目の担当教員は、日本公認会計士協会の準会員であり、監査法人にて様々な監査業務に従事してきた。本科目では、これらの実務経験を活かし
た授業を行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

・授業の【予習】と【復習】を怠らないようにしてください。
・事前に通知した授業回には電卓（12桁以上）を持参してください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

600

40000

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

・「（仮）会計学基礎テキスト」，島本克彦・片上孝洋・粂井淳子・引地夏奈子・藤原大花，創成社，2022年

参考書

・9784794415677
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス
実力確認テスト（会計学基礎の復習）

【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】テキストの授業で扱った箇所を再度読み、授
業での説明事項とともに復習しておくこと（2時間程度）。

4時間

第2回 財務会計Ⅰ 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】テキストの授業で扱った箇所を再度読み、授
業での説明事項とともに復習しておくこと（2時間程度）。

4時間

第3回 財務会計Ⅱ 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】テキストの授業で扱った箇所を再度読み、授
業での説明事項とともに復習しておくこと（2時間程度）。

4時間

第4回 連結会計 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】テキストの授業で扱った箇所を再度読み、授
業での説明事項とともに復習しておくこと（2時間程度）。

4時間

第5回 キャッシュフロー計算書 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】テキストの授業で扱った箇所を再度読み、授
業での説明事項とともに復習しておくこと（2時間程度）。

4時間
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第6回 中間試験Ⅰ 【事前学修】中間試験の範囲を復習し、試験の準備をして
おくこと（2時間程度）。
【事後学修】中間試験でできなかったところのテキストの箇
所を再度読み、授業での説明事項とともに復習しておくこ
と（2時間程度）。

4時間

第7回 管理会計・財務分析 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】テキストの授業で扱った箇所を再度読み、授
業での説明事項とともに復習しておくこと（2時間程度）。

4時間

第8回 財務分析（実際の財務諸表を使用） 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】テキストの授業で扱った箇所を再度読み、授
業での説明事項とともに復習しておくこと（2時間程度）。

4時間

第9回 ファイナンス理論 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】テキストの授業で扱った箇所を再度読み、授
業での説明事項とともに復習しておくこと（2時間程度）。

4時間

第10回 中間試験Ⅱ 【事前学修】中間試験の範囲を復習し、試験の準備をして
おくこと（2時間程度）。
【事後学修】中間試験でできなかったところのテキストの箇
所を再度読み、授業での説明事項とともに復習しておくこ
と（2時間程度）。

4時間

第11回 税務会計 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】テキストの授業で扱った箇所を再度読み、授
業での説明事項とともに復習しておくこと（2時間程度）。

4時間

第12回 会計監査Ⅰ 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】テキストの授業で扱った箇所を再度読み、授
業での説明事項とともに復習しておくこと（2時間程度）。

4時間

第13回 会計監査Ⅱ 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】テキストの授業で扱った箇所を再度読み、授
業での説明事項とともに復習しておくこと（2時間程度）。

4時間

第14回 国際会計 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】テキストの授業で扱った箇所を再度読み、授
業での説明事項とともに復習しておくこと（2時間程度）。

4時間

第15回 まとめ 【事前学修】テキストの全頁を再度読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】テキストの授業で扱ったまとめの事項を、授業
での説明事項とともに復習しておくこと（2時間程度）。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 会計学（経営学部）／会計学Ⅰ（経済学部） 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234藤原　大花

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 会計学の基本的な知識とスキルを修得する。

授業の目的及び概要
この授業は、「会計学基礎」で学んだ、財務会計、管理会計、監査といった会計学の各領域における学修の基礎をさらに身につけることを目標としてい
る。会計とは企業活動を取引という形で把握し、一定のルールにしたがって貨幣単位に変換して測定・記録し、会計情報として情報利用者（代表的に
は、一般投資家・株主・債権者）に伝達する行為である。会計学という学問領域の全体像を理解し、経済社会、そして企業経営において果たされるべき
会計の役割について説明できるようになることを目指す。

学修の到達目標
・会計学の幅広い領域の知識とスキルを修得し、実務でも活用することができる。
・会計学という学問領域の全体像を理解し、経済社会および企業経営における会計の役割について説明できる。

授業の方法
この科目は遠隔授業で行われます。詳細についてはLearning Portalを確認してください。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
確認テストについては、採点後に返却したうえで、解説と講評を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

本科目の担当教員は、日本公認会計士協会の準会員であり、監査法人にて様々な監査業務に従事してきた。本科目では、これらの実務経験を活かし
た授業を行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

・授業の【予習】と【復習】を怠らないようにしてください。
・事前に通知した授業回には電卓（12桁以上）を持参してください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

600

40000

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

・「（仮）会計学基礎テキスト」，島本克彦・片上孝洋・粂井淳子・引地夏奈子・藤原大花，創成社，2022年

参考書

・9784794415677
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス
実力確認テスト（会計学基礎の復習）

【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】テキストの授業で扱った箇所を再度読み、授
業での説明事項とともに復習しておくこと（2時間程度）。

4時間

第2回 財務会計Ⅰ 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】テキストの授業で扱った箇所を再度読み、授
業での説明事項とともに復習しておくこと（2時間程度）。

4時間

第3回 財務会計Ⅱ 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】テキストの授業で扱った箇所を再度読み、授
業での説明事項とともに復習しておくこと（2時間程度）。

4時間

第4回 連結会計 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】テキストの授業で扱った箇所を再度読み、授
業での説明事項とともに復習しておくこと（2時間程度）。

4時間

第5回 キャッシュフロー計算書 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】テキストの授業で扱った箇所を再度読み、授
業での説明事項とともに復習しておくこと（2時間程度）。

4時間

－365－



第6回 中間試験Ⅰ 【事前学修】中間試験の範囲を復習し、試験の準備をして
おくこと（2時間程度）。
【事後学修】中間試験でできなかったところのテキストの箇
所を再度読み、授業での説明事項とともに復習しておくこ
と（2時間程度）。

4時間

第7回 管理会計・財務分析 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】テキストの授業で扱った箇所を再度読み、授
業での説明事項とともに復習しておくこと（2時間程度）。

4時間

第8回 財務分析（実際の財務諸表を使用） 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】テキストの授業で扱った箇所を再度読み、授
業での説明事項とともに復習しておくこと（2時間程度）。

4時間

第9回 ファイナンス理論 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】テキストの授業で扱った箇所を再度読み、授
業での説明事項とともに復習しておくこと（2時間程度）。

4時間

第10回 中間試験Ⅱ 【事前学修】中間試験の範囲を復習し、試験の準備をして
おくこと（2時間程度）。
【事後学修】中間試験でできなかったところのテキストの箇
所を再度読み、授業での説明事項とともに復習しておくこ
と（2時間程度）。

4時間

第11回 税務会計 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】テキストの授業で扱った箇所を再度読み、授
業での説明事項とともに復習しておくこと（2時間程度）。

4時間

第12回 会計監査Ⅰ 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】テキストの授業で扱った箇所を再度読み、授
業での説明事項とともに復習しておくこと（2時間程度）。

4時間

第13回 会計監査Ⅱ 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】テキストの授業で扱った箇所を再度読み、授
業での説明事項とともに復習しておくこと（2時間程度）。

4時間

第14回 国際会計 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】テキストの授業で扱った箇所を再度読み、授
業での説明事項とともに復習しておくこと（2時間程度）。

4時間

第15回 まとめ 【事前学修】テキストの全頁を再度読み、予習しておくこと
（2時間程度）。
【事後学修】テキストの授業で扱ったまとめの事項を、授業
での説明事項とともに復習しておくこと（2時間程度）。

4時間

－366－



実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 財務会計論（経営学部）／財務会計（経済学部） 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234藤原　大花

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G3

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 財務会計理論の学修

授業の目的及び概要
この授業は、簿記・会計の上級者を対象に開設されるものであり、会計専門職を目指すための土台となる知識を養うことが目的である。「初級簿記」・
「中級簿記」・「上級簿記」といった複式簿記による技術的側面の学修を中心としたものに対し、なぜそのような仕訳をするのかという会計処理の理論的
側面を学修するものである。この授業を履修することによって、会計学の基礎概念や会計基準の構造を理解することができ、税理士試験（財務諸表論）
や公認会計士試験（財務会計）の基礎を修得することができる。

学修の到達目標
主要な会計基準とその理論的問題や背景を理解し、説明することができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
中間試験等は採点の上で解説します。授業で説明した内容の問いかけや疑問点の質問に回答します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

本科目の担当教員は、日本公認会計士協会の準会員であり、監査法人にて様々な監査業務に従事してきた。本科目では、これらの実務経験を活かし
た授業を行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

この科目は、「上級簿記」を理論的に支える科目となります。税理士試験（財務諸表論）、公認会計士試験（財務会計）で出題される範囲全般を広く浅く
取り上げる予定です。したがって、これらの受験を考えている人は、必ず履修してください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

600

40000

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

・「財務会計の重要論点」，桜井 勝久，税務経理協会，2019年

参考書

・9784419066161
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 第1章　財務会計の機能と制度 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこ
と。
【事後学修】テキストの授業で扱った箇所を再度読み、授
業での説明事項とともに復習しておくこと 。

4時間

第2回 第2章　概念フレームワーク 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこ
と。
【事後学修】テキストの授業で扱った箇所を再度読み、授
業での説明事項とともに復習しておくこと 。

4時間

第3回 第3章　資産負債アプローチ・収益費用アプローチ 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこ
と。
【事後学修】テキストの授業で扱った箇所を再度読み、授
業での説明事項とともに復習しておくこと 。

4時間

第4回 第4章　資産・負債の評価基準 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこ
と。
【事後学修】テキストの授業で扱った箇所を再度読み、授
業での説明事項とともに復習しておくこと 。

4時間

第5回 第5章　財務諸表の体系 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこ
と。
【事後学修】テキストの授業で扱った箇所を再度読み、授
業での説明事項とともに復習しておくこと 。

4時間
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第6回 第6章　キャッシュ・フロー計算書 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこ
と。
【事後学修】テキストの授業で扱った箇所を再度読み、授
業での説明事項とともに復習しておくこと 。

4時間

第7回 第7章　有価証券の時価会計 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこ
と。
【事後学修】テキストの授業で扱った箇所を再度読み、授
業での説明事項とともに復習しておくこと 。

4時間

第8回 中間試験 【事前学修】中間試験の範囲を復習し、試験の準備をして
おくこと。
【事後学修】中間試験でできなかったところのテキストの箇
所を再度読み、授業での説明事項とともに復習しておくこ
と。

4時間

第9回 第8章　デリバティブとヘッジ会計 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこ
と。
【事後学修】テキストの授業で扱った箇所を再度読み、授
業での説明事項とともに復習しておくこと 。

4時間

第10回 第9章　売上高の認識と測定 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこ
と。
【事後学修】テキストの授業で扱った箇所を再度読み、授
業での説明事項とともに復習しておくこと 。

4時間

第11回 第10章　外貨建取引の換算 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこ
と。
【事後学修】テキストの授業で扱った箇所を再度読み、授
業での説明事項とともに復習しておくこと 。

4時間

第12回 第11章　棚卸資産と固定資産の期末評価 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこ
と。
【事後学修】テキストの授業で扱った箇所を再度読み、授
業での説明事項とともに復習しておくこと 。

4時間

第13回 第12章　退職給付の会計 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこ
と。
【事後学修】テキストの授業で扱った箇所を再度読み、授
業での説明事項とともに復習しておくこと 。

4時間

第14回 第13章　純資産の部の構成項目
第15章　税金費用と税効果会計

【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこ
と。
【事後学修】テキストの授業で扱った箇所を再度読み、授
業での説明事項とともに復習しておくこと 。

4時間

第15回 まとめ 【事前学修】テキストの該当箇所を読み、予習しておくこ
と。
【事後学修】テキストの授業で扱った箇所を再度読み、授
業での説明事項とともに復習しておくこと 。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 管理会計論（経営学部）／管理会計（経済学部） 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234引地　夏奈子

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G3

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 管理会計の基礎を学ぶ。

授業の目的及び概要
この授業は、会社内部における業績管理や意思決定を行うために利用される管理会計の基礎を理解し、将来意思決定を行う立場になったときに使いこ
なせるようになるための基礎知識を修得することが目的である。また、公認会計士試験の管理会計の試験に関係する知識の修得を目指す。
講義を行うにあたっては、会計学の基礎的な知識から学び、企業が行う活動がどのようにして会計情報に反映されるのかから学習する。簿記とは異な
り「会計情報を読み取る」ことを重視する。また、こうした会計情報が組織内部でどのように共有されていくのか、経営者がどのようにして管理者や従業
員に伝達するために利用されているのかについて、適宜動画も用いて解説する。

学修の到達目標
・管理会計と財務会計の違いを説明することができる。
・企業が公開している財務・会計情報を読み取ることができる。
・経営戦略やマーケティングといった企業行動が会計情報にどのように反映されているかについて理解することができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
小テストは採点した上で返却します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

管理会計は財務会計以上に幅広い知識が必要となります。会計関連科目はもちろんのこと、経営管理論、経営戦略論、マーケティング戦略論を履修し
ていなければ理解が難しいかもしれません。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

600

002020

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストは使用せず、レジュメを配布いたします。

参考書

1からの管理会計，國部 克彦, 大西 靖, 東田 明，中央経済社，2020年

なし

9784502331213

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 講義ガイダンス　
講義の概要と目標，本講義で学ぶ上で必要となる基本的な知識につい
て解説を行います。

【事前学習】資料は（できる限り）講義前に配布するので、
事前に講義内容を確認しておく。講義はケーススタディを
中心に進めるので、インターネットなどであらかじめ当該企
業について調べておくことが望ましい。
【事後学習】配布資料を読み直し、理解を深めておくこと。

4時間

第2回 経営戦略と会計数値の関係性・企業活動を整理する　
身近な企業の事例をもとに，企業がどのように顧客に働きかけ，その成
果がどのようになっているのかを経営戦略と会計数値をもとに考えてい
くことにします。

【事前学習】資料は（できる限り）講義前に配布するので、
事前に講義内容を確認しておく。講義はケーススタディを
中心に進めるので、インターネットなどであらかじめ当該企
業について調べておくことが望ましい。
【事後学習】配布資料を読み直し、理解を深めておくこと。

4時間

第3回 経営戦略論のフレームワーク：想いをカタチに　
前回の講義を前提にして，経営戦略論の基礎的なフレームワークにつ
いて学習します。

【事前学習】資料は（できる限り）講義前に配布するので、
事前に講義内容を確認しておく。講義はケーススタディを
中心に進めるので、インターネットなどであらかじめ当該企
業について調べておくことが望ましい。
【事後学習】配布資料を読み直し、理解を深めておくこと。

4時間

第4回 財務諸表の意味と役割　
企業活動の状況あるいは成果は貨幣的価値で表現されます。企業の
経営状態を測定する道具立てとしての簿記・会計の基本的な知識と財
務諸表の構造について学びます。

【事前学習】資料は（できる限り）講義前に配布するので、
事前に講義内容を確認しておく。講義はケーススタディを
中心に進めるので、インターネットなどであらかじめ当該企
業について調べておくことが望ましい。
【事後学習】配布資料を読み直し、理解を深めておくこと。

4時間
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第5回 戦略思考と会計思考：サイゼリヤを事例として①　
VTRを用いてファミレス業界で特異な経営戦略を持つサイゼリヤがどの
ような活動を行っているのかを学習し，経営戦略の特徴について理解
を深めます。

【事前学習】資料は（できる限り）講義前に配布するので、
事前に講義内容を確認しておく。講義はケーススタディを
中心に進めるので、インターネットなどであらかじめ当該企
業について調べておくことが望ましい。
【事後学習】配布資料を読み直し、理解を深めておくこと。

4時間

第6回 戦略思考と会計思考：サイゼリヤを事例として②　
グループディスカッションを通じて，サイゼリヤがどのようにして期待す
る業績を得ているのかについて理解を深めます。

【事前学習】資料は（できる限り）講義前に配布するので、
事前に講義内容を確認しておく。講義はケーススタディを
中心に進めるので、インターネットなどであらかじめ当該企
業について調べておくことが望ましい。
【事後学習】配布資料を読み直し、理解を深めておくこと。

4時間

第7回 経営目標とする財務指標Ⅰ：組織内部での目標の共有　
ROE（株主資本利益率）あるいはROA（総資産利益率）を用いて，企業
において組織成員がどのようにして目標を共有しているのかについて
学習します。

【事前学習】資料は（できる限り）講義前に配布するので、
事前に講義内容を確認しておく。講義はケーススタディを
中心に進めるので、インターネットなどであらかじめ当該企
業について調べておくことが望ましい。
【事後学習】配布資料を読み直し、理解を深めておくこと。

4時間

第8回 経営目標とする財務指標Ⅱ：カルビーの事例　
前回の講義で学習した知識を用いて，VTRを見ながらカルビーがどの
ような経営戦略を採り，その実現のためにどのようなことを行っている
のかについて理解を深めます。

【事前学習】資料は（できる限り）講義前に配布するので、
事前に講義内容を確認しておく。講義はケーススタディを
中心に進めるので、インターネットなどであらかじめ当該企
業について調べておくことが望ましい。
【事後学習】配布資料を読み直し、理解を深めておくこと。

4時間

第9回 設備投資意思決定計算：経営戦略を具体化する意思決定　
企業をより成長させるために必要で，長期的な意思決定（3-5年程度）
に関わる設備投資に関する意思決定計算について学習します。

【事前学習】資料は（できる限り）講義前に配布するので、
事前に講義内容を確認しておく。講義はケーススタディを
中心に進めるので、インターネットなどであらかじめ当該企
業について調べておくことが望ましい。
【事後学習】配布資料を読み直し、理解を深めておくこと。

4時間

第10回 損益分岐点分析：企業の短期利益計画の策定に有用な手法　
企業の短期的な意思決定（概ね1年以内）や利益計画を行う手法として
の損益分岐点分析について学習します。

【事前学習】資料は（できる限り）講義前に配布するので、
事前に講義内容を確認しておく。講義はケーススタディを
中心に進めるので、インターネットなどであらかじめ当該企
業について調べておくことが望ましい。
【事後学習】配布資料を読み直し、理解を深めておくこと。

4時間

第11回 テーマパークの事例に見る企業経営の実際①　
テーマパークのVTRをもとに，設備投資の重要性と短期利益計画に与
える影響について学習します。

【事前学習】資料は（できる限り）講義前に配布するので、
事前に講義内容を確認しておく。講義はケーススタディを
中心に進めるので、インターネットなどであらかじめ当該企
業について調べておくことが望ましい。
【事後学習】配布資料を読み直し、理解を深めておくこと。

4時間

第12回 テーマパークの事例に見る企業経営の実際②　
前回学習した内容を踏まえて，既存のテーマパークの経営戦略や業績
評価を行い，どのような経営を行うべきかについてグループディスカッ
ションを行います。

【事前学習】資料は（できる限り）講義前に配布するので、
事前に講義内容を確認しておく。講義はケーススタディを
中心に進めるので、インターネットなどであらかじめ当該企
業について調べておくことが望ましい。
【事後学習】配布資料を読み直し、理解を深めておくこと。

4時間

第13回 資金運用表を使って企業の資金繰りを見る　
企業活動は継続企業であることを前提として行われ，資金調達と資金
運用がなされることによって安定していきます。ここまで学習してきた知
識を用いて，企業活動が資金繰りにどのような影響を与えているのか
について学習します

【事前学習】資料は（できる限り）講義前に配布するので、
事前に講義内容を確認しておく。講義はケーススタディを
中心に進めるので、インターネットなどであらかじめ当該企
業について調べておくことが望ましい。
【事後学習】配布資料を読み直し、理解を深めておくこと。

4時間

第14回 資金調達の手段と資本コスト・日本企業の財務構造　
日本企業の財務戦略は，戦後から現在まで大きく変化してきました。そ
の歴史的変化を眺めながら，現代における企業の財務戦略はいかに
あるべきかを考えることにします。

【事前学習】資料は（できる限り）講義前に配布するので、
事前に講義内容を確認しておく。講義はケーススタディを
中心に進めるので、インターネットなどであらかじめ当該企
業について調べておくことが望ましい。
【事後学習】配布資料を読み直し、理解を深めておくこと。

4時間

第15回 まとめ 【事前】今までの配布資料等を見直し、知識を確実なもの
にしておくこと。
【事後】定期試験に備えること。

6時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 原価計算論（経営学部）／原価計算（経済学部） 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234藤原　大花

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G3

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 原価計算の基礎理論及び計算手法を学ぶ。

授業の目的及び概要
この授業は、「工業簿記」の履修等を通じて、中級程度の工業簿記について十分な学修を行っている学生を対象に開設されるものであり、会計専門職を
目指すための土台となる知識を養うことを目的とする。「日本商工会議所簿記検定1級」の検定試験で出題される範囲のみではなく、2級の範囲に含まれ
る論点の復習や要点の整理を含めながら、原価計算の基礎知識を土台として、理論的に応用分野をも学修する。この授業を履修することによって、「日
本商工会議所簿記検定1級（工業簿記・原価計算）」の基礎を修得することができる。

学修の到達目標
・原価計算の基礎理論を理解し、説明できる。
・日商簿記検定１級レベルの原価計算の技法を修得し、使用できる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
中間試験等は採点の上で解説します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

本科目の担当教員は、日本公認会計士協会の準会員であり、監査法人にて様々な監査業務に従事してきた。本科目では、これらの実務経験を活かし
た授業を行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

原価計算は公認会計士や企業の経理担当といった会計に関する仕事に就くことを目標としている方には必要な知識です。また、原価計算の基礎理論
や計算手法を身に付けることにより、企業のコスト管理を実施できるようになります。
日商簿記の最高峰である１級の取得は就職活動に有利なステータスとなります。本科目受講生は、是非日商簿記１級取得にチャレンジしてください。
【履修にあたっての注意】
本授業は、工業簿記の上位科目として位置付けられることから、履修にあたっては工業簿記の単位を取得していること、又は、日商簿記２級に合格して
いることが望ましいです。また、内容は工業簿記よりかなり難しいものとなるため、日々の自学自習も怠らないようにしてください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

600

40000

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

・スタンダード原価計算，建部宏明 長居信義 山浦裕幸，同文館出版，2018年

参考書

・9784495206413
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ・ガイダンス
・原価計算の目的,原価,その種類としくみ

テキストの授業で扱った箇所を再度読み、授業での説明
事項とともに復習しておくこと。

4時間

第2回 ・費目別計算 テキストの授業で扱った箇所を再度読み、授業での説明
事項とともに復習しておくこと。

4時間

第3回 ・製造間接費と部門費計算 テキストの授業で扱った箇所を再度読み、授業での説明
事項とともに復習しておくこと。

4時間

第4回 ・個別原価計算 テキストの授業で扱った箇所を再度読み、授業での説明
事項とともに復習しておくこと。

4時間

第5回 ・単純総合原価計算 テキストの授業で扱った箇所を再度読み、授業での説明
事項とともに復習しておくこと。

4時間

第6回 ・中間試験 中間試験に向けて今までの範囲の復習を実施すること。 4時間

第7回 ・総合原価計算における仕損・減損の処理 テキストの授業で扱った箇所を再度読み、授業での説明
事項とともに復習しておくこと。

4時間

第8回 ・工程別総合原価計算
・組別総合原価計算

テキストの授業で扱った箇所を再度読み、授業での説明
事項とともに復習しておくこと。

4時間

第9回 ・等級別総合原価計算
・連産品原価計算

テキストの授業で扱った箇所を再度読み、授業での説明
事項とともに復習しておくこと。

4時間
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第10回 ・中間試験 中間試験に向けて今までの範囲の復習を実施すること。 4時間

第11回 ・標準原価計算① テキストの授業で扱った箇所を再度読み、授業での説明
事項とともに復習しておくこと。

4時間

第12回 ・標準原価計算② テキストの授業で扱った箇所を再度読み、授業での説明
事項とともに復習しておくこと。

4時間

第13回 ・直接原価計算 テキストの授業で扱った箇所を再度読み、授業での説明
事項とともに復習しておくこと。

4時間

第14回 ・ABC テキストの授業で扱った箇所を再度読み、授業での説明
事項とともに復習しておくこと。

4時間

第15回 ・まとめ テキストの授業で扱った箇所を再度読み、授業での説明
事項とともに復習しておくこと。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 税務会計Ⅰ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

34片上　孝洋

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G3

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 税務会計の基本項目を理解する。

授業の目的及び概要
この授業では、税務会計の初学者を対象に、法人の課税所得や法人税額を計算するための法人税法の基本項目について学修します。法人税法を体
系的に理解することを目的として、法人税法の基本的概念、考え方、仕組みについてわかりやすく解説します。講義で学んだ知識の修得度を確認する
小テストを実施します。

学修の到達目標
・法人税法の基本的概念、考え方、仕組みを理解し説明することができる。
・経理（税務）担当者として知っておくべき税務会計の基本項目を理解し処理することができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
小テストについては、採点後に返却したうえで、解説と講評を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

本科目の担当教員は、税理士の資格を持ち、豊富な業務経験を有する。本科目では、これらの実務経験を活かした授業を行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

・関連科目として「中級簿記」「上級簿記」「財務会計論」のうち、1科目以上の履修を推奨します。
・授業は、皆さん自身の十分な予習と復習を前提として進んでいきますので、授業の予習と復習を怠らないようにしてください。
・電卓を持ってきてください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

600

003010

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

全経 法人税法能力検定試験 公式テキスト３級／２級，ネットスクール株式会社，ネットスクール株式会社出
版本部，2021年

参考書

9784781003085
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 授業の概要及び到達目標、成績評価の方法等についてガイダンスを
行ったあと、法人税法の概要について学びます。

【予習】テキストの「Chapter1 法人税法の概要」〔Section1 
法人税法入門〕を事前に読んでおいてください。
【復習】テキストの「Chapter1 法人税法の概要」〔Section1 
法人税法入門〕を読み直し、講義で学んだ知識を確認して
ください。

4時間

第2回 納税義務者と課税所得等の範囲、事業年度と申告について学びます。 【予習】テキストの「Chapter1 法人税法の概要」〔Section2 
納税義務者と課税所得等の範囲、Section3 事業年度と申
告〕を事前に読んでおいてください。
【復習】テキストの「Chapter1 法人税法の概要」〔Section2 
納税義務者と課税所得等の範囲、Section3 事業年度と申
告〕を読み直し、講義で学んだ知識を確認してください。

4時間

第3回 各事業年度の所得の金額について学びます。 【予習】テキストの「Chapter2 課税標準」〔Section1 各事業
年度の所得の金額（1 課税標準、2 各事業年度の所得の
金額、3 益金の額、4 損金の額、5 公正妥当な会計処理の
基準、6 資本等取引 ）〕を事前に読んでおいてください。
【復習】テキストの「Chapter2 課税標準」〔Section1 各事業
年度の所得の金額（1 課税標準、2 各事業年度の所得の
金額、3 益金の額、4 損金の額、5 公正妥当な会計処理の
基準、6 資本等取引 ）〕を読み直し、講義で学んだ知識を
確認してください。

4時間
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第4回 所得計算と別表四について学びます。 【予習】テキストの「Chapter2 課税標準」〔Section1 各事業
年度の所得の金額（7 所得計算と別表四）〕を事前に読ん
でおいてください。
【復習】テキストの「Chapter2 課税標準」〔Section1 各事業
年度の所得の金額（7 所得計算と別表四）〕を読み直し、講
義で学んだ知識を確認してください。

4時間

第5回 税額計算について学びます。 【予習】テキストの「Chapter3 税額計算」〔Section1 法人税
額の計算（1 税率の区分）〕を事前に読んでおいてくださ
い。
【復習】テキストの「Chapter3 税額計算」〔Section1 法人税
額の計算（1 税率の区分）〕を読み直し、講義で学んだ知
識を確認してください。

4時間

第6回 税額計算と別表一について学びます。 【予習】テキストの「Chapter3 税額計算」〔Section1 法人税
額の計算（2 別表一のひな型）〕を事前に読んでおいてくだ
さい。
【復習】テキストの「Chapter3 税額計算」〔Section1 法人税
額の計算（2 別表一のひな型）〕を読み直し、講義で学んだ
知識を確認してください。

4時間

第7回 資産評価等について学びます。 【予習】テキストの「Chapter5 資産評価等」を事前に読んで
おいてください。
【復習】テキストの「Chapter5 資産評価等」を読み直し、講
義で学んだ知識を確認してください。

4時間

第8回 減価償却費の取扱い①について学びます。 【予習】テキストの「Chapter6 減価償却」〔Section1 減価償
却費の取扱い（1 減価償却資産の意義及び範囲、2 償却
費の取扱い、3 償却方法の選定等）〕を事前に読んでおい
てください。
【復習】テキストの「Chapter6 減価償却」〔Section1 減価償
却費の取扱い（1 減価償却資産の意義及び範囲、2 償却
費の取扱い、3 償却方法の選定等）〕を読み直し、講義で
学んだ知識を確認してください。

4時間

第9回 減価償却費の取扱い②について学びます。 【予習】テキストの「Chapter6 減価償却」〔Section1 減価償
却費の取扱い（4 償却限度額の計算、5 償却可能限度
額）〕を事前に読んでおいてください。
【復習】テキストの「Chapter6 減価償却」〔Section1 減価償
却費の取扱い（4 償却限度額の計算、5 償却可能限度
額）〕を読み直し、講義で学んだ知識を確認してください。

4時間

第10回 減価償却費の取扱い③について学びます。 【予習】テキストの「Chapter6 減価償却」〔Section1 減価償
却費の取扱い（6 減価償却資産の取得価額、7 償却費とし
て損金経理をした金額）〕を事前に読んでおいてください。
【復習】テキストの「Chapter6 減価償却」〔Section1 減価償
却費の取扱い（6 減価償却資産の取得価額、7 償却費とし
て損金経理をした金額）〕を読み直し、講義で学んだ知識
を確認してください。

4時間

第11回 繰延資産について学びます。 【予習】テキストの「Chapter7 繰延資産」を事前に読んでお
いてください。
【復習】テキストの「Chapter7 繰延資産」を読み直し、講義
で学んだ知識を確認してください。

4時間

第12回 損金不算入とされる租税公課、損金算入される租税公課、租税公課の
損金算入時期について学びます。

【予習】テキストの「Chapter8 租税公課」〔Section1 租税公
課（1 損金不算入とされる租税公課、2 損金算入される租
税公課、3 租税公課の損金算入時期）〕を事前に読んでお
いてください。
【復習】テキストの「Chapter8 租税公課」〔Section1 租税公
課（1 損金不算入とされる租税公課、2 損金算入される租
税公課、3 租税公課の損金算入時期）〕を読み直し、講義
で学んだ知識を確認してください。

4時間

第13回 経理処理と別表四上の調整について学びます。 【予習】テキストの「Chapter8 租税公課」〔Section1 租税公
課（4 経理処理と別表四上の調整）〕を事前に読んでおい
てください。
【復習】テキストの「Chapter8 租税公課」〔Section1 租税公
課（4 経理処理と別表四上の調整）〕を読み直し、講義で学
んだ知識を確認してください。

4時間

第14回 役員給与等について学びます。 【予習】テキストの「Chapter10 役員給与等」を事前に読ん
でおいてください。
【復習】テキストの「Chapter10 役員給与等」を読み直し、講
義で学んだ知識を確認してください。

4時間

第15回 交際費等の額について学びます。

授業全体を総括します。

【予習】テキストの「Chapter12 交際費等（1 交際費等の
額）」を事前に読んでおいてください。
【復習】テキストの「Chapter12 交際費等（1 交際費等の
額）」を読み直し、講義で学んだ知識を確認してください。

5時間

－374－



実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 税務会計Ⅱ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

34片上　孝洋

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G3

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 税務会計の発展項目を理解する。

授業の目的及び概要
この授業では、「税務会計Ⅰ」を学修した後、法人の課税所得や法人税額を計算するための法人税法の発展項目について学修します。法人税法の全
体像を理解することを目的として、「税務会計Ⅰ」で学修していない法人税法の項目についてわかりやすく解説します。講義で学んだ知識の修得度を確
認する小テストを実施します。

学修の到達目標
・法人税法の全体像を理解し説明することができる。
・会計専門職、経理（税務）責任者として税務会計の項目を理解し処理することができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
小テストについては、採点後に返却したうえで、解説と講評を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

本科目の担当教員は、税理士の資格を持ち、豊富な業務経験を有する。本科目では、これらの実務経験を活かした授業を行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

・「税務会計Ⅱ」を履修するにあたっては、「税務会計Ⅰ」の履修を必須とします。
・授業は、皆さん自身の十分な予習と復習を前提として進んでいきますので、授業の予習と復習を怠らないようにしてください。
・電卓を持ってきてください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

600

003010

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

全経 法人税法能力検定試験 公式テキスト３級／２級，ネットスクール株式会社，ネットスクール株式会社出
版本部，2021年

参考書

9784781003085
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 授業の概要及び到達目標、成績評価の方法等についてガイダンスを
行ったあと、「税務会計Ⅰ」の内容を簡単に振り返ります。

【予習】「税務会計Ⅰ」で取り上げた項目を事前に読み直し
ておいてください。
【復習】「税務会計Ⅰ」で学んだ知識を再度確認してくださ
い。

4時間

第2回 損金不算入額の計算、その他の論点について学びます。 【予習】テキストの「Chapter12 交際費等」〔Section2 損金
不算入額の計算、Section3 その他の論点〕を事前に読ん
でおいてください。
【復習】テキストの「Chapter12 交際費等」〔Section2 損金
不算入額の計算、Section3 その他の論点〕を読み直し、講
義で学んだ知識を確認してください。

4時間

第3回 少額の減価償却資産等、受贈益について学びます。 【予習】テキストの「Chapter6 減価償却」〔Section2 少額の
減価償却資産等、Section3 受贈益〕を事前に読んでおい
てください。
【復習】テキストの「Chapter6 減価償却」〔Section2 少額の
減価償却資産等、Section3 受贈益〕を読み直し、講義で学
んだ知識を確認してください。

4時間

第4回 資本的支出と修繕費、中古資産の耐用年数について学びます。 【予習】テキストの「Chapter6 減価償却」〔Section4 資本的
支出と修繕費、Section5 中古資産の耐用年数〕を事前に
読んでおいてください。
【復習】テキストの「Chapter6 減価償却」〔Section4 資本的
支出と修繕費、Section5 中古資産の耐用年数〕を読み直
し、講義で学んだ知識を確認してください。

4時間

－375－



第5回 償却方法の変更、中小企業者等の機械等の特別償却について学びま
す。

【予習】テキストの「Chapter6 減価償却」〔Section6 償却方
法の変更、Section7中小企業者等の機械等の特別償却〕
を事前に読んでおいてください。
【復習】テキストの「Chapter6 減価償却」〔Section6 償却方
法の変更、Section7中小企業者等の機械等の特別償却〕
を読み直し、講義で学んだ知識を確認してください。

4時間

第6回 所得税額の控除、還付金等について学びます。 【予習】テキストの「Chapter8 租税公課」〔Section2 所得税
額の控除、Section3 還付金等〕を事前に読んでおいてくだ
さい。
【復習】テキストの「Chapter8 租税公課」〔Section2 所得税
額の控除、Section3 還付金等〕を読み直し、講義で学んだ
知識を確認してください。

4時間

第7回 受取配当等について学びます。 【予習】テキストの「Chapter9 受取配当等」を事前に読んで
おいてください。
【復習】テキストの「Chapter9 受取配当等」を読み直し、講
義で学んだ知識を確認してください。

4時間

第8回 寄附金について学びます。 【予習】テキストの「Chapter11 寄附金」〔Section1 寄附金
の額〕を事前に読んでおいてください。
【復習】テキストの「Chapter11 寄附金」〔Section1 寄附金
の額〕を読み直し、講義で学んだ知識を確認してください。

4時間

第9回 貸倒損失、貸倒引当金について学びます。 【予習】テキストの「Chapter13 貸倒損失、貸倒引当金」を
事前に読んでおいてください。
【復習】テキストの「Chapter13 貸倒損失、貸倒引当金」を
読み直し、講義で学んだ知識を確認してください。

4時間

第10回 圧縮記帳等について学びます。 【予習】テキストの「Chapter14 圧縮記帳等」〔Section1 圧
縮記帳制度の概要、Section2 国庫補助金等〕を事前に読
んでおいてください。
【復習】テキストの「Chapter14 圧縮記帳等」〔Section1 圧
縮記帳制度の概要、Section2 国庫補助金等〕を読み直
し、講義で学んだ知識を確認してください。

4時間

第11回 青色欠損金の繰越控除について学びます。 【予習】テキストの「Chapter15 青色欠損金の繰越控除」を
事前に読んでおいてください。
【復習】テキストの「Chapter15 青色欠損金の繰越控除」を
読み直し、講義で学んだ知識を確認してください。

4時間

第12回 同族会社について学びます。 【予習】テキストの「Chapter4 同族会社」を事前に読んでお
いてください。
【復習】テキストの「Chapter4 同族会社」を読み直し、講義
で学んだ知識を確認してください。

4時間

第13回 所得計算と別表四について学びます。 【予習】テキストの「Chapter2 課税標準」を事前に読んでお
いてください。
【復習】テキストの「Chapter2 課税標準」を読み直し、講義
で学んだ知識を確認してください。

4時間

第14回 税額計算と別表一について学びます。 【予習】テキストの「Chapter3 税額計算」を事前に読んでお
いてください。
【復習】テキストの「Chapter3 税額計算」を読み直し、講義
で学んだ知識を確認してください。

4時間

第15回 授業全体を総括します。 【予習】テキストとこれまでの配布資料を事前に読んでお
いてください。
【復習】テキストとこれまでの配布資料を読み直し、講義で
学んだ知識を総復習してください。

5時間

－376－



実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 監査論（経営学部）／会計監査（経済学部） 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

34藤原　大花

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G3

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 会計監査の基礎理論を学ぶ

授業の目的及び概要
現代の市場経済では、企業に対して財務内容の開示が求められており、開示の主要な手段である財務諸表については、その適正性に関して独立した
公認会計士又は監査法人による監査が必要とされている。その意味で、財務諸表の監査は、市場経済を支える重要な役割を担っているといえる。この
授業は、財務諸表監査を中心とした監査の目的や機能、我が国における監査制度、監査基準の構成、監査実施のプロセスについて学修し、監査制度
についての理解を深めることが目的である。

学修の到達目標
・職業的専門家が実施する監査の意義や制度を理解し、説明することができる。
・監査の計画、実施及び報告に至る一連のプロセスを理解し、説明することができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
中間試験等は採点し、解説します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

PBL（課題解決型学習）／ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク

本科目の担当教員は、日本公認会計士協会の準会員であり、監査法人にて様々な監査業務に従事してきた。本科目では、これらの実務経験を活かし
た授業を行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

監査は資本主義社会において重要なインフラストラクチャーとして機能していることから、監査に関する知識や考え方は、監査の実施者である公認会計
士はもちろんのこと、資本主義社会でビジネスに関わる全ての人が身に付ける必要があるといえます。そのため、監査に興味関心のある学生は、ぜひ
履修してください。
【履修にあたっての注意】
本授業で取り扱う監査論は、会計学に関する基本的な知識を前提とするので、受講生は以下の単位を取得していることが望ましいです。
・中級簿記
・会計学
また、本授業ではディスカッションを実施するため、積極的に参加してください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

600

300010

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

・はじめてまなぶ監査論（第2版），盛田良久・百合野正博・朴大栄 編著，中央経済社，2020年

参考書

・9784502342110
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ・ガイダンス
・財務諸表監査制度の成立とその目的

【予習】テキスト第１章「財務諸表監査制度の成立とその目
的」を事前に読んでおくこと（２時間程度）。
【復習】テキスト第１章「財務諸表監査制度の成立とその目
的」を読み直し、講義で得た知識を確認すること（２時間）。

4時間

第2回 ・経済社会を支える財務情報
・監査を要請する法律

【予習】テキスト第２章「経済社会を支える財務情報」、第３
章「監査を要請する法律」を事前に読んでおくこと（２時間
程度）。
【復習】テキスト第２章「経済社会を支える財務情報」、第３
章「監査を要請する法律」を読み直し、講義で得た知識を
確認すること（２時間）。

4時間

第3回 ・監査を担当する専門家 【予習】テキスト第４章「監査を担当する専門家」を事前に
読んでおくこと（２時間程度）。
【復習】テキスト第４章「監査を担当する専門家」を読み直
し、講義で得た知識を確認すること（２時間）。

4時間

第4回 ・監査基準（目的基準と一般基準） 【予習】テキスト第６章「監査基準（目的基準と一般基準）」
を事前に読んでおくこと（２時間程度）。
【復習】テキスト第６章「監査基準（目的基準と一般基準）」
を読み直し、講義で得た知識を確認すること（２時間）。

4時間

－377－



第5回 ・監査の実施 【予習】テキスト第７章「監査の実施」を事前に読んでおくこ
と（２時間程度）。
【復習】テキスト第７章「監査の実施」を読み直し、講義で得
た知識を確認すること（２時間）。

4時間

第6回 ・中間試験 【予習】テキスト第１章「財務諸表監査制度の成立とその目
的」、第２章「経済社会を支える財務情報」、第３章「監査を
要請する法律」、第４章「監査を担当する専門家」、第6章
「監査基準（目的基準と一般基準）」、第７章「監査の実施」
を読み、試験に備えること（2時間程度）。
【復習】テキスト第１章「財務諸表監査制度の成立とその目
的」、第２章「経済社会を支える財務情報」、第３章「監査を
要請する法律」、第４章「監査を担当する専門家」、第6章
「監査基準（目的基準と一般基準）」、第７章「監査の実施」
をを読み直し、中間試験範囲

4時間

第7回 ・監査の手続① 【予習】テキスト第８章「監査の手続」を事前に読んでおくこ
と（２時間程度）。
【復習】テキスト第８章「監査の手続」を読み直し、講義で得
た知識を確認すること（２時間）。

4時間

第8回 ・監査の手続② 【予習】テキスト第８章「監査の手続」を事前に読んでおくこ
と（２時間程度）。
【復習】テキスト第８章「監査の手続」を読み直し、講義で得
た知識を確認すること（２時間）。

4時間

第9回 ・監査結果の報告① 【予習】テキスト第９章「監査結果の報告」を事前に読んで
おくこと（２時間程度）。
【復習】テキスト第９章「監査結果の報告」を読み直し、講
義で得た知識を確認すること（２時間）。

4時間

第10回 ・監査結果の報告② 【予習】テキスト第９章「監査結果の報告」を事前に読んで
おくこと（２時間程度）。
【復習】テキスト第９章「監査結果の報告」を読み直し、講
義で得た知識を確認すること（２時間）。

4時間

第11回 ・社会を揺るがす経済事件 【予習】テキスト第１０章「社会を揺るがす経済事件」を事前
に読んでおくこと（２時間程度）。
【復習】テキスト第１０章「社会を揺るがす経済事件」を読み
直し、講義で得た知識を確認すること（２時間）。

4時間

第12回 ・監査を取り巻く組織
・会社以外の様々な監査

【予習】テキスト第５章「監査を取り巻く組織」、第１１章「会
社以外の様々な監査」を事前に読んでおくこと（２時間程
度）。
【復習】テキスト第５章「監査を取り巻く組織」、第１１章「会
社以外の様々な監査」を読み直し、講義で得た知識を確
認すること（２時間）。

4時間

第13回 ・ケーススタディ① 【予習】テキスト第８章「監査の手続」を事前に読んでおくこ
と（１時間程度）。
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認する
こと（３時間）。

4時間

第14回 ・ケーススタディ② 【予習】ケーススタディ①の復習を行っておくこと（１時間程
度）。
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認する
こと（３時間）。

4時間

第15回 ・まとめ 【予習】テキストとこれまでの配布資料を事前に読んでおく
こと（２時間程度）。
【復習】テキストとこれまでの配布資料を読み直し、講義で
得た知識を確認すること（２時間程度）。

4時間

－378－



実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経営分析Ⅰ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

経済学部　234
経営学部　  34

向山　敦夫

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G3

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 財務諸表分析に関する基礎的知識の習得

授業の目的及び概要
われわれが最も簡単に入手でき、かつ最も有用な情報は有価証券報告書です。企業を分析する主体は一般投資家（株主）・証券アナリスト・債権者（銀
行）・ファンドマネジャー・従業員（労働組合）・大学生（潜在的従業員）などさまざまです。企業を分析する視角は、代表的には収益性と安全性ですが、将
来性や成長性、CSR（企業の社会的責任）やESG情報などの重要性が増しています。この授業では、有価証券報告書に掲載されている財務諸表（貸借
対照表と損益計算書）を使ってさまざまな経営分析指標を説明し、また実際に算定することにより、企業を分析する知識の習得を目指します。

学修の到達目標
わが国の会計制度についての理解を深めるとともに、伝統的な経営分析指標について説明します。説明の後、実際の企業の財務諸表を使って指標を
算出し、企業業績・経営内容を分析することができるようになることが講義の目標です。自分が将来働きたいと思う企業や、名前は知っているけれども
企業の内容は知らないという企業の財務諸表をみて、経営内容（経営成績と財政状態）を分析することができる程度には理解を深めたいと思います。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
「会計学Ⅰ」・「会計学Ⅱ」や「会計学総論」などの会計学関係の講義を履修していることが望ましいですが、必須という訳ではありません。

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
講義の進捗に合わせて理解度を確かめるためにミニ・テストをおこない、翌週に返却して解答します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

講義内容の理解を深めるために、期間中に4回のミニ・テストをおこないます。ミニ・テストは提出のみをチェックし、翌週返却して解答します。過去の経
験から言えば、単位取得率・成績評価は、出席率と強い相関を示しています（すなわち、講義に毎回出席し、きっちりミニ・テストをこなしていれば、講義
内容は理解できます）。成績評価の方法は第1回目に詳しく説明します。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

800

00200

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

とくに指定しません。PowerPointの資料を使って説明します。

参考書

・太田康広（2018）『ビジネススクールで教える経営分析』日本経済新聞出版（ISBN978-4-532-11386-5）
・佐藤裕一（2012）『ビジュアル 経営分析の基本 〈第5版〉』日経文庫ビジュアル（ISBN978-4-532-11925-6）

なし

・ISBN978-4-532-11386-5
・ISBN978-4-532-11925-6

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 講義の進め方・評価方法等についてガイダンスをおこないます。 【予習】シラバスを事前に読んでおいてください。
【復習】PowerPointの資料や参考書などを確認しておいて
ください。

2時間

第2回 トライアングル体制と呼ばれた日本の会計制度の現状と歴史について
解説し、財務情報の入手方法について説明します。

【予習】参考書や関連する資料を事前に読んでおいてくだ
さい。
【復習】PowerPointの資料や関連する資料・参考書で「トラ
イアングル体制」や財務情報の入手方法について確認し
ておいてください。

4時間

第3回 損益計算書と貸借対照表の構造について説明します。 【予習】参考書や関連する資料を事前に読んでおいてくだ
さい。
【復習】PowerPointの資料や関連する資料・参考書で「損
益計算書と貸借対照表の構造」について確認しておいてく
ださい。

4時間

第4回 経営分析の目的と機能について説明します。 【予習】参考書や関連する資料を事前に読んでおいてくだ
さい。
【復習】PowerPointの資料や関連する資料・参考書で「経
営分析の目的と機能」について確認しておいてください。

4時間

第5回 損益計算書を用いて、企業の収益性分析の指標について説明します 【予習】参考書や関連する資料を事前に読んでおいてくだ
さい。
【復習】PowerPointの資料や関連する資料・参考書で「収
益性分析の指標」を確認しておいてください。

4時間
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第6回 損益計算書を用いて、企業の収益性分析の指標について説明します
（売上と利益の関係）。

【予習】参考書や関連する資料を事前に読んでおいてくだ
さい。
【復習】PowerPointの資料や関連する資料・参考書で「売
上高利益率」について確認しておいてください。

4時間

第7回 損益計算書を用いて、企業の収益性分析の指標について説明します
（資本と利益の関係）。

【予習】参考書や関連する資料を事前に読んでおいてくだ
さい。
【復習】PowerPointの資料や関連する資料・参考書で「資
本利益率」について確認しておいてください。

4時間

第8回 貸借対照表を用いて、企業の安全性分析の指標について説明します
（流動性指標を中心に）。

【予習】参考書や関連する資料を事前に読んでおいてくだ
さい。
【復習】PowerPointの資料や関連する資料・参考書で「安
全性分析の指標（とくに流動性指標）」を確認しておいてく
ださい。

4時間

第9回 貸借対照表を用いて、企業の安全性分析の指標について説明します
（固定性指標を中心に）。

【予習】参考書や関連する資料を事前に読んでおいてくだ
さい。
【復習】PowerPointの資料や関連する資料・参考書で「安
全性分析の指標（とくに固定性指標）」を確認しておいてく
ださい。

4時間

第10回 貸借対照表を用いて、企業の安全性分析の指標について説明します
（資本構成を中心に）。

【予習】参考書や関連する資料を事前に読んでおいてくだ
さい。
【復習】PowerPointの資料や関連する資料・参考書で「安
全性分析の指標（とくに資本構成）」を確認しておいてくだ
さい。

4時間

第11回 実際の企業の財務諸表を利用して、経営内容を分析します（1）。 【予習】これまでのPowerPointの資料や参考書で財務諸表
を分析するための諸指標について事前に確認しておいて
ください。
【復習】実際の企業の財務諸表を使って分析した内容を確
認しておいてください。

4時間

第12回 実際の企業の財務諸表を利用して、経営内容を分析します（2）。 【予習】これまでのPowerPointの資料や参考書で財務諸表
を分析するための諸指標について事前に確認しておいて
ください。
【復習】実際の企業の財務諸表を使って分析した内容を確
認しておいてください。

4時間

第13回 実際の企業の財務諸表を利用して、経営内容を分析します（3）。 【予習】これまでのPowerPointの資料や参考書で財務諸表
を分析するための諸指標について事前に確認しておいて
ください。
【復習】実際の企業の財務諸表を使って分析した内容を確
認しておいてください。

4時間

第14回 財務諸表分析の意義と限界について説明します。 【予習】参考書や関連する資料を事前に読んでおいてくだ
さい。
【復習】PowerPointの資料や関連する資料・参考書で「財
務諸表分析の意義と限界」について確認しておいてくださ
い。

4時間

第15回 講義の全体の流れを振り返ります。 【予習】これまでのPowerPointの資料・これまで実施したミ
ニ・テスト等を事前に読んでおくこと。
【復習】これまでのPowerPointの資料・これまで実施したミ
ニ・テスト等を確認し、講義を通じで得られた経営分析の
知識を復習すること。

6時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経営分析Ⅱ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

経済学部　234
経営学部　  34

向山　敦夫

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G3

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 財務諸表分析に関する応用的知識の習得

授業の目的及び概要
企業を分析する主体は、一般投資家（株主）・証券アナリスト・債権者（銀行）・信用調査会社・ファンドマネジャー・従業員（労働組合）・大学生（潜在的従
業員）などさまざまです。企業を分析する視角は、代表的には収益性や安全性ですが、将来性や成長性、CSR（企業の社会的責任）やESG情報などの
重要性が増しています。この授業では「経営分析Ⅰ」の知識を前提にして、授業の前半（第1回～第8回）は講義形式、授業の後半（第9回～第15回）は受
講生自身でさまざまな経営分析指標を用いて有価証券報告書に掲載されている財務諸表（貸借対照表と損益計算書）を分析するプレゼンテーションを
おこないます。

学修の到達目標
「経営分析Ⅰ」の知識を前提にして、自分が将来働きたいと思う企業や関心のある企業、名前は知っているけれども中味は知らないという企業の財務諸
表をみて、経営内容（経営成績と財政状態）の分析をおこないます。さらに、CSR/ESG情報を分析することにより、多角的に企業を分析・評価することが
できるための理解を深めたいと思います。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
「経営分析Ⅰ」の単位を取得していること。すでに「経営分析Ⅰ」の基礎知識を取得していること前提にして講義を進めます。

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
講義の進捗に合わせて理解度を確かめるためにミニ・テストをおこない、返却して解答します。受講生によるプレゼンテーションに対しては、他の受講生
からコメントシートを提出してもらいます。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

第1回目の授業で詳しく説明しますが、一人2回ずつ、PowerPointの資料を作成してプレゼンテーションをおこないますので、PowerPointの使い方に慣れ
ておいてください。
他の受講生の迷惑になる行為は慎むこと。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

060

002020

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

とくに指定しません。PowerPointの資料を使って説明します。

参考書

・太田康広（2018）『ビジネススクールで教える経営分析』日本経済新聞出版（ISBN978-4-532-11386-5）
・佐藤裕一（2012）『ビジュアル 経営分析の基本 〈第5版〉』日経文庫ビジュアル（ISBN978-4-532-11925-6）

なし

・ISBN978-4-532-11386-5
・ISBN978-4-532-11925-6

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 講義の進め方・評価方法等についてガイダンスをおこないます。 【予習】シラバスを事前に読んでおいてください。
【復習】PowerPointの資料や参考書などを確認しておいて
ください。

2時間

第2回 トライアングル体制と呼ばれた日本の会計制度の変革について解説す
るとともに、財務情報の入手方法について説明します。

【予習】参考書や関連する資料を事前に読んでおいてくだ
さい。
【復習】PowerPointの資料や関連する資料・参考書で「トラ
イアングル体制」や財務情報の入手方法について確認し
ておいてください。

4時間

第3回 損益計算書と貸借対照表の構造について説明します。 【予習】参考書や関連する資料を事前に読んでおいてくだ
さい。
【復習】PowerPointの資料や関連する資料・参考書で「損
益計算書と貸借対照表の構造」について確認しておいてく
ださい。

4時間

第4回 損益計算書を中心にして、企業の収益性分析の指標について説明しま
す。

【予習】参考書や関連する資料を事前に読んでおいてくだ
さい。
【復習】PowerPointの資料や関連する資料・参考書で「収
益性分析の指標」を確認しておいてください。

4時間

第5回 貸借対照表を中心にして、企業の安全性分析の指標について説明しま
す。

【予習】参考書や関連する資料を事前に読んでおいてくだ
さい。
【復習】PowerPointの資料や関連する資料・参考書で「安
全性分析の指標」を確認しておいてください。

4時間
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第6回 損益分岐点分析について説明します。 【予習】参考書や関連する資料を事前に読んでおいてくだ
さい。
【復習】PowerPointの資料や関連する資料・参考書で「損
益分岐点分析」について確認しておいてください。

4時間

第7回 証券投資で用いられる基本的な指標について解説します。 【予習】参考書や関連する資料を事前に読んでおいてくだ
さい。
【復習】PowerPointの資料や関連する資料・参考書で「PER
とPBR」を確認しておいてください。

4時間

第8回 CSR（企業の社会的責任）やESG情報の分析について説明します。 【予習】参考書や関連する資料を事前に読んでおいてくだ
さい。
【復習】PowerPointの資料や関連する資料・参考書で
「CSR/ESG情報」について確認しておいてください。

4時間

第9回 具体的な企業の財務諸表を利用して経営内容を分析し、第１回目のプ
レゼンテーションをおこないます（１）。

【予習】PowerPointの資料や関連する資料をもとに、プレ
ゼンテーション用の資料を作成してください。
【復習】プレゼンテーションに対してコメントシートを提出す
るとともに、PowerPointの資料の修正点を確認しておいて
ください。

5時間

第10回 具体的な企業の財務諸表を利用して経営内容を分析し、第１回目のプ
レゼンテーションをおこないます（２）。

【予習】PowerPointの資料や関連する資料をもとに、プレ
ゼンテーション用の資料を作成してください。
【復習】プレゼンテーションに対してコメントシートを提出す
るとともに、PowerPointの資料の修正点を確認しておいて
ください。

5時間

第11回 具体的な企業の財務諸表を利用して経営内容を分析し、第１回目のプ
レゼンテーションをおこないます（３）。

【予習】PowerPointの資料や関連する資料をもとに、プレ
ゼンテーション用の資料を作成してください。
【復習】プレゼンテーションに対してコメントシートを提出す
るとともに、PowerPointの資料の修正点を確認しておいて
ください。

5時間

第12回 具体的な企業の財務諸表を利用して経営内容を分析し、第２回目のプ
レゼンテーションをおこないます（４）。

【予習】PowerPointの資料や関連する資料をもとに、プレ
ゼンテーション用の資料を作成してください。
【復習】プレゼンテーションに対してコメントシートを提出す
るとともに、PowerPointの資料の修正点を確認しておいて
ください。

5時間

第13回 具体的な企業の財務諸表を利用して経営内容を分析し、第２回目のプ
レゼンテーションをおこないます（５）。

【予習】PowerPointの資料や関連する資料をもとに、プレ
ゼンテーション用の資料を作成してください。
【復習】プレゼンテーションに対してコメントシートを提出す
るとともに、PowerPointの資料の修正点を確認しておいて
ください。

5時間

第14回 具体的な企業の財務諸表を利用して経営内容を分析し、第２回目のプ
レゼンテーションをおこないます（６）。

【予習】PowerPointの資料や関連する資料をもとに、プレ
ゼンテーション用の資料を作成してください。
【復習】プレゼンテーションに対してコメントシートを提出す
るとともに、PowerPointの資料の修正点を確認しておいて
ください。

5時間

第15回 具体的な企業の財務諸表を利用して経営内容を分析し、第２回目のプ
レゼンテーションをおこないます（７）。

【予習】PowerPointの資料や関連する資料をもとに、プレ
ゼンテーション用の資料を作成してください。
【復習】プレゼンテーションに対してコメントシートを提出す
るとともに、PowerPointの資料の修正点を確認しておいて
ください。

5時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経営情報論Ⅰ（経営学部）／経営情報概論（経済学部） 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

経済学部　1234
経営学部　  234

市橋　秀友

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 情報の基本的概念、情報通信技術（ICT)、情報システムの歴史的発展、事例、経営情報システムの役割、人工知能（AI）

授業の目的及び概要
この科目は専門共通科目です。現代の企業や公共団体における経営問題にコンピュータやインターネットの果たす役割はますます大きくなっています。
そこで、経営情報論と経営組織論や経営戦略論との関わり、コンピュータやICTとの関わり、そしてそれらの歴史的な発展形態を広く理解することを目的
とします。農業革命から産業革命、そして情報革命への進展、経営情報システム(MIS)の果たしてきた役割と情報通信技術（ICT）やそのビジネス応用全
般、また物のインターネット(IoT)や人工知能(AI)などについて、ITパスポートにも多く出題される内容を学修します。

学修の到達目標
経営学における経営情報論の位置づけと経営情報システム（MIS)の様々な発展形態を理解すること、そして、その基礎としてのコンピュータやICTにお
ける専門用語の意味とそれらの技術の使われ方を理解することを学修到達目標とします。ITパスポート試験にも挑戦できる基礎知識を習得する。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
毎回 Learning Portalでの５問程度のテストを次週までに解答してください。問題と解答・解説はメールでも配信します。試験については、 Learning 
Portal に解答と解説を掲載します。質問はメールでも受け付けます。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

現代人に必須のコンピュータや情報システムに関する概論を解説します。できるだけ初年次に履修しておくことが好ましいです。ITパスポート試験にも役
立つ内容ですので講義を受けて是非チャレンジしてください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

500

003020

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキスト指定は行いません。必要な資料を適宜配布します。

参考書

遠山 曉（著）／村田 潔（著）／岸 眞理子、経営情報論 新版補訂、有斐閣（2015/03/30）

なし

9784641220577

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 講義に関するガイダンスと企業経営における情報システムについて、
銀行の合併・統合に於けるシステム開発の事例について学びます。

Learning Portalの講義プリントの銀行の合併・統合に於け
るシステム開発の事例をよく読み、課題について、予習し
ておくようにして下さい（2時間程度）。
Learning Portalで５問程度の小テストを実施するので、次
週までに解答してください。Learning Portalでの小テストの
解答と解説をメールで配信するので、よく読んで復習して
おくこと（２時間程度）。

4時間

第2回 1980年代の準大手証券会社の経営情報システムと薬局の共同発注
VANの事例

Learning Portalの講義プリントの1980年代の準大手証券
会社の経営情報システムと薬局の共同発注VANの事例を
よく読み、予習しておくようにして下さい（2時間程度）。
Learning Portalでの小テスト（５問程度）の解答と解説を
メールで配信するので、よく読んで復習しておくこと（２時間
程度）。

4時間

第3回 情報革命からIoT、ソサエティ5.0 Learning Portalの講義プリントの情報革命からIoT、ソサエ
ティ5.0をよく読み、予習しておくようにして下さい（2時間程
度）。
Learning Portalでの小テスト（５問程度）の解答と解説を
メールで配信するので、よく読んで復習しておくこと（２時間
程度）。

4時間
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第4回 情報の非対称性とネットワークの外部性、ITバブル、プラットフォーマー Learning Portalの講義プリント情報の非対称性とネット
ワークの外部性、ITバブル、プラットフォーマーをよく読み、
予習しておくようにして下さい（2時間程度）。
Learning Portalでの小テスト（５問程度）の解答と解説を
メールで配信するので、よく読んで復習しておくこと（２時間
程度）。

4時間

第5回 企業経営と経営情報システム（MIS)、情報的相互作用 Learning Portalの講義プリントの企業経営と経営情報シス
テム（MIS)、情報的相互作用をよく読み、予習しておくよう
にして下さい（2時間程度）。
Learning Portalでの小テスト（５問程度）の解答と解説を
メールで配信するので、よく読んで復習しておくこと（２時間
程度）。

4時間

第6回 経営組織論、意思決定、組織均衡、満足基準、不確実性と多義性、テ
イラーの科学的管理法とホーソソ実験

Learning Portalの講義プリントの経営組織論、意思決定、
組織均衡、満足基準、不確実性と多義性、テイラーの科学
的管理法とホーソソ実験をよく読み、予習しておくようにし
て下さい（2時間程度）。
Learning Portalでの小テスト（５問程度）の解答と解説を
メールで配信するので、よく読んで復習しておくこと（２時間
程度）。

4時間

第7回 経営戦略論、多角化戦略と事業部制、パナソニックの事業部制、プロダ
クトポートフォリオマネジメント

Learning Portalの講義プリントの経営戦略論、多角化戦略
と事業部制、パナソニックの事業部制、プロダクトポート
フォリオマネジメントをよく読み、予習しておくようにして下
さい（2時間程度）。
Learning Portalでの小テスト（５問程度）の解答と解説を
メールで配信するので、よく読んで復習しておくこと（２時間
程度）。

4時間

第8回 情報処理システムの変遷、電子データ処理システム（EDPS）、意思決
定支援システム、戦略的情報システム（SIS）、資材所用量計画
（MRP）、ビジネス・プロセス・リエンジニアリング（BPR）

Learning Portalの講義プリントの情報処理システムの変
遷、電子データ処理システム（EDPS）、意思決定支援シス
テム、戦略的情報システム（SIS）、資材所用量計画
（MRP）、ビジネス・プロセス・リエンジニアリング（BPR）をよ
く読み、予習しておくようにして下さい（2時間程度）。
Learning Portalでの小テスト（５問程度）の解答と解説を
メールで配信するので、よく読んで復習しておくこと（２時間
程度）。

4時間

第9回 情報技術の進展（１）、コンピュータの誕生、機械語命令、CPU、主記憶
装置（メインメモリ）、フラッシュメモリ、プログラミング言語

Learning Portalの講義プリントの情報技術の進展（１）、コ
ンピュータの誕生、機械語命令、CPU、主記憶装置（メイン
メモリ）、フラッシュメモリ、プログラミング言語をよく読み、
予習しておくようにして下さい（2時間程度）。
Learning Portalでの小テスト（５問程度）の解答と解説を
メールで配信するので、よく読んで復習しておくこと（２時間
程度）。

4時間

第10回 情報技術の進展（２）、真空管、トランジスタ、IC、LSI、ムーアの法則、
パーソナルコンピュータ、ウィンテル帝国

Learning Portalの講義プリントの情報技術の進展（２）、真
空管、トランジスタ、IC、LSI、ムーアの法則、パーソナルコ
ンピュータ、ウィンテル帝国をよく読み、予習しておくように
して下さい（2時間程度）。
Learning Portalでの小テスト（５問程度）の解答と解説を
メールで配信するので、よく読んで復習しておくこと（２時間
程度）。

4時間

第11回 データベースとインターネット、関係データベース、データマイニング、イ
ンターネット、TCP/IP、第5世代移動通信システム

Learning Portalの講義プリントのデータベースとインター
ネット、関係データベース、データマイニング、インターネッ
ト、TCP/IP、第5世代移動通信システムをよく読み、予習し
ておくようにして下さい（2時間程度）。
Learning Portalでの小テスト（５問程度）の解答と解説を
メールで配信するので、よく読んで復習しておくこと（２時間
程度）。

4時間

第12回 インターネットとクラウドサービス、IaaS（Infrastructure as a Service）、
PaaS（Platform as a Service）、SaaS（Software as a Service）、ASP
（Applicatio n Service Provider）、サイボウズの事例

Learning Portalの講義プリントのインターネットとクラウド
サービス、IaaS（Infrastructure as a Service）、PaaS
（Platform as a Service）、SaaS（Software as a Service）、
ASP（Applicatio n Service Provider）、サイボウズの事例を
よく読み、予習しておくようにして下さい（2時間程度）。
Learning Portalでの小テスト（５問程度）の解答と解説を
メールで配信するので、よく読んで復習しておくこと（２時間
程度）。

4時間

第13回 人工知能、エキスパートシステム、ニューラルネットワーク、RFIDによる
セルフレジ、中国語の部屋

Learning Portalの講義プリントの人工知能、エキスパート
システム、ニューラルネットワーク、RFIDによるセルフレ
ジ、中国語の部屋をよく読み、予習しておくようにして下さ
い（2時間程度）。
Learning Portalでの小テスト（５問程度）の解答と解説を
メールで配信するので、よく読んで復習しておくこと（２時間
程度）。

4時間

第14回 機械学習と深層学習モデル、機械学習、駐車場の識別器の応用事例 Learning Portalの講義プリントの機械学習と深層学習モデ
ル、機械学習、駐車場の識別器の応用事例をよく読み、予
習しておくようにして下さい（2時間程度）。
Learning Portalでの小テスト（５問程度）の解答と解説を
メールで配信するので、よく読んで復習しておくこと（２時間
程度）。

4時間

第15回 授業全体の総括を⾏います。 この講義で用いたLearning Portalの講義プリントをよく読
み、復習しておくようにして下さい（2時間程度）。
今回の授業中に行ったまとめや復習内容を、よく理解して
おいて下さい（2時間程度）。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 情報管理論Ⅰ（経営学部）／情報管理概論（経済学部） 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234増本　貴士

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 現代社会の人々の意思決定や行動は、多種多様な情報に基づいてなされている。本講義では「現代社会に溢れる情報を管理することで、どう利潤最大
化をするか」を講義する。

授業の目的及び概要
本講義では、様々な具体的事例を通して、「“情報”をどう“管理”すれば、利潤最大化になるか」を考察する。それにより、現代社会が今後もどう発展す
る可能性があるのかを探り、情報を管理する大切さを学ぶ。特に、理論（学理、解釈）と実践（実務）を融合させて講義を行う。

学修の到達目標
１．理論と実践の融合から、現代社会における「情報をどう管理すれば利潤最大化になるか」に答えられる学力を身に付けること。
２．現代社会での情報管理の現状に関する基礎的知識を習得し、自分がどう情報管理を行えば利潤最大化になるかを考え、答えを出せる学力を身に
付けること。
３．資料や事実を基にした考察を文章表現し、自分自身のオリジナルレポートとして執筆できること。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
１．グループディスカッションとプレゼンテーションの内容を講評します。
２．レポートの講評を行い、優秀なレポートは授業中に紹介します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

情報管理は実際のビジネス活動そのものに直結し、ICTを活用した現代社会で活躍するための必須の知識です。現代社会においては「ヒト・モノ・カネ・
情報・ナレッジ」という経営5資源が今後の経営に大きな影響を与え、この情報とナレッジを本講義では学びます。履修生の皆さんが卒業後に社会で活
躍する基盤になるように、理論と実務を融合した内容で講義します。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

50
グループディスカッションと、その結果
をプレゼンテーションします。300

02000

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

レジュメを配布する。

参考書

なし

なし

なし

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 第1回　「情報」と「管理」を学ぶとは（オリエンテーション、ガイダンス）

〇担当教員の自己紹介
〇授業の受け方の説明（特に、グループディスカッション、プレゼンテー
ション）
〇授業内容の説明
〇単位認定の仕方の説明（レポート各10点×２、グループディスカッショ
ン及びプレゼンテーション各25点×２、定期試験30点）

復習：授業内容の振り返りを行う 2時間

第2回 第2回　情報とは何か①

〇情報の定義
〇情報をどう収集・分析するか
〇情報をどう評価するか

予習：新聞記事検索で、情報の収集・分析・評価について
調べる
復習：授業内容の振り返りを行う

3時間

第3回 第3回　情報とは何か②

〇情報からどうメリットを得るか
〇情報をどう活かして行動し、利潤最大化になるか
〇情報経済論から「中古市場」を考える
〇売り手と買い手の情報量から、マーケティングを考える

予習：google検索で、情報経済論、中古市場、売り手と買
い手の情報量について調べる
復習：授業内容の振り返りを行う

3時間

第4回 第4回　管理とは何か①

〇CRM（Customer Relationship Management）とは

予習：google検索で、CRMについて調べる
復習：授業内容の振り返りを行う

3時間
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第5回 第5回　管理とは何か②

〇顧客価値とは
〇One to Oneマーケティングとは

予習：google検索で、顧客価値、One to Oneマーケティン
グについて調べる
復習：授業内容の振り返りを行う

3時間

第6回 第6回　グループディスカッションの仕方・評価方法

〇グループディスカッションの仕方・評価方法を学ぶ

予習：google検索等で、「問題の構造化」について調べてお
く
復習：グループディスカッションの仕方・評価方法を復習
し、第7回目でのお題について考えておく

6時間

第7回 第7回　グループディスカッションとプレゼンテーション①

〇第2～6回の授業内容を基に、各学生チームが「どう顧客情報を管理
すれば利潤最大化になるか」を考える
〇チームで議論した内容を基にプレゼンテーション資料の原案を作成
する

予習：自分自身で「どう顧客情報を管理すれば利潤最大化
になるか」を考えておく
復習：自分自身のチームで話し合った内容をまとめ、提出
日までに提出すること

6時間

第8回 第8回　グループディスカッションとプレゼンテーション②

〇第8回で作成したプレゼンテーション資料を基に、プレゼンテーション
を行う
〇プレゼンテーション内容のQ&A、担当教員の講評を行う

予習：第7回の内容をまとめ、Q&Aに回答できるようにして
おく
復習：講評を受けて、より良いプレゼンテーション資料にす
べく、加筆・修正する

6時間

第9回 第9回　データベース①

〇データベースとは
〇なぜ、情報を蓄積し、流通させるのか

予習：新聞記事検索で、データベースについて調べる
復習：授業内容の振り返りを行う

3時間

第10回 第10回　データベース②

〇情報セキュリティの３原則
〇OECDの個人情報８原則

予習：google検索で、情報セキュリティの３原則、OECDの
個人情報８原則について調べる
復習：授業内容の振り返りを行う

3時間

第11回 第11回　ナレッジマネジメント①

〇ナレッジマネジメントとは

予習：google検索で、ナレッジマネジメントについて調べる
復習：授業内容の振り返りを行う

3時間

第12回 第12回　ナレッジマネジメント②

〇知識創造のためのナレッジマネジメント

予習：新聞記事検索で、ナレッジマネジメントを活用した企
業の実例について調べる
復習：授業内容の振り返りを行う

3時間

第13回 第13回　グループディスカッションとプレゼンテーション③

〇第9～12回の授業内容を基に、各学生チームが「ナレッジマネジメント
で、とある企業の利潤最大化をどう行うか」を考える
〇チームで議論した内容を基にプレゼンテーション資料の原案を作成
する

予習：自分自身が考える「ナレッジマネジメント」についてま
とめておく
復習：自分自身のチームで話し合った内容をまとめ、提出
日までに提出すること

6時間

第14回 第14回　グループディスカッションとプレゼンテーション④

〇第13回で作成したプレゼンテーション資料を基に、プレゼンテーショ
ンを行う
〇プレゼンテーション内容のQ&A、担当教員の講評を行う

予習：第13回の内容をまとめ、Q&Aに回答できるようにし
ておく
復習：講評を受けて、より良いプレゼンテーション資料にす
べく、加筆・修正する

6時間

第15回 第15回　まとめ

〇「情報を管理することで得られる利潤最大化とは何か」に自分自身の
回答を出す
〇優秀レポートの紹介、プレゼンテーション内容の振り返り

予習：「情報を管理することで得られる利潤最大化とは何
か」に自分自身の回答を準備する
復習：これまでの授業を振り返る

6時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 情報処理論Ⅰ（経営学部）／情報処理論（基礎理論）（経済学部） 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234中川　隆広

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ ビジネスで使えるExcelの修得

授業の目的及び概要
企業経営において、環境分析、戦略策定、マーケティング面で、データ分析の役割が大きくなっている。また、新たな価値を創造する上で必要な気づき
を得るためにも、データから有用な知見を如何に抽出するかが社会的な関心となっている。この授業ではデータの可視化、報告、意思決定などのデータ
分析に関連した一連のプロセスを身に付けることを目的とします。授業では実践的な課題に取り組むことで、修得した知識の定着を図る。情報処理の基
礎とデータベースの概要について理解するとともに、Excelを用いたデータ管理・活用の手法を学び、ビジネス現場において必要となる顧客名簿や売り上
げデータ等の多様なデータを適切に管理・活用する技能を身に付ける。

学修の到達目標
①データの可視化、報告、意思決定などのデータ分析に関連した一連のプロセスを理解している。
②データベースの概念や特徴について説明できる。
③Excelをデータベースとして活用し、各種データの管理・検索・集計・分析を行うことができる。
④上記③を実施するため、テーブル作成、データ入力、データの取り込み、データの加工、データの並び替え、データの抽出、関数やピポットテーブルを
用いた集計などExcelの各種機能を使うことができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
コメントシートを翌週の授業で紹介し、質問への回答や補足説明をします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ＰＣを用いた実技

本科目の担当教員は、1986年に大手電機メーカーに入社し、物流企画部等を経て、2014年には本社情報企画部部長、2021年には本社情報戦略部部
長に就任するなど、同社の情報システムに関する実務経験を30年以上積んでいる。本科目では、これらの経験を生かした授業を行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

ビジネス現場で使えるスキルを身に付けられるよう演習を繰り返してください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

0305020

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

できるExcelデータベース　入力・整形・分析の効率アップに役立つ本　2019/2016/2013＆Microsoft365対応、
早坂清志＆できるシリーズ編集部、インプレス、2020年

参考書

978-4-295-01028-9
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 授業ガイダンス
データベースの特徴と作り方

テキストの13～22ページを事前に読んで授業を受け、授業
後に復習してください。

4時間

第2回 情報処理の基礎理論
・テーブルの作成とデザインの変更
・演習課題

テキストの23～38ページを事前に読んで授業を受け、授業
後に復習してください。

4時間

第3回 効率的なデータ入力
・データ入力、ドロップダウンリスト、入力規制、郵便番号辞書、入力時
のメッセージ等
・演習課題

テキストの39～70ページを事前に読んで授業を受け、授業
後に復習してください。

4時間

第4回 データの取り込み
・データのコピー、貼り付け、CSVデータ、外部データの取り込み等
・演習課題

テキストの71～106ページを事前に読んで授業を受け、授
業後に復習してください。

4時間

第5回 表記の統一
・TRIM関数、ASC関数、JIS関数、SUBSTITUTE関数、検索と置換、条
件付き書式、COUNTIF関数等
・演習課題

テキストの107～134ページを事前に読んで授業を受け、授
業後に復習してください。

4時間

第6回 データの取り出し
・構造化参照式、PHONETIC関数、VLOOKUP関数、INDEX関数、
COUNTA関数、MID関数、LEFT関数
・演習課題

テキストの135～162ページを事前に読んで授業を受け、授
業後に復習してください。

4時間

－387－



第7回 データの並び替え
・複数項目の並び替え、ユーザー設定リスト、セルの文字や色で並び替
え等
・演習課題

テキストの163～182ページを事前に読んで授業を受け、授
業後に復習してください。

4時間

第8回 フィルター機能によるデータの抽出
・テキストフィルター、ワイルドカード、数値フィルター、トップテン等
・演習課題

テキストの183～214ページを事前に読んで授業を受け、授
業後に復習してください。

4時間

第9回 条件付き書式でデータの傾向を可視化
・上位/下位ルール、セルの協調表示ルール、カラースケール、データ
バー、アイコンセット等
・演習課題

テキストの215～236ページを事前に読んで授業を受け、授
業後に復習してください。

4時間

第10回 目標に沿った方法でデータを分析(1)
・小計、SUMIF関数、COUNTIF関数等
・演習課題

テキストの237～245ページを事前に読んで授業を受け、授
業後に復習してください。

4時間

第11回 目標に沿った方法でデータ分析(2)
・COUNTIFS関数、SUMIF関数、スーパクライン等
・演習課題

テキストの246～256ページを事前に読んで授業を受け、授
業後に復習してください。

4時間

第12回 ピッポトテーブルによるデータ集計(1)
・ピポットテーブル、クロス集計
・演習課題

テキストの257～263ページを事前に読んで授業を受け、授
業後に復習してください。

4時間

第13回 ピポットテーブルによるデータ集計(2)
・複数の値で集計、レポートのレイアウト等
・演習課題

テキストの264～274ページを事前に読んで授業を受け、授
業後に復習してください。

4時間

第14回 大量データの処理(1)
・Power Queryの機能、データの取得、CSV形式等
・演習課題

テキストの275～287ページを事前に読んで授業を受け、授
業後に復習してください。

4時間

第15回 大量データの処理(2)
・リレーションシップ、逆ピポットテーブル等
・演習課題

テキストの288～305ページを事前に読んで授業を受け、授
業後に復習してください。

4時間

－388－



実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 情報処理論Ⅱ（経営学部）／情報処理論(テクノロジ)（経済学部） 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234中川　隆広

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ Pythonによるデータ分析/機械学習

授業の目的及び概要
この授業は、データ分析ツールやデータ分析システム等を利用することで、実践的な諸問題に対する様々な分析方法を身に付けることを目的とします。
近年の情報処理技術の進歩によりアルゴリズムやデータ構造に関する高度な知識が無くとも、分析ツールや分析システム等を利用することで、膨大な
情報を処理することが可能となった。授業では、これらのツールやシステムを利用しながらデータから新たな知見を抽出する様々な手法ついて学修す
る。プログラミング言語は、データ分析に広く使われているPythonを用いる。

学修の到達目標
①データ分析の必要性を理解する。
②Pythonの基本的な文法を理解し、コーディングすることができる。
③Pythonライブラリーを使ってデータ分析をすることができる。
④AIにおける機械学習の基礎を理解する。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
コメントシートを翌週の授業で紹介し、質問への回答や補足説明をします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ＰＣを用いた実技

本科目の担当教員は、1986年に大手電機メーカーに入社し、物流企画部等を経て、2014年には本社情報企画部部長、2021年には本社情報戦略部部
長に就任するなど、同社の情報システムに関する実務経験を30年以上積んでいる。本科目では、これらの経験を生かした授業を行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

ビジネス現場で使えるスキルを身に付けられるよう演習を繰り返してください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

0305020

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

スッキリわかるPythonによる機械学習入門、須藤秋良、インプレス、2021年

参考書

978-4-295-00994-8
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 授業ガイダンス
Pythonの基礎文法

テキストの11～20ページを事前に読んで授業を受け、授業
後に復習してください。

4時間

第2回 AIと機械学習
・AIの定義
・機械学習の基礎知識

テキストの31～50ページを事前に読んで授業を受け、授業
後に復習してください。

4時間

第3回 機械学習に必要な基礎統計学
・データの種類
・基礎統計量
・統計学でよく使われるグラフ

テキストの53～74ページを事前に読んで授業を受け、授業
後に復習してください。

4時間

第4回 機械学習によるデータ分析の流れ
・目的の明確化
・データの収集と前処理
・モデルの選択と学習
・モデルの評価

テキストの75～89ページを事前に読んで授業を受け、授業
後に復習してください。

4時間

第5回 機械学習の概要
・データの前処理
・モデルの準備と機械学習の実行
・モデルの評価

テキストの91～129ページを事前に読んで授業を受け、授
業後に復習してください。

4時間

－389－



第6回 教師あり学習の理解を深める
事例１：分類
・データの前処理
・モデルの作成と学習
・モデルの評価
・決定木の図の作成

テキストの135～181ページを事前に読んで授業を受け、授
業後に復習してください。

4時間

第7回 教師あり学習の理解を深める
事例２：回帰
・データの前処理
・モデルの作成と学習
・モデルの評価
・回帰式による影響度の分析

テキストの185～232ページを事前に読んで授業を受け、授
業後に復習してください。

4時間

第8回 教師あり学習の理解を深める
事例３：分類
・データの前処理
・モデルの作成と学習
・モデルの評価
・決定木における特徴量の考察

テキストの237～281ページを事前に読んで授業を受け、授
業後に復習してください。

4時間

第9回 教師あり学習の理解を深める
事例４：回帰
・データの前処理
・モデルの作成と学習
・モデルの評価とチューニング

テキストの283～334ページを事前に読んで授業を受け、授
業後に復習してください。

4時間

第10回 より実践的な前処理
・さまざまなデータの読み込み
・より高度な欠損値の処理
・より高度な外れ値の処理

テキストの345～386ページを事前に読んで授業を受け、授
業後に復習してください。

4時間

第11回 教師あり学習の手法：回帰
・リッジ回帰
・ラッソ回帰
・回帰木

テキストの387～417ページを事前に読んで授業を受け、授
業後に復習してください。

4時間

第12回 教師あり学習の手法：分類
・ロジスティクス回帰
・ランダムフォレスト回帰
・アダブースト

テキストの419～456ページを事前に読んで授業を受け、授
業後に復習してください。

4時間

第13回 さまざまな予測性能評価
・回帰の予測性能評価
・分類の予測性能評価
・K分割交差検証

テキストの457～487ページを事前に読んで授業を受け、授
業後に復習してください。

4時間

第14回 教師なし学習：次元の削減
・次元削減の概要
・データの前処理
・主成分分析の実施
・結果の評価

テキストの489～525ページを事前に読んで授業を受け、授
業後に復習してください。

4時間

第15回 教師なし学習：クラスタリング
・クラスタリングの概要
・データの前処理
・クラスタリングの実行
・結果の評価

テキストの529～560ページを事前に読んで授業を受け、授
業後に復習してください。

4時間

－390－



実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 情報セキュリティ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234岩見　真希

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ 情報モラルと情報セキュリティ

授業の目的及び概要
本科目は、インターネットによるeラーニング科目として開講される集中授業である。
今や、経済活動を支える上で情報セキュリティの理解は有用である。本科目では、情報化社会において、インターネットやコンピュータを安全かつ適切に
利用するために必要な情報モラルや情報セキュリティについて学修する。具体的には、インターネットやコンピュータを安全かつ適切に利用するための
各種方法を実例に基づき身に付けることを目標とする。また、近年の情報セキュリティ10大脅威について把握する。

学修の到達目標
情報モラルと情報セキュリティについて学修する。インターネットが社会の隅々にまで影響を及ぼす中にあって、インターネットやコンピュータを扱う上
で、被害者にもならず、加害者にもならないために必要な知識や態度を実践的なテーマをもとに身に付ける。具体的な学修目標は、次のとおりである。

● 情報モラルと情報セキュリティの重要性について認識し、コンピュータを安全かつ適切に利用するための方法について説明できる。
●インターネット上の著作権を侵害せず、適切な利用ができる。
●近年の情報セキュリティ10大脅威について把握している。

授業の方法
この科目は遠隔授業で行われます。詳細についてはLearning Portalを確認してください。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業期間中にLearning Portalで添削を実施する。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

実例を調査しながら、実社会で役立つ知識を身に付けよう。
なお、受講にあたってはインターネット上の各種e-learningコンテンツやシミュレーションを多数利用し、膨大な資料を読み込んでレポート作成を行うた
め、ＰＣで受講すること。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

060400

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストは指定しない。Learning Portal上の各回の内容説明で指示するが、おおむね下記URLの資料やe-
learningコンテンツを中心に、別途Web上の資料や動画を追加して使用する。

・情報セキュリティ白書2021（IPA）
　https://www.ipa.go.jp/security/publications/hakusyo/2021.html
・IPAの脆弱性対策ページの情報セキュリティ10大脅威の最新版
　https://www.ipa.go.jp/security/vuln/
・情報セキュリティ対策支援サイト「5分でできる！ポイント学習」（IPA）
　https://security-shien.ipa.go.jp/learning/
・個人情報保護法ハンドブック（個人情報保護委員会）
　https://www.ppc.go.jp/files/pdf/kojinjouhou_handbook.pdf
・情報漏えい発生時の対応ポイント集（IPA）
　https://www.ipa.go.jp/security/awareness/johorouei/rouei_taiou.pdf
・漏れたら大変！個人情報（IPA）
　https://www.ipa.go.jp/security/kojinjoho/comment.html
・みんなのための著作権教室
　http://kids.cric.or.jp/index.html
・著作権Q&A（公益社団法人著作権情報センター）
　http://www.cric.or.jp/qa/index.html
・違法ダウンロードが罰則の対象となることについて知っておきたいこと（文化庁）
　http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/download_qa/pdf/dl_qa_child_ver2.pdf
・違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A（文化庁）
　https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/download_qa/pdf/dl_qa_ver2.pdf
・知っていますか？脆弱性 （ぜいじゃくせい）（IPA）
　https://www.ipa.go.jp/security/vuln/vuln_contents/

参考書

Webからダウンロードできるの
で購入する必要はない。ISBN

ISBN

－391－



授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 情報セキュリティのポイント学習（１）基本的対策
・脆弱性対策、ウイルス対策、パスワード管理、機器の設定、情報収集

情報セキュリティ対策支援サイト「5分でできる！ポイント学
習」（IPA）
https://security-shien.ipa.go.jp/learning/
を復習する。

4時間

第2回 情報セキュリティのポイント学習（２）従業員としての対策
・電子メールのルール、無線LANのルール、ウェブ利用のルール、バッ
クアップのルール、保管のルール、持ち出しのルール、事務所の安全
管理、情報の安全な処分

情報セキュリティ対策支援サイト「5分でできる！ポイント学
習」（IPA）
https://security-shien.ipa.go.jp/learning/
を復習する。

4時間

第3回 情報セキュリティのポイント学習（３）組織としての対策
・守秘義務の周知、従業員教育、私物機器の利用、取引先管理、外部
サービスの利用、事故への備え、ルールの整備

情報セキュリティ対策支援サイト「5分でできる！ポイント学
習」（IPA）
https://security-shien.ipa.go.jp/learning/
を復習する。

4時間

第4回 個人情報保護
・個人情報保護法
・個人情報漏えい防止対策と発生時の対応

個人情報保護法ハンドブック（個人情報保護委員会）
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/kojinjouhou_handbook.pdf
情報漏えい発生時の対応ポイント集（IPA）
https://www.ipa.go.jp/security/awareness/johorouei/roue
i_taiou.pdf
漏れたら大変！個人情報（IPA）
https://www.ipa.go.jp/security/kojinjoho/comment.html
等を読んで復習

4時間

第5回 著作権 みんなのための著作権教室
http://kids.cric.or.jp/index.html
著作権Q&A（公益社団法人著作権情報センター）
http://www.cric.or.jp/qa/index.html
等を読んで復習する。

4時間

第6回 違法ダウンロード刑事罰化 違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A（文化庁）
違法ダウンロードが罰則の対象となることについて知って
おきたいこと（子ども用）
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/do
wnload_qa/pdf/dl_qa_child_ver2.pdf
違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/d
ownload_qa/pdf/dl_qa_ver2.pdf

4時間

第7回 ウェブサイトにおける代表的な脆弱性について（１）
・SQLインジェクション
・クロスサイト・スクリプティング
・CSRF
・パス名パラメータの未チェック/ディレクトリ・トラバーサル
・OSコマンド・インジェクション

知っていますか？脆弱性 （ぜいじゃくせい）（IPA）
https://www.ipa.go.jp/security/vuln/vuln_contents/
を読んで復習する。

4時間

第8回 ウェブサイトにおける代表的な脆弱性について（２）
・セッション管理の不備
・HTTPヘッダ・インジェクション
・HTTPSの不適切な利用
・サービス運用妨害（Dos）
・メール不正中継

知っていますか？脆弱性 （ぜいじゃくせい）（IPA）
https://www.ipa.go.jp/security/vuln/vuln_contents/
を読んで復習する。

4時間

第9回 仮想通貨の情報セキュリティ 仮想通貨に関するニュースを検索してみよう。 4時間

第10回 情報セキュリティ10大脅威
情報セキュリティ対策の基本　IoT機器(情報家電)編 （１）

情報セキュリティ10大脅威 (IPA)
情報セキュリティ対策の基本　IoT機器(情報家電)編(IPA)
について授業資料を読んで復習する。

4時間

第11回 情報セキュリティ10大脅威
情報セキュリティ対策の基本　IoT機器(情報家電)編 （２）

情報セキュリティ10大脅威（IPA）
情報セキュリティ対策の基本　IoT機器(情報家電)編（IPA）
について授業資料を読んで復習する。

4時間

第12回 情報セキュリティ10大脅威
個人編（１）

情報セキュリティ10大脅威 （IPA）
情報セキュリティ10大脅威　個人編（IPA）
について授業資料を読んで復習する。

4時間

第13回 情報セキュリティ10大脅威
個人編（２）

情報セキュリティ10大脅威（IPA）
情報セキュリティ10大脅威　個人編（IPA）
について授業資料を読んで復習する。

4時間

第14回 情報セキュリティ10大脅威
組織編（１）

情報セキュリティ10大脅威（IPA）
情報セキュリティ10大脅威　組織編（IPA）
について授業資料を読んで復習する。

4時間

第15回 情報セキュリティ10大脅威
組織編（２）

情報セキュリティ10大脅威（IPA）
情報セキュリティ10大脅威　組織編（IPA）
について授業資料を読んで復習する。

4時間

－392－



実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 ビジネス統計学Ⅱ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234金　勝鎭

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ ビジネスにおいて必要となる基礎統計の理論と手法を理解する。

授業の目的及び概要
情報化時代のビジネス・経営の世界では、仕事の経験から得られる知識や勘に加え、取組事業の効果検証及び評価、採算性・収益性の予測、経営資
源配分の変化に伴う効率化等々の科学的なデータ分析による支援が、戦略的な意思決定を成功に導く鍵となっている。この授業は、ビジネスの世界で
頻繁に遭遇する問題・課題を取り上げ、分析の幅を広げ、経営戦略上の新たな発見につなげるような知識と手法を身につけることによって、将来に生か
せる統計学を修得することを目的とする。

学修の到達目標
1．データ分析の必要性や手順を理解する。
2．データの特性や目的における適切な分析手法について理解する。
3．RやExcelを利用して、データ分析を実行できる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業内の課題、問題については、適宜授業内でフィードバックやコメント、アドバイスを行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

プレゼンテーション、発表、報告／ＰＣを用いた実技

本科目の担当教員は、民間企業でマーケティングに関する経営戦略立案・運営管理やデータ分析・統計分析などの職務に従事してきた。本科目では、
これらの実務経験を活かした授業を行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

ビジネス業界において、データに基づく戦略の重要性がより強調されています。本講義はデータ分析における必要な基礎統計の概念や手法について説
明します。とくに統計手法についてRやExcelを用いて演習します。春学期のビジネス統計学Iを受講した方の履修を勧奨します。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

050

035015

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキスト指定は行いません。必要な資料を適宜配布します。

参考書

①　１からのマーケティング分析、恩藏直人・冨田健司、碩学舎、2011年 
②　経営・商学のための統計学入門、竹内広宜、講談社、2021年

なし

①　9784502683602
②　9784065251614

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス
授業の目的と方法、授業計画、成績評価等について説明します。

事前学修としてシラバスを事前に読み、授業の目的等を
理解しておくこと。
事後学修として講義資料を読んでマビジネス統計学IIの講
義の流れを確認しておくこと。

2時間

第2回 ビジネス統計学1の振り返り
データの特徴と仮説について説明します。

事前学修として講義義資料や参考書1の「第2章〜第7章」
を事前に読んでおくこと。
事後学修として講義資料やノートを読んで授業で得た知識
を復習しておくこと。

4時間

第3回 データの背景
確率変数、確率分布、期待値について解説します。

事前学修として講義資料や参考書2の「Chapter 10 確率
変数、確率分布、期待値」を事前に読んでおくこと。
事後学修として講義資料やノートを読んで授業で得た知識
を復習しておくこと。

4時間

第4回 統計ソフトR
Rの基本的な使い方について説明します。

事前学修として配布資料を事前に読んでおくこと。
事後学修として講義資料やノートを読んで授業で得た知識
を復習しておくこと。

4時間

第5回 χ2検定
χ2検定の概念や自由度などについて説明します。

事前学修として配布資料や参考書1の「第8章 χ2検定」を
 事前に読んでおくこと。
事後学修として講義資料やノートを読んで授業で得た知識
を復習しておくこと。

4時間

第6回 χ2検定の演習
RやExcelを用いて、χ2検定を演習します。

事前学修として配布資料や参考書1の「第8章 χ2検定」を
 事前に読んでおくこと。 
事後学修として講義資料やノートを読んで授業で得た知識
を復習しておくこと。

4時間

－393－



第7回 t検定
t検定の概念や手法について説明します。

事前学修として講義資料や参考書1の「第9章 t検定」を事
前に読んでおくこと。
事後学修として講義資料やノートを読んで授業で得た知識
を復習しておくこと。

4時間

第8回 t検定の演習
RやExcelを用いて、t検定を演習します。

事前学修として講義資料や参考書1の「第9章 t検定」を事
前に読んでおくこと。
事後学修として講義資料やノートを読んで授業で得た知識
を復習しておくこと。

4時間

第9回 分散分析
分散分析の目的と実験計画について説明します。

事前学修として講義資料や参考書1の「第10章 分散分析」
を事前に読んでおくこと。
事後学修として講義資料やノートを読んで授業で得た知識
を復習しておくこと。

4時間

第10回 分散分析の演習
RやExcelを用いて、分散分析を演習します。

事前学修として講義資料や参考書1の「第10章 分散分析」
を事前に読んでおくこと。
事後学修として講義資料やノートを読んで授業で得た知識
を復習しておくこと。

4時間

第11回 相関分析
相関関係の概念と相関分析の仕組みについて説明します。

事前学修として講義資料や参考書1の「第7章 相関分析」
を事前に読んでおくこと。
事後学修として講義資料やノートを読んで授業で得た知識
を復習しておくこと。

4時間

第12回 相関分析の演習
RやExcelを用いて、相関分析を演習します。

事前学修として講義資料や参考書1の「第7章 相関分析」
を事前に読んでおくこと。
事後学修として講義資料やノートを読んで授業で得た知識
を復習しておくこと。

4時間

第13回 回帰分析
回帰分析の目的と分析手順について説明します。

事前学修として講義資料や参考書1の「第11章 回帰分析」
を事前に読んでおくこと。
事後学修として講義資料やノートを読んで授業で得た知識
を復習しておくこと。

4時間

第14回 回帰分析の演習
RやExcelを用いて、回帰分析を演習します。

事前学修として講義資料や参考書1の「第11章 回帰分析」
を事前に読んでおくこと。
事後学修として講義資料やノートを読んで授業で得た知識
を復習しておくこと。

4時間

第15回 総括
これまで取り扱ってきた内容について振り返るとともに、あらためて重
要なポイントは何かについて確認します。

事前学修として講義資料を事前に読み、予習しておくこ
と。
事後学修として講義資料と参考書のこれまで学修した部
分を読んで復習しておくこと。

6時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 ビジネス統計学Ⅱ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234深瀬　澄

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 学生研究発表大会報告や卒業研究に統計手法を活用しよう

授業の目的及び概要
授業で扱う分析手法は、低学年の教養課程レベルで習う典型的な統計分析手法です。昔は紙と電卓で計算していたので相当の時間をかけても、正しく
計算できませんでした。しかし、今では、Excelの分析ツールを利用すれば、誰でも簡単に、早く正確に統計計算ができます。計算は楽なので、授業では
統計学的な考え方と出力結果の解釈をしっかり学んで下さい。学生研究発表大会や卒業研究にぜひ活用して下さい。ただし、学内で入賞を目指すに
は、上位科目の「マーケティングリサーチ」まで必要です。

学修の到達目標
１．標本データの分布状況について、基本統計量を中心とする要約ができる。
２．標本データから、母集団の平均値を区間推定できる。
３．複数の標本のデータ間の統計量の差について、適切な手法を使い分けて仮説検定を行うことができる。
４．分散分析の概念を理解し、分析結果を正確に解釈することができる。
５．分散共分散行列と相関係数行列の関係を理解し、双方向にデータ変換ができる。
６．最小2乗法について理論的に理解できてきいる。
７．Excelのソルバーを利用して、最適化や数値解を求められる。
８．データに基づき原因と結果の間の関係を、数学的に関係づけることができる。
９．単回帰分析の出力結果を正確に解釈できる。
10．回帰分析で初歩的な統計上の問題が生じた場合に、適切な処置ができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業内の課題、問題については、適宜授業内でフィードバックやコメント、アドバイスを行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

プレゼンテーション、発表、報告／ＰＣを用いた実技／反転授業

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

少し前まで、学部教育での統計学の終着駅は分散分析ともいわれました。しかし、授業で学ぶ分散分析は100年前、最小2乗法は200年前に開発された
手法なので、現代のAIによる機械学習や、ベイジアンネットワークによる因果推論に、予測精度では太刀打ちできません。それでも、今もなお学術論文
では有用な研究手法として用いられています。また、統計学の考え方を理解すれば、現代の新しい手法へのキャッチアップも容易になりますので、この
授業の履修して、「マーケティングリサーチ」をはじめとする上位科目への乗り継ぎを薦めます

なお、Exclの基本操作を春学期の「ビジネス統計学I」（深瀬）で教えていますので、あわせて履修することをお勧めします。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

300

3002020

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

『Excelで簡単統計学  分析ツールを使いこなそう！』，上田太一郎監修　近藤宏・淵上美喜・末吉正成・村田真
樹，オーム社，2007年，２８００円

参考書

なし

①9784274066917

なし

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 データの整理

第講　1．順位と百分位数
第講　2．INDEX関数とVLOOKUP関数
第講　3．ヒストグラム
第講　4．カラースケール

【予習】オンデマンドの講義動画教材を視聴してきてくださ
い（2時間）
【復習】実習課題を提出して下さい（2時間）

4時間

第2回 基本統計量2

（1）平均
（2）最小、最大、範囲
（3）中央値（メジアン）、最頻値（モード）
（4）標準偏差、分散
（5）尖度、歪度
（6）合計、標本数

【予習】オンデマンドの講義動画教材を視聴してきてくださ
い（2時間）
【復習】実習課題を提出して下さい（2時間）

4時間
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第3回 基本統計量3（補足）標準誤差と区間推定

第１講　標準偏差と偏差値
第２講　標本抽出
第３講　標準誤差
第４講　区間推定

【予習】オンデマンドの講義動画教材を視聴してきてくださ
い（2時間）
【復習】実習課題を提出して下さい（2時間）

4時間

第4回 統計分析に用いる数式と確率分布関数
第１講　ガンマ関数
第２講　ベータ関数
第３講　ｔ分布
第４講　Ｆ分布
第５講　χ2乗分布

【予習】オンデマンドの講義動画教材を視聴してきてくださ
い（2時間）
【復習】実習課題を提出して下さい（2時間）

4時間

第5回 仮説検定1

第１講　平均の差の検定（1）z検定、　
第２講　分散の差の検定　F検定
第３講　トピックス：Studentのｔ分布

【予習】オンデマンドの講義動画教材を視聴してきてくださ
い（2時間）
【復習】実習課題を提出して下さい（2時間）

4時間

第6回 仮説検定2

第１講　平均の差の検定（2）　t検定（等分散／異分散）
第２講　平均の差の検定（3）　t検定（対応あり）

【予習】オンデマンドの講義動画教材を視聴してきてくださ
い（2時間）
【復習】実習課題を提出して下さい（2時間）

4時間

第7回 中間テスト
第2回～第7回までに学修してきた内容について中間テストを行います。

【予習】今までの授業をよく復習して下さい（3時間）
【復習】動画を視聴して、正解と解き方を確認して下さい（1
時間）

4時間

第8回 分散分析（ANOVA)1

第１講　平均周り変動の分解
第２講　一元配置の分散分析

【予習】オンデマンドの講義動画教材を視聴してきてくださ
い（2時間）
【復習】実習課題を提出して下さい（2時間）

4時間

第9回 分散分析(ANOVA)2

第１講　二元配置の分散分析（繰り返しなし）
第２講　二元配置の分散分析（繰り返しあり）

【予習】オンデマンドの講義動画教材を視聴してきてくださ
い（2時間）
【復習】実習課題を提出して下さい（2時間）

4時間

第10回 相関と回帰分析1

第講　1．共分散と相関
第講　2．行列の積の計算
第講　3．分散共分散行列
第講　4．相関係数行列
第講　5．資産運用への応用

【予習】オンデマンドの講義動画教材を視聴してきてくださ
い（2時間）
【復習】実習課題を提出して下さい（2時間）

4時間

第11回 相関と回帰分析2

第1講：回帰直線と最小2乗法（OLS）
第2講：Excelソルバーの使い方
第3講：ExcelソルバーによるOLS推定
第4講：Excelソルバーの応用

【予習】オンデマンドの講義動画教材を視聴してきてくださ
い（2時間）
【復習】実習課題を提出して下さい（2時間）

4時間

第12回 相関と回帰分析3

単回帰分析から重回帰分析へ
第講　(1)最小2乗法の復習と補足説明
第講　(2)Excel分析ツールによる回帰分析
(第講　3)単回帰分析から重回帰分析へ
第講　(4)多重共線性問題

【予習】オンデマンドの講義動画教材を視聴してきてくださ
い（2時間）
【復習】実習課題を提出して下さい（2時間）

4時間

第13回 相関と回帰分析5

回帰分析の応用１
第講　(1)ダミー変数の利用
第講　(2)数量化理論I類
第講　(3)変数変換と非線形回帰

【予習】オンデマンドの講義動画教材を視聴してきてくださ
い（2時間）
【復習】実習課題を提出して下さい（2時間）

4時間

第14回 時系列予測

第１講　TCSI要因分解
第２講　移動平均
第３講　指数平滑法
第４講　周波数領域

【予習】オンデマンドの講義動画教材を視聴してきてくださ
い（2時間）
【復習】実習課題を提出して下さい（2時間）

4時間

第15回 総括
これまで取り扱ってきた内容について振り返るとともに、あらためて重
要なポイントは何かについて確認します。

事前学修として授業で配布した資料を事前に読み、予習し
ておくこと。
事後学修として授業で配布した資料と参考書のこれまで
学修した部分を読んで復習しておくこと。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 Practical Business EnglishⅠ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

経済学部　1234
経営学部　  234

藤崎　好子

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ ビジネス実践英語 （１）

授業の目的及び概要
ビジネスの場における英語コミュニケーションに必要な基礎英語力（語彙・文法・構文・表現）を養う。

学修の到達目標
ビジネス英語の基礎となる英語を学び、英語力TOEIC400点相当以上を目指す。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業や課題のフィードバックは、授業時間内での解説・試験・メール等を利用して実施する。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

母語が日本語でない受講者は、日本語能力N２以上あることが望ましい。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

500

０152015

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

ビジネス英語を磨く英文法　Smart Reference、Z会編集部、Z会、2018年、ISBN9784862902351

参考書

①9784862902351
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 Introduction：受講上の留意点、授業内容、授業の進め方、課題、各種
英語検定試験の紹介等
課題（１）

・授業での説明を踏まえ、今年度１年間の各種英語関連
試験の受験計画を立てる。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・与えられた課題に取り組む。

4時間

第2回 課題テスト（１）
英文の基本：文の種類と条件（１）
課題（２）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に纏めて整理する。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・予習過程で解りにくかった箇所をマークし、授業中に質問
する用意をする。
・与えられた課題に取り組む。

4時間

第3回 課題テスト（２）
英文の基本：文の種類と条件（２）
課題（３）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に纏めて整理する。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・予習過程で解りにくかった箇所をマークし、授業中に質問
する用意をする。
・与えられた課題に取り組む。

4時間
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第4回 課題テスト（３）
英文の基本：文の種類と条件（３）
課題（４）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に纏めて整理する。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・予習過程で解りにくかった箇所をマークし、授業中に質問
する用意をする。
・与えられた課題に取り組む。

4時間

第5回 課題テスト（４）
英文の基本：主要な品詞（１）
課題（５）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に纏めて整理する。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・予習過程で解りにくかった箇所をマークし、授業中に質問
する用意をする。
・与えられた課題に取り組む。

4時間

第6回 課題テスト（５）
英文の基本：主要な品詞（２）
課題（６）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に纏めて整理する。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・予習過程で解りにくかった箇所をマークし、授業中に質問
する用意をする。
・与えられた課題に取り組む。

4時間

第7回 課題テスト（６）
英文の基本：主要な品詞（３）
課題（７）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に纏めて整理する。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・予習過程で解りにくかった箇所をマークし、授業中に質問
する用意をする。
・与えられた課題に取り組む。

4時間

第8回 課題テスト（７）
英文の基本：文の形・節構造（１）
課題（８）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に纏めて整理する。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・予習過程で解りにくかった箇所をマークし、授業中に質問
する用意をする。
・与えられた課題に取り組む。

4時間

第9回 課題テスト（８）
英文の基本：文の形・節構造（２）
課題（９）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に纏めて整理する。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・予習過程で解りにくかった箇所をマークし、授業中に質問
する用意をする。
・与えられた課題に取り組む。

4時間

第10回 課題テスト（９）
英文の基本：文の形・節構造（３）
課題（10）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に纏めて整理する。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・予習過程で解りにくかった箇所をマークし、授業中に質問
する用意をする。
・与えられた課題に取り組む。

4時間

第11回 課題テスト（10）
英文の基本：時制と相（１）
課題（11）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に纏めて整理する。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・予習過程で解りにくかった箇所をマークし、授業中に質問
する用意をする。
・与えられた課題に取り組む。

4時間

第12回 課題テスト（11）
英文の基本：時制と相（２）
課題（12）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に纏めて整理する。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・予習過程で解りにくかった箇所をマークし、授業中に質問
する用意をする。
・与えられた課題に取り組む。

4時間

第13回 課題テスト（12）
英文の基本：時制と相（３）
課題（13）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に纏めて整理する。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・予習過程で解りにくかった箇所をマークし、授業中に質問
する用意をする。
・与えられた課題に取り組む。

4時間

第14回 課題テスト（13）
英文の基本：時制と相（４）
課題（14）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に纏めて整理する。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・予習過程で解りにくかった箇所をマークし、授業中に質問
する用意をする。
・与えられた課題に取り組む。

4時間

第15回 課題テスト（14）
英文の基本の総まとめ
課題（15）

・今学期の全ての授業内容を振り返り、授業中に取った
ノート内容を参考に纏めて整理する。
・今学期の全ての授業内容を振り返り、自分が強化すべき
項目を確認して今後の課題とする。
・返却された今学期全ての課題を見直し、今後取り組むべ
き項目を認識する。

4時間

－398－



実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 Practical Business EnglishⅠ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

経済学部　1234
経営学部　  234

藤崎　好子

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ ビジネス実践英語 （１）

授業の目的及び概要
ビジネスの場における英語コミュニケーションに必要な基礎英語力（語彙・文法・構文・表現）を養う。

学修の到達目標
ビジネス英語の基礎となる英語を学び、英語力TOEIC400点相当以上を目指す。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業や課題のフィードバックは、授業時間内での解説・試験・メール等を利用して実施する。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

母語が日本語でない受講者は、日本語能力N２以上あることが望ましい。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

500

０152015

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

ビジネス英語を磨く英文法　Smart Reference、Z会編集部、Z会、2018年、ISBN9784862902351

参考書

①9784862902351
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 Introduction：受講上の留意点、授業内容、授業の進め方、課題、各種
英語検定試験の紹介等
課題（１）

・授業での説明を踏まえ、今年度１年間の各種英語関連
試験の受験計画を立てる。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・与えられた課題に取り組む。

4時間

第2回 課題テスト（１）
英文の基本：文の種類と条件（１）
課題（２）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に纏めて整理する。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・予習過程で解りにくかった箇所をマークし、授業中に質問
する用意をする。
・与えられた課題に取り組む。

4時間

第3回 課題テスト（２）
英文の基本：文の種類と条件（２）
課題（３）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に纏めて整理する。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・予習過程で解りにくかった箇所をマークし、授業中に質問
する用意をする。
・与えられた課題に取り組む。

4時間

－399－



第4回 課題テスト（３）
英文の基本：文の種類と条件（３）
課題（４）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に纏めて整理する。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・予習過程で解りにくかった箇所をマークし、授業中に質問
する用意をする。
・与えられた課題に取り組む。

4時間

第5回 課題テスト（４）
英文の基本：主要な品詞（１）
課題（５）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に纏めて整理する。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・予習過程で解りにくかった箇所をマークし、授業中に質問
する用意をする。
・与えられた課題に取り組む。

4時間

第6回 課題テスト（５）
英文の基本：主要な品詞（２）
課題（６）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に纏めて整理する。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・予習過程で解りにくかった箇所をマークし、授業中に質問
する用意をする。
・与えられた課題に取り組む。

4時間

第7回 課題テスト（６）
英文の基本：主要な品詞（３）
課題（７）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に纏めて整理する。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・予習過程で解りにくかった箇所をマークし、授業中に質問
する用意をする。
・与えられた課題に取り組む。

4時間

第8回 課題テスト（７）
英文の基本：文の形・節構造（１）
課題（８）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に纏めて整理する。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・予習過程で解りにくかった箇所をマークし、授業中に質問
する用意をする。
・与えられた課題に取り組む。

4時間

第9回 課題テスト（８）
英文の基本：文の形・節構造（２）
課題（９）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に纏めて整理する。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・予習過程で解りにくかった箇所をマークし、授業中に質問
する用意をする。
・与えられた課題に取り組む。

4時間

第10回 課題テスト（９）
英文の基本：文の形・節構造（３）
課題（10）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に纏めて整理する。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・予習過程で解りにくかった箇所をマークし、授業中に質問
する用意をする。
・与えられた課題に取り組む。

4時間

第11回 課題テスト（10）
英文の基本：時制と相（１）
課題（11）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に纏めて整理する。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・予習過程で解りにくかった箇所をマークし、授業中に質問
する用意をする。
・与えられた課題に取り組む。

4時間

第12回 課題テスト（11）
英文の基本：時制と相（２）
課題（12）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に纏めて整理する。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・予習過程で解りにくかった箇所をマークし、授業中に質問
する用意をする。
・与えられた課題に取り組む。

4時間

第13回 課題テスト（12）
英文の基本：時制と相（３）
課題（13）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に纏めて整理する。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・予習過程で解りにくかった箇所をマークし、授業中に質問
する用意をする。
・与えられた課題に取り組む。

4時間

第14回 課題テスト（13）
英文の基本：時制と相（４）
課題（14）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に纏めて整理する。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・予習過程で解りにくかった箇所をマークし、授業中に質問
する用意をする。
・与えられた課題に取り組む。

4時間

第15回 課題テスト（14）
英文の基本の総まとめ
課題（15）

・今学期の全ての授業内容を振り返り、授業中に取った
ノート内容を参考に纏めて整理する。
・今学期の全ての授業内容を振り返り、自分が強化すべき
項目を確認して今後の課題とする。
・返却された今学期全ての課題を見直し、今後取り組むべ
き項目を認識する。

4時間

－400－



実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 Practical Business EnglishⅡ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234藤崎　好子

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ ビジネス実践英語 （２）

授業の目的及び概要
ビジネスの場における英語コミュニケーションに必要な基礎英語力（語彙・文法・構文・表現）を養う。

学修の到達目標
ビジネス英語の基礎となる英語を学び、英語力TOEIC500点相当以上を目指す。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業や課題のフィードバックは、授業時間内での解説・試験・メール等を利用して実施する。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

母語が日本語でない受講者は、日本語能力N２以上あることが望ましい。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

500

0152015

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

ビジネス英語を磨く英文法 Smart Reference、Z会編集部、Z会、2018年、ISBN9784862902351

参考書

ISBN9784862902351
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 Introduction : 受講上の留意点、授業内容、授業の進め方、課題、評価
方法、各種英語検定試験の紹介等
課題（１）

・授業での説明を踏まえ、今年度１年間の各種英語関連
試験の受験計画を立てる。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

第2回 課題テスト（１）
名詞（１）
課題（２）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に纏めて整理する。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・予習過程で解りにくかった箇所をマークし、授業中に質問
する用意をする。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

第3回 課題テスト（２）
名詞（２）
課題（３）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に纏めて整理する。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・予習過程で解りにくかった箇所をマークし、授業中に質問
する用意をする。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

－401－



第4回 課題テスト（３）
代名詞（１）
課題（４）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に纏めて整理する。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・予習過程で解りにくかった箇所をマークし、授業中に質問
する用意をする。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

第5回 課題テスト（４）
代名詞（２）
課題（５）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に纏めて整理する。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・予習過程で解りにくかった箇所をマークし、授業中に質問
する用意をする。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

第6回 課題テスト（５）
形容詞、限定詞（１）
課題（６）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に纏めて整理する。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・予習過程で解りにくかった箇所をマークし、授業中に質問
する用意をする。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

第7回 課題テスト（６）
形容詞、限定詞（２）
課題（７）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に纏めて整理する。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・予習過程で解りにくかった箇所をマークし、授業中に質問
する用意をする。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

第8回 課題テスト（７）
副詞（１）
課題（８）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に纏めて整理する。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・予習過程で解りにくかった箇所をマークし、授業中に質問
する用意をする。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

第9回 課題テスト（８）
副詞（２）
課題（９）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に纏めて整理する。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・予習過程で解りにくかった箇所をマークし、授業中に質問
する用意をする。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

第10回 課題テスト（９）
接続詞、接続副詞（１）
課題（10）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に纏めて整理する。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・予習過程で解りにくかった箇所をマークし、授業中に質問
する用意をする。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

第11回 課題テスト（10）
接続詞、接続副詞（２）
課題（11）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に纏めて整理する。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・予習過程で解りにくかった箇所をマークし、授業中に質問
する用意をする。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

第12回 課題テスト（11）
前置詞（１）
課題（12）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に纏めて整理する。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・予習過程で解りにくかった箇所をマークし、授業中に質問
する用意をする。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

第13回 課題テスト（12）
前置詞（２）
課題（13）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に纏めて整理する。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・予習過程で解りにくかった箇所をマークし、授業中に質問
する用意をする。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

第14回 課題テスト（13）
総まとめ（１）
課題（14）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に纏めて整理する。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・予習過程で解りにくかった箇所をマークし、授業中に質問
する用意をする。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

第15回 課題テスト（14）
総まとめ（２）
課題（15）

・今学期の全ての授業内容を振り返り、授業中に取った
ノート内容を参考に纏めて整理する。
・今学期の全ての授業内容を振り返り、自分が強化すべき
項目を確認して今後の課題とする。
・返却された今学期全ての課題を見直し、今後取り組むべ
き項目を認識する。

2時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 Practical Business EnglishⅡ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234藤崎　好子

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ ビジネス実践英語 （２）

授業の目的及び概要
ビジネスの場における英語コミュニケーションに必要な基礎英語力（語彙・文法・構文・表現）を養う。

学修の到達目標
ビジネス英語の基礎となる英語を学び、英語力TOEIC500点相当以上を目指す。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業や課題のフィードバックは、授業時間内での解説・試験・メール等を利用して実施する。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

母語が日本語でない受講者は、日本語能力N２以上あることが望ましい。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

500

0152015

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

ビジネス英語を磨く英文法 Smart Reference、Z会編集部、Z会、2018年、ISBN9784862902351

参考書

ISBN9784862902351
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 Introduction : 受講上の留意点、授業内容、授業の進め方、課題、評価
方法、各種英語検定試験の紹介等
課題（１）

・授業での説明を踏まえ、今年度１年間の各種英語関連
試験の受験計画を立てる。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

第2回 課題テスト（１）
名詞（１）
課題（２）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に纏めて整理する。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・予習過程で解りにくかった箇所をマークし、授業中に質問
する用意をする。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

第3回 課題テスト（２）
名詞（２）
課題（３）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に纏めて整理する。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・予習過程で解りにくかった箇所をマークし、授業中に質問
する用意をする。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

－403－



第4回 課題テスト（３）
代名詞（１）
課題（４）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に纏めて整理する。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・予習過程で解りにくかった箇所をマークし、授業中に質問
する用意をする。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

第5回 課題テスト（４）
代名詞（２）
課題（５）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に纏めて整理する。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・予習過程で解りにくかった箇所をマークし、授業中に質問
する用意をする。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

第6回 課題テスト（５）
形容詞、限定詞（１）
課題（６）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に纏めて整理する。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・予習過程で解りにくかった箇所をマークし、授業中に質問
する用意をする。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

第7回 課題テスト（６）
形容詞、限定詞（２）
課題（７）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に纏めて整理する。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・予習過程で解りにくかった箇所をマークし、授業中に質問
する用意をする。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

第8回 課題テスト（７）
副詞（１）
課題（８）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に纏めて整理する。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・予習過程で解りにくかった箇所をマークし、授業中に質問
する用意をする。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

第9回 課題テスト（８）
副詞（２）
課題（９）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に纏めて整理する。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・予習過程で解りにくかった箇所をマークし、授業中に質問
する用意をする。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

第10回 課題テスト（９）
接続詞、接続副詞（１）
課題（10）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に纏めて整理する。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・予習過程で解りにくかった箇所をマークし、授業中に質問
する用意をする。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

第11回 課題テスト（10）
接続詞、接続副詞（２）
課題（11）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に纏めて整理する。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・予習過程で解りにくかった箇所をマークし、授業中に質問
する用意をする。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

第12回 課題テスト（11）
前置詞（１）
課題（12）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に纏めて整理する。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・予習過程で解りにくかった箇所をマークし、授業中に質問
する用意をする。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

第13回 課題テスト（12）
前置詞（２）
課題（13）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に纏めて整理する。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・予習過程で解りにくかった箇所をマークし、授業中に質問
する用意をする。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

第14回 課題テスト（13）
総まとめ（１）
課題（14）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に纏めて整理する。
・次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解いて
おく。
・予習過程で解りにくかった箇所をマークし、授業中に質問
する用意をする。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

第15回 課題テスト（14）
総まとめ（２）
課題（15）

・今学期の全ての授業内容を振り返り、授業中に取った
ノート内容を参考に纏めて整理する。
・今学期の全ての授業内容を振り返り、自分が強化すべき
項目を確認して今後の課題とする。
・返却された今学期全ての課題を見直し、今後取り組むべ
き項目を認識する。

2時間

－404－



実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 Practical Business EnglishⅢ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234藤崎　好子

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G3

経済学部専門教育科目

テーマ ビジネス英語実践（３）

授業の目的及び概要
ビジネスの場における英語コミュニケーションに必要な基礎英語力（語彙、文法、構文、表現）を養う。

学修の到達目標
ビジネス英語の基礎となる英語を学び、英語力TOEIC６００点相当を目指す。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業や課題のフィードバックは、授業時間内での解説、テスト、メール等を利用して実施する。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

日本語が母語でない受講者は、日本語能力N２以上あることが望ましい。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

500

0152015

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

ビジネス英語を磨く英文法　Smart Reference、Z会編集部、Z会、2018年、ISBN9784862902351

参考書

ISBN9784862902351
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 Introduction：受講上の留意点、授業内容、授業の進め方、課題、評価
方法、各種英語検定試験の紹介等
課題（１）

１　授業での説明を踏まえ、今年度１年間の各種英語関連
試験の受験計画を立てる。
２　次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解い
ておく。
３　与えられた課題に取り組む。

2時間

第2回 課題テスト（１）
テキスト：不定詞（１）　p154－p 176
課題（２）

１　今回の授業を振り返り、授業中に取ったノート内容を参
考にまとめ、確認整理する。
２　次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解い
ておく。
３　予習過程で分かりにくかった箇所をマークし、授業中に
捨門する用意をする。
４　今日の課題に取り組む。

2時間

第3回 課題テスト（２）
テキスト：不定詞（２）　p154－p 176
課題（３）

１　今回の授業を振り返り、授業中に取ったノート内容を参
考にまとめ、確認整理する。
２　次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解い
ておく。
３　予習過程で分かりにくかった箇所をマークし、授業中に
捨門する用意をする。
４　今日の課題に取り組む。

2時間

第4回 課題テスト（３）
テキスト：不定詞（３）　p154－p 176
課題（４）

１　今回の授業を振り返り、授業中に取ったノート内容を参
考にまとめ、確認整理する。
２　次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解い
ておく。
３　予習過程で分かりにくかった箇所をマークし、授業中に
捨門する用意をする。
４　今日の課題に取り組む。

2時間
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第5回 課題テスト（４）
テキスト：不定詞（４）　p154－p 176
課題（５）

１　今回の授業を振り返り、授業中に取ったノート内容を参
考にまとめ、確認整理する。
２　次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解い
ておく。
３　予習過程で分かりにくかった箇所をマークし、授業中に
捨門する用意をする。
４　今日の課題に取り組む。

2時間

第6回 課題テスト（５）
テキスト：動名詞（１）　p 169－p 176
課題（６）

１　今回の授業を振り返り、授業中に取ったノート内容を参
考にまとめ、確認整理する。
２　次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解い
ておく。
３　予習過程で分かりにくかった箇所をマークし、授業中に
捨門する用意をする。
４　今日の課題に取り組む。

2時間

第7回 課題テスト（６）
テキスト：動名詞（2）　p 169－p 176
課題（７）

１　今回の授業を振り返り、授業中に取ったノート内容を参
考にまとめ、確認整理する。
２　次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解い
ておく。
３　予習過程で分かりにくかった箇所をマークし、授業中に
捨門する用意をする。
４　今日の課題に取り組む。

2時間

第8回 課題テスト（７）
テキスト：動名詞（3）　p 169－p 176
課題（８）

１　今回の授業を振り返り、授業中に取ったノート内容を参
考にまとめ、確認整理する。
２　次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解い
ておく。
３　予習過程で分かりにくかった箇所をマークし、授業中に
捨門する用意をする。
４　今日の課題に取り組む。

2時間

第9回 課題テスト（８）
テキスト：動名詞（4）　p 169－p 176
課題（９）

１　今回の授業を振り返り、授業中に取ったノート内容を参
考にまとめ、確認整理する。
２　次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解い
ておく。
３　予習過程で分かりにくかった箇所をマークし、授業中に
捨門する用意をする。
４　今日の課題に取り組む。

2時間

第10回 課題テスト（９）
テキスト：分詞（１）p 177－p 190
課題（10）

１　今回の授業を振り返り、授業中に取ったノート内容を参
考にまとめ、確認整理する。
２　次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解い
ておく。
３　予習過程で分かりにくかった箇所をマークし、授業中に
捨門する用意をする。
４　今日の課題に取り組む。

2時間

第11回 課題テスト（10）
テキスト：分詞（２）p 177－p 190
課題（11）

１　今回の授業を振り返り、授業中に取ったノート内容を参
考にまとめ、確認整理する。
２　次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解い
ておく。
３　予習過程で分かりにくかった箇所をマークし、授業中に
捨門する用意をする。
４　今日の課題に取り組む。

2時間

第12回 課題テスト（11）
テキスト：分詞（３）p 177－p 190
課題（12）

１　今回の授業を振り返り、授業中に取ったノート内容を参
考にまとめ、確認整理する。
２　次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解い
ておく。
３　予習過程で分かりにくかった箇所をマークし、授業中に
捨門する用意をする。
４　今日の課題に取り組む。

2時間

第13回 課題テスト（12）
テキスト：分詞（４）p 177－p 190
課題（13）

１　今回の授業を振り返り、授業中に取ったノート内容を参
考にまとめ、確認整理する。
２　次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解い
ておく。
３　予習過程で分かりにくかった箇所をマークし、授業中に
捨門する用意をする。
４　今日の課題に取り組む。

2時間

第14回 課題テスト（13）
テキスト：今学期の総まとめ（１）
課題（14）

１　今回の授業を振り返り、授業中に取ったノート内容を参
考にまとめ、確認整理する。
２　次回授業のテキスト範囲を予習し、問題があれば解い
ておく。
３　予習過程で分かりにくかった箇所をマークし、授業中に
捨門する用意をする。
４　今日の課題に取り組む。

2時間

第15回 課題テスト（14）
テキスト：今学期の総まとめ（２）
課題（15）

１　今学期全ての授業内容を振り返り、授業中に取った
ノート内容を参考にまとめ、確認整理する。
２　今学期全ての授業内容を振り返り、自分が強化すべき
項目を確認して今後の課題とする。
３　返却された今学期全ての課題を見直し、今後取り組む
べき項目を認識する。
４　今学期最後の課題に取り組む。

2時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 Economic Issues in EnglishⅠ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234高橋　美多

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ グローバル経済の現状と先行き
The current global economic situation and prospects

授業の目的及び概要
（1）本授業では，原則として，英語のみを用い，日本（地域）及びグローバル経済に関する基本的知識の習得を図ります．グローバル社会での活躍を目
指す受講生を歓迎します．This course, Economic Issues in English 1, is conducted mainly in English: Japanese who are hoping to study abroad or “to 
be global” are also welcomed. 
（2）実学としての経済学：Economics for practical use：本授業で日本の経済政策に関する基礎の確立を図ります．Students will get basic knowledge of 
Japanese economy.

学修の到達目標
グローバル競争における経済,テクノロジー，文化，社会，企業戦略と諸動向等について，基本的知識を習得すると同時に，プレゼンテーションスキルを
学びます．
This course aims to acquaint the students with basic knowledge of economy, technology, culture, society and corporate strategies in global 
competition. At the same time, this course aims to improve individual presentation skills.

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
討議やプレゼンに対し，適宜改善点を指摘します．Students will get guidances for their discussions and presentations on the spot.

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

担当教員は，受講生の自主性を育むため，機微な政治・経済上の問題について，特定の見解を強要しません．賛否両論を歓迎します．そのため，互い
の意見を尊重しつつ，自由闊達に意見を述べ合う姿勢が要求されます．建設的な授業批判・改善案を歓迎します．The lecturer does not force any 
specific opinions for political and economic issues: participants shall respect others opinions. Students are encouraged to participate actively through 
efforts to make class environment as fruitful as possible. Any constructive ideas and opinions for a better class are welcomed.

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

30
プレゼンテーション
Presentation050

00020

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

AFPニュースで見る世界５（成美堂）
AFP World News Report 5 (SEIBIDO)

資料などを配布します。
Lecturer will show the materials.

参考書

ウェブ：以下参照
JETRO: https://www.jetro.go.jp/en
日経Nikkei Asian Review: https://asia.nikkei.com/
APIR: https://www.apir.or.jp/en/research/9096/

ISBN：9784791972111
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 授業概要の解説
Course outlook

ラーニング・ポータル上の資料・ウェブサイトで復習し，次
週に備えてください．
Check and read  learning materials and websites which 
are introduced at the Learning Portal for the class next 
week.

4時間

第2回 貧困をなくそう
No Poverty

ラーニング・ポータル上の資料・ウェブサイトで復習し，次
週に備えてください．
Check and read  learning materials and websites which 
are introduced at the Learning Portal for the class next 
week.

4時間

第3回 経済事情プレゼン（1） 
Introduction of the country of the origin 1

ラーニング・ポータル上の資料・ウェブサイトで復習し，次
週に備えてください．
Check and read  learning materials and websites which 
are introduced at the Learning Portal for the class next 
week.

4時間

第4回 経済事情プレゼン（2） 
Introduction of the country of the origin 2

ラーニング・ポータル上の資料・ウェブサイトで復習し，次
週に備えてください．
Check and read  learning materials and websites which 
are introduced at the Learning Portal for the class next 
week.

4時間

－407－



第5回 飢餓をゼロに
Zero Hunger

ラーニング・ポータル上の資料・ウェブサイトで復習し，次
週に備えてください．
Check and read  learning materials and websites which 
are introduced at the Learning Portal for the class next 
week.

4時間

第6回 経済事情プレゼン（3） 
Introduction of the country of the origin 3

ラーニング・ポータル上の資料・ウェブサイトで復習し，次
週に備えてください．
Check and read  learning materials and websites which 
are introduced at the Learning Portal for the class next 
week.

4時間

第7回 経済事情プレゼン（4） 
Introduction of the country of the origin 4

ラーニング・ポータル上の資料・ウェブサイトで復習し，次
週に備えてください．
Check and read  learning materials and websites which 
are introduced at the Learning Portal for the class next 
week.

4時間

第8回 すべての人に健康と福祉を
Good Heaith & Well-being

ラーニング・ポータル上の資料・ウェブサイトで復習し，次
週に備えてください．
Check and read  learning materials and websites which 
are introduced at the Learning Portal for the class next 
week.

4時間

第9回 経済事情プレゼン（5） 
Introduction of the country of the origin 5

ラーニング・ポータル上の資料・ウェブサイトで復習し，次
週に備えてください．
Check and read  learning materials and websites which 
are introduced at the Learning Portal for the class next 
week.

4時間

第10回 経済事情プレゼン（6） 
Introduction of the country of the origin 6

ラーニング・ポータル上の資料・ウェブサイトで復習し，次
週に備えてください．
Check and read  learning materials and websites which 
are introduced at the Learning Portal for the class next 
week.

4時間

第11回 質の高い教育をみんなに
Quality Education

ラーニング・ポータル上の資料・ウェブサイトで復習し，次
週に備えてください．
Check and read  learning materials and websites which 
are introduced at the Learning Portal for the class next 
week.

4時間

第12回 経済事情プレゼン（7） 
Introduction of the country of the origin 7

ラーニング・ポータル上の資料・ウェブサイトで復習し，次
週に備えてください．
Check and read  learning materials and websites which 
are introduced at the Learning Portal for the class next 
week.

4時間

第13回 学生によるプレゼンテーションと質疑応答（１）　
Giving a Presentation and Questions and Answers 1

ラーニング・ポータル上の資料・ウェブサイトで復習し，次
週に備えてください．
Check and read  learning materials and websites which 
are introduced at the Learning Portal for the class next 
week.

4時間

第14回 学生によるプレゼンテーションと質疑応答（２）　
Giving a Presentation and Questions and Answers 2

ラーニング・ポータル上の資料・ウェブサイトで復習し，次
週に備えてください．
Check and read  learning materials and websites which 
are introduced at the Learning Portal for the class next 
week.

4時間

第15回 全体総括 Summary ラーニング・ポータル上の資料・ウェブサイトで復習し，試
験に備えてください．
Read through learning materials on the Learning Portal 
for the exam.

4時間

－408－



実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 Economic Issues in EnglishⅡ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234高橋　美多

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ グローバル経済の現状と先行き
The current global economic situation and prospects

授業の目的及び概要
（1）本授業では，原則として英語のみを用い，日本（地域）及びグローバル経済に関する基本的知識の習得を図ります．グローバル社会での活躍を目指
す受講生を歓迎します．This course, Economic Issues in English 1, is conducted mainly in English: Japanese who are hoping to study abroad or “to be 
global” are also welcomed. 
（2）実学としての経済学：Economics for practical use：本授業で日本の経済政策に関する基礎の確立を図ります．Students will get basic knowledge of 
Japanese economy.

学修の到達目標
グローバル競争における経済,テクノロジー，文化，社会，企業戦略と諸動向等について，基本的知識を習得すると同時に，プレゼンテーションスキルに
加え，ディベートスキルを学びます．
This course aims to acquaint the students with basic knowledge of economy, technology, culture, society and corporate strategies in global 
competition. At the same time, this course aims to improve individual presentation skills and debating skills.

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
討議やプレゼンに対し，適宜改善点を指摘します．Students will get guidances for their discussions and presentations on the spot.

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

担当教員は，受講生の自主性を育むため，機微な政治・経済上の問題について，特定の見解を強要しません．賛否両論を歓迎します．そのため，互い
の意見を尊重しつつ，自由闊達に意見を述べ合う姿勢が要求されます．建設的な授業批判・改善案を歓迎します．The lecturer does not force any 
specific opinions for political and economic issues: participants shall respect others opinions. Students are encouraged to participate actively through 
efforts to make class environment as fruitful as possible. Any constructive ideas and opinions for a better class are welcomed.

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

30
プレゼンテーション
Presentation050

00020

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

AFPニュースで見る世界５（成美堂）
AFP World News Report 5 (SEIBIDO)

資料などを配布します。
Lecturer will show the materials.

参考書

ウェブ：以下参照
JETRO: https://www.jetro.go.jp/en
日経Nikkei Asian Review: https://asia.nikkei.com/
APIR: https://www.apir.or.jp/en/research/9096/

ISBN：9784791972111
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 授業概要の解説 Course outlook ラーニング・ポータル上の資料・ウェブサイトで復習し，次
週に備えてください．
Check and read learning materials and websites which 
are introduced at the Learning Portal for the class next 
week.

4時間

第2回 エネルギーをみんなに、そしてクリーンに
Affordable & Clean Energy

ラーニング・ポータル上の資料・ウェブサイトで復習し，次
週に備えてください．
Check and read learning materials and websites which 
are introduced at the Learning Portal for the class next 
week.

4時間

第3回 経済事情プレゼン（1） 
Introduction of the country of the origin 1

ラーニング・ポータル上の資料・ウェブサイトで復習し，次
週に備えてください．
Check and read learning materials and websites which 
are introduced at the Learning Portal for the class next 
week.

4時間

第4回 経済事情プレゼン（2） 
Introduction of the country of the origin 2

ラーニング・ポータル上の資料・ウェブサイトで復習し，次
週に備えてください．
Check and read learning materials and websites which 
are introduced at the Learning Portal for the class next 
week.

4時間

－409－



第5回 働きがいも、経済成長も
Decent Work & Economic Growth

ラーニング・ポータル上の資料・ウェブサイトで復習し，次
週に備えてください．
Check and read learning materials and websites which 
are introduced at the Learning Portal for the class next 
week.

4時間

第6回 経済事情プレゼン（3）
Student presentation of one country (3)

ラーニング・ポータル上の資料・ウェブサイトで復習し，次
週に備えてください．
Check and read learning materials and websites which 
are introduced at the Learning Portal for the class next 
week.

4時間

第7回 経済事情プレゼン（4） 
Introduction of the country of the origin 4

ラーニング・ポータル上の資料・ウェブサイトで復習し，次
週に備えてください．
Check and read learning materials and websites which 
are introduced at the Learning Portal for the class next 
week.

4時間

第8回 産業と技術革新の基盤をつくろう
Industry, Innovation & Infrastructure

ラーニング・ポータル上の資料・ウェブサイトで復習し，次
週に備えてください．
Check and read learning materials and websites which 
are introduced at the Learning Portal for the class next 
week.

4時間

第9回 経済事情プレゼン（5） 
Introduction of the country of the origin 5

ラーニング・ポータル上の資料・ウェブサイトで復習し，次
週に備えてください．
Check and read learning materials and websites which 
are introduced at the Learning Portal for the class next 
week.

4時間

第10回 経済事情プレゼン（6） 
Introduction of the country of the origin 6

ラーニング・ポータル上の資料・ウェブサイトで復習し，次
週に備えてください．
Check and read learning materials and websites which 
are introduced at the Learning Portal for the class next 
week.

4時間

第11回 人や国の不平等をなくそう
Reduced Inequalities

ラーニング・ポータル上の資料・ウェブサイトで復習し，次
週に備えてください．
Check and read learning materials and websites which 
are introduced at the Learning Portal for the class next 
week.

4時間

第12回 経済事情プレゼン（7） 
Introduction of the country of the origin 7

ラーニング・ポータル上の資料・ウェブサイトで復習し，次
週に備えてください．
Check and read learning materials and websites which 
are introduced at the Learning Portal for the class next 
week.

4時間

第13回 学生による企業のプレゼン（1）
日本企業 with/vs 伝統的欧米企業（ボーイング，フォード他），新興欧
米企業（GAFA/FAANG他），アラブ系企業（エミレーツ航空，カタール航
空他），アジア系企業（鴻海精密工業・サムスン他）
Student presentation of one company (1) 
Japanese with/vs traditional (Boeing, Ford) vs newly established US-
Euro (GAFA/FAANG), Arabic (Emirates Airlines, Qatar Airways) and 
Asian companies(Hon Hai Precision，Samsung)

ラーニング・ポータル上の資料・ウェブサイトで復習し，次
週に備えてください．
Check and read learning materials and websites which 
are introduced at the Learning Portal for the class next 
week.

4時間

第14回 学生による企業のプレゼン（2）
日本企業 with/vs 伝統的欧米企業（ボーイング，フォード他），新興欧
米企業（GAFA/FAANG他），アラブ系企業（エミレーツ航空，カタール航
空他），アジア系企業（鴻海精密工業・サムスン他）
Student presentation of one company (2) 
Japanese with/vs traditional (Boeing, Ford) vs newly established US-
Euro (GAFA/FAANG), Arabic (Emirates Airlines, Qatar Airways) and 
Asian companies(Hon Hai Precision，Samsung)

ラーニング・ポータル上の資料・ウェブサイトで復習し，次
週に備えてください．
Check and read learning materials and websites which 
are introduced at the Learning Portal for the class next 
week.

4時間

第15回 全体総括：Summary ラーニング・ポータル上の資料・ウェブサイトで復習し，試
験に備えるてください．
Read through learning materials on the Learning Portal 
for the exam.

4時間

－410－



実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 Global Business Communication　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234藤崎　好子

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ Business English in Global Society

授業の目的及び概要
相手との関係性を踏まえた適切なコミュニケーションのために、ビジネスの場で必要となる英語力を養う。特に、語彙・発音・文法・構文・表現・発想の観
点から世界語としての英語の特性を外観する。

学修の到達目標
グローバル社会におけるビジネス英語の基礎となる英語を学び、英語能力TOEIC 760 点相当以上を目指す。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業や課題のフィードバックは、授業時間内での解説・試験・メール等を利用して実施する。

アクティブ・ラーニング
の取組み

プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

母語が日本語でない受講者は、日本語能力N２以上あることが望ましい。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

050

0152015

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

毎回授業用プリントを配布する。

参考書

毎回授業用プリントを配布す
る。ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 Introduction：受講上の留意、授業内容と進め方、課題、評価方法等

第1回講義：「言語」について
課題（１）

・次回授業用プリント内容を予習し、解りにくい箇所は独自
に調べておく。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

第2回 第2回講義：「言語」と「方言」：　言語としての英語
課題（２）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に整理して纏める。
・次回授業用プリント内容を予習し、解りにくい箇所は独自
に調べておく。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

第3回 第3回講義：世界語としての英語
課題（３）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に整理して纏める。
・次回授業用プリント内容を予習し、解りにくい箇所は独自
に調べておく。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

第4回 第4回講義：世界の言語：言語の系統
課題（４）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に整理して纏める。
・次回授業用プリント内容を予習し、解りにくい箇所は独自
に調べておく。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

第5回 第5回講義：言語の類型
課題（５）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に整理して纏める。
・次回授業用プリント内容を予習し、解りにくい箇所は独自
に調べておく。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

－411－



第6回 第6回講義：言語としての「英語」
課題（６）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に整理して纏める。
・次回授業用プリント内容を予習し、解りにくい箇所は独自
に調べておく。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

第7回 第7回講義：英語と米語の比較（１）綴り字と語彙
課題（７）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に整理して纏める。
・次回授業用プリント内容を予習し、解りにくい箇所は独自
に調べておく。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

第8回 第8回講義：英語と米語の比較（２）文法
課題（８）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に整理して纏める。
・次回授業用プリント内容を予習し、解りにくい箇所は独自
に調べておく。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

第9回 第9回講義：英語の発音（１）調音と音声現象
課題（９）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に整理して纏める。
・次回授業用プリント内容を予習し、解りにくい箇所は独自
に調べておく。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

第10回 第10回講義：英語の発音（２）IPA
課題（10）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に整理して纏める。
・次回授業用プリント内容を予習し、解りにくい箇所は独自
に調べておく。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

第11回 第11回講義：英語の発音（３）プロソディー、超分節音
課題（11）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に整理して纏める。
・次回授業用プリント内容を予習し、解りにくい箇所は独自
に調べておく。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

第12回 第12回講義：英語方言の特徴（１）英語、米語、AAE
課題（12）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に整理して纏める。
・次回授業用プリント内容を予習し、解りにくい箇所は独自
に調べておく。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

第13回 第13回講義：英語方言の特徴（２）カナダ英語、スコットランド英語、アイ
ルランド英語
課題（13）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に整理して纏める。
・次回授業用プリント内容を予習し、解りにくい箇所は独自
に調べておく。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

第14回 第14回講義：英語方言の特徴（３)オーストラリア英語、ニュージーランド
英語、南ア英語
課題（14）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に整理して纏める。
・次回授業用プリント内容を予習し、解りにくい箇所は独自
に調べておく。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

第15回 第15回講義：総まとめ
課題（15）

・今学期の全ての授業内容を振り返り、授業中に取った
ノート内容を参考に整理し纏める。
・今学期の全ての授業内容を振り返り、自分が強化すべき
項目を確認して今後の課題とする。
・返却された今学期全ての課題を見直し、今後更に取り組
むべき項目を確認する。

2時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 Global Business Communication　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234藤崎　好子

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ Business English in Global Society

授業の目的及び概要
相手との関係性を踏まえた適切なコミュニケーションのために、ビジネスの場で必要となる英語力を養う。特に、語彙・発音・文法・構文・表現・発想の観
点から世界語としての英語の特性を外観する。

学修の到達目標
グローバル社会におけるビジネス英語の基礎となる英語を学び、英語能力TOEIC 760 点相当以上を目指す。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業や課題のフィードバックは、授業時間内での解説・試験・メール等を利用して実施する。

アクティブ・ラーニング
の取組み

プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

母語が日本語でない受講者は、日本語能力N２以上あることが望ましい。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

050

0152015

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

毎回授業用プリントを配布する。

参考書

毎回授業用プリントを配布す
る。ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 Introduction：受講上の留意、授業内容と進め方、課題、評価方法等

第1回講義：「言語」について
課題（１）

・次回授業用プリント内容を予習し、解りにくい箇所は独自
に調べておく。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

第2回 第2回講義：「言語」と「方言」：　言語としての英語
課題（２）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に整理して纏める。
・次回授業用プリント内容を予習し、解りにくい箇所は独自
に調べておく。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

第3回 第3回講義：世界語としての英語
課題（３）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に整理して纏める。
・次回授業用プリント内容を予習し、解りにくい箇所は独自
に調べておく。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

第4回 第4回講義：世界の言語：言語の系統
課題（４）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に整理して纏める。
・次回授業用プリント内容を予習し、解りにくい箇所は独自
に調べておく。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

第5回 第5回講義：言語の類型
課題（５）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に整理して纏める。
・次回授業用プリント内容を予習し、解りにくい箇所は独自
に調べておく。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

－413－



第6回 第6回講義：言語としての「英語」
課題（６）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に整理して纏める。
・次回授業用プリント内容を予習し、解りにくい箇所は独自
に調べておく。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

第7回 第7回講義：英語と米語の比較（１）綴り字と語彙
課題（７）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に整理して纏める。
・次回授業用プリント内容を予習し、解りにくい箇所は独自
に調べておく。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

第8回 第8回講義：英語と米語の比較（２）文法
課題（８）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に整理して纏める。
・次回授業用プリント内容を予習し、解りにくい箇所は独自
に調べておく。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

第9回 第9回講義：英語の発音（１）調音と音声現象
課題（９）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に整理して纏める。
・次回授業用プリント内容を予習し、解りにくい箇所は独自
に調べておく。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

第10回 第10回講義：英語の発音（２）IPA
課題（10）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に整理して纏める。
・次回授業用プリント内容を予習し、解りにくい箇所は独自
に調べておく。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

第11回 第11回講義：英語の発音（３）プロソディー、超分節音
課題（11）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に整理して纏める。
・次回授業用プリント内容を予習し、解りにくい箇所は独自
に調べておく。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

第12回 第12回講義：英語方言の特徴（１）英語、米語、AAE
課題（12）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に整理して纏める。
・次回授業用プリント内容を予習し、解りにくい箇所は独自
に調べておく。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

第13回 第13回講義：英語方言の特徴（２）カナダ英語、スコットランド英語、アイ
ルランド英語
課題（13）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に整理して纏める。
・次回授業用プリント内容を予習し、解りにくい箇所は独自
に調べておく。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

第14回 第14回講義：英語方言の特徴（３)オーストラリア英語、ニュージーランド
英語、南ア英語
課題（14）

・今回の授業内容を振り返り、授業中に取ったノート内容
を参考に整理して纏める。
・次回授業用プリント内容を予習し、解りにくい箇所は独自
に調べておく。
・与えられた課題に取り組む。

2時間

第15回 第15回講義：総まとめ
課題（15）

・今学期の全ての授業内容を振り返り、授業中に取った
ノート内容を参考に整理し纏める。
・今学期の全ての授業内容を振り返り、自分が強化すべき
項目を確認して今後の課題とする。
・返却された今学期全ての課題を見直し、今後更に取り組
むべき項目を確認する。

2時間

－414－



実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 Japanese Economy　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234グスタボ・バルダス

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ 英語で日本経済の現状と将来の見通しについて勉強する。

授業の目的及び概要
英語で日本経済の現状と将来の見通しについて勉強する。具体的には、日本経済の基本的なデータを分析しながら、生産構造の変化、技術進歩、労
働力動向の特徴を学修する。また、パンデミックの経済への影響、少子高齢化、エネルギー源の輸入依存、国債の拡大といった問題について解説する
とともに、これらの諸問題を解決するための政策について、教員と履修生が英語で討議をし、理解を深める。この科目は、国際経済コースを選択した学
生に求められる日本経済と世界経済の関係を分析する能力、そして英語運用能力を修得するための科目です。

学修の到達目標
この授業の学修の主な目標は以下の通りである。

1. 日本経済や世界経済のデータを英語で読んで、分析できる力を高める。
2. 日本経済の現状について英語で考えて、英語で説明できる力を高める。
3. 日本経済の将来の見通しについて英語で考えて、英語で話せる力を高める。
4. 英語でコミュニケーションできる力を高める。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業で行われる練習問題の回答に対してLearning Portalに毎回フィードバックをする。「レポート試験」に対してもコメントする。課題の再提出も認める。

アクティブ・ラーニング
の取組み

グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

「Japanese Economy」では英語で日本の経済と世界経済の貿易や海外投資について勉強するため、特に、貿易・外資系・観光会社で働きたい、あるい
は、大学院に進学したいと思っている学生にも是非履修してみてください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

000

0107515

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストを使用しないが、以下の参考書と日本政府や国際機関のデータベースの情報を利用して作成した資
料をLearning Portal、授業内容/教材にアップする。

参考書

① The Japanese Economy, second edition (The MIT Press) second edition
by Takatoshi Ito (Author), Takeo Hoshi (Author)
The MIT Press; second edition (January 28, 2020)

②Population and the Japanese Economy: Longevity, Innovation, and Economic Growth (JAPAN LIBRARY 
Book 47)
by YOSHIKAWA Hiroshi (Author), Charles Stewart (Author) 
Publisher : Japan Publishing Industry Foundation for Culture (August 1, 2020)

③The Japanese Economy (World Economies) 
Paperback – December 3, 2019
by Hiroaki Richard Watanabe (Author)
Publisher : Agenda Publishing (December 3, 2019)

④ The Japanese Economy 3rd Edition
by David Flath  (Author) 
Publisher : Oxford University Press; 3rd edition (May 13, 2014)

特にありません。

①  0262538245
②  4866580569
③  1788210514
④  019870240X

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 授業の案内を行う。 予習：「Class 1　Course outline」を読んでください。
 復習：「Exercise 1  Main topics of the Japanese 
Economy course」を解いて、回答をオンラインで行ってくだ
さい。
Final Report（レポート試験）のテーマを決めて、インター
ネットや大学の図書館で情報を集めてください。

1時間

－415－



第2回 日本経済の現状と将来の見通しについて勉強する。 予習：「Class  2　Japanese economy outlook」を予習してく
ださい。
復習：「Exercise２ Japanese economy outlook」を解いて、
回答をオンラインで行ってください。
Final Report（レポート試験）の作成に向けて、図書館やイ
ンターネットから情報を集め分析してください。

4時間

第3回 日本の資源・技術・人口・生産構造の主なデータを見ながら、日本の将
来の成長の可能性を考える。

予習：「Class 3　Growth, debt, population and trade」を予
習してください。
復習：「Exercise 3  Growth, debt, population and trade」を
解いて、回答をオンラインで提出してください。

4時間

第4回 少子高齢化社会の原因が何か、人口の減少が日本経済にどのような
影響を与えているか、人口問題に対する政策が何かについて勉強す
る。

予習：「Class 4　Japan population」を予習してください。
復習：「Exercise 4  Japan population」を解いて、回答をオ
ンラインで行ってください。

4時間

第5回 日本の労働力、雇用、失業、賃金について勉強する。 予習：「Class 5　Japan labor force employment and 
wages」を予習してください。
復習：「Exercise 5  Labor force, employment and wages」を
解いて、回答をオンラインで行ってください。

4時間

第6回 日本の労働市場の最近の動向について勉強する。 予習：「Class 6　Japan labor market」を予習してください。
復習：「Exercise 6  Japan labor market」を解いて、回答を
オンラインで行ってください。

4時間

第7回 日本の主な税金（所得税、住民税、法人税、消費税など）について勉強
する。

予習：「Class 7　Taxes in Japan」を予習してください。
復習：「Exercise 7 Taxes in Japan」を解いて、回答をオンラ
インで行ってください。

4時間

第8回 日本の自動車産業について勉強する。 予習：「Class 8　Japan automobile industry」を予習してくだ
さい。
復習：「Exercise 8　Automobile industry in Japan」を解い
て、回答をオンラインで行ってください。

4時間

第9回 日本の農業について勉強する。 予習：「Class 9　Japan agriculture」を予習してください。
復習：「Exercise 9　Agriculture in Japan」 を解いて、回答
をオンラインで行ってください。

4時間

第10回 日本の経済連携協定（EPA)・自由貿易協定（FTA)について勉強する。 予習：「Class 10　Japan Economic Partnership 
Agreements and Free Trade Agreements」を予習してくださ
い。
復習：「Exercise 10  Japan EPA and FTA」を解いて、回答
をオンラインで行ってください。

4時間

第11回 日本の貿易、観光、海外投資について勉強する。 予習：「Class 11　Japan trade, tourism and foreign 
investment」を予習してください。
復習：「Exercise 11  Japan trade, tourism and foreign 
investment」を解いて、回答をオンラインで行ってください。

4時間

第12回 日本の家計の消費、住宅投資、企業の設備投資の動向について勉強
する。

予習：「Class 12　Demand and production」を予習してくだ
さい。
復習：「Exercise 12  Demand and production」を解いて、回
答をオンラインで行ってください。
Final Report（レポート試験）を準備してください。

4時間

第13回 日本政府の税収、支出と借金について勉強する。 予習：「Class 13 The Government debt」を予習してくださ
い。
復習：「Exercise 13 The Government debt 」を解いて、回
答をオンラインで行ってください。
Final Report（レポート試験）を準備してください。

5時間

第14回 外国為替市場について勉強する。 予習：「Class 14 The foreign exchange market」を予習して
ください。
復習：「Exercise 14 The foreign exchange market 」を解い
て、回答をオンラインで行ってください。
Final Report（レポート試験）を準備してください。

5時間

第15回 日本の最近の円安と円高の原因について勉強する。 予習：「Class  15 Causes of the fall and the rise of the 
JPY 」を予習してください。
復習：「Exercise 15 Causes of the fall and the rise of the 
JPY 」を解いて、回答をオンラインで行ってください。
Final Report（レポート試験）を完全させて提出してくださ
い。

5時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 中国経済事情　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234高橋　美多

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G1

経済学部専門教育科目

テーマ 現代中国経済の成果と課題を理解する

授業の目的及び概要
中国経済は、現在、世界経済に大きな影響を与える存在となっています。この授業では、中華人民共和国建国から今日までの中国経済社会が、どのよ
うに変容し成果を上げたのか、そしてどのような問題が現れたのかについて学びます。特に、改革開放によって生じた様々な問題点（所得格差と貧困、
エネルギー・環境問題など）や、現代中国の抱える国際問題などを理解し、将来の中国経済社会について受講生自ら関心と洞察を持つようになることを
目的とします。

学修の到達目標
建国以来の中国経済社会の変容を理解し、現在の中国の経済社会についての基本的状況・諸問題、及びそれらの背景・原因を理解することで、自らの
視点で中国の様々な問題を発見できる能力を養うことを目標とします。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
提出してもらうレポートなどの課題については、授業中に講評、解説を行います。
授業中にコメントシートを配布するので、講義内容に関する質問・意見・感想などを記入し、講義終了時に提出してください。質問などについては、翌週
の授業で回答し、補足説明をします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

講義に積極的に参加し、講義の配布資料および参考書を用いて予習と復習を行います。中国経済に関する新聞記事も関心を持って読むようにしてくだ
さい。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

050

020030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

配布資料を用いて講義を行います。

参考書

『現代中国経済論〔第2版〕』，梶谷懐・藤井大輔編著，ミネルヴァ書房，2018年
その他の参考書については講義の進行に応じ適宜紹介します。

配布資料を用いて講義を行
います。

ISBN：9784623082247

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス
授業の進め方、成績評価等について説明します。

【予習】シラバスとガイダンスの配布資料を事前に読んで
おいてください。（1時間程度）
【復習】シラバスとガイダンスの配布資料の内容を読み直
し、復習しておいてください。（1時間程度）

4時間

第2回 中国経済への誘い 【予習】配布資料、参考書（pp.1-14）を事前に読んでおいて
ください。（2時間程度）
【復習】配布資料、参考書（pp.1-14）を読み直し、復習して
おいてください。（2時間程度）

4時間

第3回 20世紀の中国経済 【予習】配布資料、参考書（pp.17-38）を事前に読んでおい
てください。（2時間程度）
【復習】配布資料、参考書（pp.17-38）を読み直し、復習して
おいてください。（2時間程度）

4時間

第4回 社会主義の模索と市場経済化 【予習】配布資料、参考書（pp.39-58）を事前に読んでおい
てください。（2時間程度）
【復習】配布資料、参考書（pp.39-58）を読み直し、復習して
おいてください。（2時間程度）

4時間

第5回 農業・農村・農民（三農）問題とその行方 【予習】配布資料、参考書（pp.61-77）を事前に読んでおい
てください。（2時間程度）
【復習】配布資料、参考書（pp.61-77）を読み直し、復習して
おいてください。（2時間程度）

4時間

第6回 企業体制改革 【予習】配布資料、参考書（pp.79-99）を事前に読んでおい
てください。（2時間程度）
【復習】配布資料、参考書（pp.79-99）を読み直し、復習して
おいてください。（2時間程度）

4時間
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第7回 地域発展戦略の変遷と新展開 【予習】配布資料、参考書（pp.101-117）を事前に読んでお
いてください。（2時間程度）
【復習】配布資料、参考書（pp.101-117）を読み直し、復習
しておいてください。（2時間程度）

4時間

第8回 地方と中央の関係―財政制度の改革 【予習】配布資料、参考書（pp.119-136）を事前に読んでお
いてください。（2時間程度）
【復習】配布資料、参考書（pp.119-136）を読み直し、復習
しておいてください。（2時間程度）

4時間

第9回 所得格差と貧困問題 【予習】配布資料、参考書（pp.159-181）を事前に読んでお
いてください。（2時間程度）
【復習】配布資料、参考書（pp.159-181）を読み直し、復習
しておいてください。（2時間程度）

4時間

第10回 経済発展とエネルギー問題 【予習】配布資料、参考書（pp.203-221）を事前に読んでお
いてください。（2時間程度）
【復習】配布資料、参考書（pp.203-221）を読み直し、復習
しておいてください。（2時間程度）

4時間

第11回 経済発展と公害・環境問題 【予習】配布資料、参考書（pp.223-238）を事前に読んでお
いてください。（2時間程度）
【復習】配布資料、参考書（pp.223-238）を読み直し、復習
しておいてください。（2時間程度）

4時間

第12回 中国のネット時代における環境問題への公衆参加 【予習】配布資料を事前に読んでおいてください。（2時間
程度）
【復習】配布資料を読み直し、復習しておいてください。（2
時間程度）

4時間

第13回 中国と近隣諸国との経済関係 【予習】配布資料、参考書（pp.277-293）を事前に読んでお
いてください。（2時間程度）
【復習】配布資料、参考書（pp.277-293）を読み直し、復習
しておいてください。（2時間程度）

4時間

第14回 「新常態」における中国経済の行方 【予習】配布資料、参考書（pp.295-305）を事前に読んでお
いてください。（2時間程度）
【復習】配布資料、参考書（pp.295-305）を読み直し、復習
しておいてください。（2時間程度）

4時間

第15回 総括
これまで取り扱ってきた内容について振り返るとともに、あらためて重
要なポイントは何かについて確認します。

【予習】これまでの配布資料を事前に読んでおいてくださ
い。（2時間程度）
【復習】これまでの配布資料を読み直し、授業で学修した
内容を総復習してください。（4時間以上）

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 外国書講読Ａ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234塩谷　茂明

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 英語の専門書に親しみ、国際人を目指す。

授業の目的及び概要
初めて、英語で書かれた経済学関連の入門書を読んで翻訳することにより、今後、経済学に関連した洋書やその他の英語で書かれた専門書に慣れ親
しむことが目的である。
英文で書かれた専門書を、とにかく翻訳して、読んでいきます。実際に辞書を片手に読み、英文和訳します。これによって、英語の専門書を読む練習を
し、洋書に慣れていきます。

学修の到達目標
英語の専門書も努力すれば、読むことができるようになります。英語の表現や、専門用語に慣れ、将来の展望に繋ぎます。そして語彙力、文法力、解釈
力、その他を向上するようになります。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
課題については、授業中に解説及び講評を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

とにかく、英文を読んで見ようというチャレンジ精神が必要です。語彙力、文法力といった要求はありません。辞書をひくことに慣れれば、英文は読める
ようになると思います。英語学習は努力と継続性です。半年、一年間でも、読み続ければそれなりの成果が現れます。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

050

00050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

配布プリントを中⼼に進めます。毎回英和辞書を持参してください。

参考書

経済学・経営学に関する専⾨⽤語の英和辞書なども図書館にあります。その他の参考書等は必要があれば、
指⽰します。
【初級編】①Economics, Joseph E. Stiglitz, John Driffill, W.W. Norton&Company、2009、ISBN-10 :  07391
【初級編】②スティグリッツ⼊⾨経済学、ジョセフ・E・スティグリッツ、 訳、東洋経済新報社、2012、ISBN-10 : 
 449231419927152 

【中級編】③やさしい⽇経経済⽤語辞典、⽇本経済新聞社 ISBN なし

なし

①ISBN-10 :  07391
②ISBN-10 : 
 449231419927152 
③なし

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 授業の目的・目標、授業の進め方、成績評価の基準・方法などについ
て、説明します。
（2回目以降の内容は計画であり、授業の進行に合わせて変更すること
があります）

【予習】事前に、配布テキストのPrefaceを読んでおくこと。
(1時間30分程度)
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。(2時間30分程度)

4時間

第2回 「経済学とは何か？」について学びます。 【予習】事前に、配布資料のBasic Principleを読んで、内容
を理解しておく。(1時間30分程度)
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。(2時間30分程度)

4時間

第3回 自動車産業と歴史について、学習します。 【予習】事前に、配布資料のp.23を読んでおくこと。(1時間
30分程度)
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。(2時間30分程度)

4時間

第4回 アメリカ自動車産業の歴史、危機、再生について学習します。 【予習】事前に、配布資料のp.24を読んでおくこと。(1時間
30分程度)
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。(2時間30分程度)

4時間

第5回 財は誰のために生産されるのかについて学習します。 【予習】事前に、配布資料のp.25を読んでおくこと。(1時間
30分程度)
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。(2時間30分程度)

4時間
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第6回 市場、政府の役割について学びます。 【予習】事前に、配布資料のp.26を読んでおくこと。(1時間
30分程度)
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。(2時間30分程度)

4時間

第7回 ミクロ経済学、マクロ経済学について学びます。 【予習】事前に、配布資料のp.27を読んでおくこと。(1時間
30分程度)
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。(2時間30分程度)

4時間

第8回 因果関係と相関関係、経済学における実験について学びます。 【予習】事前に、配布資料のp.28を読んでおくこと。(1時間
30分程度)
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。(2時間30分程度)

4時間

第9回 実証経済学、規範経済学について学習します。 【予習】事前に、配布資料のp.29を読んでおくこと。(1時間
30分程度)
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。(2時間30分程度)

4時間

第10回 基本的競争モデル、消費者と企業、競争的市場について学びます。 【予習】事前に、配布資料のp.30を読んでおくこと。(1時間
30分程度)
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。(2時間30分程度)

4時間

第11回 インセンティブと情報、平等について学びます。 【予習】事前に、配布資料のp.31を読んでおくこと。(1時間
30分程度)
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。(2時間30分程度)

4時間

第12回 待ち行列による割合について学びます。 【予習】事前に、配布資料のp.32を読んでおくこと。(1時間
30分程度)
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。(2時間30分程度)

4時間

第13回 生産可能性曲線について学びます。 【予習】事前に、配布資料のp.33を読んでおくこと。(1時間
30分程度)
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。(2時間30分程度)

4時間

第14回 機会費用、限界費用について学びます。 【予習】事前に、配布資料のp.34を読んでおくこと。(1時間
30分程度)
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。(2時間30分程度)

4時間

第15回 授業全体の総括を行います。 【予習】事前に、これまで配布の資料の全般に、よく目を通
しておくこと。(2時間程度)
【復習】これまでの配布資料をすべて読み直し、講義で得
た知識を確認してください。(2時間程度)

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 外国書講読Ｂ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234塩谷　茂明

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ 英語の専門書に親しみ、知識を広め、国際性を身につける。

授業の目的及び概要
初めて、英語で書かれた経済・経営学関連の入門書を読んで翻訳することにより、今後、経済学・経営学に関連した洋書やその他の英語で書かれた専
門書に慣れ親しむことが目的である。
こちらで指定の英文で書かれた専門書を、とにかく翻訳して、読んでいきます。実際に辞書を片手に読み、英文和訳します。これによって、英語の専門
書を読む練習をし、洋書に慣れていきます。

学修の到達目標
英語の専門書も努力すれば、読むことができるようになります。
英語の表現や、専門用語に慣れ、将来の展望に繋ぐことができます。
経済学において、英語の語彙力、文法力、解釈力、その他を向上することができます。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
課題については、授業中に解説及び講評を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

とにかく、英文を読んで見ようというチャレンジ精神が必要です。語彙力、文法力といった要求はありません。辞書を引くことに慣れると、英文は読めるよ
うになります。英語学習は努力と継続性です。半年、一年間でも、読み続ければそれなりの成果が現れます。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

050

00050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストは使用しません。
講義中に配布のプリントを中⼼に進めます。毎回英和辞書を机上に準備してください。

参考書

経済学・経営学に関する専⾨⽤語の英和辞書なども図書館にあります。その他の参考書等は必要があれば、
指⽰します。
【初級編】①Principles of Economics, N. Gregory Mankiw, South-Western, Cengage Learning、2017、ISBN-10 
:  1305585127
【初級編】②マンキュー経済学、Ⅰミクロ編、⾜⽴英之、他 訳、東洋経済新報社、2019、ISBN-10 : 
 4492315195

【中級編】③やさしい⽇経経済⽤語辞典、⽇本経済新　なし

なし

①ISBN-10 :  1305585127
②ISBN-10 :  4492315195
③なし

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 授業の目的・目標、授業の進め方、成績評価の基準・方法などについ
て、説明します。
（2回目以降の内容は計画であり、授業の進行に合わせて変更すること
があります）

【予習】事前に、配布資料の「Preface to the Student」読ん
で、内容を理解しておく。(1時間30分程度)
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。(2時間30分程度)

4時間

第2回 経済学の十大原理について学習します。 【予習】事前に、配布資料の「Chapter 1 Ten Principles of 
Economics」を読んで、内容を理解しておく。(1時間30分程
度)
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。(2時間30分程度)

4時間

第3回 人はどのようにトレードオフに直面するかなどについて学習します。 【予習】事前に、配布資料の「1. Principle Face Trade-off」
を読んで、内容を理解しておく。(1時間30分程度)
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。(2時間30分程度)

4時間

第4回 あるものの費用は、それを得るために放棄したものの価値であるにつ
いて学習する。

【予習】事前に、配布資料の「The Cost of Something is 
What You Give to Get it」を読んで、内容を理解しておく。
(1時間30分程度)
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。(2時間30分程度)

4時間
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第5回 人は限界原理に基づいて考えるなどについて学習します。 【予習】事前に、配布資料の「Rational People Think at the 
Margin」を読んで、内容を理解しておく。(1時間30分程度)
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。(2時間30分程度)

4時間

第6回 人はさまざまなインセンティブに反応について学習します。 【予習】事前に、配布資料の「People Respond to 
Incentives」を読んで、内容を理解しておく。(1時間30分程
度)
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。(2時間30分程度)

4時間

第7回 ガソリンのインセンティブ効果について学習します。 【予習】事前に、配布資料の「The Incentive Effects of 
Gasoline Prices」を読んで、内容を理解しておく。(1時間30
分程度)
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。(2時間30分程度)

4時間

第8回 交易は人を豊かにするについて学習します。 【予習】事前に、配布資料の「Trade Can Make Everyone 
Better Off」を読んで、内容を理解しておく。(1時間30分程
度)
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。(2時間30分程度)

4時間

第9回 市場は経済活動を組織するについて学習します。 【予習】事前に、配布資料の「Markets Are Usually a Good 
Way to Organize Economi Activity」を読んで、内容を理解
しておく。(1時間30分程度)
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。(2時間30分程度)

4時間

第10回 政府による市場の改善について学習します。 【予習】事前に、配布資料の「Goverments Can 
Sometimes improve Market Outcomes」を読んで、内容を
理解しておく。(1時間30分程度)
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。(2時間30分程度)

4時間

第11回 国の財と生活水準と財・サービスの生産能力の関係について学習しま
す。

【予習】事前に、配布資料の「A Country's Standard of 
Living Depends on Its Ability to Producuce Goods and 
Services」を読んで、内容を理解しておく。(1時間30分程度)
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。(2時間30分程度)

4時間

第12回 紙幣の印刷と物価の上昇について学習します。 【予習】事前に、配布資料の「Prices Rise When the 
Goverment Prints Too Much Money」を読んで、内容を理
解しておく。(1時間30分程度)
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。(2時間30分程度)

4時間

第13回 インフレと失業の短期的トレードオフ
について学習します。

【予習】事前に、配布資料の「Society Faces a Short-Run 
Trade-off between Inflation and Unemployment」を読ん
で、内容を理解しておく。(1時間30分程度)
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。(2時間30分程度)

4時間

第14回 これまでのまとめについて学習します。 【予習】事前に、配布資料のConclusionを読んで、内容を
理解しておく。(1時間30分程度)
【復習】配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい。(2時間30分程度)

4時間

第15回 授業全体の総括を行います。 【予習】これまでに翻訳した内容を全て目を通して、全体の
内容を理解しておくこと。(2時間程度)
【復習】これまでの配布資料を読み直し、講義で得た知識
を確認してください。(2時間程度)

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経済と憲法　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234森　征樹

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目

テーマ 現代の経済問題と憲法およびその他の法律

授業の目的及び概要
現代日本経済が抱える問題を、憲法その他の法的な視点から読み解く。学生諸君が身近に感じる問題（キーワード参照）をできるだけ多く取り上げ、憲
法および法的にどのような問題があり、解決策をどうすればよいかについて検討していく。
本講義で扱う内容は、これらを最低限知っておかなければ、「経済」を理解することはできない、というレベルのものである。よって、将来的に就業するに
あたって、学生諸君には必須の知識を身につける講義となる。

学修の到達目標
身近な経済問題を法的に読み解くために最低限必要な法の知識を身につけること。さらに、その知識を用いて、自分なりの意見を論述できるようになる
こと。したがって最低限の暗記はもちろん必要ではあるが、最終的には、論理的な文章が書ける（口頭で説明できる）ようになることを目指す。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
毎回、講義終了後に、コメントカードを提出してもらう。その中で質問等も受けつける。コメントカードは翌週の講義で紹介し、質問への回答や補足説明を
行う。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

普段の生活で「憲法」なんて「遠い存在」に感じられるかもしれない。しかし、日本経済がかかえる問題を通じて、憲法の深い意味や意義を見出すことが
できるようになるはずである。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

700

00030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストは特に指定はしない。発表者には、個別に参考文献等を指示する。

参考書

学生諸君の理解度を見極めながら、適宜、参考書を指定する。

テキストは指定しない。
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 講義の方法や進め方について。成績評価の基準・方法についての詳
細。
（以下、本講義計画は、これまで学生諸君によって行われた発表に応じ
たものとなっている。）

発表を考えている者は、授業後に、ある程度のテーマ設定
を行うこと。
発表をしない者は、取り扱って欲しいテーマを考えておくこ
と。

4時間

第2回 基本的人権の限界（経済活動はどのように規制すべきか？）。 授業後に、配布したプリントを参考にして、経済活動には
どのような規制があり、必要となるのか、考えをまとめてお
くこと。

4時間

第3回 職業選択（営業）の自由、財産権の不可侵（私有財産制）。 授業後に、配布したプリントを参考にして、憲法の経済的
自由権について説明できるようにしておくこと。

4時間

第4回 講師による模擬発表 事前に伝えてある発表テーマについて、事前に調べてくる
こと。
授業後に、憲法との関係で、経済活動規制の是非につい
て調べておくこと。

4時間

第5回 発表（転売と古物営業法） いわゆる「転売」とはどのようなものか、事前に調べてくる
こと。
授業後に、転売についての是非、規制方法を考えてまと
めておくこと。

4時間

第6回 発表（サービス残業・ブラック企業と労働法） サービス残業とはいったい何を指して言うのか、あらかじ
め調べてくること。
授業後に、サービス残業をなくすために、どのような法規
制・政策が必要か考えてみること。

4時間
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第7回 発表（ユーチューバーと著作権法） ユーチューブなどの動画サイトでは、著作権法違反が多く
見受けられるが、それらについて事前に調べておくこと。
授業後に、動画サイトで法令違反をなくすにはどうしたらよ
いか、自分の考えをまとめておくこと。

4時間

第8回 発表（消費税増税と軽減税率制度） 軽減税率制度とはいったい何か、あらかじめ調べておくこ
と。
授業後に、今後の日本の租税政策はどうしたらよいか、自
分の考えをまとめておくこと。

4時間

第9回 発表（飲酒運転と危険運転致死傷罪） 新たに成立した危険運転致死傷罪とは何か、あらかじめ
調べておくこと。
授業後に、危険運転致死傷罪の問題点について、自分の
考えをまとめておくこと。

4時間

第10回 発表（SNSとプライバシー） 現在、日本に存在する様々なSNSについてあらかじめ調
べておくこと。
授業後に、今後SNSを利用する際に、気をつけなければな
らないことをまとめておくこと。

4時間

第11回 発表（アイドルとストーカー規制法） いわゆる「ストーカー」とはいったい何か、事前に調べてお
くこと。
授業後に、ストーカー規制法の問題点について、まとめて
おくこと。

4時間

第12回 発表（闇金と貸金業法） いわゆる「闇金」とは何なのか、あらかじめ調べておくこと。
授業後に、闇金をなくすにはどうしたらよいか、自分の考
えをまとめておくこと。

4時間

第13回 発表（カジノとIR法） カジノが日本にできることについて、あらかじめニュースな
どを調べておくこと。
授業後に、大阪にカジノが誘致されるとして問題点は何
か、調べておくこと。

4時間

第14回 発表（スピード違反と道路交通法） いわゆる「スピード違反」について、事前に道路交通法の
規定を調べておくこと。
授業後に、日本でなぜ200km/hも出る車両が販売される
のか、自分の考えをまとめておくこと。

4時間

第15回 総復習講義 これまでの講義で扱ったテーマの中で、理解できていない
箇所を事前に洗い出しておくこと。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 ビジネス法入門（経営学部）／経営と法（経済学部） 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

経済学部　  234
経営学部　1234

田坂　駿佑

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

G2

経済学部専門教育科目
経営学部専門教育科目

テーマ ビジネスにかかわる法律（民法、商法、会社法、経済法等）の横断的学習

授業の目的及び概要
・ビジネスにかかわる法律（民法、商法、会社法、経済法等）を横断的に通覧してそれぞれのイメージをつかみ、専門科目の学修へとつなげる
・企業キャリアコースの導入科目として「ビジネス実務法務検定」３級レベルの法的知識を習得し、２級レベルの法分野の概要を理解する

学修の到達目標
１．ビジネスにかかわる法律の概要を理解し、基本的で重要な概念や事項について、具体例を挙げながら説明できる。
２．ビジネスにかかわる法律の機能、役割、相互の関係について理解し、法知識を実務において活用できる。
３．「ビジネス実務法務検定」３級レベルの法的知識を身に着け、２級レベルの法分野の概要を説明できる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
・理解度確認のための小テストを、クリッカーを用いたり、ラーニングポータルを通じて複数回実施し、回答について解説を行う。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

法律の細かな知識より、全体像を理解することを目指します。一方、資格検定も意識することで、学んだ達成感を得ることを目指します。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

500

00050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

特に指定しない。六法は最新のものを必ず持参すること。

参考書

「ビジネス実務法務検定」に関するテキスト（公式のものでなくともよい）を、予習・復習の手がかりとして推奨す
る。

なし
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 授業の概要、授業計画の説明 予習：シラバス等を確認し、本講義で取り扱う内容の確認
をしておくこと。
復習：本講義で取り扱う分野の体系を確認しておくこと。

4時間

第2回 事例で学ぶビジネス法 予習（２時間程度）：事前にレジュメをダウンロードして目を
通
し、わからない箇所をメモしておくこと。
復習（２時間程度）：問題演習を解き、解説を読んで、理解
度を
確かめること。

4時間

第3回 契約法総論 予習（２時間程度）：事前にレジュメをダウンロードして目を
通
し、わからない箇所をメモしておくこと。
復習（２時間程度）：問題演習を解き、解説を読んで、理解
度を
確かめること。

4時間

第4回 契約と不履行 予習（２時間程度）：事前にレジュメをダウンロードして目を
通
し、わからない箇所をメモしておくこと。
復習（２時間程度）：問題演習を解き、解説を読んで、理解
度を
確かめること。

4時間
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第5回 契約の解消１ 予習（２時間程度）：事前にレジュメをダウンロードして目を
通
し、わからない箇所をメモしておくこと。
復習（２時間程度）：問題演習を解き、解説を読んで、理解
度を
確かめること。

4時間

第6回 契約の解消２ 予習（２時間程度）：事前にレジュメをダウンロードして目を
通
し、わからない箇所をメモしておくこと。
復習（２時間程度）：問題演習を解き、解説を読んで、理解
度を
確かめること。

4時間

第7回 取引の主体：人 予習（２時間程度）：事前にレジュメをダウンロードして目を
通
し、わからない箇所をメモしておくこと。
復習（２時間程度）：問題演習を解き、解説を読んで、理解
度を
確かめること。

4時間

第8回 取引の客体：物 予習（２時間程度）：事前にレジュメをダウンロードして目を
通
し、わからない箇所をメモしておくこと。
復習（２時間程度）：問題演習を解き、解説を読んで、理解
度を
確かめること。

4時間

第9回 権利の移転：物権変動と債権譲渡 予習（２時間程度）：事前にレジュメをダウンロードして目を
通
し、わからない箇所をメモしておくこと。
復習（２時間程度）：問題演習を解き、解説を読んで、理解
度を
確かめること。

4時間

第10回 損害賠償法 予習（２時間程度）：事前にレジュメをダウンロードして目を
通
し、わからない箇所をメモしておくこと。
復習（２時間程度）：問題演習を解き、解説を読んで、理解
度を
確かめること。

4時間

第11回 知的財産法（特許法、意匠法、著作権法） 予習（２時間程度）：事前にレジュメをダウンロードして目を
通
し、わからない箇所をメモしておくこと。
復習（２時間程度）：問題演習を解き、解説を読んで、理解
度を
確かめること。

4時間

第12回 競争法（独占禁止法、消費者法） 予習（２時間程度）：事前にレジュメをダウンロードして目を
通
し、わからない箇所をメモしておくこと。
復習（２時間程度）：問題演習を解き、解説を読んで、理解
度を
確かめること。

4時間

第13回 会社法１ 予習（２時間程度）：事前にレジュメをダウンロードして目を
通
し、わからない箇所をメモしておくこと。
復習（２時間程度）：問題演習を解き、解説を読んで、理解
度を
確かめること。

4時間

第14回 会社法２ 予習（２時間程度）：事前にレジュメをダウンロードして目を
通
し、わからない箇所をメモしておくこと。
復習（２時間程度）：問題演習を解き、解説を読んで、理解
度を
確かめること。

4時間

第15回 総括 予習（２時間程度）：すべてのレジュメおよび参考書等に一
通り
目を通し、わからない箇所を確認すること。
復習（２時間程度）：問題演習を解き、解説を読んで、理解
度を
確かめること。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅠＡ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

2藤田　峻

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ ゲーム理論と行動経済学（基礎）
　－経済理論と戦略的思考で社会を考える―

授業の目的及び概要
本科目ではゲーム理論や行動経済学の考え方に基づいて，身近な現象から大規模な社会問題まで，様々な社会現象・社会問題を考えます。
　日常には様々な疑問が満ちています。たとえば，通販会社が「不満なら全額返金」を保証するのはなぜでしょうか。多くの学校で制服の着用が義務付
けられているのはなぜでしょうか。航空券は直前に買うほど高くなるのに，東京スカイツリーの展望台入場券は当日券の方が安いのはなぜでしょうか。
教育において「我慢強さ」が評価される理由を理論的に説明できるでしょうか。
　社会にも様々な疑問を見出すことができます。地球温暖化問題が一向に解決しないのは，なぜでしょうか。政府が企業の競争を促進したり規制したり
するのは，どのような判断基準に基づいているのでしょうか。
　ゲーム理論や行動経済学といった経済理論を学修して戦略的思考力を身につけると，このような疑問に対して確固たる自分の考えを持つことができ
るようになります。そこで本科目では，受講生の関心に応じて，「企業の戦略的行動」，「環境問題」，「公共政策」といった経済学で頻繁に扱われるテー
マを中心に，日常生活における人間の行動等も盛り込んで，経済学的・戦略的思考能力の修得を目指します。
　本科目の学修を通じて，以下の「学修の到達目標」に記載された能力を養うことは，今後の大学での学修に限らず，就業力を高めることにもつながり
ます。

　なお，本科目で主要な分析ツールとするゲーム理論や行動経済学は，日常生活やビジネスの現場に応用することが容易な理論です。本科目での学
修を通じて，人との関わりにおける戦略的関係や，企業の戦略的行動などを理解することで，人生で役立つ経済学，すなわち「実学としての経済学」の
修得につながります。

学修の到達目標
経済理論に基づいて問題の所在を正しく認識し，適切な調査・分析を行った結果をまとめて，他人にも伝わるように発表できる能力を身につけることを
目標とします。このような能力は大学での学修にとどまらず，就業してからも重要な力となります。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
グループまたは個人による研究報告に対するコメントを通じてフィードバックを行います。また，グループワークの作業を授業中に進める場合には，適宜
進捗を確認しながらフィードバックを行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告／ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

演習科目は受講者の主体的な取り組みを前提として授業が運営されます。ゼミにおける研究活動は授業時間中だけで完結するものではなく，授業時間
外での調査・分析も不可欠です。それだけ時間をかける必要がある科目ですが，費やした時間は自身の成長として返ってくるので，努力する価値は充
分にあります。受講者の皆様には積極的な授業参加を強く期待します。

　なお，本科目の履修にあたってミクロ経済学・ゲーム理論・統計学といった経済学の分析手法を知っていると便利ですが，必須ではありません。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

050050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストは指定しません。
必要な資料等は授業中に配付・紹介します。

参考書

研究の状況に応じて適宜紹介します。

なし
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス ・授業で作成した目標シート等に基づいて，今後の学修計
画等を詳細に確認してください。（2時間程度）
・次回に行うグループワークに向けて，複数のテーマ候補
を各自で考えてください。（2時間程度）

4時間

第2回 第1回グループワーク（テーマ設定と調査） ・教科書・参考書を用いたゲーム理論・行動経済学に関す
る学修（3時間程度）
・グループワークにおいて決められた作業（1時間程度）

4時間

第3回 第1回グループワーク（調査） ・教科書・参考書を用いたゲーム理論・行動経済学に関す
る学修（3時間程度）
・グループワークにおいて決められた作業（1時間程度）

4時間
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第4回 第1回グループワーク（課題発見） ・教科書・参考書を用いたゲーム理論・行動経済学に関す
る学修（3時間程度）
・グループワークにおいて決められた作業（1時間程度）
（見出した課題について詳細に検討するとともに，追加が
必要な情報があれば再調査を行ってください。）

4時間

第5回 第1回グループワーク（報告資料作成） ・教科書・参考書を用いたゲーム理論・行動経済学に関す
る学修（2時間程度）
・グループワークにおいて決められた作業（2時間程度）
（発表資料を作成するとともに，口頭発表の内容を検討し
てください。）

4時間

第6回 第1回グループワーク（報告練習） ・教科書・参考書を用いたゲーム理論・行動経済学に関す
る学修（1時間程度）
・グループワークにおいて決められた作業（1時間程度）
（各自の報告分担を確認するとともに，円滑な報告ができ
るよう練習を行ってください。）
・次のグループワークで使用するテーマの検討（2時間程
度）

4時間

第7回 第1回グループワーク（報告） ・グループワークの振り返り（2時間程度）
・次のグループワークで使用するテーマの検討（2時間程
度）

4時間

第8回 第2回グループワーク（テーマ設定・チーム編成） ・テーマの検討（2時間程度）
・グループで決めた作業（2時間程度）

4時間

第9回 第2回グループワーク（調査１） ・グループで決めた作業（2時間程度）
・教科書・参考書等を用いたゲーム理論・行動経済学に関
する学修（2時間程度）

4時間

第10回 グループワーク（調査２） ・グループで決めた作業（2時間程度）
・教科書・参考書等を用いたゲーム理論・行動経済学に関
する学修（2時間程度）

4時間

第11回 第2回グループワーク（調査３，課題発見） ・グループで決めた作業（2時間程度）
・教科書・参考書等を用いたゲーム理論・行動経済学に関
する学修（2時間程度）

4時間

第12回 第2回グループワーク（課題発見，課題解決案の検討） ・グループで決めた作業（2時間程度）
・教科書・参考書等を用いたゲーム理論・行動経済学に関
する学修（2時間程度）

4時間

第13回 第2回グループワーク（課題解決案の検討，プレゼンテーション準備） ・グループで決めた作業（2時間程度）
・教科書・参考書等を用いたゲーム理論・行動経済学に関
する学修（2時間程度）

4時間

第14回 第2回グループワーク（プレゼンテーション） ・グループで決めた作業（1時間程度）
・レポート執筆（3時間程度）

4時間

第15回 今学期の振り返りを行います。 ・長期休みの目標検討（2時間程度）
・今学期の振り返り（2時間程度）

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅠＡ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

2畑佐　伸英

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ アジア各国の情勢と国際経済の要点を学ぶ（１）

授業の目的及び概要
本演習では、世界経済に関連する様々なテーマを幅広く扱い、平易に分かりやすく学んでいくことで、国際的にはどのような経済問題が潜んでいるの
か、世界の国々はどのような経済状況にあるかなどについて、理解を深めていくことにする。特に、アジア各国の経済社会問題や現実に起きている世界
経済の諸課題に焦点を当て、その背景や本質を考察していく中で、実際に起きている経済現象への認識を深め、現実的な政策対応を検討していく。本
演習での学びを基礎として、国際経済への興味や関心を高めていき、次年時以降の学習や研究課題の探究につなげていく。

学修の到達目標
国際社会やアジアの国々が直面している、経済に関する諸問題を知ることで、アジア経済やグローバル経済の現状や状況について精通していくと共
に、国際経済学の領域において、幅広い理解と基礎的な素養を身に着けていく。また、各自でレジュメや資料を準備して発表してもらい、それらをもとに
皆で議論していくことで、プレゼン力やコミュニケーション能力も獲得していく。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
発表内容については、授業の中で解説及び講評します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

PBL（課題解決型学習）／ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告／実習、フィールドワーク、学外見学／ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

常日頃から、新聞やテレビ、ネットにて発信される、国際・経済関連のニュースにアンテナを張って、様々な経済問題や国際事情に関心や興味を持つよ
うに心掛けてください。特に、一般の新聞や経済新聞に、毎日、目を通す習慣を身に着けていくことが大切です。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

50
授業内での報告・発表

00

00050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

特定のテキストは利用しない。

参考書

①アジア動向年2021，アジア経済研究所，日本貿易振興機構アジア経済研究所，2021年
②本当にわかる世界経済，井上恵理菜，日本実業出版社，2019年
③世界経済入門（講談社現代新書），野口悠紀雄，講談社，2018年

なし

①9784258010219
②9784534056863
③9784062884730

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス
教員・受講者の紹介、演習の進め方、報告担当箇所の割り振り。

興味や関心のある東アジアの国や地域について、考えて
おいてください。授業で学んだことや思ったこと、考えたこ
となどは、復習としてノートやファイルに整理して、まとめて
おくと良いでしょう。

4時間

第2回 アジア経済を学ぶ　テーマの選定と解説(1) 興味や関心のある東アジアの国や地域について、書籍、
雑誌、新聞、ネットなどにアクセスして、理解を深めておい
てください。授業で学んだことや思ったこと、考えたことな
どは、復習としてノートやファイルに整理して、まとめておく
と良いでしょう。

4時間

第3回 アジア経済を学ぶ　テーマの選定と解説(2) 興味や関心のある東アジアの国や地域について、書籍、
雑誌、新聞、ネットなどにアクセスして、理解を深めておい
てください。授業で学んだことや思ったこと、考えたことな
どは、復習としてノートやファイルに整理して、まとめておく
と良いでしょう。

4時間

第4回 アジア経済を学ぶ　テーマの選定と解説(3) 興味や関心のある東アジアの国や地域について、書籍、
雑誌、新聞、ネットなどにアクセスして、理解を深めておい
てください。授業で学んだことや思ったこと、考えたことな
どは、復習としてノートやファイルに整理して、まとめておく
と良いでしょう。

4時間

第5回 アジア経済を学ぶ　発表並びに討論(1) 報告担当者は、パワーポイントを作成し発表の準備をして
ください。その他の受講者は、報告されるテーマについて、
あらかじめ関連する書物や記事、情報等に触れて、理解
を深めておいてください。授業で学んだことや思ったこと、
考えたことなどは、復習としてノートやファイルに整理し
て、まとめておくと良いでしょう。

4時間
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第6回 アジア経済を学ぶ　発表並びに討論(2) 報告担当者は、パワーポイントを作成し発表の準備をして
ください。その他の受講者は、報告されるテーマについて、
あらかじめ関連する書物や記事、情報等に触れて、理解
を深めておいてください。授業で学んだことや思ったこと、
考えたことなどは、復習としてノートやファイルに整理し
て、まとめておくと良いでしょう。

4時間

第7回 アジア経済を学ぶ　発表並びに討論(3) 報告担当者は、パワーポイントを作成し発表の準備をして
ください。その他の受講者は、報告されるテーマについて、
あらかじめ関連する書物や記事、情報等に触れて、理解
を深めておいてください。授業で学んだことや思ったこと、
考えたことなどは、復習としてノートやファイルに整理し
て、まとめておくと良いでしょう。

4時間

第8回 アジア経済を学ぶ　発表並びに討論(4) 報告担当者は、パワーポイントを作成し発表の準備をして
ください。その他の受講者は、報告されるテーマについて、
あらかじめ関連する書物や記事、情報等に触れて、理解
を深めておいてください。授業で学んだことや思ったこと、
考えたことなどは、復習としてノートやファイルに整理し
て、まとめておくと良いでしょう。

4時間

第9回 アジア経済を学ぶ　発表並びに討論(5) 報告担当者は、パワーポイントを作成し発表の準備をして
ください。その他の受講者は、報告されるテーマについて、
あらかじめ関連する書物や記事、情報等に触れて、理解
を深めておいてください。授業で学んだことや思ったこと、
考えたことなどは、復習としてノートやファイルに整理し
て、まとめておくと良いでしょう。

4時間

第10回 アジア経済を学ぶ　発表並びに討論(6) 報告担当者は、パワーポイントを作成し発表の準備をして
ください。その他の受講者は、報告されるテーマについて、
あらかじめ関連する書物や記事、情報等に触れて、理解
を深めておいてください。授業で学んだことや思ったこと、
考えたことなどは、復習としてノートやファイルに整理し
て、まとめておくと良いでしょう。

4時間

第11回 アジア経済を学ぶ　発表並びに討論(7) 報告担当者は、パワーポイントを作成し発表の準備をして
ください。その他の受講者は、報告されるテーマについて、
あらかじめ関連する書物や記事、情報等に触れて、理解
を深めておいてください。授業で学んだことや思ったこと、
考えたことなどは、復習としてノートやファイルに整理し
て、まとめておくと良いでしょう。

4時間

第12回 アジア経済を学ぶ　発表並びに討論(8) 報告担当者は、パワーポイントを作成し発表の準備をして
ください。その他の受講者は、報告されるテーマについて、
あらかじめ関連する書物や記事、情報等に触れて、理解
を深めておいてください。授業で学んだことや思ったこと、
考えたことなどは、復習としてノートやファイルに整理し
て、まとめておくと良いでしょう。

4時間

第13回 アジア経済を学ぶ　発表並びに討論(9) 報告担当者は、パワーポイントを作成し発表の準備をして
ください。その他の受講者は、報告されるテーマについて、
あらかじめ関連する書物や記事、情報等に触れて、理解
を深めておいてください。授業で学んだことや思ったこと、
考えたことなどは、復習としてノートやファイルに整理し
て、まとめておくと良いでしょう。

4時間

第14回 アジア経済を学ぶ　発表並びに討論(10) 報告担当者は、パワーポイントを作成し発表の準備をして
ください。その他の受講者は、報告されるテーマについて、
あらかじめ関連する書物や記事、情報等に触れて、理解
を深めておいてください。授業で学んだことや思ったこと、
考えたことなどは、復習としてノートやファイルに整理し
て、まとめておくと良いでしょう。

4時間

第15回 まとめ並びに総括 これまでの学習を振り返って、学んだこと、分かったこと、
発見したこと、難しかったこと、興味や関心を抱いたこと、
などについて考えておいてください。授業で学んだことや
思ったこと、考えたことなどは、復習としてノートやファイル
に整理して、まとめておくと良いでしょう。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅠＡ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

2朱　東平

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ ゲーム理論を実戦に生かそう（1）

授業の目的及び概要
この演習では、ゲーム理論の基本的な考え方を理解するとともに、そのビジネス活動での応用、そしてゲーム理論を生かした意思決定プロセスについ
て勉強していきたいと思います。その主な内容は以下の通りです。
1.ゲーム理論とは何か
2.ゲーム理論の歴史とその役割
3.ゲーム理論の基礎
4. 独自のゲームの作成
　この演習は皆さんが社会人として持つべき専門知識・能力の高度化を図る科目です。この授業を受講することにより、ゲーム理論の視点から、現実の
経済現象を理解できる力を身につけることを目的とします。
　また、この演習は、ゲーム理論のもっとも基本的な解き方を学修することに重点を置きますので、ゲーム理論の入門レベルにあたります。

学修の到達目標
この演習は、以下のことを目標とします。
1. ゲーム理論の基本的な考え方を理解することができる。
2. その考え方を用いて、日常生活のさまざまな場面や卒業後のビジネス活動を理解することができる。
3. 就職活動に必要なプレゼン能力をもつことができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
優秀なレポートは、授業中に紹介します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

ゲーム理論は、ミクロ経済学、マクロ経済学を問わず、経済学のほとんどの分野に応用され、経済分析のための基本道具の一つとなっています。さら
に、経済学の分野を超えて政治学など他の社会科学の分野にも広く応用されています。少し難しい学問ですが、力を合わせて頑張りましょう。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

050050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

ラーニングポータルで配布される資料を用いて事前・事後学修に活用してください。

参考書

①図解で学ぶゲーム理論入門、天谷研一、日本能率協会マネジメントセンター、2011年
②ビジュアル ゲーム理論、渡辺隆裕、日本経済新聞、2019年

なし

①9784820747185
②9784532119393

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス
・担当教員を含むゼミ参加者全員の自己紹介を行います。
・授業内容や運営方法を説明し、参加者の意思統一をはかります。
（受講者数および受講者の希望に応じて、以下の内容を変更することも
ありうる。）

「学修ポートフォリオ」と「ラーニングポータル」の使い方や
掲載資料について確認し、予習してください。

4時間

第2回 春学期の目標を設定しましょう
・「学修ポートフォリオ」の使い方について説明（確認）します。
・現状確認をもとに春学期の成長目標について話し合います。

次回の授業までに、「ラーニングポータル」の掲載資料を
読んで予習し、「春学期の目標」を学修ポートフォリオの
「マイノート」に保存してください。

4時間

第3回 グループ学習のスタート
・グループを編成し、グループの運営方法や運営ルール等について話
し合います。

次回の授業までに、配布資料を参考にレジュメを作成し、
「マイノート」に保存してください。

4時間

第4回 ゲーム理論とは何か（１）
・ゲーム理論とは何かについて勉強します。

参加者は事前に配布資料を読み込んだうえで、レジュメを
作成し学修ポートフォリオの「マイノート」に保存してくださ
い。

4時間

第5回 ゲーム理論とは何か（２）
・ゲーム理論の歴史について勉強します。

参加者は事前に配布資料を読み込んだうえで、レジュメを
作成し「マイノート」に保存してください。

4時間
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第6回 ゲーム理論とは何か（３）
・ゲーム理論の役割について勉強します。

参加者は事前に配布資料を読み込んだうえで、レジュメを
作成し、学修ポートフォリオの「マイノート」に保存してくださ
い。

4時間

第7回 ゲーム理論の基礎（１）
・ゲームを構成する４要素について勉強します。

参加者は事前に配布資料を読み込んだうえで、レジュメを
作成し、学修ポートフォリオの「マイノート」に保存してくださ
い。

4時間

第8回 ゲーム理論の基礎（２）
・ゲームのルールについて勉強します。

参加者は事前に配布資料を読み込んだうえで、レジュメを
作成し、学修ポートフォリオの「マイノート」に保存してくださ
い。

4時間

第9回 独自の事例からゲームを作りましょう（１）
・独自の事例からゲームのルールを考えます。

参加者は事前に日常生活などから独自の事例を見つけ
て、レジュメを作成し、学修ポートフォリオの「マイノート」に
保存してください。

4時間

第10回 独自の事例からゲームを作りましょう（２）
・引き続き、独自の事例からゲームのルールを考えます。

参加者は事前に日常生活などから独自の事例を見つけ
て、レジュメを作成し、学修ポートフォリオの「マイノート」に
保存してください。

4時間

第11回 独自の事例からゲームを作りましょう（３）
・利得の算出について考えます。

参加者は事前に配布資料を読み込んだうえで、利得の算
出方法について考えてください。

4時間

第12回 独自の事例からゲームを作りましょう（４）
・引き続き、利得の算出について考えます。

参加者は事前に配布資料を読み込んだうえで、利得の算
出方法について考えてください。

4時間

第13回 独自のゲームを発表しましょう（１）
・各グループの発表と指導を行います。

発表したグループは、次回の授業までに、レジュメを修正
し、「修正後レジュメ」をマイノートに保存してください。

4時間

第14回 独自のゲームを発表しましょう（２）
・各グループの発表と指導を行います。
・グループ間の「修正後レジュメ」を比較し、春学期の優勝グループを選
出します。

次回の授業までに、春学期のレポートを完成し、マイノート
に保存してください。

4時間

第15回 まとめ
・期末レポートの提出
・春学期初めに作成した各自の「春学期の目標」の達成度と反省点に
ついて報告し、話し合います。
・夏休み中の勉強内容について話し合います。

夏休み中の課題について取り組んでください。 4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅠＡ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

2前田　一樹

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ 労働市場や雇用政策を経済学的な視点から学ぶ

授業の目的及び概要
本科目では，労働経済学の視点に基づいて，身近な問題から賃金や雇用格差という社会的な問題まで，さまざまな社会問題について考えます。働くこ
とは生活の基礎です。では，なぜ裕福な人とそうでない人がいるのか，仕事を失うとどうなるか，働く意味や働きがいとは何であるか，などの普段の生活
で思い浮かぶ疑問について経済理論に基づいて理解できることを目指します。
また，政府が実施する雇用政策によって人々がどのように影響を受けるかというメカニズムついても理解し自分なりに読み解くことができる。
さらに，実際にデータなどを用いて現実の労働市場での事象が理論通りに起きているのかを確認したうえで，なぜそうなるのかという理由を探求していく
ことを行います。これらを通じて鍛えられる経済学的な論理的思考力，分析力，そして，データの読み取る能力は，大学における学習・研究だけでなく，
就職活動にも役立ちます。

学修の到達目標
日本の労働市場が直面している諸問題を知ることで，日本経済の現状や仕組みについて精通をしていくとともに，労働経済学の分野での幅広い知識と
素養を習得する。また，報告にあたっての資料の作成や発表を通じてプレゼンテーションやコミュニケーションの能力を身につける。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
グループまたは個人による研究報告に対するコメントを通じてフィードバックを行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

演習科目は，受講者の主体的な取り組みを前提として授業が運営されます。ゼミにおける報告資料の準備はもちろん，議論をするために事前のテキス
トの確認など授業時間中だけでは完結しません。そのため，授業以外の時間でも準備が必要です。参加者のみなさんに積極的な授業参加を強く期待し
ます。
履修にあたり，ミクロ経済学，マクロ経済学，労働経済学などの分析手法について知識があることが望ましいですが，必須ではありません。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

50
授業内での報告

00

00050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

①「働くこと」を思考する，久米功一，中央経済社，2020年
毎回の講義でテキストに基づいて輪読・討論を行います。

参考書

①労働経済学ー理論と実証をつなぐ ，川口大司，有斐閣 ，2017年
②職業の経済学，阿部正浩・菅万理・勇上和史編著 : 中央経済社，2017年

①9784502366413

①9784641165076
②9784502238215

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス ・事前にテキストに目を通し，興味のあるテーマについて
考えてください。（２時間程度）
・自身が報告するテキストの対応箇所を把握し，どのよう
に報告を行うか検討してください。（２時間程度）

4時間

第2回 日本の労働市場を学ぶ：働く人（１） ・授業で扱うテーマに対応したテキストの箇所を事前に読
んでおいてください。報告担当者は，報告資料の準備を
行ってください。（２時間程度）
・授業の中で得た情報や知識を確認してください。（２時間
程度）

4時間

第3回 日本の労働市場を学ぶ：働く人（２） ・授業で扱うテーマに対応したテキストの箇所を事前に読
んでおいてください。報告担当者は，報告資料の準備を
行ってください。（２時間程度）
・授業の中で得た情報や知識を確認してください。（２時間
程度）

4時間

第4回 日本の労働市場を学ぶ：働く人（３） ・授業で扱うテーマに対応したテキストの箇所を事前に読
んでおいてください。報告担当者は，報告資料の準備を
行ってください。（２時間程度）
・授業の中で得た情報や知識を確認してください。（２時間
程度）

4時間
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第5回 日本の労働市場を学ぶ：働く人（４） ・授業で扱うテーマに対応したテキストの箇所を事前に読
んでおいてください。報告担当者は，報告資料の準備を
行ってください。（２時間程度）
・授業の中で得た情報や知識を確認してください。（２時間
程度）

4時間

第6回 日本の労働市場を学ぶ：能力・スキル・価値観（１） ・授業で扱うテーマに対応したテキストの箇所を事前に読
んでおいてください。報告担当者は，報告資料の準備を
行ってください。（２時間程度）
・授業の中で得た情報や知識を確認してください。（２時間
程度）

4時間

第7回 日本の労働市場を学ぶ：能力・スキル・価値観（２） ・授業で扱うテーマに対応したテキストの箇所を事前に読
んでおいてください。報告担当者は，報告資料の準備を
行ってください。（２時間程度）
・授業の中で得た情報や知識を確認してください。（２時間
程度）

4時間

第8回 日本の労働市場を学ぶ：能力・スキル・価値観（３） ・授業で扱うテーマに対応したテキストの箇所を事前に読
んでおいてください。報告担当者は，報告資料の準備を
行ってください。（２時間程度）
・授業の中で得た情報や知識を確認してください。（２時間
程度）

4時間

第9回 日本の労働市場を学ぶ：仕事と生活の両立（１） ・授業で扱うテーマに対応したテキストの箇所を事前に読
んでおいてください。報告担当者は，報告資料の準備を
行ってください。（２時間程度）
・授業の中で得た情報や知識を確認してください。（２時間
程度）

4時間

第10回 日本の労働市場を学ぶ：仕事と生活の両立（２） ・授業で扱うテーマに対応したテキストの箇所を事前に読
んでおいてください。報告担当者は，報告資料の準備を
行ってください。（２時間程度）
・授業の中で得た情報や知識を確認してください。（２時間
程度）

4時間

第11回 日本の労働市場を学ぶ：仕事と生活の両立（３） ・授業で扱うテーマに対応したテキストの箇所を事前に読
んでおいてください。報告担当者は，報告資料の準備を
行ってください。（２時間程度）
・授業の中で得た情報や知識を確認してください。（２時間
程度）

4時間

第12回 日本の労働市場を学ぶ：就業状態（１） ・授業で扱うテーマに対応したテキストの箇所を事前に読
んでおいてください。報告担当者は，報告資料の準備を
行ってください。（２時間程度）
・授業の中で得た情報や知識を確認してください。（２時間
程度）

4時間

第13回 日本の労働市場を学ぶ：就業状態（２） ・授業で扱うテーマに対応したテキストの箇所を事前に読
んでおいてください。報告担当者は，報告資料の準備を
行ってください。（２時間程度）
・授業の中で得た情報や知識を確認してください。（２時間
程度）

4時間

第14回 日本の労働市場を学ぶ：就業状態（３） ・授業で扱うテーマに対応したテキストの箇所を事前に読
んでおいてください。報告担当者は，報告資料の準備を
行ってください。（２時間程度）
・授業の中で得た情報や知識を確認してください。（２時間
程度）

4時間

第15回 まとめ ・長期休みの目標を検討してください。（２時間程度）
・今学期の振り返りを行ってください。（２時間程度）

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅠＡ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

2伊勢　公人

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

－

経済学部専門教育科目

テーマ 環境問題を経済学の視点から考える（基礎）

授業の目的及び概要
自治体や国、地域の環境政策に関する課題、問題解決の方策についての知見を高め、自分の考えを明確に表現できるようなプレゼンテーション能力の
向上に資する演習です。

「実学としての経済学」との関係
この演習を履修することにより、経済指標にも影響を与える環境問題、環境政策を分析できる力を身につけることを目的としています。

学修の到達目標
①パソコンを利用し、情報収集、文献検索の技法を高めるとともに、プレゼン能力、論文作成技法の基礎を学びます。加えて、具体的な環境問題に関す
る基礎的な分析手法を学びます。
②環境問題の様々なトピックスを学びます。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
グループまたは個人による調査・研究報告に対するコメントを通じてフィードバックする。また、グループワークの作業を授業中に進める場合には、適
宜、進捗を確認しながらフィードバックします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

本演習では将来深堀りして調査・研究するためのテーマ探しを先ず行っていきます。
受講生自らが積極的に関与することを期待します。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

000

050050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

地域から考える環境と経済，八木信一・関耕平，有斐閣，2019年

参考書

9784641150676
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス（教員、演習受講者の自己紹介、本演習の進め方、報告者
の割り当て）

・事前にテキストに目を通し、興味や関心がある箇所につ
いては丁寧に読んでください。
・その上で自身が報告したい箇所を考えておいてくださ
い。

4時間

第2回 環境と経済をつかむ ・授業で扱うテーマが記載されたテキスト該当箇所を事前
に読んでおいてください。
・報告担当者は、報告資料を準備してください。

4時間

第3回 公害という原点 ・授業で扱うテーマが記載されたテキスト該当箇所を事前
に読んでおいてください。
・報告担当者は、報告資料を準備してください。

4時間

第4回 廃棄物はどこへ向かうのか ・授業で扱うテーマが記載されたテキスト該当箇所を事前
に読んでおいてください。
・報告担当者は、報告資料を準備してください。

4時間

第5回 農が育む環境 ・授業で扱うテーマが記載されたテキスト該当箇所を事前
に読んでおいてください。
・報告担当者は、報告資料を準備してください。

4時間

第6回 みんなの資源を守れるのか ・授業で扱うテーマが記載されたテキスト該当箇所を事前
に読んでおいてください。
・報告担当者は、報告資料を準備してください。

4時間

第7回 エネルギー自治を求めて ・授業で扱うテーマが記載されたテキスト該当箇所を事前
に読んでおいてください。
・報告担当者は、報告資料を準備してください。

4時間
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第8回 まちづくりとアメニティ ・授業で扱うテーマが記載されたテキスト該当箇所を事前
に読んでおいてください。
・報告担当者は、報告資料を準備してください。

4時間

第9回 グローバルとローカルをつなぐ ・授業で扱うテーマが記載されたテキスト該当箇所を事前
に読んでおいてください。
・報告担当者は、報告資料を準備してください。

4時間

第10回 インフラを造り替える ・授業で扱うテーマが記載されたテキスト該当箇所を事前
に読んでおいてください。
・報告担当者は、報告資料を準備してください。

4時間

第11回 ガバメントからガバナンスへ ・授業で扱うテーマが記載されたテキスト該当箇所を事前
に読んでおいてください。
・報告担当者は、報告資料を準備してください。

4時間

第12回 第2回～第4回授業の深堀り（テキストのWorkから1つテーマを選んで報
告）

・授業で扱うテーマが記載されたテキスト該当箇所を事前
に読んでおいてください。
・報告担当者は、報告資料を準備してください。

4時間

第13回 第5回～第7回授業の深堀り（テキストのWorkから1つテーマを選んで報
告）

・授業で扱うテーマに対応したテキストの箇所を改めて読
んでおいてください。
・報告担当者は、報告資料を準備してください。

4時間

第14回 ・第8回～第11回授業の深堀（テキストのWorkから1つテーマを選んで報
告）

・授業で扱うテーマに対応したテキストの箇所を改めて読
んでおいてください。
・報告担当者は、報告資料を準備してください。

4時間

第15回 まとめ ・今学期の振り返りを各受講者に報告してもらうので、その
準備をしてください。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅠＡ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

2穴井　佑

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

－

経済学部専門教育科目

テーマ 近世イギリス社会経済史―貧困問題を中心に―（基礎）

授業の目的及び概要
貧困問題に関する近世イギリス社会経済史の基礎的なテキストをいくつか輪読していきます。演習ⅠAでは日本語のテキストを中心にします。どのよう
な史料が、どのように用いられ、どのような議論が展開されているかに注意しながらテキストを精読することで、社会経済史研究者が、研究を進めるうえ
で行うプロセスを追体験してもらいます。また、本演習では、GDP・為替レート・金利などの「経済諸指標とその連動についての理解」をサブテーマに設定
しています。歴史事象を検討する中で、そうした経済諸指標とその連動の具体例を見出していきます。そうすることで、現代社会の経済の動きを歴史的
な観点から考察する力の涵養を目指します。

学修の到達目標
第一の目標は、社会経済史の手法を理解することです。
第二の目標は、レジュメの作成やディスカッションを通して、自身の考えを表現するスキルを身につけていくことです。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
毎回の授業の中で、レジュメやディスカッションに対してコメントをします。質疑応答の時間もその都度確保します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

遅刻厳禁。履修者は自身がゼミの一員であることを自覚し、責任感をもって授業に参加すること。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

30
担当箇所のレジュメから判断します。
判断基準は、レジュメの形式、レイア
ウト、内容の理解度などです。

00

00070

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

特にありません。授業で用いるテキストはその都度担当教員から配布します。

参考書

特にありません。研究を進めるうえで必要な参考書については適宜紹介します。

なし

なし

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 授業のイントロダクション（レジュメの作成などについての説明をします）
を行った後に、テキストを輪読するうえでの担当を割り当てます。

配布されたテキストを読み進めていくこと。 4時間

第2回 テキストの輪読。担当者がレジュメを作成して内容紹介をし、それに対
して履修者全員でディスカッションを行う。

【予習】輪読するテキストを事前に精読しておくこと。
【復習】輪読したテキストの内容について整理し、理解を深
めること。

4時間

第3回 テキストの輪読。担当者がレジュメを作成して内容紹介をし、それに対
して履修者全員でディスカッションを行う。

【予習】輪読するテキストを事前に精読しておくこと。
【復習】輪読したテキストの内容について整理し、理解を深
めること。

4時間

第4回 テキストの輪読。担当者がレジュメを作成して内容紹介をし、それに対
して履修者全員でディスカッションを行う。

【予習】輪読するテキストを事前に精読しておくこと。
【復習】輪読したテキストの内容について整理し、理解を深
めること。

4時間

第5回 テキストの輪読。担当者がレジュメを作成して内容紹介をし、それに対
して履修者全員でディスカッションを行う。

【予習】輪読するテキストを事前に精読しておくこと。
【復習】輪読したテキストの内容について整理し、理解を深
めること。

4時間

第6回 テキストの輪読。担当者がレジュメを作成して内容紹介をし、それに対
して履修者全員でディスカッションを行う。

【予習】輪読するテキストを事前に精読しておくこと。
【復習】輪読したテキストの内容について整理し、理解を深
めること。

4時間

第7回 テキストの輪読。担当者がレジュメを作成して内容紹介をし、それに対
して履修者全員でディスカッションを行う。

【予習】輪読するテキストを事前に精読しておくこと。
【復習】輪読したテキストの内容について整理し、理解を深
めること。

4時間
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第8回 テキストの輪読。担当者がレジュメを作成して内容紹介をし、それに対
して履修者全員でディスカッションを行う。

【予習】輪読するテキストを事前に精読しておくこと。
【復習】輪読したテキストの内容について整理し、理解を深
めること。

4時間

第9回 テキストの輪読。担当者がレジュメを作成して内容紹介をし、それに対
して履修者全員でディスカッションを行う。

【予習】輪読するテキストを事前に精読しておくこと。
【復習】輪読したテキストの内容について整理し、理解を深
めること。

4時間

第10回 テキストの輪読。担当者がレジュメを作成して内容紹介をし、それに対
して履修者全員でディスカッションを行う。

【予習】輪読するテキストを事前に精読しておくこと。
【復習】輪読したテキストの内容について整理し、理解を深
めること。

4時間

第11回 テキストの輪読。担当者がレジュメを作成して内容紹介をし、それに対
して履修者全員でディスカッションを行う。

【予習】輪読するテキストを事前に精読しておくこと。
【復習】輪読したテキストの内容について整理し、理解を深
めること。

4時間

第12回 テキストの輪読。担当者がレジュメを作成して内容紹介をし、それに対
して履修者全員でディスカッションを行う。

【予習】輪読するテキストを事前に精読しておくこと。
【復習】輪読したテキストの内容について整理し、理解を深
めること。

4時間

第13回 テキストの輪読。担当者がレジュメを作成して内容紹介をし、それに対
して履修者全員でディスカッションを行う。

【予習】輪読するテキストを事前に精読しておくこと。
【復習】輪読したテキストの内容について整理し、理解を深
めること。

4時間

第14回 テキストの輪読。担当者がレジュメを作成して内容紹介をし、それに対
して履修者全員でディスカッションを行う。

【予習】輪読するテキストを事前に精読しておくこと。
【復習】輪読したテキストの内容について整理し、理解を深
めること。

4時間

第15回 これまで輪読してきたテキストの内容についてのまとめ 輪読したテキストの内容について整理し、理解を深めるこ
と。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅠＡ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

2グスタボ・バルダス

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ 日本経済の現状と将来の見通し

授業の目的及び概要
この演習の主な目標は、日本経済の現状と将来の見通しについて勉強することによって、日本経済社会の実態を幅広く把握し、学生が卒業した後の進
路に必要な能力と知識を得ることです。更に、日本経済の人口問題、政府の借金の支払い、為替レートの変動が日本企業の競争力に与える影響、そし
て、消費税増税や法人税減税、公共インフラの拡大政策と金融政策の効果などといったトピックスにかんするデータを分析し、諸問題の説明や解釈を導
き、新しい解決政策も考えることです。そして、分析から得られた結論に基づいて、将来、日本経済に起こりうる変化を想像し、経済やビジネスの見通し
が予測できるようになることも目標とします。経済の仕組みを理解するために、GDP、利子率、為替レートなどの知識が必要であり、この知識を学生が習
得できるように本学の経済学部では「実学としての経済学」に取り組んでいます。この演習では、実学としての経済学の入問について勉強します。この
演習のレベルは、「マクロ経済学I」の応用レベルです。

学修の到達目標
この授業の学修の主な目標は日本経済の現状と将来の見通しについて自立的に分析し説明できるようになることです。この目標を達成するために、授
業では以下の力を身につけるようにしたい。
１.  日本経済や世界経済の現状についてのデータを分析する力。
２.  経済の現状をマクロ経済的に分析する力。
３.  個人やグループワークで諸問題についての解決策を導く力。
４.  グループワークで自分の意見を表し、他人の意見を尊重しながら、諸問題の説明や解決政策について議論し、共同結論を導く力。
５.  自分で考え、分析結果や総括をWordでレポートを作成し、Power Pointでプレゼンテーションをする力。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
提出された課題やレポートを採点してフィードバックします。その後の修正・再提出も受けます。

アクティブ・ラーニング
の取組み

グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告／ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

授業で分析した日本経済や世界経済のデータのなか、学生が取り組む個人的な「研究レポート」に役に立つトピックスが沢山あると思うので活用して下
さい。もし、研究活動で困ったことがあれば、授業以外のオフィスアワーでも対応するので、利用してください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

000

0503515

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストを使用しないが、以下の参考書と日本政府や国際機関のデータベースの情報を利用して作成した資
料を大学のホームページのなか、Learning Portal、授業内容/教材にアップします。

参考書

1.　参考書：内閣府の白書（経済財政白書、少子化社会対策白書、高齢社会白書、日本経済、世界経済の潮
流）
2.　主なデータベース
 内閣府：　https://www.cao.go.jp/
 日本銀行：　https://www.boj.or.jp/
 政府統計の総合窓：https://www.e-stat.go.jp/
 財務省：https://www.mof.go.jp/
 JETRO: https://www.jetro.go.jp/en/
 IMF: https://www.imf.org/external/index.htm

特にありません。

特にありません。

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ゼミの案内を行う。 予習：「授業１：授業案内」を事前に読んでおいてください。
復習：「報告書1 演習の自己紹介シート」、「報告書2 春学
期の目標・スケジュールシート」、「報告書3 面談シート」を
記入してオンラインで提出してください。

2時間

第2回 日本経済の現状と将来の見通しについてのデータを紹介する。 予習：「授業２：日本経済の現状と将来の見通し（入門版）」
を事前に読んでおいてください。
復習：「練習1    日本経済の現状と将来の見通し（入門版）
(授業2)」を解いて、オンラインで回答してください。

4時間

第3回 前の授業の続きとして、日本経済の現状と将来の見通しについての
データより深く分析する。

予習：「授業3：日本経済の現状と将来の見通し（アドバン
スト版）」を事前に読んでおいてください。
復習：「練習2  日本経済の現状と将来の見通し（アドバン
スト版）(授業3)」を解いて、オンラインで回答してください。

4時間
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第4回 実学としての経済学に関してGDP・利子率・消費・投資・政策の効果に
ついて勉強する。

予習：「授業4　実学としての経済学（入門１）」を事前に読
んでおいてください。
復習：「練習3   実学としての経済学（入門１）（授業４）」を
解いて、オンラインで回答してください。
　　　　研究レポートの作成に向けて、図書館やインター
ネットから情報を集め分析してください。

4時間

第5回 実学としての経済学に関して為替レート、貿易、政策の効果について勉
強する。

予習：「授業5　実学としての経済学（入門２）」を事前に読
んでおいてください。
復習：「練習4   実学としての経済学（入門２）（授業5）」を
解いて、オンラインで回答してください。
　　　　研究レポートの作成に向けて、図書館やインター
ネットから情報を集め分析してください。

4時間

第6回 資産の価値を推定する方法について学ぶ。 予習：「授業６：割引現在価値と資産の価値」を事前に読ん
でおいてください。
復習：「練習5　割引現在価値 演習（授業６）」を解いて、オ
ンラインで回答してください。
　　　　研究レポートの作成に向けて、図書館やインター
ネットから情報を集め分析してください。

4時間

第7回 株の価値の計算法、株式市場と株価の変動させる要因について勉強
する。

予習：「授業７： 株式、株式市場」を事前に読んでおいてく
ださい。
復習：「練習6　株価と株式市場　（授業７）」を解いて、オン
ラインで回答してください。
　　　　研究レポートの作成を少しずつ行ってください。

4時間

第8回 債券市場について勉強する。 予習：「授業８： 債券と債券の価格」を事前に読んでおいて
ください。
復習：「練習7　債券と債券の価格 （授業８）」を解いて、オ
ンラインで回答してください。
　　　　研究レポートの作成を少しずつ行ってください。

4時間

第9回 日本の労働力、雇用、賃金についてのデータを分析する。 予習：「授業9   日本の労働力、雇用、賃金」を事前に読ん
でおいてください。
復習：「練習8　日本の労働力、雇用、賃金 （授業９）」を解
いて、オンラインで回答してください。
　　　　研究レポートの作成を少しずつ行ってください。

4時間

第10回 日本の労働市場の最近の動向を分析する。 予習：「授業10 日本の労働市場」を事前に読んでおいてく
ださい。
復習：「練習9    日本の労働市場　（授業10）」を解いて、オ
ンラインで回答してください。
　　　　研究レポートの準備を行ってください。

4時間

第11回 日本の貿易、観光、海外投資のデータを分析する。 予習：「授業１１：日本の貿易と観光のデータの紹介」を事
前に読んでおいてください。
復習：「練習10  日本の貿易、観光、海外投資 （授業11）」
を解いて、オンラインで回答してください。
　　　　研究レポートの準備を行ってください。

4時間

第12回 日本の経済連携協定について勉強する。 予習：「授業１２：自由貿易と日本の自由貿易協定」を事前
に読んでおいてください。
復習：「練習11  日本のFTA/EPA （授業12）」を解いて、オ
ンラインで回答してください。
　　　　研究レポートの準備を行ってください。

4時間

第13回 日本の家計消費、住宅投資、企業の投資、政府支出、輸出のデータを
分析する。

予習：「授業１３：日本の総需要と生産」を事前に読んでお
いてください。
復習：「練習12   需要と生産の動向　（授業13）」を解いて、
オンラインで回答してください。
　　　　研究レポートの準備を行ってください。

4時間

第14回 日本経済の成長、人口、借金、貿易の関係について勉強する。 予習：「授業１４：日本経済の成長、人口、借金、貿易の関
係」を事前に読んでおいてください。
復習：「練習13   日本経済成長、人口問題、政府の借金、
貿易 （授業14）」を解いて、オンラインで回答してください。
　　　　研究レポートの準備を行ってください。

5時間

第15回 グループワークでの個人研究の紹介 予習：研究レポートのグループディスカッションを準備してく
ださい。
復習：研究レポートを完成させてオンラインで提出してくだ
さい。

5時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅠＡ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

2小巻　善郎

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ 金融市場のしくみを学ぶ　～ 家計の資産形成を中心として ～

授業の目的及び概要
この演習ⅠAは、現代日本経済コースの推奨ゼミで、家計の資産形成を設計するファイナンシャル・プランニングの知識・技能を身につけることを目的と
しています。
授業では、まず、金融について基礎的な学修を行います。それを踏まえて、次に、ファイナンシャル・プランニングの学修、すなわち➀ライフプランニング
と資金計画、②リスク管理、③金融資産運用、④タックスプランニング、⑤不動産、⑥相続・事業承継の６分野の学修を行います。
そして、その学修の成果として、国家資格であるFP技能検定３級の資格取得を目指します。
また、この演習ⅠAでは、グループワークやプレゼンテーション、ディスカッション等を通じて、社会に出てから必要となるレポート作成能力、プレゼンテー
ション能力、コミュニケーション能力を身につけることができます。

学修の到達目標
この演習ⅠAでは、以下の３点を学修の到達目標とします。
・家計の資産に関する情報を分析できるようになる。
・家計のライフプランやニーズに合わせたファイナンシャル・プランニングができるようになる。
・説得力のあるプレゼンテーションを行うことができるようになる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
演習は、基本的には、①教員による解説→②グループに分かれて討議→③各グループからの発表→④全体でのディスカッション→⑤教員によるコメン
ト・アドバイスという流れとなります。それを繰り返すことで演習を進めていきます。
課題に対するフィードバックは、プレゼンテーションに対する教員のコメント・アドバイスという形で行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

この演習ⅠAでは、金融市場のしくみを学修することはもとより、ゼミ生全員で力を合わせて、国家資格であるFP技能検定３級の資格取得を目指し、切
磋琢磨していきたいと思います。
意志あるところに、必ず道は開けます。
主体的・積極的に取り組んでください。十分なサポートを行います。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

30
授業内での報告・発表

00

020050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキスト指定はありません。

参考書

➀ファイナンシャル・プランニング入門 - for Students - 〔第5版〕，日本FP協会，日本FP協会，2019年

なし

➀9784909303394

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 オリエンテーション
演習ⅠＡの進め方を説明します。また、春学期の目標を作成します。

・配布資料を復習する。
・次回授業の事前配布資料「家計の資産形成」を予習す
る。

4時間

第2回 家計の資産形成
配布資料を用いて家計の資産形成を解説した後、グループワークを行
い、最後に全体でディスカッションします。

・配布資料を復習する。
・次回授業の事前配布資料「ライフプランニングと資金計
画」を予習する。

4時間

第3回 ライフプランニングと資金計画➀
配布資料を用いてライフプランニングと資金計画を解説した後、グルー
プワークを行い、最後に全体でディスカッションします。

・配布資料を復習する。
・次回授業の事前配布資料「ライフプランニングと資金計
画」を予習する。

4時間

第4回 ライフプランニングと資金計画②
配布資料を用いてライフプランニングと資金計画を解説した後、グルー
プワークを行い、最後に全体でディスカッションします。

・配布資料を復習する。
・次回授業の事前配布資料「リスク管理」を予習する。

4時間

第5回 リスク管理➀
配布資料を用いてリスク管理を解説した後、グループワークを行い、最
後に全体でディスカッションします。

・配布資料を復習する。
・次回授業の事前配布資料「リスク管理」を予習する。

4時間

第6回 リスク管理②
配布資料を用いてリスク管理を解説した後、グループワークを行い、最
後に全体でディスカッションします。

・配布資料を復習する。
・次回授業の事前配布資料「金融資産運用」を予習する。

4時間
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第7回 金融資産運用➀
配布資料を用いて金融資産運用を解説した後、グループワークを行
い、最後に全体でディスカッションします。

・配布資料を復習する。
・次回授業の事前配布資料「金融資産運用」を予習する。

4時間

第8回 金融資産運用②
配布資料を用いて金融資産運用を解説した後、グループワークを行
い、最後に全体でディスカッションします。

・配布資料を復習する。
・次回授業の事前配布資料「タックスプランニング」を予習
する。

4時間

第9回 タックスプランニング➀
配布資料を用いてタックスプランニングを解説した後、グループワーク
を行い、最後に全体でディスカッションします。

・配布資料を復習する。
・次回授業の事前配布資料「タックスプランニング」を予習
する。

4時間

第10回 タックスプランニング②
配布資料を用いてタックスプランニングを解説した後、グループワーク
を行い、最後に全体でディスカッションします。

・配布資料を復習する。
・次回授業の事前配布資料「不動産」を予習する。

4時間

第11回 不動産➀
配布資料を用いて不動産を解説した後、グループワークを行い、最後
に全体でディスカッションします。

・配布資料を復習する。
・次回授業の事前配布資料「不動産」を予習する。

4時間

第12回 不動産②
配布資料を用いて不動産を解説した後、グループワークを行い、最後
に全体でディスカッションします。

・配布資料を復習する。
・次回授業の事前配布資料「相続・事業承継」を予習する。

4時間

第13回 相続・事業承継➀
配布資料を用いて相続・事業承継を解説した後、グループワークを行
い、最後に全体でディスカッションします。

・配布資料を復習する。
・次回授業の事前配布資料「相続・事業承継」を予習する。

4時間

第14回 相続・事業承継②
配布資料を用いて相続・事業承継を解説した後、グループワークを行
い、最後に全体でディスカッションします。

・配布資料を復習する。 4時間

第15回 総括
春学期のまとめを行います。

・配布資料を復習する。 4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅠＡ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

2方　鉄峰

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ 経済学の基礎と応用

授業の目的及び概要
経済学について初めて勉強する学生も理解できるよう、具体的な事例を挙げながら丁寧に解説する。授業中に発表、討論を重ね、理論的思考力を鍛え
ると同時にプレゼン能力を高める。

学修の到達目標
①経済学学修への興味・関心を高めること
②経済学の基礎知識を身につけること
③経済学の知識を用いて、市場変動および政策変更などについての分析を通し、その根拠を理解すること
④日本語の読む能力と、作文能力を高めること。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
テストやレポート等で授業度理解度を高める。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

本授業の学修において、①経済学に興味を持つこと、②社会の経済現象に興味を持つことが大事である。授業では初めて接する経済専門用語が多く、
十分に理解するためには課外での復習も重要である。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

40
最終レポートなど

00

002040

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

配布資料を用いて授業を行います。

参考書

なし
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 新学期にあたって これからよい留学生活を送るために 授業後に、授業で配布した資料を読ん復習ておくこと 2時間

第2回 経済学基礎知識の勉強　GDP、GNPなど 授業後に、授業で配布した資料を読み直し、講義内容を
理解すること（3時間程度）
時事ワークシートの内容確認（1時間程度）

4時間

第3回 経済学基礎知識の勉強　インフレ 授業後に、授業で配布した資料を読ん復習ておくこと（3時
間程度）
時事ワークシートの事前予習（1時間程度）

4時間

第4回 経済学基礎知識の勉強　デフレ 授業後に、授業で配布した資料を読ん復習ておくこと（3時
間程度）
時事ワークシートの事前予習（1時間程度）

4時間

第5回 経済学基礎知識の勉強　貯蓄と投資 授業後に、授業で配布した資料を読ん復習ておくこと（3時
間程度）
時事ワークシートの事前予習（1時間程度）

4時間

第6回 日本とアメリカのマクロ経済 授業後に、授業で配布した資料を読ん復習ておくこと（3時
間程度）
時事ワークシートの事前予習（1時間程度）

4時間

第7回 経済学基礎知識の勉強　財政政策、金融政策 授業後に、授業で配布した資料を読ん復習ておくこと（3時
間程度）
時事ワークシートの事前予習（1時間程度）

4時間

第8回 経済学基礎知識の勉強　購買力平価 授業後に、授業で配布した資料を読ん復習ておくこと（3時
間程度）
時事ワークシートの事前予習（1時間程度）

4時間
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第9回 新聞の経済関連記事を読んでまとめる 授業後に、授業で配布した資料を読ん復習ておくこと（3時
間程度）
時事ワークシートの事前予習（1時間程度）

4時間

第10回 経済学基礎知識の勉強　物価と為替レート 授業後に、授業で配布した資料を読ん復習ておくこと（3時
間程度）
時事ワークシートの事前予習（1時間程度）

4時間

第11回 経済学基礎知識の勉強　国際通貨制度 授業後に、授業で配布した資料を読ん復習ておくこと（3時
間程度）
時事ワークシートの事前予習（1時間程度）

4時間

第12回 経済学基礎知識の勉強　株価と投機 授業後に、授業で配布した資料を読ん復習ておくこと（3時
間程度）
時事ワークシートの事前予習（1時間程度）

4時間

第13回 アジア経済危機
●関連VTR鑑賞

授業後に、授業で配布した資料を読ん復習ておくこと（3時
間程度）
時事ワークシートの事前予習（1時間程度）

4時間

第14回 リーマンショック
●関連VTR鑑賞

授業後に、授業で配布した資料を読ん復習ておくこと（3時
間程度）
時事ワークシートの事前予習（1時間程度）

4時間

第15回 春学期の纏め 自分が肝心を持っている経済・経営に関するテーマを選
び、レポートを作成。

6時間

－444－



実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅠＡ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

2脇村　孝平

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

－

経済学部専門教育科目

テーマ グローバル化の未来とアジア経済：経済史的アプローチ

授業の目的及び概要
私の演習では、経済学を基盤にしつつ、歴史的なアプローチ（政治、社会、文化なども含む多元的要因を考慮に入れて、長期的な時間軸の中で考察す
ること）でテーマに迫ることを目指します。上記のテーマの趣旨は、コロナ禍によってデジタル化がいっそう進んだ世界経済、そしてアジア経済の未来に
ついて、学生の皆さんとともに考えることにあります。経済史Ⅰを受講して歴史的なアプローチが面白いと思った人、あるいは国際経済コースを選択しよ
うとする人を大いに歓迎します。

なお、本演習では、適宜、「実学としての経済学」という学習も行います。本経済学部において「実学としての経済学」の学習とは、具体的にはＧＤＰ・為
替レート・金利などの経済諸指標の連関を理解しつつ、経済諸指標が互いに連動するマクロ経済学的な連関性を、いわば「身体（からだ）」で覚えること
を指しています。

学修の到達目標
とてもシンプルです。「文献を読解する」こと、「問題発見をする」こと、「議論をする」こと、「文章を書く」こと、「研究発表をする」ことなど、これらの能力を
身につけてもらいます。
加えて、本経済学部の学修目標の一つである「実学としての経済学」を習得も大きな目標となります。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
学期を通して、数多くの機会に、課題を提示して、小文を書いてもらうことになります。それに対して、毎回、コメントを付して返却いたします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告／ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

演習への積極的な参加の姿勢、議論における発言、研究発表の内容、レポートなど、総合的な取り組みが求められます。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

000

0502030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

①『デジタル化する新興国：先進国を超えるか、監視社会の到来か』，伊藤亜聖，中公新書，2020年

参考書

①『アジア経済とは何か：躍進のダイナミズムと日本の活路』，後藤健太，中公新書，2019年

①9784121026125

①9784121025715

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ・オリエンテーション－そもそも「演習」科目とは何のために存在するの
か。
・次回のテーマ「新型コロナウイルス感染症」についての予告

次回のテーマ「新型コロナウイルス感染症」について、調
べてくること。

2時間

第2回 ・「新型コロナウイルス感染症」について考える。
・次回のテーマ「グローバル化とアジア経済」についての予告

次回のテーマ「グローバル化とアジア経済」について、調
べてくること。

2時間

第3回 ・「グローバル化とアジア経済」について考える。
・次回のテーマ「デジタル化と世界経済」についての予告

・次回のテーマ「デジタル化と世界経済」について、調べて
くること。

2時間

第4回 ・「デジタル化と世界経済」について考える。
・次回までに読んでくるテキスト（伊藤亜聖『デジタル化する新興国』）に
ついての予告

テキスト（伊藤亜聖『デジタル化する新興国』）の予習 3時間

第5回 ・テキストの輪読（伊藤亜聖『デジタル化する新興国』）第１回 テキスト（伊藤亜聖『デジタル化する新興国』）の予習 3時間

第6回 ・テキストの輪読（伊藤亜聖『デジタル化する新興国』）第２回 テキスト（伊藤亜聖『デジタル化する新興国』）の予習 3時間

第7回 ・テキストの輪読（伊藤亜聖『デジタル化する新興国』）第３回 ・次回までに、個人研究のテーマを考えてくる。 2時間

第8回 個人発表（１）－問題関心を定める。 文献検索ーインターネットを利用－の予習 2時間
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第9回 文献検索－図書館の利用－の試行 ・図書館で一冊、借り出してくる。 2時間

第10回 文献の読み方の解説（１）－序論を読む ・選んだ本の序論の部分を読んでくる。 2時間

第11回 ・個人発表（２）－選んだ本の序論に基づいて、概要を紹介する。 ・選んだ本の核心的部分は何かを見つけ出す。 2時間

第12回 文献の読み方の解説（２）－選んだ本の核心的部分は何か ・選んだ本に対する感想を書いてくる。 3時間

第13回 文献の読み方の解説（３）－書評の試み ・選んだ本の書評を書いてくる。 6時間

第14回 個人発表（３）－書評の発表 ・選んだ本の書評を書いてくる。 6時間

第15回 個人発表（４）－書評の発表 ・学期末小論文の執筆 6時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅠＡ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

2米山　秀隆

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ 都市・地域から日本経済の課題を学ぶ

授業の目的及び概要
この演習では、日本経済が直面する様々な課題のうち、都市・地域分野を主たるターゲットとし、その基礎知識と課題発見能力、調査・分析力を身に付
けることを目指します。都市・地域の現状を、「人口移動」、「高齢化」、「都市再生」、「地域活性化」、「地方行政」、「観光振興」、「住宅・土地市場」などの
側面から学び、そうした中から課題を抽出し、分析していきます。演習での報告、ディスカッションやグループワークを通じ、社会人として必要な基礎能力
やコミュニケーション能力を高めていきます。

学修の到達目標
・文献の要点をまとめ、報告できる。
・報告に対し互いに意見を述べ、議論できる。
・都市・地域の現状を理解し、課題を抽出できる。
・グループワークで課題の調査・分析を行い、結果をとりまとめ、報告できる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
報告内容に対し、授業内でコメント、アドバイスします。課題に対しては、コメントを付けて返却します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

積極的な報告、発言、議論を心掛け、演習での学びを実りあるものにしていきましょう。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

0０

050050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

適宜、資料を配布します。

参考書

①縮小まちづくり，米山秀隆，時事通信社，2018年
②アフターコロナの都市と住まい，米山秀隆，プログレス，2021年

なし

①9784788715479
②9784910288109

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス
教員・受講生の自己紹介、演習の内容・進め方、報告の割り振り

【予習】Learning Portalに掲載する配布資料を事前に読ん
でおいて下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第2回 都市・地域の政策課題の解説とそれに基づく議論 【予習】配布資料を事前に読んでおいて下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第3回 調査・分析手法の解説とそれに基づく議論 【予習】配布資料を事前に読んでおいて下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第4回 報告・議論1 【予習】配布資料を事前に読んでおいて下さい。報告者は
報告の準備をしておいて下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第5回 報告・議論2 【予習】配布資料を事前に読んでおいて下さい。報告者は
報告の準備をしておいて下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第6回 報告・議論3 【予習】配布資料を事前に読んでおいて下さい。報告者は
報告の準備をしておいて下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間
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第7回 報告・議論4 【予習】配布資料を事前に読んでおいて下さい。報告者は
報告の準備をしておいて下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第8回 報告・議論5 【予習】配布資料を事前に読んでおいて下さい。報告者は
報告の準備をしておいて下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第9回 報告・議論6 【予習】配布資料を事前に読んでおいて下さい。報告者は
報告の準備をしておいて下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第10回 報告・議論7 【予習】配布資料を事前に読んでおいて下さい。報告者は
報告の準備をしておいて下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第11回 報告・議論8 【予習】配布資料を事前に読んでおいて下さい。報告者は
報告の準備をしておいて下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第12回 グループワーク1：グループ分け、ブレーンストーミング 【予習】グループワークで取り組みたいテーマについて考
えておいて下さい。
【復習】グループワークの結果を整理し、次回に向けた作
業に取り組んで下さい。

4時間

第13回 グループワーク2：情報収集、テーマの探索 【予習】グループワークに向けて、必要な準備を行って下さ
い。
【復習】グループワークの結果を整理し、次回に向けた作
業に取り組んで下さい。

4時間

第14回 グループワーク3：情報収集、テーマの決定 【予習】グループワークに向けて、必要な準備を行って下さ
い。
【復習】グループワークの結果を整理し、次回に向けた作
業に取り組んで下さい。

4時間

第15回 グループワーク4：夏休み中の課題設定
演習のまとめ

【予習】グループワークに向けて、必要な準備を行って下さ
い。
【復習】グループワークを振り返り、夏休みで取り組むこと
を整理して下さい。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅠＢ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

2藤田　峻

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ ゲーム理論と行動経済学（基礎）**
　－経済理論と戦略的思考で社会を考える―

授業の目的及び概要
本科目ではゲーム理論や行動経済学の考え方に基づいて，身近な現象から大規模な社会問題まで，様々な社会現象・社会問題を考えます。
日常には様々な疑問が満ちています。たとえば，通販会社が「不満なら全額返金」を保証するのはなぜでしょうか。多くの学校で制服の着用が義務付け
られているのはなぜでしょうか。航空券は直前に買うほど高くなるのに，東京スカイツリーの展望台入場券は当日券の方が安いのはなぜでしょうか。教
育において「我慢強さ」が評価される理由を理論的に説明できるでしょうか。
社会にも様々な疑問を見出すことができます。地球温暖化問題が一向に解決しないのは，なぜでしょうか。政府が企業の競争を促進したり規制したりす
るのは，どのような判断基準に基づいているのでしょうか。
ゲーム理論や行動経済学といった経済理論を学修して戦略的思考力を身につけると，このような疑問に対して確固たる自分の考えを持つことができる
ようになります。そこで本科目では，受講生の関心に応じて，「企業の戦略的行動」，「環境問題」，「公共政策」といった経済学で頻繁に扱われるテーマ
を中心に，日常生活における人間の行動等も盛り込んで，学生研究発表大会への参加等を通じて，経済学的・戦略的思考能力の修得を目指します。
本科目の学修を通じて，以下の「学修の到達目標」に記載された能力を養うことは，今後の大学での学修に限らず，就業力を高めることにもつながりま
す。

なお，本科目で主要な分析ツールとするゲーム理論や行動経済学は，日常生活やビジネスの現場に応用することが容易な理論です。本科目での学修
を通じて，人との関わりにおける戦略的関係や，企業の戦略的行動などを理解することで，人生で役立つ経済学，すなわち「実学としての経済学」の修
得につながります。

学修の到達目標
経済理論に基づいて問題の所在を正しく認識し，適切な調査・分析を行った結果をまとめて，他人にも伝わるように発表できる能力を身につけることを
目標とします。このような能力は大学での学修にとどまらず，就業してからも重要な力となります。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
グループまたは個人による研究報告に対するコメントを通じてフィードバックを行います。また，グループワークの作業を授業中に進める場合には，適宜
進捗を確認しながらフィードバックを行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告／ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

演習科目は受講者の主体的な取り組みを前提として授業が運営されます。ゼミにおける研究活動は授業時間中だけで完結するものではなく，授業時間
外での調査・分析も不可欠です。それだけ時間をかける必要がある科目ですが，費やした時間は自身の成長として返ってくるので，努力する価値は充
分にあります。受講者の皆様には積極的な授業参加を強く期待します。
なお，本科目の履修にあたってミクロ経済学・ゲーム理論・統計学といった経済学の分析手法を知っていると便利ですが，必須ではありません。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

050050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストは指定しません。
必要な資料等は授業中に配付・紹介します。

参考書

なし
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス ・シラバスの確認（30分程度）
・今学期の目標設定（90分程度）
・グループワークのテーマ検討（2時間程度）

4時間

第2回 グループワーク（準備） ・グループワークのテーマ検討（2時間程度）
・提案するテーマの関連文献調査（2時間程度）

4時間

第3回 グループワーク（調査） ・テキスト・参考書等を用いたゲーム理論・行動経済学に
関する学修（2時間程度）
・グループワークの作業（2時間程度）
各自で必要と思われる情報を調査してください。
集めた情報はグループ内で共有してください。

4時間
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第4回 グループワーク（調査，分析） ・テキスト・参考書等を用いたゲーム理論・行動経済学に
関する学修（2時間程度）
・グループワークの作業（2時間程度）
各自で必要と思われる情報を調査してください。
集めた情報はグループ内で共有してください。
集めた情報を基に，発表内容を準備してください。

4時間

第5回 グループワーク（分析，中間報告準備） ・グループワークの作業
各自で必要と思われる情報を調査してください。
中間報告に備えて発表資料を作成してください。
集めた情報はグループ内で共有してください。

4時間

第6回 中間報告会１ ・グループワークの作業（2時間程度）
中間報告の準備を行ってください。
・中間報告会の振り返り（2時間程度）
報告後は，コメント等を資料に反映させてください。

4時間

第7回 中間報告会２ ・グループワークの作業（2時間程度）
中間報告の準備を行ってください。
・中間報告会の振り返り（2時間程度）
報告後は，コメント等を資料に反映させてください。

4時間

第8回 最終報告に向けた準備1 ・グループワークの作業
報告内容やスライド等の改善を行ってください。

4時間

第9回 最終報告に向けた準備2 ・グループワークの作業
報告内容やスライド等の改善を行ってください。

4時間

第10回 最終報告・最終報告の振り返り ・最終報告に向けた準備（2時間程度）
・最終報告の振り返り（2時間程度）

4時間

第11回 グループワーク1 ・テーマの検討（2時間程度）
・グループワークの作業（2時間程度）

4時間

第12回 グループワーク２ ・グループワークの作業（2時間程度）
・期末レポートの執筆（2時間程度）

4時間

第13回 グループワーク３ ・グループワークの作業（2時間程度）
・期末レポートの執筆（2時間程度）

4時間

第14回 グループワーク４ ・グループワークの作業（2時間程度）
・期末レポートの執筆（2時間程度）

4時間

第15回 振り返り ・今学期の振り返り（2時間程度）
・長期休み中の計画立案（2時間程度）

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅠＢ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

2畑佐　伸英

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ アジア各国の情勢と国際経済の要点を学ぶ（２）

授業の目的及び概要
本演習では、世界経済に関連する様々なテーマを幅広く扱い、平易に分かりやすく学んでいくことで、国際的にはどのような経済問題が潜んでいるの
か、世界の国々はどのような経済状況にあるかなどについて、理解を深めていくことにする。
特に、アジア各国の経済社会問題や現実に起きている世界経済の諸課題に焦点を当て、その背景や本質を考察していく中で、実際に起きている経済
現象への認識を深め、現実的な政策対応を検討していく。
国際経済コースを選択した学生にとっては、本演習での学びを基礎として、国際経済への興味や関心を高めていき、次年時以降の学習や研究課題の
探究につなげていくうえで有益となろう。

学修の到達目標
国際社会やアジアの国々が直面している、経済に関する諸問題を知ることで、アジア経済やグローバル経済の現状や状況について精通していくと共
に、国際経済学の領域において、幅広い理解と基礎的な素養を身に着けていく。また、各自でレジュメや資料を準備して発表してもらい、それらをもとに
皆で議論していくことで、プレゼン力やコミュニケーション能力も獲得していく。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
発表内容については、授業の中で解説及び講評します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

PBL（課題解決型学習）／ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告／実習、フィールドワーク、学外見学／ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

常日頃から、新聞やテレビ、ネットにて発信される、国際・経済関連のニュースにアンテナを張って、様々な経済問題や国際事情に関心や興味を持つよ
うに心掛けてください。特に、一般の新聞や経済新聞に、毎日、目を通す習慣を身に着けていくことが大切です。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

50
授業内での報告・発表

00

00050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

特定のテキストは利用しない。

参考書

①アジア経済研究所（2021）『アジア動向年2021』日本貿易振興機構アジア経済研究所 
②井上恵理菜（2019）『本当にわかる世界経済』日本実業出版社
③野口悠紀雄（2018）『世界経済入門（講談社現代新書）』講談社

なし

①978-4258010219
②978-4534056863
③978-4062884730

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス
演習の進め方、報告担当箇所の割り振り。

興味や関心のある国際経済分野のテーマについて、考え
ておいてください。
授業で学んだことや思ったこと、考えたことなどは、復習と
してノートやファイルに整理して、まとめておくと良いでしょ
う。

4時間

第2回 国際経済を学ぶ　テーマの選定と解説(1) 興味や関心のある国際経済分野のテーマについて、書
籍、雑誌、新聞、ネットなどにアクセスして、理解を深めて
おいてください。
授業で学んだことや思ったこと、考えたことなどは、復習と
してノートやファイルに整理して、まとめておくと良いでしょ
う。

4時間

第3回 国際経済を学ぶ　テーマの選定と解説(2) 興味や関心のある国際経済分野のテーマについて、書
籍、雑誌、新聞、ネットなどにアクセスして、理解を深めて
おいてください。
授業で学んだことや思ったこと、考えたことなどは、復習と
してノートやファイルに整理して、まとめておくと良いでしょ
う。

4時間

第4回 国際経済を学ぶ　テーマの選定と解説(3) 興味や関心のある国際経済分野のテーマについて、書
籍、雑誌、新聞、ネットなどにアクセスして、理解を深めて
おいてください。
授業で学んだことや思ったこと、考えたことなどは、復習と
してノートやファイルに整理して、まとめておくと良いでしょ
う。

4時間
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第5回 国際経済を学ぶ　発表並びに討論(1) 報告担当者は、パワーポイントを作成し発表の準備をして
ください。その他の受講者は、報告されるテーマについて、
あらかじめ関連する書物や記事、情報等に触れて、理解
を深めておいてください。
授業で学んだことや思ったこと、考えたことなどは、復習と
してノートやファイルに整理して、まとめておくと良いでしょ
う。

4時間

第6回 国際経済を学ぶ　発表並びに討論(2) 報告担当者は、パワーポイントを作成し発表の準備をして
ください。その他の受講者は、報告されるテーマについて、
あらかじめ関連する書物や記事、情報等に触れて、理解
を深めておいてください。
授業で学んだことや思ったこと、考えたことなどは、復習と
してノートやファイルに整理して、まとめておくと良いでしょ
う。

4時間

第7回 国際経済を学ぶ　発表並びに討論(3) 報告担当者は、パワーポイントを作成し発表の準備をして
ください。その他の受講者は、報告されるテーマについて、
あらかじめ関連する書物や記事、情報等に触れて、理解
を深めておいてください。
授業で学んだことや思ったこと、考えたことなどは、復習と
してノートやファイルに整理して、まとめておくと良いでしょ
う。

4時間

第8回 国際経済を学ぶ　発表並びに討論(4) 報告担当者は、パワーポイントを作成し発表の準備をして
ください。その他の受講者は、報告されるテーマについて、
あらかじめ関連する書物や記事、情報等に触れて、理解
を深めておいてください。
授業で学んだことや思ったこと、考えたことなどは、復習と
してノートやファイルに整理して、まとめておくと良いでしょ
う。

4時間

第9回 国際経済を学ぶ　発表並びに討論(5) 報告担当者は、パワーポイントを作成し発表の準備をして
ください。その他の受講者は、報告されるテーマについて、
あらかじめ関連する書物や記事、情報等に触れて、理解
を深めておいてください。
授業で学んだことや思ったこと、考えたことなどは、復習と
してノートやファイルに整理して、まとめておくと良いでしょ
う。

4時間

第10回 国際経済を学ぶ　発表並びに討論(6) 報告担当者は、パワーポイントを作成し発表の準備をして
ください。その他の受講者は、報告されるテーマについて、
あらかじめ関連する書物や記事、情報等に触れて、理解
を深めておいてください。
授業で学んだことや思ったこと、考えたことなどは、復習と
してノートやファイルに整理して、まとめておくと良いでしょ
う。

4時間

第11回 国際経済を学ぶ　発表並びに討論(7) 報告担当者は、パワーポイントを作成し発表の準備をして
ください。その他の受講者は、報告されるテーマについて、
あらかじめ関連する書物や記事、情報等に触れて、理解
を深めておいてください。
授業で学んだことや思ったこと、考えたことなどは、復習と
してノートやファイルに整理して、まとめておくと良いでしょ
う。

4時間

第12回 国際経済を学ぶ　発表並びに討論(8) 報告担当者は、パワーポイントを作成し発表の準備をして
ください。その他の受講者は、報告されるテーマについて、
あらかじめ関連する書物や記事、情報等に触れて、理解
を深めておいてください。
授業で学んだことや思ったこと、考えたことなどは、復習と
してノートやファイルに整理して、まとめておくと良いでしょ
う。

4時間

第13回 国際経済を学ぶ　発表並びに討論(9) 報告担当者は、パワーポイントを作成し発表の準備をして
ください。その他の受講者は、報告されるテーマについて、
あらかじめ関連する書物や記事、情報等に触れて、理解
を深めておいてください。
授業で学んだことや思ったこと、考えたことなどは、復習と
してノートやファイルに整理して、まとめておくと良いでしょ
う。

4時間

第14回 国際経済を学ぶ　発表並びに討論(10) 報告担当者は、パワーポイントを作成し発表の準備をして
ください。その他の受講者は、報告されるテーマについて、
あらかじめ関連する書物や記事、情報等に触れて、理解
を深めておいてください。
授業で学んだことや思ったこと、考えたことなどは、復習と
してノートやファイルに整理して、まとめておくと良いでしょ
う。

4時間

第15回 まとめ並びに総括 これまでの学習を振り返って、学んだこと、分かったこと、
発見したこと、難しかったこと、興味や関心を抱いたこと、
などについて考えておいてください。
授業で学んだことや思ったこと、考えたことなどは、復習と
してノートやファイルに整理して、まとめておくと良いでしょ
う。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅠＢ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

2朱　東平

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ ゲーム理論を実戦に生かそう（2）

授業の目的及び概要
この演習では、ゲーム理論の基本的な考え方を理解するとともに、そのビジネス活動での応用、そしてゲーム理論を生かした意思決定プロセスについ
て勉強していきたいと思います。その主な内容は以下の通りです。
1. 支配戦略均衡
2. ナッシュ均衡
3. 囚人のジレンマと「共有地の悲劇」
4. 繰り返しゲーム
5.合理的な豚とフリーライダー
　この演習は皆さんが社会人として持つべき専門知識・能力の高度化を図る科目です。この授業を受講することにより、ゲーム理論の視点から、現実の
経済現象を理解できる力を身につけることを目的とします。
　また、この演習は、ゲーム理論のもっとも基本的な解き方を学修することに重点を置きますので、ゲーム理論の入門レベルにあたります。

学修の到達目標
この演習は、以下のことを目標とします。
1.授業で勉強した主なゲームの説明ができる。
2.ゲーム理論の基本的な考え方を理解することができる。
3.その考え方を用いて、日常生活のさまざまな場面や卒業後のビジネス活動を理解することができる。
4.就職活動に必要なプレゼン能力をもつことができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
優秀なレポートは、授業中に紹介します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

ゲーム理論は、ミクロ経済学、マクロ経済学を問わず、経済学のほとんどの分野に応用され、経済分析のための基本道具の一つとなっています。さら
に、経済学の分野を超えて政治学など他の社会科学の分野にも広く応用されています。少し難しい学問ですが、力を合わせて頑張りましょう。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

050050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

ラーニングポータルで配布される資料を用いて事前・事後学修に活用してください。

参考書

①図解で学ぶゲーム理論入門、天谷研一、日本能率協会マネジメントセンター、2011年
②ビジュアル ゲーム理論、渡辺隆裕、日本経済新聞、2019年

なし

①9784820747185
②9784532119393

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 学生研究発表大会出場チームの選出
・夏休み中の宿題を点検します。
・経済学部学生研究発表大会出場チームの選出。
（受講者数および受講者の希望に応じて、以下の内容を変更することも
ありうる。）

次回の授業までに、研究発表大会報告用レジュメを完成し
てください。

4時間

第2回 出場チームの指導（１）
・宿題の進捗状況を確認します。
・経済学部学生研究発表大会出場チームに対する指導を行います。

次回の授業までに、研究発表大会報告用レジュメを完成
し、PPTを作成してください。

4時間

第3回 出場チームの指導（２）
・引き続き、経済学部学生研究発表大会出場チームに対して指導を行
います。

次回の授業までに、PPTの修正を完了してください。 4時間

第4回 秋学期の目標を設定しましょう
・春学期に蓄積した「マイノート」のファイルを整理するとともに、春学期
末の感想文をもとに、春学期の成長した点、秋学期の課題について話
し合います。

次回の授業までに、研究発表大会の発表内容について確
認し、「秋学期の目標」を、秋学期末にチェック可能なよう
に作成して「マイノート」に保存してください。

4時間

第5回 グループ学習の改善
・秋学期のグループ運営の改善方法について話し合います。

次回の授業までに、配布資料を参考にレジュメを作成し、
発表に備えるとともに、「マイノート」に保存してください。

4時間
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第6回 支配戦略均衡
・支配戦略均衡について勉強します。

参加者は事前に配布資料を読み込んだうえで、レジュメを
作成し、発表に備えるとともに、学修ポートフォリオの「マイ
ノート」に保存してください。

4時間

第7回 ナッシュ均衡
・ナッシュ均衡について勉強します。

参加者は事前に配布資料を読み込んだうえで、レジュメを
作成し、発表に備えるとともに、学修ポートフォリオの「マイ
ノート」に保存してください。

4時間

第8回 「囚人のジレンマ」
・「囚人のジレンマ」について勉強します。

参加者は事前に配布資料を読み込んだうえで、レジュメを
作成し、発表に備えるとともに、「マイノート」に保存してくだ
さい。

4時間

第9回 「囚人のジレンマ」と「共有地の悲劇」
・「共有地の悲劇」は回避できるかについて勉強します。

参加者は事前に配布資料を読み込んだうえで、レジュメを
作成し、発表に備えるとともに、「マイノート」に保存してくだ
さい。

4時間

第10回 「繰り返しゲーム」（１）
・「囚人のジレンマ」を克服する「繰り返しゲーム」について勉強します。

参加者は事前に配布資料を読み込んだうえで、レジュメを
作成し、発表に備えるとともに、「マイノート」に保存してくだ
さい。

4時間

第11回 「繰り返しゲーム」（２）
・引き続き　「繰り返しゲーム」について勉強します。

参加者は事前に配布資料を読み込んだうえで、レジュメを
作成し、発表に備えるとともに、「マイノート」に保存してくだ
さい。

4時間

第12回 「合理的な豚」
・「合理的な豚」について勉強し、「囚人のジレンマ」との相違点を理解し
ます。

参加者は事前に配布資料を読み込んだうえで、レジュメを
作成し、発表に備えるとともに、「マイノート」に保存してくだ
さい。

4時間

第13回 「合理的な豚」とフリーライダー
・「合理的な豚」を用いてフリーライダー問題を解明します。

参加者は資料を収集し、秋学期のレポート作成の準備を
始めてください。

4時間

第14回 秋学期のまとめ（１）
・秋学期初めに作成した各自の「秋学期の目標」の達成度と反省点に
ついて話し合います。
・春休み中の勉強内容について話し合います。

次回の授業までに、秋学期のレポートを完成し、マイノート
に保存してください。

4時間

第15回 秋学期のまとめ（２）
・期末レポートの提出
・春休み中の勉強内容について合意します。

今年度の学修成果を踏まえ、次年度の目標について考え
てください。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅠＢ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

2前田　一樹

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ 労働市場や雇用政策を経済学的な視点から学ぶ

授業の目的及び概要
本科目では，労働経済学の視点に基づいて，身近な問題から賃金や雇用格差という社会的な問題まで，さまざまな社会問題について考えます。働くこ
とは生活の基礎です。では，なぜ裕福な人とそうでない人がいるのか，仕事を失うとどうなるか，働く意味や働きがいとは何であるか，などの普段の生活
で思い浮かぶ疑問について経済理論に基づいて理解できることを目指します。
また，政府が実施する雇用政策によって人々がどのように影響を受けるかというメカニズムついても理解し自分なりに読み解くことができる。
さらに，実際にデータなどを用いて現実の労働市場での事象が理論通りに起きているのかを確認したうえで，なぜそうなるのかという理由を探求していく
ことを行います。これらを通じて鍛えられる経済学的な論理的思考力，分析力，そして，データの読み取る能力は，大学における学習・研究だけでなく，
就職活動にも役立ちます。

学修の到達目標
日本の労働市場が直面している諸問題を知ることで，日本経済の現状や仕組みについて精通をしていくとともに，労働経済学の分野での幅広い知識と
素養を習得する。また，報告にあたっての資料の作成や発表を通じてプレゼンテーションやコミュニケーションの能力を身につける。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
グループまたは個人による研究報告に対するコメントを通じてフィードバックを行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

演習科目は，受講者の主体的な取り組みを前提として授業が運営されます。ゼミにおける報告資料の準備はもちろん，議論をするために事前のテキス
トの確認など授業時間中だけでは完結しません。そのため，授業以外の時間でも準備が必要です。参加者のみなさんに積極的な授業参加を強く期待し
ます。
履修にあたり，ミクロ経済学，マクロ経済学，労働経済学などの分析手法について知識があることが望ましいですが，必須ではありません。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

50
授業内での報告

00

00050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

①「働くこと」を思考する，久米功一，中央経済社，2020年
毎回の講義でテキストに基づいて報告・議論を行います。

参考書

①労働経済学ー理論と実証をつなぐ ，川口大司，有斐閣 ，2017年
②職業の経済学，阿部正浩・菅万理・勇上和史編著 : 中央経済社，2017年

①9784502366413

①9784641165076
②9784502238215

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス ・事前にテキストに目を通し，興味や関心のあるテーマに
ついて考えてください。（２時間程度）
・自身が報告するテキストの対応箇所を把握し，どのよう
に報告を行うか，どのような先行研究があるかを調べてく
ださい。（２時間程度）

4時間

第2回 日本の労働市場を学ぶ：就業状態（１） ・授業で扱うテーマに対応したテキストの箇所を事前に読
んでおいてください。報告担当者は，報告資料の準備を
行ってください。（２時間程度）
・授業の中で得た情報や知識を確認してください。（２時間
程度）

4時間

第3回 日本の労働市場を学ぶ：就業状態（２） ・授業で扱うテーマに対応したテキストの箇所を事前に読
んでおいてください。報告担当者は，報告資料の準備を
行ってください。（２時間程度）
・授業の中で得た情報や知識を確認してください。（２時間
程度）

4時間

第4回 日本の労働市場を学ぶ：就業状態（３） ・授業で扱うテーマに対応したテキストの箇所を事前に読
んでおいてください。報告担当者は，報告資料の準備を
行ってください。（２時間程度）
・授業の中で得た情報や知識を確認してください。（２時間
程度）

4時間
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第5回 日本の労働市場を学ぶ：各自の興味・関心のある内容についての報告
（１）

・報告担当者は，各自が興味・関心がある研究内容につい
ての報告資料の準備を行ってください。（２時間程度）
・報告を行って受けたコメントをもとに報告資料の修正を
行ってください。また，授業の中で得た情報や知識を確認
してください。（２時間程度）

4時間

第6回 日本の労働市場を学ぶ：各自の興味・関心のある内容についての報告
（２）

・報告担当者は，各自が興味・関心がある研究内容につい
ての報告資料の準備を行ってください。（２時間程度）
・報告を行って受けたコメントをもとに報告資料の修正を
行ってください。また，授業の中で得た情報や知識を確認
してください。（２時間程度）

4時間

第7回 日本の労働市場を学ぶ：各自の興味・関心のある内容についての報告
（３）

・報告担当者は，各自が興味・関心がある研究内容につい
ての報告資料の準備を行ってください。（２時間程度）
・報告を行って受けたコメントをもとに報告資料の修正を
行ってください。また，授業の中で得た情報や知識を確認
してください。（２時間程度）

4時間

第8回 日本の労働市場を学ぶ：各自の興味・関心のある内容についての報告
（４）

・報告担当者は，各自が興味・関心がある研究内容につい
ての報告資料の準備を行ってください。（２時間程度）
・報告を行って受けたコメントをもとに報告資料の修正を
行ってください。また，授業の中で得た情報や知識を確認
してください。（２時間程度）

4時間

第9回 日本の労働市場を学ぶ：発表・討論（１） ・報告担当者は，前回報告時のコメントを踏まえたうえで報
告資料の準備を行ってください。（２時間程度）
・報告時にもらった指摘を反映させて，報告資料の改善を
行ってください。また，授業の中で得た情報や知識を確認
してください。（２時間程度）

4時間

第10回 日本の労働市場を学ぶ：発表・討論（２） ・報告担当者は，前回報告時のコメントを踏まえたうえで報
告資料の準備を行ってください。（２時間程度）
・報告時にもらった指摘を反映させて，報告資料の改善を
行ってください。また，授業の中で得た情報や知識を確認
してください。（２時間程度）

4時間

第11回 日本の労働市場を学ぶ：発表・討論（３） ・報告担当者は，前回報告時のコメントを踏まえたうえで報
告資料の準備を行ってください。（２時間程度）
・報告時にもらった指摘を反映させて，報告資料の改善を
行ってください。また，授業の中で得た情報や知識を確認
してください。（２時間程度）

4時間

第12回 日本の労働市場を学ぶ：発表・討論（４） ・報告担当者は，前回報告時のコメントを踏まえたうえで報
告資料の準備を行ってください。（２時間程度）
・報告時にもらった指摘を反映させて，報告資料の改善を
行ってください。また，授業の中で得た情報や知識を確認
してください。（２時間程度）

4時間

第13回 日本の労働市場を学ぶ：発表・討論（５） ・報告担当者は，前回報告時のコメントを踏まえたうえで報
告資料の準備を行ってください。（２時間程度）
・報告時にもらった指摘を反映させて，報告資料の改善を
行ってください。また，授業の中で得た情報や知識を確認
してください。（２時間程度）

4時間

第14回 日本の労働市場を学ぶ：発表・討論（６） ・報告担当者は，前回報告時のコメントを踏まえたうえで報
告資料の準備を行ってください。（２時間程度）
・報告時にもらった指摘を反映させて，報告資料の改善を
行ってください。また，授業の中で得た情報や知識を確認
してください。（２時間程度）

4時間

第15回 まとめ ・長期休みの目標を検討してください。（２時間程度）
・今年度の振り返りを行ってください。（２時間程度）

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅠＢ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

2伊勢　公人

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

－

経済学部専門教育科目

テーマ 環境問題を経済学の視点から考える（基礎）

授業の目的及び概要
自治体や国、地域の環境政策に関する課題、問題解決の方策についての知見を高め、自分の考えを明確に表現できるようなプレゼンテーション能力の
向上に資する演習です。

「実学としての経済学」との関係
この演習を履修することにより、経済指標にも影響を与える環境問題、環境政策を分析できる力を身につけることを目的としています。

学修の到達目標
①パソコンを利用し、情報収集、文献検索の技法を高めるとともに、プレゼン能力、論文作成技法の基礎を学びます。加えて、具体的な環境問題に関す
る基礎的な分析手法を学びます。
②環境問題の様々なトピックスを学びます。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
グループまたは個人による調査・研究報告に対するコメントを通じてフィードバックする。また、グループワークの作業を授業中に進める場合には、適
宜、進捗を確認しながらフィードバックします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

本演習では演習ⅠAで学んだトピックスの最新の状況を環境白書やメディアなどで確認した上で、期末にはグループごとにリサーチペーパーを作成しま
す。
受講生自らが積極的に関与することを期待します。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

000

050050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストは使用しません。
適宜、資料を配布します。

参考書

なし
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス（本演習の進め方、報告者の割り当て） ・環境白書、エネルギー白書に事前に目を通し、自身で報
告したい箇所を探しておいてください。

4時間

第2回 白書から考える(1)環境白書のトピックスから問題を発見する ・授業で扱うテーマの該当箇所を事前に読んでおいてくだ
さい。テーマは本演習の初回に指示します。
・報告担当者は、報告資料を準備してください。

4時間

第3回 白書から考える(2)環境白書のトピックスから問題を発見する ・授業で扱うテーマの該当箇所を事前に読んでおいてくだ
さい。テーマは本演習の初回に指示します。
・報告担当者は、報告資料を準備してください。

4時間

第4回 白書から考える(3)環境白書のトピックスから問題を発見する ・授業で扱うテーマの該当箇所を事前に読んでおいてくだ
さい。テーマは本演習の初回に指示します。
・報告担当者は、報告資料を準備してください。

4時間

第5回 白書から考える(4)エネルギー白書のトピックスから問題を発見する ・授業で扱うテーマの該当箇所を事前に読んでおいてくだ
さい。テーマは本演習の初回に指示します。
・報告担当者は、報告資料を準備してください。

4時間

第6回 白書から考える(5)エネルギー白書のトピックスから問題を発見する ・授業で扱うテーマの該当箇所を事前に読んでおいてくだ
さい。テーマは本演習の初回に指示します。
・報告担当者は、報告資料を準備してください。

4時間

第7回 白書から考える(6)エネルギー白書のトピックスから問題を発見する ・授業で扱うテーマの該当箇所を事前に読んでおいてくだ
さい。テーマは本演習の初回に指示します。
・報告担当者は、報告資料を準備してください。

4時間
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第8回 メディアから考える：日経新聞を始め、webで取り上げられる日々の記
事からヒントを得る

・事前に配布する記事を事前に読んでおいてください。
テーマは本演習の初回に指示します。
・報告担当者は、報告資料を準備してください。

4時間

第9回 身近な環境問題をみつける：日経新聞などから問題を発見し、報告討
論する

・事前に配布する記事を事前に読んでおいてください。
テーマは本演習の初回に指示します。
・報告担当者は、報告資料を準備してください。

4時間

第10回 リサーチペーパーの作成（グループによる共同研究）（1）テーマの設定 ・各グループでこれまで学んだトピックスなどからテーマを
検討しておいてください。
・各グループから選んだテーマについて報告してもらうの
で、準備をしてください。

4時間

第11回 リサーチペーパーの作成（グループによる共同研究）（2）問題設定 ・何をどのように明らかにするのかを各グループから報告
してもらうので、準備をしてください。

4時間

第12回 リサーチペーパーの作成（グループによる共同研究）（3）章構成と論理
展開

・章構成と論理展開について各グループに報告してもらう
ので、準備をしてください。

4時間

第13回 リサーチペーパーの作成（グループによる共同研究）（4）記述の基本
（脚注、参考文献）

・脚注、参考文献の書き方についての配布資料に基づき、
脚注、参考文献を整え、リサーチペーパーを完成させてく
ださい。

4時間

第14回 研究成果のプレゼンテーション（1）パワポによる報告と討論 ・報告担当グループはパワポ資料の作成をして、報告の
準備をしてください。

4時間

第15回 研究成果のプレゼンテーション（2）パワポによる報告と討論 ・報告担当グループはパワポ資料の作成をして、報告の
準備をしてください。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅠＢ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

2穴井　佑

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

－

経済学部専門教育科目

テーマ 近世イギリス社会経済史―貧困問題を中心に―（基礎）

授業の目的及び概要
貧困問題に関する近世イギリス社会経済史の基礎的なテキストをいくつか輪読していきます。演習ⅠＢでは英語のテキストを中心にします。どのような
史料が、どのように用いられ、どのような議論が展開されているかに注意しながらテキストを精読することで、社会経済史研究者が、研究を進めるうえで
行うプロセスを追体験してもらいます。また、本演習では、GDP・為替レート・金利などの「経済諸指標とその連動についての理解」をサブテーマに設定し
ています。歴史事象を検討する中で、そうした経済諸指標とその連動の具体例を見出していきます。そうすることで、現代社会の経済の動きを歴史的な
観点から考察する力の涵養を目指します。

学修の到達目標
第一の目標は、社会経済史の手法を理解することです。
第二の目標は、レジュメの作成やディスカッションを通して、自身の考えを表現するスキルを身につけていくことです。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
毎回の授業の中で、レジュメやディスカッションに対してコメントをします。質疑応答の時間もその都度確保します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

遅刻厳禁。履修者は自身がゼミの一員であることを自覚し、責任感をもって授業に参加すること。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

30
担当箇所のレジュメから判断します。
判断基準は、レジュメの形式、レイア
ウト、内容の理解度などです。

00

00070

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

特にありません。授業で用いるテキストはその都度担当教員から配布します。

参考書

特にありません。研究を進めるうえで必要な参考書については適宜紹介します。

なし

なし

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 授業のイントロダクション（レジュメの作成などについての説明をします）
を行った後に、テキストを輪読するうえでの担当を割り当てます。

配布されたテキストを読み進めていくこと。 4時間

第2回 テキストの輪読。担当者がレジュメを作成して内容紹介をし、それに対
して履修者全員でディスカッションを行う。

【予習】輪読するテキストを事前に精読しておくこと。
【復習】輪読したテキストの内容について整理し、理解を深
めること。

4時間

第3回 テキストの輪読。担当者がレジュメを作成して内容紹介をし、それに対
して履修者全員でディスカッションを行う。

【予習】輪読するテキストを事前に精読しておくこと。
【復習】輪読したテキストの内容について整理し、理解を深
めること。

4時間

第4回 テキストの輪読。担当者がレジュメを作成して内容紹介をし、それに対
して履修者全員でディスカッションを行う。

【予習】輪読するテキストを事前に精読しておくこと。
【復習】輪読したテキストの内容について整理し、理解を深
めること。

4時間

第5回 テキストの輪読。担当者がレジュメを作成して内容紹介をし、それに対
して履修者全員でディスカッションを行う。

【予習】輪読するテキストを事前に精読しておくこと。
【復習】輪読したテキストの内容について整理し、理解を深
めること。

4時間

第6回 テキストの輪読。担当者がレジュメを作成して内容紹介をし、それに対
して履修者全員でディスカッションを行う。

【予習】輪読するテキストを事前に精読しておくこと。
【復習】輪読したテキストの内容について整理し、理解を深
めること。

4時間

第7回 テキストの輪読。担当者がレジュメを作成して内容紹介をし、それに対
して履修者全員でディスカッションを行う。

【予習】輪読するテキストを事前に精読しておくこと。
【復習】輪読したテキストの内容について整理し、理解を深
めること。

4時間
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第8回 テキストの輪読。担当者がレジュメを作成して内容紹介をし、それに対
して履修者全員でディスカッションを行う。

【予習】輪読するテキストを事前に精読しておくこと。
【復習】輪読したテキストの内容について整理し、理解を深
めること。

4時間

第9回 テキストの輪読。担当者がレジュメを作成して内容紹介をし、それに対
して履修者全員でディスカッションを行う。

【予習】輪読するテキストを事前に精読しておくこと。
【復習】輪読したテキストの内容について整理し、理解を深
めること。

4時間

第10回 テキストの輪読。担当者がレジュメを作成して内容紹介をし、それに対
して履修者全員でディスカッションを行う。

【予習】輪読するテキストを事前に精読しておくこと。
【復習】輪読したテキストの内容について整理し、理解を深
めること。

4時間

第11回 テキストの輪読。担当者がレジュメを作成して内容紹介をし、それに対
して履修者全員でディスカッションを行う。

【予習】輪読するテキストを事前に精読しておくこと。
【復習】輪読したテキストの内容について整理し、理解を深
めること。

4時間

第12回 テキストの輪読。担当者がレジュメを作成して内容紹介をし、それに対
して履修者全員でディスカッションを行う。

【予習】輪読するテキストを事前に精読しておくこと。
【復習】輪読したテキストの内容について整理し、理解を深
めること。

4時間

第13回 テキストの輪読。担当者がレジュメを作成して内容紹介をし、それに対
して履修者全員でディスカッションを行う。

【予習】輪読するテキストを事前に精読しておくこと。
【復習】輪読したテキストの内容について整理し、理解を深
めること。

4時間

第14回 テキストの輪読。担当者がレジュメを作成して内容紹介をし、それに対
して履修者全員でディスカッションを行う。

【予習】輪読するテキストを事前に精読しておくこと。
【復習】輪読したテキストの内容について整理し、理解を深
めること。

4時間

第15回 これまで輪読してきたテキストの内容についてのまとめ 輪読したテキストの内容について整理し、理解を深めるこ
と。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅠＢ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

2グスタボ・バルダス

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ 日本経済の現状と将来の見通し

授業の目的及び概要
この演習の主な目標は、日本経済の現状と将来の見通しについて勉強することによって、日本経済社会の実態を幅広く把握し、学生が卒業した後の進
路に必要な能力と知識を得ることです。更に、日本経済の人口問題、政府の借金の支払い、為替レートの変動が日本企業の競争力に与える影響、そし
て、消費税増税や法人税減税、公共インフラの拡大政策と金融政策の効果などといったトピックスにかんするデータを分析し、諸問題の説明や解釈を導
き、新しい解決政策について考えることです。そして、分析から得られた結論に基づいて、将来、日本経済に起こりうる変化を想像し、経済やビジネスの
見通しが予測できるようになることも目標とします。経済の仕組みを理解するために、GDP、利子率、為替レートなどの知識が必要であり、この知識を学
生が習得できるように本学の経済学部では「実学としての経済学」に取り組んでいます。この演習では、演習IAの続きとして実学としての経済学の入問
について勉強します。学生がチームに所属して、グループワークで日本経済についてディスカッションを行い「経済学部学生研究発表大会」への参加を
準備して研究を行います。この演習のレベルは、「マクロ経済学I」の応用レベルです。

学修の到達目標
この授業の学修の主な目標は「日本経済の現状と将来の見通し」について自立的に分析し説明できるようになることです。この目標を達成するために、
授業では以下の力を身につけるようにしたい。
１.  日本経済や世界経済の現状についてのデータを分析する力。
２.  日本経済や世界経済の主なデータベースを使える力。
３．EXCELで図表を作成し、経済の現状を専門的に分析する力。
４.  グループワークで、自分の意見を表し、他人の意見を尊重しながら、諸問題の説明や解決政策について議論し、共同結論を導く力。
５.  自分で考え、分析結果や総括をWordでレポートを作成し、Power Pointでプレゼンテーションをする力。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
提出された課題やレポートに対してコメントします。学生からの課題の修正・再提出を歓迎します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告／ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

授業で分析した日本経済や世界経済のデータのなか、学生が取り組む個人的な「研究レポート」に役に立つトピックスが沢山あると思うので活用して下
さい。もし、研究活動で困ったことがあれば、授業以外のオフィスアワーでも対応するので、利用してください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

000

0503515

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストを使用しないが、以下の参考書と日本政府や国際機関のデータベースの情報を利用して作成した資
料を大学のホームページのなか、Learning Portal、授業内容/教材にアップします。

参考書

1.　参考書：内閣府の白書（経済財政白書、少子化社会対策白書、高齢社会白書、世界経済の潮流）
2.　データベース
 内閣府：　https://www.cao.go.jp/
 日本銀行：　https://www.boj.or.jp/
 政府統計の総合窓：https://www.e-stat.go.jp/
 経済産業省：https://www.meti.go.jp/
 財務省：https://www.mof.go.jp/
 JETRO: https://www.jetro.go.jp/en/
 IMF: https://www.imf.org/external/index.htm
 WORLD BANK: https://data.worldbank.org/

特にありません。

特にありません。

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ゼミの案内と「経済学部学生研究発表大会」の準備：第１回のグループ
ワーク

予習：「授業１：授業案内」を事前に読んでおいてください。
復習：「報告書１ 秋学期の目標・スケジュールシート」、「報
告書２ 面談シート」を記入してオンラインで提出してくださ
い。

2時間

第2回 「経済学部学生研究発表大会」への参加準備：第２回のグループワーク 予習：次回のグループワークの準備として図書館やイン
ターネットから情報を集め分析してください。
復習：グループワークで議論になったトピックスをまとめて
オンライン提出でチームメンバーに共有してください。

4時間
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第3回 「経済学部学生研究発表大会」への参加の準備：第３回のグループ
ワーク

予習：次回のグループワークの準備として図書館やイン
ターネットから情報を集め分析してください。
復習：グループワークで議論になったトピックスをまとめて
オンライン提出でチームメンバーに共有してください。

4時間

第4回 「経済学部学生研究発表大会」への参加の準備：第４回のグループ
ワーク

予習：次回のグループワークの準備として図書館やイン
ターネットから情報を集め分析してください。
復習：グループワークで議論になったトピックスをまとめて
オンライン提出でチームメンバーに共有してください。

4時間

第5回 「経済学部学生研究発表大会」への参加の準備：第５回のグループ
ワーク

予習：次回のグループワークの準備として図書館やイン
ターネットから情報を集め分析してください。
復習：グループワークで議論になったトピックスをまとめて
オンライン提出でチームメンバーに共有してください。

4時間

第6回 「経済学部学生研究発表大会」への参加の準備：第６回のグループ
ワーク

予習：次回のグループワークの準備として図書館やイン
ターネットから情報を集め分析してください。
復習：グループワークで議論になったトピックスをまとめて
オンライン提出でチームメンバーに共有してください。
個人研究レポートの作成を少しずつ行ってください。

4時間

第7回 「経済学部学生研究発表大会」への参加の準備：第７回のグループ
ワーク

予習：次回のグループワークの準備として図書館やイン
ターネットから情報を集め分析してください。
復習：グループワークで議論になったトピックスをまとめて
オンライン提出でチームメンバーに共有してください。
個人研究レポートの作成を少しずつ行ってください。

4時間

第8回 「経済学部学生研究発表大会」への参加の準備：第８回のグループ
ワーク

予習：次回のグループワークの準備として図書館やイン
ターネットから情報を集め分析してください。
復習：グループワークで議論になったトピックスをまとめて
オンライン提出でチームメンバーに共有してください。
個人研究レポートの作成を少しずつ行ってください。

4時間

第9回 「経済学部学生研究発表大会」への参加の準備：第９回のグループ
ワーク

予習：次回のグループワークの準備として図書館やイン
ターネットから情報を集め分析してください。
復習：発表大会のプレゼンテーションを準備してください。
個人研究レポートの準備を行ってください。

4時間

第10回 実学としての経済学（復習）について勉強する。 予習：「授業10： 実学としての経済学（復習）」を事前に読
んでおいてください。
復習：「練習   実学としての経済学入門  」を解いて、オン
ラインで回答してください。
研究レポートの作成に向けて、図書館やインターネットか
ら情報を集め分析してください。

4時間

第11回 学生による個人研究のレポートのプレゼンテーションを行う。 予習：研究レポートとプレゼンテーションを準備してくださ
い。
復習：プレゼンテーションに対するコメントをレポートに反
映させてください。

4時間

第12回 学生による個人研究のレポートのプレゼンテーションを行う。 予習：研究レポートとプレゼンテーションを準備してくださ
い。
復習：プレゼンテーションに対するコメントをレポートに反
映させてください。

4時間

第13回 学生による個人研究のレポートのプレゼンテーションを行う。 予習：研究レポートとプレゼンテーションを準備してくださ
い。
復習：プレゼンテーションに対するコメントをレポートに反
映させてください。

4時間

第14回 学生による個人研究のレポートのプレゼンテーションを行う。 予習：研究レポートとプレゼンテーションを準備してくださ
い。
復習：プレゼンテーションに対するコメントをレポートに反
映させてください。

5時間

第15回 授業の総括を行う。 予習：授業で行うグループワークディスカッションの内容を
準備してください。
復習：研究レポートの準備をして提出してください。

5時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅠＢ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

2小巻　善郎

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ 金融市場のしくみを学ぶ　～ 家計の資産形成を中心として ～

授業の目的及び概要
この演習ⅠBは、現代日本経済コースの推奨ゼミで、家計の資産形成を設計するファイナンシャル・プランニングの知識・技能を身につけることを目的と
しています。
授業では、春学期の演習ⅠAで取り組んだファイナンシャル・プランニングの学修内容、すなわち➀ライフプランニングと資金計画、②リスク管理、③金融
資産運用、④タックスプランニング、⑤不動産、⑥相続・事業承継の６分野の学修内容をレベルアップし、より実践的なファイナンシャル・プランニングの
学修を行います。
そして、その学修の成果として、国家資格であるFP技能検定２級（または３級）の資格取得を目指します。
また、この演習ⅠBでは、グループワークやプレゼンテーション、ディスカッション等を通じて、社会に出てから必要となるレポート作成能力、プレゼンテー
ション能力、コミュニケーション能力を身につけることができます。

学修の到達目標
この演習ⅠAでは、以下の３点を学修の到達目標とします。
・家計の資産に関する情報を分析できるようになる。
・家計のライフプランやニーズに合わせたファイナンシャル・プランニングができるようになる。
・説得力のあるプレゼンテーションを行うことができるようになる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
演習は、基本的には、①教員による解説→②グループに分かれて討議→③各グループからの発表→④全体でのディスカッション→⑤教員によるコメン
ト・アドバイスという流れとなります。それを繰り返すことで演習を進めていきます。
課題に対するフィードバックは、プレゼンテーションに対する教員のコメント・アドバイスという形で行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

この演習ⅠBでは、春学期に引き続き、ゼミ生全員で力を合わせて、国家資格であるFP技能検定２級（または３級）の資格取得を目指して、切磋琢磨し
ていきたいと思います。
意志あるところに、必ず道は開けます。
主体的・積極的に取り組んでください。十分なサポートを行います。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

30
授業内での報告・発表

00

020050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキスト指定はありません。

参考書

➀ファイナンシャル・プランニング入門 - for Students - 〔第5版〕，日本FP協会，日本FP協会，2019年

なし

①9784909303394

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 オリエンテーション
演習ⅠBの進め方を説明します。また、秋学期の目標を作成します。

・配布資料を復習する。
・次回授業の事前配布資料「家計の資産形成」を予習す
る。

4時間

第2回 家計の資産形成
配布資料を用いて家計の資産形成を解説した後、グループワークを行
い、最後に全体でディスカッションします。

・配布資料を復習する。
・次回授業の事前配布資料「ライフプランニングと資金計
画」を予習する。

4時間

第3回 ライフプランニングと資金計画➀
配布資料を用いてライフプランニングと資金計画を解説した後、グルー
プワークを行い、最後に全体でディスカッションします。

・配布資料を復習する。
・次回授業の事前配布資料「ライフプランニングと資金計
画」を予習する。

4時間

第4回 ライフプランニングと資金計画②
配布資料を用いてライフプランニングと資金計画を解説した後、グルー
プワークを行い、最後に全体でディスカッションします。

・配布資料を復習する。
・次回授業の事前配布資料「リスク管理」を予習する。

4時間

第5回 リスク管理➀
配布資料を用いてリスク管理を解説した後、グループワークを行い、最
後に全体でディスカッションします。

・配布資料を復習する。
・次回授業の事前配布資料「リスク管理」を予習する。

4時間

第6回 リスク管理②
配布資料を用いてリスク管理を解説した後、グループワークを行い、最
後に全体でディスカッションします。

・配布資料を復習する。
・次回授業の事前配布資料「金融資産運用」を予習する。

4時間
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第7回 金融資産運用➀
配布資料を用いて金融資産運用を解説した後、グループワークを行
い、最後に全体でディスカッションします。

・配布資料を復習する。
・次回授業の事前配布資料「金融資産運用」を予習する。

4時間

第8回 金融資産運用②
配布資料を用いて金融資産運用を解説した後、グループワークを行
い、最後に全体でディスカッションします。

・配布資料を復習する。
・次回授業の事前配布資料「タックスプランニング」を予習
する。

4時間

第9回 タックスプランニング➀
配布資料を用いてタックスプランニングを解説した後、グループワーク
を行い、最後に全体でディスカッションします。

・配布資料を復習する。
・次回授業の事前配布資料「タックスプランニング」を予習
する。

4時間

第10回 タックスプランニング②
配布資料を用いてタックスプランニングを解説した後、グループワーク
を行い、最後に全体でディスカッションします。

・配布資料を復習する。
・次回授業の事前配布資料「不動産」を予習する。

4時間

第11回 不動産➀
配布資料を用いて不動産を解説した後、グループワークを行い、最後
に全体でディスカッションします。

・配布資料を復習する。
・次回授業の事前配布資料「不動産」を予習する。

4時間

第12回 不動産②
配布資料を用いて不動産を解説した後、グループワークを行い、最後
に全体でディスカッションします。

・配布資料を復習する。
・次回授業の事前配布資料「相続・事業承継」を予習する。

4時間

第13回 相続・事業承継➀
配布資料を用いて相続・事業承継を解説した後、グループワークを行
い、最後に全体でディスカッションします。

・配布資料を復習する。
・次回授業の事前配布資料「相続・事業承継」を予習する。

4時間

第14回 相続・事業承継②
配布資料を用いて相続・事業承継を解説した後、グループワークを行
い、最後に全体でディスカッションします。

・配布資料を復習する。 4時間

第15回 総括
秋学期のまとめを行います。

・配布資料を復習する。 4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅠＢ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

2方　鉄峰

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ 経済学の基礎と応用

授業の目的及び概要
経済学について初めて勉強する学生も理解できるよう、具体的な事例を挙げながら丁寧に解説する。授業中に発表、討論を重ね、理論的思考力を鍛え
ると同時にプレゼン能力を高める。

学修の到達目標
①経済学学修への興味・関心を高めること
②経済学の基礎知識を身につけること
③経済学の知識を用いて、市場変動および政策変更などについての分析を通し、その根拠を理解すること
④日本語の読む能力と、作文能力を高めること。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
テストやレポート等で授業度理解度を高める。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

本授業の学修において、①経済学に興味を持つこと、②社会の経済現象に興味を持つことが大事である。授業では初めて接する経済専門用語が多く、
十分に理解するためには課外での復習も重要である。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

40
最終レポートなど

00

002040

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

配布資料を用いて授業を行います。

参考書

なし
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 新学期にあたって これからよい留学生活を送るために 授業後に、授業で配布した資料を読ん復習ておくこと 2時間

第2回 経済学基礎知識の勉強　−　比較優位性
●比較的優位性関連のVTR鑑賞

授業後に、授業で配布した資料を読み直し、講義内容を
理解すること（3時間程度）
時事ワークシートの内容確認（1時間程度）

4時間

第3回 経済学基礎知識の勉強　−　価格弾力性
●価格弾力性関連のVTR鑑賞

授業後に、授業で配布した資料を読ん復習ておくこと（3時
間程度）
時事ワークシートの事前予習（1時間程度）

4時間

第4回 経済学基礎知識の勉強　−　労働市場
●労働市場関連のVTR鑑賞

授業後に、授業で配布した資料を読ん復習ておくこと（3時
間程度）
時事ワークシートの事前予習（1時間程度）

4時間

第5回 経済学基礎知識の勉強　−　規制緩和
●規制緩和関連のVTR鑑賞

授業後に、授業で配布した資料を読ん復習ておくこと（3時
間程度）
時事ワークシートの事前予習（1時間程度）

4時間

第6回 経済学基礎知識の勉強　−　環境税
●環境税関連のVTR鑑賞

授業後に、授業で配布した資料を読ん復習ておくこと（3時
間程度）
時事ワークシートの事前予習（1時間程度）

4時間

第7回 経済学基礎知識の勉強　−　情報の非対称性
●情報の非対称性関連のVTR鑑賞

授業後に、授業で配布した資料を読ん復習ておくこと（3時
間程度）
時事ワークシートの事前予習（1時間程度）

4時間

第8回 経済学基礎知識の勉強　−　貧困と格差① 授業後に、授業で配布した資料を読ん復習ておくこと（3時
間程度）
時事ワークシートの事前予習（1時間程度）

4時間
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第9回 経済学基礎知識の勉強　−　貧困と格差②
●貧困と格差関連のVTR鑑賞

授業後に、授業で配布した資料を読ん復習ておくこと（3時
間程度）
時事ワークシートの事前予習（1時間程度）

4時間

第10回 経済学基礎知識の勉強　−　資本市場及び個人投資
●資本市場及び個人投資関連のVTR鑑賞

授業後に、授業で配布した資料を読ん復習ておくこと（3時
間程度）
時事ワークシートの事前予習（1時間程度）

4時間

第11回 経済学基礎知識の勉強　−　費用・便益分析 授業後に、授業で配布した資料を読ん復習ておくこと（3時
間程度）
時事ワークシートの事前予習（1時間程度）

4時間

第12回 理解度テスト
新聞の経済関連記事を読んでまとめる（英文）

授業後に、授業で配布した資料を読ん復習ておくこと（3時
間程度）
時事ワークシートの事前予習（1時間程度）

4時間

第13回 プレゼンのテーマ発表、チーム分け、プレゼン準備開始 プレゼン資料作成 6時間

第14回 学生プレゼン準備 プレゼン資料作成 6時間

第15回 学生プレゼン発表
秋学期の纏め

感想文やレポート作成 2時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅠＢ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

2脇村　孝平

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

－

経済学部専門教育科目

テーマ グローバル化の未来とアジア経済：経済史的アプローチ

授業の目的及び概要
私の演習では、経済学を基盤にしつつ、歴史的なアプローチ（政治、社会、文化なども含む多元的要因を考慮に入れて、長期的な時間軸の中で考察す
ること）でテーマに迫ることを目指します。上記のテーマの趣旨は、コロナ禍によってデジタル化がいっそう進んだ世界経済、そしてアジア経済の未来に
ついて、学生の皆さんとともに考えることにあります。経済史Ⅰを受講して歴史的なアプローチが面白いと思った人、あるいは国際経済コースを選択しよ
うとする人を大いに歓迎します。

なお、本演習では、適宜、「実学としての経済学」という学習も行います。本経済学部において「実学としての経済学」の学習とは、具体的にはＧＤＰ・為
替レート・金利などの経済諸指標の連関を理解しつつ、経済諸指標が互いに連動するマクロ経済学的な連関性を、いわば「身体（からだ）」で覚えること
を指しています。

学修の到達目標
とてもシンプルです。「文献を読解する」こと、「問題発見をする」こと、「議論をする」こと、「文章を書く」こと、「研究発表をする」ことなど、これらの能力を
身につけてもらいます。
加えて、本経済学部の学修目標の一つである「実学としての経済学」を習得も大きな目標となります。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
学期を通して、数多くの機会に、課題を提示して、小文を書いてもらうことになります。それに対して、毎回、コメントを付して返却いたします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告／ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

演習への積極的な参加の姿勢、議論における発言、研究発表の内容、レポートなど、総合的な取り組みが求められます。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

000

050050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

①『デジタル化する新興国：先進国を超えるか、監視社会の到来か』，伊藤亜聖，中公新書，2020年

参考書

①『アジア経済とは何か：躍進のダイナミズムと日本の活路』，後藤健太，中公新書，2019年

①9784121026125

①9784121025715

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ・秋学期の目標「研究発表大会への参加」について－教員による説明 ・次回の準備をしておいてください。 2時間

第2回 ・研究発表のためのチーム編成 ・次回の準備をしておいてください。 2時間

第3回 ・チームごとにテーマに関するブレイン・ストーミング、そしてテーマの決
定

・次回の準備をしておいてください。 2時間

第4回 ・各チームが、それぞれのテーマに関する文献検索を行う。その上で、
自分が読むべき参考文献を一冊見つけ出すこと。

・次回の準備をしておいてください。 3時間

第5回 ・各チームでブレイン・ストーミングを行い、研究発表の梗概を作成する
こと。各チームの構成メンバーは、自らの担当部分を確定すること。

・次回の準備をしておいてください。 3時間

第6回 ・研究発表のためのプレゼンテーションの作成（１）－シナリオの作成 ・次回の準備をしておいてください。 3時間

第7回 ・研究発表のためのプレゼンテーションの作成（２）－スライドの作成 ・次回の準備をしておいてください。 3時間

第8回 ・研究発表のためのプレゼンテーションの作成（３）－予行演習 ・次回の準備をしておいてください。 3時間

第9回 ・研究発表大会を終えて－反省と課題 ・次回の準備をしておいてください。 3時間
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第10回 ・学期末レポートの作成に向けて－教員による説明 ・次回の準備をしておいてください。 3時間

第11回 ・学期末レポートのテーマを決定する。 ・次回の準備をしておいてください。 3時間

第12回 ・学期末レポートのための参考文献の検索 ・次回の準備をしておいてください。 6時間

第13回 ・個人発表（１）－学期末小論文の構想 ・次回の準備をしておいてください。 6時間

第14回 ・個人発表（２）－学期末小論文の構想 ・次回の準備をしておいてください。 6時間

第15回 ・秋学期の総括 ・学期末小論文の執筆 6時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅠＢ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

2米山　秀隆

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ 都市・地域から日本経済の課題を学ぶ

授業の目的及び概要
この演習では、日本経済が直面する様々な課題のうち、都市・地域分野を主たるターゲットとし、その基礎知識と課題発見能力、調査・分析力を身に付
けることを目指します。都市・地域の現状を、「人口移動」、「高齢化」、「都市再生」、「地域活性化」、「地方行政」、「観光振興」、「住宅・土地市場」などの
側面から学び、そうした中から課題を抽出し、分析していきます。演習での報告、ディスカッションやグループワークを通じ、社会人として必要な基礎能力
やコミュニケーション能力を高めていきます。

学修の到達目標
・文献の要点をまとめ、報告できる。
・報告に対し互いに意見を述べ、議論できる。
・都市・地域の現状を理解し、課題を抽出できる。
・グループワークで課題の調査・分析を行い、結果をとりまとめ、報告できる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
報告内容に対し、授業内でコメント、アドバイスします。課題に対しては、コメントを付けて返却します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

積極的な報告、発言、議論を心掛け、演習での学びを実りあるものにしていきましょう。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

0０

050050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

適宜、資料を配布します。

参考書

①縮小まちづくり，米山秀隆，時事通信社，2018年
②アフターコロナの都市と住まい，米山秀隆，プログレス，2021年

なし

①9784788715479
②9784910288109

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 演習の内容・進め方、春学期の復習 【予習】Learning Portalに掲載する配布資料を事前に読
み、必要な準備をしておいて下さい。
【復習】授業で得た知識、情報、自分で考えたことなどを整
理して下さい。

4時間

第2回 グループワーク1：調査・分析 【予習】グループワークに向けて、必要な準備をしておいて
下さい。
【復習】グループワークの結果を整理し、次回に向けた作
業に取り組んで下さい。

4時間

第3回 グループワーク2：調査・分析 【予習】グループワークに向けて、必要な準備をしておいて
下さい。
【復習】グループワークの結果を整理し、次回に向けた作
業に取り組んで下さい。

4時間

第4回 グループワーク3：調査・分析 【予習】グループワークに向けて、必要な準備をしておいて
下さい。
【復習】グループワークの結果を整理し、次回に向けた作
業に取り組んで下さい。

4時間

第5回 グループワーク4：調査・分析、中間報告準備 【予習】グループワークに向けて、必要な準備をしておいて
下さい。
【復習】グループワークの結果を整理し、次回に向けた作
業に取り組んで下さい。

4時間

第6回 グループワーク5：中間報告、議論 【予習】中間報告の準備をしておいて下さい。
【復習】中間報告での議論の結果を整理し、次回に向けた
作業に取り組んで下さい。

4時間
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第7回 グループワーク6：追加の調査・分析 【予習】グループワークに向けて、必要な準備をしておいて
下さい。
【復習】グループワークの結果を整理し、次回に向けた作
業に取り組んで下さい。

4時間

第8回 グループワーク7：追加の調査・分析、最終報告準備 【予習】グループワークに向けて、必要な準備をしておいて
下さい。
【復習】グループワークの結果を整理し、最終報告に向け
た課題に取り組んで下さい。

4時間

第9回 グループワーク8：最終報告、議論 【予習】最終報告の準備をしておいて下さい。
【復習】最終報告での議論の結果を整理して下さい。

4時間

第10回 個人課題研究1：個人の課題決定、レポートの書き方の解説 【予習】自分がレポートとして取りまとめたい課題（トピック
ス）を考えておいて下さい。
【復習】課題に関する情報取集を行って下さい。

4時間

第11回 個人課題研究2：調査・分析 【予習】収集した情報について説明できるよう準備しておい
て下さい。
【復習】情報を整理・分析し、レポートで書きたい骨子を考
えて下さい。

4時間

第12回 個人課題研究3：骨子作成 【予習】レポート骨子を説明できるように準備しておいて下
さい。
【復習】骨子に基づき、レポートのドラフトを執筆して下さ
い。

4時間

第13回 個人課題研究4：レポート作成 【予習】レポートのドラフトを準備しておいて下さい。
【復習】レポートの手直しを行って下さい。

4時間

第14回 個人課題研究5：レポート提出 【予習】レポートを提出できるように準備しておいて下さい。
【復習】授業で得た知識、情報、自分で考えたことなどを整
理して下さい。

4時間

第15回 レポート返却及び演習のまとめ 【予習】演習全体の内容を振り返り、良かった点、反省点な
どを考えておいて下さい。
【復習】演習全体で得た知識、情報、自分で考えたことなど
を整理して下さい。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅡＡ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

3米山　秀隆

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ 都市・地域から日本経済の課題を考える

授業の目的及び概要
この演習では、日本経済が直面する様々な課題のうち、都市・地域分野を主たるターゲットとし、必要な知識と課題発見能力、調査・分析力を身に付け
ることを目指します。都市・地域の現状を、「人口移動」、「高齢化」、「都市再生」、「地域活性化」、「地方行政」、「観光振興」、「住宅・土地市場」などの側
面から学び、課題を分析していきます。そうした過程で、4年次の卒業研究で取り組むべき課題を各自見つけていきます。また、演習での報告、ディス
カッションやグループワークを通じ、社会人として必要な基礎能力やコミュニケーション能力を高めていきます。
公務員志望者を主な対象としており、公務員試験の論文試験や集団討論で必要とされる、行政課題に関する知識習得も目指します。
なお、演習のサブテーマとして、GDP、為替レート、金利などの経済諸指標の連関を学びます（「実学としての経済学」）。

学修の到達目標
・文献の要点をまとめ、報告できる。
・報告に対し互いに意見を述べ、議論できる。
・都市・地域の現状を理解し、課題を抽出できる。
・グループワークで課題の調査・分析を行い、結果をとりまとめ、報告できる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
報告内容に対し、授業内でコメント、アドバイスします。課題に対しては、コメントを付けて返却します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

積極的な報告、発言、議論を心掛け、演習での学びを実りあるものにしていきましょう。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

0０

050050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

適宜、資料を配布します。

参考書

①縮小まちづくり，米山秀隆，時事通信社，2018年
②アフターコロナの都市と住まい，米山秀隆，プログレス，2021年

なし

①9784788715479
②9784910288109

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス
教員・受講生の自己紹介、演習の内容・進め方、報告の割り振り

【予習】Learning Portalに掲載する配布資料を事前に読ん
でおいて下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第2回 都市・地域の政策課題の解説とそれに基づく議論 【予習】配布資料を事前に読んでおいて下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第3回 調査・分析手法の解説とそれに基づく議論 【予習】配布資料を事前に読んでおいて下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第4回 報告・議論1 【予習】配布資料を事前に読んでおいて下さい。報告者は
報告の準備をしておいて下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第5回 報告・議論2 【予習】配布資料を事前に読んでおいて下さい。報告者は
報告の準備をしておいて下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間
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第6回 報告・議論3 【予習】配布資料を事前に読んでおいて下さい。報告者は
報告の準備をしておいて下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第7回 報告・議論4 【予習】配布資料を事前に読んでおいて下さい。報告者は
報告の準備をしておいて下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第8回 報告・議論5 【予習】配布資料を事前に読んでおいて下さい。報告者は
報告の準備をしておいて下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第9回 報告・議論6 【予習】配布資料を事前に読んでおいて下さい。報告者は
報告の準備をしておいて下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第10回 報告・議論7 【予習】配布資料を事前に読んでおいて下さい。報告者は
報告の準備をしておいて下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第11回 報告・議論8 【予習】配布資料を事前に読んでおいて下さい。報告者は
報告の準備をしておいて下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第12回 グループワーク1：グループ分け、ブレーンストーミング 【予習】グループワークで取り組みたいテーマについて考
えておいて下さい。
【復習】グループワークの結果を整理し、次回に向けた作
業に取り組んで下さい。

4時間

第13回 グループワーク2：情報収集、テーマの探索 【予習】グループワークに向けて、必要な準備を行って下さ
い。
【復習】グループワークの結果を整理し、次回に向けた作
業に取り組んで下さい。

4時間

第14回 グループワーク3：情報収集、テーマの決定 【予習】グループワークに向けて、必要な準備を行って下さ
い。
【復習】グループワークの結果を整理し、次回に向けた作
業に取り組んで下さい。

4時間

第15回 グループワーク4：夏休み中の課題設定
演習のまとめ

【予習】グループワークに向けて、必要な準備を行って下さ
い。
【復習】グループワークを振り返り、夏休みで取り組むこと
を整理して下さい。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅡＡ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

3藤田　峻

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ ゲーム理論と行動経済学（応用）
　―ゲーム理論・行動経済学で戦略的行動を考える―

授業の目的及び概要
本科目ではゲーム理論や行動経済学を応用して，身近な現象から大規模な社会問題まで，様々な社会現象・社会問題を考えます。
ゲーム理論や行動経済学は，多様な社会現象・社会問題を分析することが可能です。たとえば，労使関係や，ライバル企業との競争関係なども考えら
れますし，様々な政策の効果や個人の意思決定も分析できます。
理論的な分析を行うと，様々な疑問に答えを得ることができます。たとえば，新卒採用で業務と直接関係ない資格取得やボランティアの経験が評価され
る場合があるのはなぜでしょうか。航空券は出発直前になるほど高額になるのに，東京スカイツリーの展望台入場券は当日券の方が安いのはなぜで
しょうか。夏休みの宿題を計画通りに進められないのはなぜでしょうか。どうすれば年金保険料の未納率を下げることができるようになるのでしょうか。
ゲーム理論や行動経済学は，このような疑問への答えを考えるために便利な道具です。本科目では卒業研究のために，主にゲーム理論を用いた戦略
的思考を学び，これを活用する能力を養うことを目的とします。このため授業ではゲーム理論を学びつつ，どのような状況に理論を応用できるか考える
練習を受講者のプレゼンテーションを中心に行います。

また，本科目でも経済学部で設定される演習Ⅱのサブテーマである「実学としての経済学」を扱います。「実学としての経済学」では，GDP，為替レート，
金利などの経済諸指標の連関について学修し，この理解を通じて経済の動きを見通す力を養います。このような能力はビジネスや私生活でも役立てる
ことができます。本科目のメインテーマであるゲーム理論もビジネスや私生活に応用しやすい理論体系であるため，両者の学修を通じて「役に立つ経済
学」の修得を目指します。

学修の到達目標
本科目で最初に達成すべき目標は，ゲーム理論および行動経済学の基礎知識を修得することです。次に，学修した理論を現実の様々な現象に応用で
きる力を身につけることを目標とします。最終的に，社会問題・社会現象等に対してゲーム理論または行動経済学の考え方を適用し，他者と協働しなが
ら自分の考えを整理して発信する能力を身につけ，卒業研究を行うことができる能力の修得を目指します。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
グループまたは個人による研究報告に対するコメントを通じてフィードバックを行います。また，グループワークの作業を授業中に進める場合には，適宜
進捗を確認しながらフィードバックを行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告／ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

演習科目は受講者の主体的な取り組みを前提として授業が運営されます。ゼミにおける研究活動は授業時間中だけで完結するものではなく，授業時間
外での調査・分析も不可欠です。それだけ時間をかける必要がある科目ですが，費やした時間は自身の成長として返ってくるので，努力する価値は充
分にあります。受講者の皆様には積極的な授業参加を強く期待します。
なお，本科目の履修にあたってミクロ経済学・ゲーム理論・統計学といった経済学の分析手法を知っていると便利ですが，必須ではありません。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

050050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストは指定しません。
必要な資料等は授業中に配付・紹介します。

参考書

なし
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス ・シラバスの確認（30分程度）
・今学期の目標設定（90分程度）
・グループワークのテーマ検討（2時間程度）

4時間

第2回 グループワーク（準備） ・グループワークのテーマ検討（2時間程度）
・提案するテーマの関連文献調査（2時間程度）

4時間

第3回 グループワーク（調査） ・専門書等を用いたゲーム理論・行動経済学に関する学
修（2時間程度）
・グループワークの作業（2時間程度）
各自で必要と思われる情報を調査してください。
集めた情報はグループ内で共有してください。

4時間
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第4回 グループワーク（調査，分析） ・専門書等を用いたゲーム理論・行動経済学に関する学
修（2時間程度）
・グループワークの作業（2時間程度）
各自で必要と思われる情報を調査してください。
集めた情報はグループ内で共有してください。
集めた情報を基に，発表内容を準備してください。

4時間

第5回 グループワーク（分析，中間報告準備） ・グループワークの作業
各自で必要と思われる情報を調査してください。
中間報告に備えて発表資料を作成してください。
集めた情報はグループ内で共有してください。

4時間

第6回 中間報告会１ ・グループワークの作業（2時間程度）
中間報告の準備を行ってください。
・中間報告会の振り返り（2時間程度）
報告後は，コメント等を資料に反映させてください。

4時間

第7回 中間報告会２ ・グループワークの作業（2時間程度）
中間報告の準備を行ってください。
・中間報告会の振り返り（2時間程度）
報告後は，コメント等を資料に反映させてください。

4時間

第8回 最終報告に向けた準備1 ・グループワークの作業
報告内容やスライド等の改善を行ってください。

4時間

第9回 最終報告に向けた準備2 ・グループワークの作業
報告内容やスライド等の改善を行ってください。

4時間

第10回 最終報告・最終報告の振り返り ・最終報告に向けた準備（2時間程度）
・最終報告の振り返り（2時間程度）

4時間

第11回 グループワーク1 ・テーマの検討（2時間程度）
・グループワークの作業（2時間程度）

4時間

第12回 グループワーク２ ・グループワークの作業（2時間程度）
・期末レポートの執筆（2時間程度）

4時間

第13回 グループワーク３ ・グループワークの作業（2時間程度）
・期末レポートの執筆（2時間程度）

4時間

第14回 グループワーク４ ・グループワークの作業（2時間程度）
・期末レポートの執筆（2時間程度）

4時間

第15回 振り返り ・今学期の振り返り（2時間程度）
・長期休み中の計画立案（2時間程度）

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅡＡ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

3畑佐　伸英

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ 国際経済の課題と政策対応

授業の目的及び概要
グローバル化の進展が目覚ましい昨今にあって、たとえ一国内の問題であったとしても、広く国際社会や他国の政治・経済へとその影響が波及していく
事態は、決して珍しい現象ではなくなってきている。まさにグローバル経済の真っただ中にある日本並びに他のあらゆる地域や国々は、時にこうした国
際化の波に直面しながら、様々な経済問題や課題と向き合っている。本講義では、このような世界経済に関連する諸課題を見つけ、その本質を解明し
ていく作業を、各自の調査・発表と全体での議論・討論を通して行っていく。
経済学部の全クラスの演習ⅡA/Bにおけるサブテーマとして、「実学としての経済学」、具体的にはＧＤＰ、為替レート、金利、などの経済諸指標の連関
を学修します。経済諸指標が互いに連動する関係を知っておくと、経済の動きが見通せて、ビジネス・私生活を営む上で実に役に立つからです。

学修の到達目標
日本を含む世界各国・地域や国際社会が直面している経済問題について、自ら情報収集し考察していく中で、課題発見能力と分析力を磨いていく。ま
た、各自でレジュメや資料を準備して発表してもらい、それらをもとに皆で議論していくことで、プレゼン力やコミュニケーション能力も獲得していく。最終
的には、レポートという形で文章にまとめていくことで構成力や表現力、文章力を高めていくと共に、次年時の卒業レポートや卒業論文の執筆につなげ
ていく。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
発表内容については、授業の中で解説及び講評します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

PBL（課題解決型学習）／ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告／実習、フィールドワーク、学外見学／ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

「国際経済学」「世界経済論」「国際金融論」「開発経済論」などの国際経済に広く関連する科目を受講しておくことが望ましい。また、「アジア経済概論」
「中国経済論」「アメリカ経済論」「ヨーロッパ経済論」など、世界のあらゆる国や地域の経済について学ぶ講義を履修しておくこともお勧めする。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

50
授業内での発表

00

00050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

特定のテキストは利用しない。

参考書

随時、授業の中で紹介します。

なし
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス
教員・受講者の紹介、演習の進め方、参考書の紹介、報告担当箇所の
割り振り。

新聞やニュース記事などに目を通し、興味のあるテーマや
課題について、考えておいてください。授業で学んだことや
思ったこと、考えたことなどは、復習としてノートやファイル
に整理して、まとめておくと良いでしょう。

4時間

第2回 国際経済の課題と政策対応：テーマ選定 新聞やニュース記事などに目を通し、興味のあるテーマや
課題について、考えておいてください。授業で学んだことや
思ったこと、考えたことなどは、復習としてノートやファイル
に整理して、まとめておくと良いでしょう。

4時間

第3回 国際経済の課題と政策対応：文献調査 取り上げたテーマについて、参考となる書籍や論文、雑
誌・新聞記事などを調査しておいてください。授業で学んだ
ことや思ったこと、考えたことなどは、復習としてノートや
ファイルに整理して、まとめておくと良いでしょう。

4時間

第4回 国際経済の課題と政策対応：発表並びに討論(1) 報告担当者は、レジュメを作成し発表の準備をしてくださ
い。その他の受講者は、報告されるテーマについて、あら
かじめ関連するテキストや新聞記事などを読んでおいてく
ださい。授業で学んだことや思ったこと、考えたことなど
は、復習としてノートやファイルに整理して、まとめておくと
良いでしょう。

4時間
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第5回 国際経済の課題と政策対応：発表並びに討論(2) 報告担当者は、レジュメを作成し発表の準備をしてくださ
い。その他の受講者は、報告されるテーマについて、あら
かじめ関連するテキストや新聞記事などを読んでおいてく
ださい。授業で学んだことや思ったこと、考えたことなど
は、復習としてノートやファイルに整理して、まとめておくと
良いでしょう。

4時間

第6回 国際経済の課題と政策対応：発表並びに討論(3) 報告担当者は、レジュメを作成し発表の準備をしてくださ
い。その他の受講者は、報告されるテーマについて、あら
かじめ関連するテキストや新聞記事などを読んでおいてく
ださい。授業で学んだことや思ったこと、考えたことなど
は、復習としてノートやファイルに整理して、まとめておくと
良いでしょう。

4時間

第7回 国際経済の課題と政策対応：発表並びに討論(4) 報告担当者は、レジュメを作成し発表の準備をしてくださ
い。その他の受講者は、報告されるテーマについて、あら
かじめ関連するテキストや新聞記事などを読んでおいてく
ださい。授業で学んだことや思ったこと、考えたことなど
は、復習としてノートやファイルに整理して、まとめておくと
良いでしょう。

4時間

第8回 国際経済の課題と政策対応：発表並びに討論(5) 報告担当者は、レジュメを作成し発表の準備をしてくださ
い。その他の受講者は、報告されるテーマについて、あら
かじめ関連するテキストや新聞記事などを読んでおいてく
ださい。授業で学んだことや思ったこと、考えたことなど
は、復習としてノートやファイルに整理して、まとめておくと
良いでしょう。

4時間

第9回 国際経済の課題と政策対応：発表並びに討論(6) 報告担当者は、レジュメを作成し発表の準備をしてくださ
い。その他の受講者は、報告されるテーマについて、あら
かじめ関連するテキストや新聞記事などを読んでおいてく
ださい。授業で学んだことや思ったこと、考えたことなど
は、復習としてノートやファイルに整理して、まとめておくと
良いでしょう。

4時間

第10回 国際経済の課題と政策対応：発表並びに討論(7) 報告担当者は、レジュメを作成し発表の準備をしてくださ
い。その他の受講者は、報告されるテーマについて、あら
かじめ関連するテキストや新聞記事などを読んでおいてく
ださい。授業で学んだことや思ったこと、考えたことなど
は、復習としてノートやファイルに整理して、まとめておくと
良いでしょう。

4時間

第11回 国際経済の課題と政策対応：発表並びに討論(8) 報告担当者は、レジュメを作成し発表の準備をしてくださ
い。その他の受講者は、報告されるテーマについて、あら
かじめ関連するテキストや新聞記事などを読んでおいてく
ださい。授業で学んだことや思ったこと、考えたことなど
は、復習としてノートやファイルに整理して、まとめておくと
良いでしょう。

4時間

第12回 国際経済の課題と政策対応：発表並びに討論(9) 報告担当者は、レジュメを作成し発表の準備をしてくださ
い。その他の受講者は、報告されるテーマについて、あら
かじめ関連するテキストや新聞記事などを読んでおいてく
ださい。授業で学んだことや思ったこと、考えたことなど
は、復習としてノートやファイルに整理して、まとめておくと
良いでしょう。

4時間

第13回 国際経済の課題と政策対応：発表並びに討論(10) 報告担当者は、レジュメを作成し発表の準備をしてくださ
い。その他の受講者は、報告されるテーマについて、あら
かじめ関連するテキストや新聞記事などを読んでおいてく
ださい。授業で学んだことや思ったこと、考えたことなど
は、復習としてノートやファイルに整理して、まとめておくと
良いでしょう。

4時間

第14回 国際経済の課題と政策対応：発表並びに討論(11) 報告担当者は、レジュメを作成し発表の準備をしてくださ
い。その他の受講者は、報告されるテーマについて、あら
かじめ関連するテキストや新聞記事などを読んでおいてく
ださい。授業で学んだことや思ったこと、考えたことなど
は、復習としてノートやファイルに整理して、まとめておくと
良いでしょう。

4時間

第15回 まとめ並びに総括 これまでの学習を振り返って、学んだこと、分かったこと、
発見したこと、難しかったこと、興味や関心を抱いたこと、
などについて考えておいてください。授業で学んだことや
思ったこと、考えたことなどは、復習としてノートやファイル
に整理して、まとめておくと良いでしょう。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅡＡ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

3前鶴　政和

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ 日本経済と経済政策

授業の目的及び概要
この演習では、日本経済の抱える諸課題を中心に、学修を進めていきます。秋学期の演習ⅡBでは、2000字以上のレポートを作成する必要がありま
す。
　この演習は皆さんが経済学の専門知識を深め、社会で活躍するために必要な経済問題の解決について考察する能力の修得を図る科目です。演習の
レベルは、ミクロ経済学やマクロ経済学の応用レベルです。 

「実学としての経済学」との関係：
　この演習では、ＧＤＰ、為替レート、金利、などの経済諸指標の連関を学修します。

学修の到達目標
この演習は、以下のことを目標とします。
1.2年次までに修得した経済学の専門知識をさまざまな現実問題の分析に応用することができる。
2.研究テーマを設定し、レポートを作成することができる。
3.ゼミの報告と討論を通して、就職活動に必要なプレゼン能力やコミュニケーション能力を身につけることができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
提出された課題については、コメントを付して返却します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告／ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

この演習の授業内容は、ミクロ経済学やマクロ経済学の基本的な知識を用いて行われます。そのため、受講生には、これらの科目の履修を望みます。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

060040

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキスト指定は行いません。必要な資料を適宜配付します。

参考書

「日本型格差社会」からの脱却，岩田規久男，光文社，2021年

配付資料の内容について、より詳しく学修したい方は、参考書を用いて学修してください。

なし

9784334045500

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ゼミの運営方法や内容について説明します。 【予習】この演習のシラバスを事前によく読んでおいてくだ
さい（1時間程度）。
【復習】授業後に、ガイダンスの内容について復習してくだ
さい（1時間程度）。

2時間

第2回 「日本型格差社会の概要」について学修します。 【予習】「日本型格差社会の概要」に関する配付資料を事
前に読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】「日本型格差社会の概要」に関する配付資料を読
み直し、授業で得た知識を確認してください（2時間程度）。

4時間

第3回 「長期デフレによる日本の経済悪化」の前半部分について学修します。 【予習】「長期デフレによる日本の経済悪化」に関する配付
資料の前半部分を事前に読んでおいてください（2時間程
度）。
【復習】「長期デフレによる日本の経済悪化」に関する配付
資料の前半部分を読み直し、授業で得た知識を確認してく
ださい（2時間程度）。

4時間

第4回 「長期デフレによる日本の経済悪化」の後半部分について学修します。 【予習】「長期デフレによる日本の経済悪化」に関する配付
資料の後半部分を事前に読んでおいてください（2時間程
度）。
【復習】「長期デフレによる日本の経済悪化」に関する配付
資料の後半部分を読み直し、授業で得た知識を確認してく
ださい（2時間程度）。

4時間
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第5回 「実学としての経済学」について学修します。 【予習】「実学としての経済学」に関する配付資料を事前に
読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】「実学としての経済学」に関する配付資料を読み直
し、授業で得た知識を確認してください（2時間程度）。

4時間

第6回 「綻び始める日本の社会保障制度と賃金格差の拡大」の前半部分につ
いて学修します。

【予習】「綻び始める日本の社会保障制度と賃金格差の拡
大」に関する配付資料の前半部分を事前に読んでおいてく
ださい（2時間程度）。
【復習】「綻び始める日本の社会保障制度と賃金格差の拡
大」に関する配付資料の前半部分を読み直し、授業で得
た知識を確認してください（2時間程度）。

4時間

第7回 「綻び始める日本の社会保障制度と賃金格差の拡大」の後半部分につ
いて学修します。

【予習】「綻び始める日本の社会保障制度と賃金格差の拡
大」に関する配付資料の後半部分を事前に読んでおいてく
ださい（2時間程度）。
【復習】「綻び始める日本の社会保障制度と賃金格差の拡
大」に関する配付資料の後半部分を読み直し、授業で得
た知識を確認してください（2時間程度）。

4時間

第8回 「規制緩和とグローバリズムは雇用を悪化させたか」の前半部分につい
て学修します。

【予習】「規制緩和とグローバリズムは雇用を悪化させた
か」に関する配付資料の前半部分を事前に読んでおいてく
ださい（2時間程度）。
【復習】「規制緩和とグローバリズムは雇用を悪化させた
か」に関する配付資料の前半部分を読み直し、授業で得
た知識を確認してください（2時間程度）。

4時間

第9回 「規制緩和とグローバリズムは雇用を悪化させたか」の後半部分につい
て学修します。

【予習】「規制緩和とグローバリズムは雇用を悪化させた
か」に関する配付資料の後半部分を事前に読んでおいてく
ださい（2時間程度）。
【復習】「規制緩和とグローバリズムは雇用を悪化させた
か」に関する配付資料の後半部分を読み直し、授業で得
た知識を確認してください（2時間程度）。

4時間

第10回 「日本の不均衡な所得の再分配」の前半部分について学修します。 【予習】「日本の不均衡な所得の再分配」に関する配付資
料の前半部分を事前に読んでおいてください（2時間程
度）。
【復習】「日本の不均衡な所得の再分配」に関する配付資
料の前半部分を読み直し、授業で得た知識を確認してくだ
さい（2時間程度）。

4時間

第11回 「日本の不均衡な所得の再分配」の後半部分について学修します。 【予習】「日本の不均衡な所得の再分配」に関する配付資
料の後半部分を事前に読んでおいてください（2時間程
度）。
【復習】「日本の不均衡な所得の再分配」に関する配付資
料の後半部分を読み直し、授業で得た知識を確認してくだ
さい（2時間程度）。

4時間

第12回 「深刻化する日本の貧困問題」の前半部分について学修します。 【予習】「深刻化する日本の貧困問題」に関する配付資料
の前半部分を事前に読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】「深刻化する日本の貧困問題」に関する配付資料
の前半部分を読み直し、授業で得た知識を確認してくださ
い（2時間程度）。

4時間

第13回 「深刻化する日本の貧困問題」の後半部分について学修します。 【予習】「深刻化する日本の貧困問題」に関する配付資料
の後半部分を事前に読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】「深刻化する日本の貧困問題」に関する配付資料
の後半部分を読み直し、授業で得た知識を確認してくださ
い（2時間程度）。

4時間

第14回 「年金制度における世代間格差と世代内格差」について学修します。 【予習】「年金制度における世代間格差と世代内格差」に
関する配付資料を事前に読んでおいてください（2時間程
度）。
【復習】「年金制度における世代間格差と世代内格差」に
関する配付資料を読み直し、授業で得た知識を確認してく
ださい（2時間程度）。

4時間

第15回 授業全般にわたる総括を行います。 【予習】これまでの授業回の配付資料等を事前によく読ん
でおいてください（3時間程度）。
【復習】授業後に、これまでの授業回の配付資料等につい
て総復習してください（3時間程度）。

6時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅡＡ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

3小巻　善郎

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ 証券市場のしくみを学ぶ

授業の目的及び概要
この演習ⅡAは、金融経済コースの推奨ゼミです。証券市場のしくみを学修することによって、社会に出てから必要となる金融指標や証券投資の知識を
身につけることを目的としています。
証券市場は有価証券が発行され流通している市場ですが、春学期の演習ⅡAでは、有価証券の中で代表的な有価証券の一つである株式の発行・流通
市場のしくみを中心に学修を行います。
また、この演習ⅡAでは、レポート作成やグループ討議、プレゼンテーション、ディスカッションなどを行います。社会に出てから必要となるレポート作成
能力、プレゼンテーション能力、コミュニケーション能力を身につけることを目的としています。
加えて、経済学部の全クラスの演習ⅡA/Bにおけるサブテーマとして、「実学としての経済学」、具体的にはＧＤＰ、為替レート、金利などの経済諸指標
の連関を学修します。経済諸指標が相互に連動する関係を学修することで、社会に出てから必要となる「経済を見る力」を身につけることを目的としてい
ます。

学修の到達目標
この演習では、以下の３点を学修の到達目標とします。
・経済諸指標が相互に連動する関係が理解できるようになる。
・金融指標の動きが理解できるようになる。
・説得力のあるプレゼンテーションを行うことができるようになる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
基本的には、①教員による課題の解説→②グループに分かれて討議→③各グループからの発表→④全体でのディスカッション→⑤教員によるコメント・
アドバイスという流れとなります。それを繰り返すことで演習を進めていきます。
課題に対するフィードバックは、プレゼンテーションに対する教員のコメント・アドバイスという形で行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

この演習ⅡAでの学修の成果として、たとえば日本証券業協会が実施している二種外務員資格や、国家資格であるＦＰ技能検定２級・３級といった金融
関連の資格取得を目指していただきたいと思っています。
意志あるところに、必ず道は開けます。
主体的・積極的に取り組んでください。十分なサポートを行います。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

30
授業内での報告・発表

00

020050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキスト指定はありません。
適宜、資料を配布します。

参考書

なし
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 オリエンテーション
演習ⅡAの進め方を説明します。また、春学期の目標を作成します。

・次回の授業課題「実学としての経済学」及び「練習問題
Ａ」を予習する。

4時間

第2回 実学としての経済学➀
練習問題Aを学修します。

・練習問題Aを復習する。
・次回の授業課題「練習問題B」を予習する。

4時間

第3回 実学としての経済学②
練習問題Bを学修します。

・練習問題Bを復習する。
・次回の授業課題「証券市場の概要、株式会社の資金調
達方法」を予習する。

4時間

第4回 証券市場の概要、株式会社の資金調達方法
配布資料を用いて解説した後、グループワークを行い、最後に全体で
ディスカッションします。

・配布資料を復習する。
・次回の授業課題「証券取引所と株式上場制度」を予習す
る。

4時間

第5回 証券取引所と株式上場制度
配布資料を用いて解説した後、グループワークを行い、最後に全体で
ディスカッションします。

・配布資料を復習する。
・次回の授業課題「株主としての権利、株式売買のルー
ル」を予習する。

4時間

第6回 株主としての権利、株式売買のルール
配布資料を用いて解説した後、グループワークを行い、最後に全体で
ディスカッションします。

・配布資料を復習する。
・次回の授業課題「リスクとリターン、ポートフォリオ」を予
習する。

4時間
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第7回 リスクとリターン、ポートフォリオ
配布資料を用いて解説した後、グループワークを行い、最後に全体で
ディスカッションします。

・配布資料を復習する。
・次回の授業課題「企業の財務諸表の見方…ROE、ROA
など」を予習する。

4時間

第8回 企業の財務諸表の見方…ROE、ROAなど
配布資料を用いて解説した後、グループワークを行い、最後に全体で
ディスカッションします。

・配布資料を復習する。
・次回の授業課題「株式指標の分析…PER、PBRなど」を
予習する。

4時間

第9回 株式指標の分析…ＰＥＲ、ＰＢＲなど
配布資料を用いて解説した後、グループワークを行い、最後に全体で
ディスカッションします。

・配布資料を復習する。
・次回の授業課題「株式指標の分析…配当性向、配当利
回りなど」を予習する。

4時間

第10回 株式指標の分析…配当性向、配当利回りなど
配布資料を用いて解説した後、グループワークを行い、最後に全体で
ディスカッションします。

・配布資料を復習する。
・次回の授業課題「株式指標の分析…β値」を予習する。

4時間

第11回 株式指標の分析…β値
配布資料を用いて解説した後、グループワークを行い、最後に全体で
ディスカッションします。

・配布資料を復習する。
・次回の授業課題「個別企業の株式分析」を予習する。

4時間

第12回 個別企業の株価分析
グループワークで個別企業の株価分析を行い、その結果をグループご
とに発表します。

・配布資料を復習する。
・次回の授業課題「個別企業の株式分析」を予習する。

4時間

第13回 個別企業の株価分析
グループワークで個別企業の株価分析を行い、その結果をグループご
とに発表します。

・配布資料を復習する。
・次回の授業課題「ESG投資、インパクト投資」を予習す
る。

4時間

第14回 ESG投資、インパクト投資
配布資料を用いて解説した後、グループワークを行い、最後に全体で
ディスカッションします。

・配布資料を復習する。 4時間

第15回 総括
春学期の総括を行います。

・配布資料を復習する。 4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅡＡ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

3嶋田　裕光

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ 日本の人口と経済社会の展望（人口分析の基礎）

授業の目的及び概要
経済活動は人の営みであり、その集合体である人口とその構成は、経済との間に相互に影響を及ぼしあう深い関係があります。そこでこの演習では、
まず基本的な人口関係の指標の見方からはじめ、年齢構成や地域人流の動きに着目して、人口の将来予測の実習を行います。同時に本演習を通じ
て、人口と、各種マーケットや地域経済、経済全体それぞれの規模、労働力の数や構造、社会保障や財政関係指標などとの連関・連動を理解し、人口
をベースに将来のそれらの動きを見通すなどビジネスなどの場でも役立てられる力を身につけることを目的とします。

学修の到達目標
人口の規模や構成を規定する要因やメカニズムを知ることにより、将来の日本の経済社会が直面する課題の根源的な要因について洞察できる力を養
うことを目指します。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
演習毎に課題を課しますので、次回演習時に作業結果などについて参加者間で討論します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

演習II Aではまず参加者共通で人口に関する指標や資料の見方と分析方法を身につけることから始めますので特別な既習要件はありませんが、日頃
から人口に関するニュースなどに注目しておくと、演習内容の意義がより分かります。なお、エクセルなど表計算ソフトの使い方に慣れておくことが望ま
れます。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

050050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

演習時に必要な資料やデータを配布します。

参考書

①未来の年表, 河合雅司,講談社,2017年
②人口と日本経済,吉川洋, 中公新書, 2016年
③デフレの正体,藻谷浩介, 角川新書,2012年
（①③は特に広く人口問題について読まれた文献です)
④人口の動向ー日本と世界　人口統計資料集, 厚生労働統計協会,2021年
 (同内容は人口統計資料集として社会保障人口問題研究所のサイトからも
閲覧できますが、膨大なため紙媒体で一覧できると便利です。）
　

なし

①9784062884310
②9784121023889
③9784047102330
④9784875118473

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 人口統計資料(社会保障人口問題研究所編）や各種指標に触れ、人口
分析の重要性について関心を高てもらいます。

人口に関する統計やニュースを持ち寄って、どういうテー
マに関心があるか討論しますので、事前に記事などを集
めておいて下さい。

3時間

第2回 各種人口指標の特徴と有用性について討論する。 今後の演習で頻出する人口統計に関する諸定義を復習
し、定着を図って下さい。

4時間

第3回 人口動態（出生数、死亡数）から将来の人口規模の予備的考察を行い
ます。

出生数、死亡数の色々なケースについて人口規模の簡単
なシミュレーションを繰り返して下さい。

4時間

第4回 出生率の見方、合計特殊出生率について学び、実際の出生データに基
づいて習熟をはかります。

出生率を表す最も基本的な指標である合計特殊出生率の
定義や求め方は、今後の人口問題を考える上でも極めて
重要ですので、いろいろ数値を変えてしっかりと定着を
図って下さい。

4時間

第5回 出生の背景にある諸要因を分析します。婚姻や有配偶出生率などにつ
いてそれらを規定する要因を考えていきます。

少子化問題の背景を探るためには、出生率の要因分析が
不可欠となりますので、それぞれの要因の関係について
よく復習して下さい。

4時間

第6回 死亡について死亡率や死因について認識を深めます。 現在、長寿化が進み、それが高齢社会に繋がっています
が、その要因を考える上で重要な内容を取り扱いますの
で、十分復習して下さい。

4時間
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第7回 生命表の見方と平均寿命、平均余命といった概念を習得します。 生命表はかなり専門的な分析道具ですが、生命保険や年
金の設計に不可欠な情報であり、ビジネス界でも多用され
るものです。復習して一通りこの表の見方に習熟しておい
て下さい。

4時間

第8回 国勢調査の情報をもとにコーホート変化率法を用いた人口予測を行い
ます。まず日本全体のレベルで練習します。

エクセルによる分析を基本としますので、出生率などの仮
定数値を変えて色々なケースを計算することにより、分析
に慣れるようにしておいて下さい。

4時間

第9回 国勢調査の情報をもとに、コーホート変化率法による地域別の人口推
計方法を習得します。関心のある地域（自分の出身地の都道府県など）
を材料に将来人口を共同で推計してもらいます。どうしてその様な結果
になるのか、参加者同士で討論を行います。

演習の場でひと通り手法を学びますが、いろいろ前提条件
を変えてさらに習熟を図って下さい。

4時間

第10回 国勢調査の情報をもとにコーホート変化率法を用いて、身近な地域（出
身地や八尾市など）について将来人口推計を行い、結果を参加者で吟
味します。

演習の場で参加者から指摘された事項もとに様々なパ
ターンの推計を行って下さい。コーホート変化率法にかな
り習熟するはずです。

4時間

第11回 参加者間で地域別の人口予測を持ち寄り、出生率や移動率など諸条
件を変化させた場合の結果を吟味し、政策的なインプリケーションを討
論していきます。（１巡目）

各自、関心のある地域（都道府県レベル、市町村レベル）
を選び、演習での討論に備え、様々な前提条件の下での
人口推計結果を蓄積しておいて下さい。

5時間

第12回 参加者間で地域別の人口予測を持ち寄り、出生率や移動率など諸条
件を変化させた場合の結果を吟味し、政策的なインプリケーションを討
論していきます。（２巡目）

各自、演習発表に備え、推計結果を事前にまとめてもらい
ます。演習後、それを修正したのち完成版としてレポートと
してまとめて提出してもらいます。

5時間

第13回 参加者間で地域別の人口予測を持ち寄り、出生率や移動率など諸条
件を変化させた場合の結果を吟味し、政策的なインプリケーションを討
論していきます。（３巡目）

各自、演習発表に備え、推計結果を事前にまとめてもらい
ます。演習後、それを修正したのち完成版としてレポートと
してまとめて提出してもらいます。

5時間

第14回 参加者間で地域別の人口予測を持ち寄り、出生率や移動率など諸条
件を変化させた場合の結果を吟味し、政策的なインプリケーションを討
論していきます。（４巡目）

各自、演習発表に備え、推計結果を事前にまとめてもらい
ます。演習後、それを修正したのち、期末に完成版として
レポートとしてまとめて提出してもらいます。

5時間

第15回 これまでの人口推計の演習での作業を通じて浮かび上がってきた人口
を巡る課題について整理し、続く演習II Bに臨む準備を進めます。

演習II Bでは人口にかかる経済社会問題をテーマに検討
を深めていきますので、それまでの演習で培った内容を再
確認しておいて下さい。

5時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅡＡ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

3伊勢　公人

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ 環境問題を経済学の視点から考える（応用）

授業の目的及び概要
自治体や国、地域の環境政策に関する課題、問題解決の方策についての知見を高め、自分の考えを明確に表現できるようなプレゼンテーション能力の
向上に資する演習です。

「実学としての経済学」との関係
この演習を履修することにより、経済指標にも影響を与える環境問題、環境政策を分析できる力を身につけることを目的としています。

学修の到達目標
①パソコンを利用し、情報収集、文献検索ができる。
②プレゼンで自分の考えを明確に表現できる。
③基礎的な分析手法を習得し、環境問題や環境政策を分析できる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
グループまたは個人による調査・研究報告に対するコメントを通じてフィードバックする。また、グループワークの作業を授業中に進める場合には、適
宜、進捗を確認しながらフィードバックします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

本演習では統計分析の手法を学んだうえで、演習ⅡBで立ち上げる共同研究プロジェクトのテーマのヒントを探ります。
受講生自らが積極的に関与することを期待します。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

000

050050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

はじめての統計学，鳥居泰彦，日本経済新聞社，1994年

参考書

9784532130749
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス（本演習の進め方など） ・シラバスをよく読んでおいてください。
・テキストに事前に目を通して、どの部分を担当したいかを
考えておいてください。

4時間

第2回 統計学はどのような学問か ・授業で扱うテーマのテキスト該当箇所を事前に読んでお
いてください。
・報告担当者は、報告資料を準備してください。

4時間

第3回 標本分布の特性値 ・授業で扱うテーマのテキスト該当箇所を事前に読んでお
いてください。
・報告担当者は、報告資料を準備してください。

4時間

第4回 確率と確率分布 ・授業で扱うテーマのテキスト該当箇所を事前に読んでお
いてください。
・報告担当者は、報告資料を準備してください。

4時間

第5回 一様分布と正規分布 ・授業で扱うテーマのテキスト該当箇所を事前に読んでお
いてください。
・報告担当者は、報告資料を準備してください。

4時間

第6回 標本平均の分布と母平均の推定 ・授業で扱うテーマのテキスト該当箇所を事前に読んでお
いてください。
・報告担当者は、報告資料を準備してください。

4時間

第7回 t分布と母平均の推定 ・授業で扱うテーマのテキスト該当箇所を事前に読んでお
いてください。
・報告担当者は、報告資料を準備してください。

4時間
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第8回 カイ二乗分布と母標準偏差の推定 ・授業で扱うテーマのテキスト該当箇所を事前に読んでお
いてください。
・報告担当者は、報告資料を準備してください。

4時間

第9回 仮説検定 ・授業で扱うテーマのテキスト該当箇所を事前に読んでお
いてください。
・報告担当者は、報告資料を準備してください。

4時間

第10回 相関分析 ・授業で扱うテーマのテキスト該当箇所を事前に読んでお
いてください。
・報告担当者は、報告資料を準備してください。

4時間

第11回 回帰分析 ・授業で扱うテーマのテキスト該当箇所を事前に読んでお
いてください。
・報告担当者は、報告資料を準備してください。

4時間

第12回 白書から考える(1)環境白書からヒントを得る ・授業で扱うテーマの該当箇所を事前に読んでおいてくだ
さい。テーマは本演習の初回に指示します。
・報告担当者は、報告資料を準備してください。

4時間

第13回 白書から考える(2)環境白書からヒントを得る ・授業で扱うテーマの該当箇所を事前に読んでおいてくだ
さい。テーマは本演習の初回に指示します。
・報告担当者は、報告資料を準備してください。

4時間

第14回 白書から考える(3)エネルギー白書からヒントを得る ・授業で扱うテーマの該当箇所を事前に読んでおいてくだ
さい。テーマは本演習の初回に指示します。
・報告担当者は、報告資料を準備してください。

4時間

第15回 演習ⅡBで立ち上げるプロジェクトのテーマを考える 各自、演習ⅡBで立ち上げるプロジェクトのテーマを考えて
おいてください。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅡＡ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

3前田　一樹

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ 労働市場や雇用政策を経済学的な視点から学ぶ

授業の目的及び概要
本科目では，労働経済学の視点に基づいて，身近な問題から賃金や雇用格差という社会的な問題まで，さまざまな社会問題について考えます。働くこ
とは生活の基礎です。では，なぜ裕福な人とそうでない人がいるのか，仕事を失うとどうなるか，働く意味や働きがいとは何であるか，などの普段の生活
で思い浮かぶ疑問について経済理論に基づいて理解できることを目指します。
また，政府が実施する雇用政策によって人々がどのように影響を受けるかというメカニズムついても理解し自分なりに読み解くことができる。
さらに，実際にデータなどを用いて現実の労働市場での事象が理論通りに起きているのかを確認したうえで，なぜそうなるのかという理由を探求していく
ことを行います。これらを通じて鍛えられる経済学的な論理的思考力，分析力，そして，データの読み取る能力は，大学における学習・研究だけでなく，
就職活動にも役立ちます。

合わせて，本科目では経済学部で設定される演習Ⅱのサブテーマ「実学としての経済学」を扱います。「実学としての経済学」では，GDD，為替レート，
金利などの経済諸指標の関連について学修し，この理解を通じて経済の動きを見通す力を養います。このような能力はビジネスや私生活でも役立てる
ことができます。

学修の到達目標
日本の労働市場が直面している諸問題を知ることで，日本経済の現状や仕組みについて精通をしていくとともに，労働経済学の分野での幅広い知識と
素養を習得する。また，報告にあたっての資料の作成や発表を通じてプレゼンテーションやコミュニケーションの能力を身につける。これらを通じて，卒
業研究を進める能力を習得する。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
グループまたは個人による研究報告に対するコメントを通じてフィードバックを行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告／ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

演習科目は，受講者の主体的な取り組みを前提として授業が運営されます。ゼミにおける報告資料の準備はもちろん，議論をするために事前のテキス
トの確認など授業時間中だけでは完結しません。そのため，授業以外の時間でも準備が必要です。参加者のみなさんに積極的な授業参加を強く期待し
ます。
履修にあたり，ミクロ経済学，マクロ経済学，労働経済学などの分析手法について知識があることが望ましいですが，必須ではありません。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

050050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストは指定しません。
必要な資料等は授業中に配布・紹介します。

参考書

①「働くこと」を思考する，久米功一，中央経済社，2020年
②労働経済学ー理論と実証をつなぐ ，川口大司，有斐閣 ，2017年
③職業の経済学，阿部正浩・菅万理・勇上和史編著 : 中央経済社 ,2017年

なし

①9784502366413
②9784641165076
③9784502238215

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス ・事前に参考文献に目を通し，興味のあるテーマについて
考えてください。（２時間程度）
・今学期の目標を決めるとともに，グループワークテーマ
の検討をしてください。（２時間程度）

4時間

第2回 データ分析入門（データの把握１） ・事前にデータ分析入門の資料を読んでおいてください。
（２時間程度）
・授業の中で得た情報や知識を確認してください。
・グループワークテーマの検討（２時間程度）

4時間

第3回 データ分析入門（データの把握２） ・事前にデータ分析入門の資料を読んでおいてください。
（２時間程度）
・授業の中で得た情報や知識を確認してください。
・グループワークテーマの検討（２時間程度）

4時間

第4回 データ分析入門（回帰分析１） ・事前にデータ分析入門の資料を読んでおいてください。
（２時間程度）
・授業の中で得た情報や知識を確認してください。
・グループワークテーマの検討（２時間程度）

4時間
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第5回 データ分析入門（回帰分析２） ・事前にデータ分析入門の資料を読んでおいてください。
（２時間程度）
・授業の中で得た情報や知識を確認してください。
・グループワークテーマの検討（２時間程度）

4時間

第6回 グループワーク１（テーマ設定と報告準備） ・報告に向けて報告資料の準備を行ってください。（２時間
程度）
・授業の中で得た情報や知識を確認し，報告資料に反映し
てください。（２時間程度）

4時間

第7回 グループワーク２（報告資料準備） ・報告に向けて報告資料の準備を行ってください。（２時間
程度）
・授業の中で得た情報や知識を確認し，報告資料に反映し
てください。（２時間程度）

4時間

第8回 グループワーク３（報告） ・報告に向けて報告資料の準備を行ってください。（２時間
程度）
・授業の中で得た情報や知識を確認し，報告資料に反映し
てください。（２時間程度）

4時間

第9回 グループワーク４（テーマ設定とグループ分け） ・グループワークのテーマについて考えてください。（２時
間程度）
・グループで決定したテーマをどのように分析していくか検
討してください。（２時間程度）

4時間

第10回 グループワーク５（資料収集） ・グループテーマについて関連する書籍・論文等を調べて
研究方法を検討してください。（２時間程度）
・授業の中で得た情報や知識を確認してください。（２時間
程度）

4時間

第11回 グループワーク６（分析） ・グループテーマについて関連する書籍・論文等を調べて
研究方法を検討してください。（２時間程度）
・授業の中で得た情報や知識を確認してください。（２時間
程度）

4時間

第12回 グループワーク７（報告準備） ・グループテーマに関して報告資料の作成を行ってくださ
い。（２時間程度）
・授業の中で得た情報や知識を確認してください。（２時間
程度）

4時間

第13回 グループワーク８（報告準備） ・グループテーマに関して報告資料の作成を行ってくださ
い。（２時間程度）
・授業の中で得た情報や知識を確認してください。（２時間
程度）

4時間

第14回 グループワーク（報告１） ・報告担当者は，報告資料の準備を行ってください。（２時
間程度）
・授業の中で得た情報や知識を確認してください。（２時間
程度）

4時間

第15回 グループワーク（報告２） ・報告担当者は，報告資料の準備を行ってください。（２時
間程度）
・長期休みの目標を検討してください。（１時間程度）
・今学期の振り返りを行ってください。（１時間程度）

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅡＡ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

3山垣　真浩

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ 社会政策論（労働経済および社会保障）

授業の目的及び概要
担当教員の専攻分野は社会政策（労働政策と社会保障）です。わかりやすくいえば、仕事や暮らしにかかわる問題と政策を研究しています。 春学期に
は、テキストを使って、社会政策の専門知識を学修しますが、それはあなた自身の研究テーマ探しの作業でもあります。秋学期には、社会政策に関する
テーマで「学生研究発表大会」に出場するための準備をします。 本ゼミ履修者はいくつかのチームに分かれて、「学生研究発表大会」に出場します。「大
会」への出場を通して、専門知識の修得、仲間との協働などを実践的に学修します。大会終了後は、個人の卒業研究を開始します。
　また、経済学部の全クラスの演習ⅡA/Bにおけるサブテーマとして、「実学としての経済学」、具体的にはＧＤＰ、為替レート、金利、などの経済諸指標
の連関・連動を学修します。経済諸指標が互いに連動する関係を知っておくと、経済の動きが見通せて、ビジネス・私生活を営む上で実に役に立つから
です。

学修の到達目標
３年次の１年間の目標は、（1）社会政策にかんする専門知識を獲得すること、（2）１つの問題を選択して「学生研究発表大会」に出場すること、（3）卒業
研究を開始して2000字レポートにまとめること、（4）「実学としての経済学」すなわち経済諸指標間の連動の関係をマスターすること、などです。こうして４
年次の卒業研究につなげていきます。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
課題については、授業中に解説及び講評を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

ゼミは講義とは違って、学生と教員、あるいはグループワークなどでは学生と学生との、対面型授業です。信頼関係をつくることを強く意識してください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

020080

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

どうする日本の労働政策，櫻井純理編，ミネルヴァ書房，2021年

参考書

①どうする日本の福祉政策，埋橋孝文編，ミネルヴァ書房，2020年
②どうする日本の家族政策，落合恵美子編，ミネルヴァ書房，2021年

978-4623091140

① 978-4623089611
② 978-4623092819

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス
ゼミの進め方、ゼミ生の自己紹介。

テキストの序章（予定、以下同じ）を読み、報告の準備をす
る。

4時間

第2回 社会政策の全体像 テキストの第１章を読み、報告の準備をする。 4時間

第3回 賃金 テキストの第２章を読み、報告の準備をする。 4時間

第4回 労働時間 テキストの第３章を読み、報告の準備をする。 4時間

第5回 労使関係 テキストの第４章を読み、報告の準備をする。 4時間

第6回 人的資源管理 テキストの第５章を読み、報告の準備をする。 4時間

第7回 非正規雇用 テキストの第６章を読み、報告の準備をする。 4時間

第8回 最低賃金制度 テキストの第７章を読み、報告の準備をする。 4時間

第9回 中小企業の労働力不足 テキストの第８章を読み、報告の準備をする。 4時間
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第10回 外国人労働 テキストの第９章を読み、報告の準備をする。 4時間

第11回 若者の労働問題 テキストの第10章を読み、報告の準備をする。 4時間

第12回 フリーランスの労働問題 テキストの第13章を読み、報告の準備をする。 4時間

第13回 ジェンダー平等 テキストの第15章を読み、報告の準備をする。 4時間

第14回 雇用保険と職業訓練 これまでの学修を参考に、秋学期以降の研究テーマ（学生
研究発表大会＆個人の卒業研究）を考える。

4時間

第15回 総括
まとめ。グループごとに学生研究発表大会のテーマを決めて、夏休み
に調べます。

これまでの内容を復習する。 4時間

－488－



実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅡＡ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

3朱　東平

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ 日本経済の課題を考えよう

授業の目的及び概要
この演習は、専門知識・能力の高度化を図る科目です。演習では、主要な新聞（とくに「日本経済新聞」）や雑誌の経済記事に対して問題提起と討論を
行うことによって、皆さんがこれまでに修得してきたさまざまな専門知識、とくにマクロ経済学とミクロ経済学の基礎知識を日本経済の分析に応用するこ
とに重点をおきます。この授業を受講することにより、日経新聞を読める力を身につけ、経済学部を卒業した社会人として持つべき経済学的思考を身に
つけることを目的としています。
　春学期には、限られた90分間の授業時間中にできるだけ多くのテーマを「浅く・広く」扱います。そのなかで自らが関心を持つテーマを少しずつ明確に
してもらいます。そのうえで、秋学期には、参加者の興味あるテーマについて、深く掘り下げていくように指導を行います。
　また、経済学部の全クラスの演習ⅡA/Bにおけるサブテーマとして、「実学としての経済学」、具体的にはＧＤＰ、為替レート、金利、などの経済諸指標
の連関を学修します。経済諸指標が互いに連動する関係を知っておくと、経済の動きが見通せて、ビジネス・私生活を営む上で実に役に立つからです。

学修の到達目標
この演習は、以下のことを目標とします。
1.１年次と２年次に修得した経済学の基礎理論をさまざまな現実問題の分析に応用することができる。
2.上記の目標を目指す中で、卒業論文のテーマを選定し、そのための資料収集を行うことができる。
3.ゼミの報告と討論を通して、一社会人として、また、就職活動にも必要なプレゼン能力やコミュニケーション能力を身につけることができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
優秀なレポートについては、授業中に紹介します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

皆で楽しく勉強できるゼミを作っていきましょう。

　経済学的な分析は、ミクロ経済学やマクロ経済学など基礎理論のもとで行われます。そのため、受講生には、この2科目の履修を望みます。ただし、演
習でも必要に応じて指導しますので、とくに予備知識をもたなければ履修できないことはありません。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

050050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

ラーニングポータルで配布される資料を用いて事前・事後学修に活用してください。

参考書

予習・復習に役立つ教材として、報告内容に応じて以下の参考書の関連内容について理解するようにしてくだ
さい。
①ミクロ経済学（第3版）、伊藤元重、日本評論社、2018年
②入門マクロ経済学（第5版）、中谷巌、日本評論社、2007年

なし

①9784535558441
②9784535555136

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス
・担当教員を含むゼミ参加者全員の自己紹介を行います。
・授業内容や運営方法を説明し、参加者の意思統一をはかります。
（受講者数および受講者の希望に応じて、以下の内容を変更することも
ありうる。）

【予習】「学修ポートフォリオ」の使用方法と「ラーニング
ポータル」の掲載資料について確認し、予習してください。
（2時間程度）
【復習】春学期の目標について話し合ってください。（1時間
程度）

3時間

第2回 春学期の目標を設定しましょう
・「学修ポートフォリオ」の使い方について説明（確認）します。
・現状確認をもとに春学期の目標について話し合います。

【予習】次回の授業までに、「ラーニングポータル」の掲載
資料について確認し、予習してください。（2時間程度）
【復習】「春学期の目標」を作成し学修ポートフォリオの「マ
イノート」に保存してください。（1時間程度）

3時間

第3回 グループ学習のスタート
・グループを編成し、グループの運営方法や運営ルール等について話
し合います。

【予習】次回の授業までに、「ラーニングポータル」の掲載
資料について確認し、予習してください。（2時間程度）
【復習】グループの運営方法や運営ルール等について話し
合い、確認してください。（1時間程度）

3時間

第4回 経済記事を読む（１）
・選ばれた経済記事について順番に発表・議論し、経済学理論の見地
から理解を深めます。

【予習】参加者は、事前に新聞・雑誌の経済記事を選択
し、自らの理解に基づいてレジュメを作成して学修ポート
フォリオの「マイノート」に保存してください。（3時間程度）
【復習】授業終了後は、発表の結果に基づいてレジュメを
修正し、「マイノート」に保存してください。（1時間程度）

4時間
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第5回 経済記事を読む（２）
・選ばれた経済記事について順番に発表・議論し、経済学理論の見地
から理解を深めます。

【予習】参加者は、事前に新聞・雑誌の経済記事を選択
し、自らの理解に基づいてレジュメを作成して学修ポート
フォリオの「マイノート」に保存してください。（3時間程度）
【復習】授業終了後は、発表の結果に基づいてレジュメを
修正し、「マイノート」に保存してください。（1時間程度）

4時間

第6回 経済記事を読む（３）
・選ばれた経済記事について順番に発表・議論し、経済学理論の見地
から理解を深めます。

【予習】参加者は、事前に新聞・雑誌の経済記事を選択
し、自らの理解に基づいてレジュメを作成して学修ポート
フォリオの「マイノート」に保存してください。（3時間程度）
【復習】授業終了後は、発表の結果に基づいてレジュメを
修正し、「マイノート」に保存してください。（1時間程度）

4時間

第7回 経済記事を読む（４）
・選ばれた経済記事について順番に発表・議論し、経済学理論の見地
から理解を深めます。

【予習】参加者は、事前に新聞・雑誌の経済記事を選択
し、自らの理解に基づいてレジュメを作成して学修ポート
フォリオの「マイノート」に保存してください。（3時間程度）
【復習】授業終了後は、発表の結果に基づいてレジュメを
修正し、「マイノート」に保存してください。（1時間程度）

4時間

第8回 経済記事を読む（５）
・選ばれた経済記事について順番に発表・議論し、経済学理論の見地
から理解を深めます。

【予習】参加者は、事前に新聞・雑誌の経済記事を選択
し、自らの理解に基づいてレジュメを作成して学修ポート
フォリオの「マイノート」に保存してください。（3時間程度）
【復習】授業終了後は、発表の結果に基づいてレジュメを
修正し、「マイノート」に保存してください。（1時間程度）

4時間

第9回 経済記事を読む（６）
・選ばれた経済記事について順番に発表・議論し、経済学理論の見地
から理解を深めます。

【予習】参加者は、事前に新聞・雑誌の経済記事を選択
し、自らの理解に基づいてレジュメを作成して学修ポート
フォリオの「マイノート」に保存してください。（3時間程度）
【復習】授業終了後は、発表の結果に基づいてレジュメを
修正し、「マイノート」に保存してください。（1時間程度）

4時間

第10回 経済記事を読む（７）
・選ばれた経済記事について順番に発表・議論し、経済学理論の見地
から理解を深めます。

【予習】参加者は、事前に新聞・雑誌の経済記事を選択
し、自らの理解に基づいてレジュメを作成して学修ポート
フォリオの「マイノート」に保存してください。（3時間程度）
【復習】授業終了後は、発表の結果に基づいてレジュメを
修正し、「マイノート」に保存してください。（1時間程度）

4時間

第11回 研究テーマの選定（１）
・各自の研究テーマの一次案を決定していきます。

【予習】参加者は、事前にこれまでの発表内容をもとに、関
連資料を整理し、各自の研究テーマを決定して報告できる
ように準備してください。（3時間程度）
【復習】授業終了後は、発表の結果に基づいてレジュメを
修正し、「マイノート」に保存してください。参加者は、１回
目の報告後の進捗状況をまとめて報告する必要がありま
す。（1時間程度）

4時間

第12回 研究テーマの選定（２）
・各自の研究テーマの一次案を決定していきます。

【予習】参加者は、事前にこれまでの発表内容をもとに、関
連資料を整理し、各自の研究テーマを決定して報告できる
ように準備してください。（3時間程度）
【復習】授業終了後は、発表の結果に基づいてレジュメを
修正し、「マイノート」に保存してください。参加者は、１回
目の報告後の進捗状況をまとめて報告する必要がありま
す。（1時間程度）

4時間

第13回 研究テーマの選定（３）
・各自の研究テーマの一次案を決定していきます。

【予習】参加者は、事前にこれまでの発表内容をもとに、関
連資料を整理し、各自の研究テーマを決定して報告できる
ように準備してください。（3時間程度）
【復習】授業終了後は、発表の結果に基づいてレジュメを
修正し、「マイノート」に保存してください。参加者は、１回
目の報告後の進捗状況をまとめ、春学期のレポート作成
の準備を始めてください。（3時間程度）

6時間

第14回 まとめ（１）
・春学期初めに作成した各自の「春学期の目標」の達成度と反省点に
ついて話し合います。
・夏休み中の勉強内容について話し合います。

【予習】これまでの配布資料とマイノートに保存している自
らの成果物を事前に読んでおいてください。（1時間程度）
【復習】次回の授業までに、春学期のレポートを完成し、マ
イノートに保存してください。（4時間程度）

5時間

第15回 まとめ（２）
・期末レポートの提出
・夏休み中の勉強内容について合意します。

【予習】これまでの配布資料とマイノートに保存している自
らの成果物を事前に読んでおいてください。（1時間程度）
【復習】夏休み中の課題について取り組んでください。（４
時間以上）

5時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅡＡ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

3穴井　佑

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ 近世イギリス社会経済史―貧困問題を中心に―（応用）

授業の目的及び概要
本授業では、①史料の解読と②各自の研究報告を行っていきます。①に関しては、第一に、オンライン・データベースや図書館を利用して、日本にいて
も入手可能な近世イギリス社会の貧困問題にかかわる基礎的な史料を解読します。第二に、解読した史料からデータを収集し、表やグラフなどを作成
する訓練をします。②に関しては、近世イギリス社会経済史を中心に、各自の関心にもとづく研究報告をします。また、本演習では、GDP・為替レート・金
利などの「経済諸指標とその連動についての理解」をサブテーマに設定しています。歴史事象を検討する中で、そうした経済諸指標とその連動の具体例
を見出していきます。そうすることで、現代社会の経済の動きを歴史的な観点から考察する力の涵養を目指します。

学修の到達目標
第一の目標は、社会経済史研究に必要な史料の解読・解釈の手法を身につけることです。
第二の目標は、データ収集、資料作成、研究報告を通じて、自身の関心にもとづく問題を設定し、それに対する議論を組み立て、プレゼンするスキルを
身につけることです。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
毎回の授業の中で、研究報告やディスカッションに対してコメントをします。質疑応答の時間もその都度確保します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

PBL（課題解決型学習）／ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

遅刻厳禁。履修者は自身がゼミの一員であることを自覚し、責任感をもって授業に参加すること。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

30
研究報告などの内容から評価しま
す。00

00070

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

特にありません。授業で用いるテキストや史料などはその都度担当教員から配布します。

参考書

特にありません。研究を進めるうえで必要な参考書については適宜紹介します。

なし

なし

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 授業のガイダンスを行った後に、解読する史料を配布し、講読する担当
を割り当てます。

配布された史料を下読みしておくこと。 4時間

第2回 史料の解読しつつ、データを収集し、それについて履修者全員でディス
カッションを行う。

【予習】配布された史料を下読みしておくこと。
【復習】解読した史料の内容を整理しておくこと。

4時間

第3回 史料の解読しつつ、データを収集し、それについて履修者全員でディス
カッションを行う。

【予習】配布された史料を下読みしておくこと。
【復習】解読した史料の内容を整理しておくこと。

4時間

第4回 史料の解読しつつ、データを収集し、それについて履修者全員でディス
カッションを行う。

【予習】配布された史料を下読みしておくこと。
【復習】解読した史料の内容を整理しておくこと。

4時間

第5回 史料の解読しつつ、データを収集し、それについて履修者全員でディス
カッションを行う。

【予習】配布された史料を下読みしておくこと。
【復習】解読した史料の内容を整理しておくこと。

4時間

第6回 史料の解読しつつ、データを収集し、それについて履修者全員でディス
カッションを行う。

【予習】配布された史料を下読みしておくこと。
【復習】解読した史料の内容を整理しておくこと。

4時間

第7回 史料の解読しつつ、データを収集し、それについて履修者全員でディス
カッションを行う。

【予習】配布された史料を下読みしておくこと。
【復習】解読した史料の内容を整理しておくこと。

4時間

第8回 史料の解読しつつ、データを収集し、それについて履修者全員でディス
カッションを行う。

【予習】配布された史料を下読みしておくこと。
【復習】解読した史料の内容を整理しておくこと。

4時間

第9回 史料を解読して収集したデータをもとに、表やグラフなどを作成し、それ
について履修者全員でディスカッションを行う。

【予習】作成した資料をプレゼンする準備をすること。
【復習】ディスカッションから得られた知見を整理しておくこ
と。

4時間
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第10回 史料を解読して収集したデータをもとに、表やグラフなどを作成し、それ
について履修者全員でディスカッションを行う。

【予習】作成した資料をプレゼンする準備をすること。
【復習】ディスカッションから得られた知見を整理しておくこ
と。

4時間

第11回 史料を解読して収集したデータをもとに、表やグラフなどを作成し、それ
について履修者全員でディスカッションを行う。

【予習】作成した資料をプレゼンする準備をすること。
【復習】ディスカッションから得られた知見を整理しておくこ
と。

4時間

第12回 各自の関心にもとづく研究報告をし、それについて履修者全員でディス
カッションを行う。

【予習】各自の研究を進めておくこと。
【復習】ディスカッションから得られた知見を整理しておくこ
と。

4時間

第13回 各自の関心にもとづく研究報告をし、それについて履修者全員でディス
カッションを行う。

【予習】各自の研究を進めておくこと。
【復習】ディスカッションから得られた知見を整理しておくこ
と。

4時間

第14回 各自の関心にもとづく研究報告をし、それについて履修者全員でディス
カッションを行う。

【予習】各自の研究を進めておくこと。
【復習】ディスカッションから得られた知見を整理しておくこ
と。

4時間

第15回 各自の関心にもとづく研究報告をし、それについて履修者全員でディス
カッションを行う。

【予習】各自の研究を進めておくこと。
【復習】ディスカッションから得られた知見を整理しておくこ
と。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅡＢ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

3米山　秀隆

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ 都市・地域から日本経済の課題を考える

授業の目的及び概要
この演習では、日本経済が直面する様々な課題のうち、都市・地域分野を主たるターゲットとし、必要な知識と課題発見能力、調査・分析力を身に付け
ることを目指します。都市・地域の現状を、「人口移動」、「高齢化」、「都市再生」、「地域活性化」、「地方行政」、「観光振興」、「住宅・土地市場」などの側
面から学び、課題を分析していきます。そうした過程で、4年次の卒業研究で取り組むべき課題を各自見つけていきます。また、演習での報告、ディス
カッションやグループワークを通じ、社会人として必要な基礎能力やコミュニケーション能力を高めていきます。
公務員志望者を主な対象としており、公務員試験の論文試験や集団討論で必要とされる、行政課題に関する知識習得も目指します。
なお、演習のサブテーマとして、GDP、為替レート、金利などの経済諸指標の連関を学びます（「実学としての経済学」）。

学修の到達目標
・文献の要点をまとめ、報告できる。
・報告に対し互いに意見を述べ、議論できる。
・都市・地域の現状を理解し、課題を抽出できる。
・グループワークで課題の調査・分析を行い、結果をとりまとめ、報告できる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
報告内容に対し、授業内でコメント、アドバイスします。課題に対しては、コメントを付けて返却します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

積極的な報告、発言、議論を心掛け、演習での学びを実りあるものにしていきましょう。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

0０

050050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

適宜、資料を配布します。

参考書

①縮小まちづくり，米山秀隆，時事通信社，2018年
②アフターコロナの都市と住まい，米山秀隆，プログレス，2021年

なし

①9784788715479
②9784910288109

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 演習の内容・進め方、春学期の復習 【予習】Learning Portalに掲載する配布資料を事前に読
み、必要な準備をしておいて下さい。
【復習】授業で得た知識、情報、自分で考えたことなどを整
理して下さい。

4時間

第2回 グループワーク1：調査・分析 【予習】グループワークに向けて、必要な準備をしておいて
下さい。
【復習】グループワークの結果を整理し、次回に向けた作
業に取り組んで下さい。

4時間

第3回 グループワーク2：調査・分析 【予習】グループワークに向けて、必要な準備をしておいて
下さい。
【復習】グループワークの結果を整理し、次回に向けた作
業に取り組んで下さい。

4時間

第4回 グループワーク3：調査・分析 【予習】グループワークに向けて、必要な準備をしておいて
下さい。
【復習】グループワークの結果を整理し、次回に向けた作
業に取り組んで下さい。

4時間

第5回 グループワーク4：調査・分析、中間報告準備 【予習】グループワークに向けて、必要な準備をしておいて
下さい。
【復習】グループワークの結果を整理し、次回に向けた作
業に取り組んで下さい。

4時間
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第6回 グループワーク5：中間報告、議論 【予習】中間報告の準備をしておいて下さい。
【復習】中間報告での議論の結果を整理し、次回に向けた
作業に取り組んで下さい。

4時間

第7回 グループワーク6：追加の調査・分析 【予習】グループワークに向けて、必要な準備をしておいて
下さい。
【復習】グループワークの結果を整理し、次回に向けた作
業に取り組んで下さい。

4時間

第8回 グループワーク7：追加の調査・分析、最終報告準備 【予習】グループワークに向けて、必要な準備をしておいて
下さい。
【復習】グループワークの結果を整理し、最終報告に向け
た課題に取り組んで下さい。

4時間

第9回 グループワーク8：最終報告、議論 【予習】最終報告の準備をしておいて下さい。
【復習】最終報告での議論の結果を整理して下さい。

4時間

第10回 個人課題研究1：個人の課題（卒業研究テーマ）決定、テーマの概要に
関するレポートの書き方

【予習】自分が卒業研究として取り組みたい課題を考えて
おいて下さい。
【復習】課題に関する情報取集を行って下さい。

4時間

第11回 個人課題研究2：調査・分析 【予習】収集した情報について説明できるよう準備しておい
て下さい。
【復習】情報を整理・分析し、レポートで書きたい骨子を考
えて下さい。

4時間

第12回 個人課題研究3：骨子作成 【予習】レポート骨子を説明できるように準備しておいて下
さい。
【復習】骨子に基づき、レポートのドラフトを執筆して下さ
い。

4時間

第13回 個人課題研究4：レポート作成 【予習】レポートのドラフトを準備しておいて下さい。
【復習】レポートの手直しを行って下さい。

4時間

第14回 個人課題研究5：レポート提出 【予習】レポートを提出できるように準備しておいて下さい。
【復習】授業で得た知識、情報、自分で考えたことなどを整
理して下さい。

4時間

第15回 レポート返却及び演習のまとめ 【予習】演習全体の内容を振り返り、良かった点、反省点な
どを考えておいて下さい。
【復習】演習全体で得た知識、情報、自分で考えたことなど
を整理して下さい。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅡＢ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

3藤田　峻

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ ゲーム理論と行動経済学（応用）
　―ゲーム理論・行動経済学で戦略的行動を考える―

授業の目的及び概要
本科目ではゲーム理論や行動経済学を応用して，身近な現象から大規模な社会問題まで，様々な社会現象・社会問題を考えます。
ゲーム理論や行動経済学は，多様な社会現象・社会問題を分析することが可能です。たとえば，労使関係や，ライバル企業との競争関係なども考えら
れますし，様々な政策の効果や個人の意思決定も分析できます。
理論的な分析を行うと，様々な疑問に答えを得ることができます。たとえば，新卒採用で業務と直接関係ない資格取得やボランティアの経験が評価され
る場合があるのはなぜでしょうか。航空券は出発直前になるほど高額になるのに，東京スカイツリーの展望台入場券は当日券の方が安いのはなぜで
しょうか。夏休みの宿題を計画通りに進められないのはなぜでしょうか。どうすれば年金保険料の未納率を下げることができるようになるのでしょうか。
ゲーム理論や行動経済学は，このような疑問への答えを考えるために便利な道具です。本科目では卒業研究のために，主にゲーム理論を用いた戦略
的思考を学び，これを活用する能力を養うことを目的とします。このため授業ではゲーム理論を学びつつ，どのような状況に理論を応用できるか考える
練習を受講者のプレゼンテーションを中心に行います。

また，本科目でも経済学部で設定される演習Ⅱのサブテーマである「実学としての経済学」を扱います。「実学としての経済学」では，GDP，為替レート，
金利などの経済諸指標の連関について学修し，この理解を通じて経済の動きを見通す力を養います。このような能力はビジネスや私生活でも役立てる
ことができます。本科目のメインテーマであるゲーム理論もビジネスや私生活に応用しやすい理論体系であるため，両者の学修を通じて「役に立つ経済
学」の修得を目指します。

学修の到達目標
本科目で最初に達成すべき目標は，ゲーム理論および行動経済学の基礎知識を修得することです。次に，学修した理論を現実の様々な現象に応用で
きる力を身につけることを目標とします。最終的に，社会問題・社会現象等に対してゲーム理論または行動経済学の考え方を適用し，他者と協働しなが
ら自分の考えを整理して発信する能力を身につけ，卒業研究を行うことができる能力の修得を目指します。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
グループまたは個人による研究報告に対するコメントを通じてフィードバックを行います。また，グループワークの作業を授業中に進める場合には，適宜
進捗を確認しながらフィードバックを行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告／ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

ゲーム理論を学ぶと，意思決定の基準とする直感や経験に対して，論理的な根拠を与えることができるようになります。さらに自分が置かれている状況
を整理する能力を鍛えることもできるので，意思決定を助けるツールとして，社会に出てからも役に立つでしょう。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

050050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストは指定しません。
必要な資料等は授業中に配付・紹介します。

参考書

なし
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス ・シラバスの確認（30分程度）
・夏休みの振り返り（30分程度）
・秋学期の目標設定（1時間程度）
・グループワークテーマの検討（2時間程度）

4時間

第2回 グループワーク１ ・グループワークテーマの検討（2時間程度）
・テーマに関連する調査（2時間程度）

4時間

第3回 グループワーク２ ・グループワークに関する調査（2時間程度）
・ゲーム理論・行動経済学に関する理論学修（2時間程度）

4時間

第4回 グループワーク３ ・グループワークに関する調査（2時間程度）
・ゲーム理論・行動経済学に関する理論学修（2時間程度）

4時間

第5回 グループワーク４ ・グループワークに関する調査（2時間程度）
・ゲーム理論・行動経済学に関する理論学修（2時間程度）

4時間

第6回 グループワーク５ ・グループワークに関する調査（2時間程度）
・ゲーム理論・行動経済学に関する理論学修（2時間程度）

4時間
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第7回 グループワーク６ ・グループワークに関する調査（2時間程度）
・ゲーム理論・行動経済学に関する理論学修（2時間程度）

4時間

第8回 グループワーク７ ・グループワークに関する調査 4時間

第9回 グループワーク８ ・グループワークに関する調査（2時間程度）
・ゲーム理論・行動経済学に関する理論学修（2時間程度）

4時間

第10回 グループワーク９ ・グループワークに関する調査 4時間

第11回 グループワークの総括・振り返り ・グループワークにおける研究成果に対する振り返り（2時
間程度）
・グループワークの方法・チームとして協働する力に関す
る振り返り（2時間程度）

4時間

第12回 研究計画の策定１ ・卒業論文のテーマの検討（2時間程度）
・興味のあるテーマに関する文献調査（1時間程度）
・期末レポートの執筆（1時間程度）

4時間

第13回 研究計画の策定２ ・卒業論文のテーマの検討（2時間程度）
・興味のあるテーマに関する文献調査（1時間程度）
・期末レポートの執筆（1時間程度）

4時間

第14回 研究計画の策定３ ・期末レポートの執筆（2時間程度）
・研究計画に関するプレゼンテーション資料の作成（2時間
程度）

4時間

第15回 まとめ ・期末レポートの執筆 4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅡＢ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

3畑佐　伸英

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ 国際経済の課題と政策対応

授業の目的及び概要
グローバル化の進展が目覚ましい昨今にあって、たとえ一国内の問題であったとしても、広く国際社会や他国の政治・経済へとその影響が波及していく
事態は、決して珍しい現象ではなくなってきている。まさにグローバル経済の真っただ中にある日本並びに他のあらゆる地域や国々は、時にこうした国
際化の波に直面しながら、様々な経済問題や課題と向き合っている。本講義では、このような世界経済に関連する諸課題を見つけ、その本質を解明し
ていく作業を、各自の調査・発表と全体での議論・討論を通して行っていく。
経済学部の全クラスの演習ⅡA/Bにおけるサブテーマとして、「実学としての経済学」、具体的にはＧＤＰ、為替レート、金利、などの経済諸指標の連関
を学修します。経済諸指標が互いに連動する関係を知っておくと、経済の動きが見通せて、ビジネス・私生活を営む上で実に役に立つからです。

学修の到達目標
日本を含む世界各国・地域や国際社会が直面している経済問題について、自ら情報収集し考察していく中で、課題発見能力と分析力を磨いていく。ま
た、各自でレジュメや資料を準備して発表してもらい、それらをもとに皆で議論していくことで、プレゼン力やコミュニケーション能力も獲得していく。最終
的には、レポートという形で文章にまとめていくことで構成力や表現力、文章力を高めていくと共に、次年時の卒業レポートや卒業論文の執筆につなげ
ていく。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
発表内容については、授業の中で解説及び講評します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

PBL（課題解決型学習）／ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告／実習、フィールドワーク、学外見学／ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

「国際経済学」「世界経済論」「国際金融論」「開発経済論」などの国際経済に広く関連する科目を受講しておくことが望ましい。また、「アジア経済概論」
「中国経済論」「アメリカ経済論」「ヨーロッパ経済論」など、世界のあらゆる国や地域の経済について学ぶ講義を履修しておくこともお勧めする。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

30
授業内での発表

00

040030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

特定のテキストは利用しない。

参考書

随時、授業の中で紹介します。

なし
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス
演習の進め方、報告担当箇所の割り振り。

自分が取り上げたテーマや課題について、関連する新聞
やニュース記事などに目を通して、最新の情報を収集して
おいてください。授業で学んだことや思ったこと、考えたこ
となどは、復習としてノートやファイルに整理して、まとめて
おくと良いでしょう。

4時間

第2回 国際経済の課題と政策対応：発表の準備（1） 自分が取り上げたテーマや課題について、情報をアップ
デートしておくとともに、その対応策や解決手段について
考えておいてください。授業で学んだことや思ったこと、考
えたことなどは、復習としてノートやファイルに整理して、ま
とめておくと良いでしょう。

4時間

第3回 国際経済の課題と政策対応：発表の準備（2） 自分が取り上げたテーマや課題について、情報をアップ
デートしておくとともに、その対応策や解決手段について
考えておいてください。授業で学んだことや思ったこと、考
えたことなどは、復習としてノートやファイルに整理して、ま
とめておくと良いでしょう。

4時間

第4回 国際経済の課題と政策対応：発表並びに討論(1) 報告担当者は、パワーポイントを作成し発表の準備をして
ください。その他の受講者は、報告されるテーマについて、
あらかじめ関連するテキストや新聞記事などを読んでおい
てください。授業で学んだことや思ったこと、考えたことな
どは、復習としてノートやファイルに整理して、まとめておく
と良いでしょう。

4時間
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第5回 国際経済の課題と政策対応：発表並びに討論(2) 報告担当者は、パワーポイントを作成し発表の準備をして
ください。その他の受講者は、報告されるテーマについて、
あらかじめ関連するテキストや新聞記事などを読んでおい
てください。授業で学んだことや思ったこと、考えたことな
どは、復習としてノートやファイルに整理して、まとめておく
と良いでしょう。

4時間

第6回 国際経済の課題と政策対応：発表並びに討論(3) 報告担当者は、パワーポイントを作成し発表の準備をして
ください。その他の受講者は、報告されるテーマについて、
あらかじめ関連するテキストや新聞記事などを読んでおい
てください。授業で学んだことや思ったこと、考えたことな
どは、復習としてノートやファイルに整理して、まとめておく
と良いでしょう。

4時間

第7回 国際経済の課題と政策対応：発表並びに討論(4) 報告担当者は、パワーポイントを作成し発表の準備をして
ください。その他の受講者は、報告されるテーマについて、
あらかじめ関連するテキストや新聞記事などを読んでおい
てください。授業で学んだことや思ったこと、考えたことな
どは、復習としてノートやファイルに整理して、まとめておく
と良いでしょう。

4時間

第8回 国際経済の課題と政策対応：発表並びに討論(5) 報告担当者は、パワーポイントを作成し発表の準備をして
ください。その他の受講者は、報告されるテーマについて、
あらかじめ関連するテキストや新聞記事などを読んでおい
てください。授業で学んだことや思ったこと、考えたことな
どは、復習としてノートやファイルに整理して、まとめておく
と良いでしょう。

4時間

第9回 国際経済の課題と政策対応：発表並びに討論(6) 報告担当者は、パワーポイントを作成し発表の準備をして
ください。その他の受講者は、報告されるテーマについて、
あらかじめ関連するテキストや新聞記事などを読んでおい
てください。授業で学んだことや思ったこと、考えたことな
どは、復習としてノートやファイルに整理して、まとめておく
と良いでしょう。

4時間

第10回 国際経済の課題と政策対応：発表並びに討論(7) 報告担当者は、パワーポイントを作成し発表の準備をして
ください。その他の受講者は、報告されるテーマについて、
あらかじめ関連するテキストや新聞記事などを読んでおい
てください。授業で学んだことや思ったこと、考えたことな
どは、復習としてノートやファイルに整理して、まとめておく
と良いでしょう。

4時間

第11回 国際経済の課題と政策対応：発表並びに討論(8) 報告担当者は、パワーポイントを作成し発表の準備をして
ください。その他の受講者は、報告されるテーマについて、
あらかじめ関連するテキストや新聞記事などを読んでおい
てください。授業で学んだことや思ったこと、考えたことな
どは、復習としてノートやファイルに整理して、まとめておく
と良いでしょう。

4時間

第12回 国際経済の課題と政策対応：発表並びに討論(9) 報告担当者は、パワーポイントを作成し発表の準備をして
ください。その他の受講者は、報告されるテーマについて、
あらかじめ関連するテキストや新聞記事などを読んでおい
てください。授業で学んだことや思ったこと、考えたことな
どは、復習としてノートやファイルに整理して、まとめておく
と良いでしょう。

4時間

第13回 国際経済の課題と政策対応：発表並びに討論(10) 報告担当者は、パワーポイントを作成し発表の準備をして
ください。その他の受講者は、報告されるテーマについて、
あらかじめ関連するテキストや新聞記事などを読んでおい
てください。授業で学んだことや思ったこと、考えたことな
どは、復習としてノートやファイルに整理して、まとめておく
と良いでしょう。

4時間

第14回 国際経済の課題と政策対応：発表並びに討論(11) 報告担当者は、パワーポイントを作成し発表の準備をして
ください。その他の受講者は、報告されるテーマについて、
あらかじめ関連するテキストや新聞記事などを読んでおい
てください。授業で学んだことや思ったこと、考えたことな
どは、復習としてノートやファイルに整理して、まとめておく
と良いでしょう。

4時間

第15回 まとめ並びに総括 これまでの学習を振り返って、学んだこと、分かったこと、
発見したこと、難しかったこと、興味や関心を抱いたこと、
などについて考えておいてください。授業で学んだことや
思ったこと、考えたことなどは、復習としてノートやファイル
に整理して、まとめておくと良いでしょう。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅡＢ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

3前鶴　政和

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ 日本経済と経済政策

授業の目的及び概要
この演習では、日本経済の抱える諸課題を中心に、学修を進めていきます。秋学期の演習ⅡBでは、2000字以上のレポートを作成する必要がありま
す。
　この演習は皆さんが経済学の専門知識を深め、社会で活躍するために必要な経済問題の解決について考察する能力の修得を図る科目です。演習の
レベルは、ミクロ経済学やマクロ経済学の応用レベルです。

「実学としての経済学」との関係：
　この演習では、ＧＤＰ、為替レート、金利、などの経済諸指標の連関を学修します。

学修の到達目標
この演習は、以下のことを目標とします。
1.2年次までに修得した経済学の専門知識をさまざまな現実問題の分析に応用することができる。
2.研究テーマを設定し、レポートを作成することができる。
3.ゼミの報告と討論を通して、就職活動に必要なプレゼン能力やコミュニケーション能力を身につけることができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
提出された課題については、コメントを付して返却します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告／ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

この演習の授業内容は、ミクロ経済学やマクロ経済学の基本的な知識を用いて行われます。そのため、受講生には、これらの科目の履修を望みます。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

060040

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキスト指定は行いません。必要な資料を適宜配付します。

参考書

「日本型格差社会」からの脱却，岩田規久男，光文社，2021年

配付資料の内容について、より詳しく学修したい方は、参考書を用いて学修してください。

なし

9784334045500

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ゼミの運営方法や内容について説明します。 【予習】この演習のシラバスを事前によく読んでおいてくだ
さい（1時間程度）。
【復習】授業後に、ガイダンスの内容について復習してくだ
さい（1時間程度）。

2時間

第2回 レポートの研究テーマの設定について解説します。 【予習】研究テーマの設定に関する資料を事前によく読ん
でおいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、研究テーマの設定に関する資料につい
て復習してください（2時間程度）。

4時間

第3回 「90年代以降、日本の生産性はなぜ低下したのか」の前半部分につい
て学修します。

【予習】「90年代以降、日本の生産性はなぜ低下したのか」
に関する配付資料の前半部分を事前に読んでおいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】「90年代以降、日本の生産性はなぜ低下したのか」
に関する配付資料の前半部分を読み直し、授業で得た知
識を確認してください（2時間程度）。

4時間

第4回 「90年代以降、日本の生産性はなぜ低下したのか」の後半部分につい
て学修します。

【予習】「90年代以降、日本の生産性はなぜ低下したのか」
に関する配付資料の後半部分を事前に読んでおいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】「90年代以降、日本の生産性はなぜ低下したのか」
に関する配付資料の後半部分を読み直し、授業で得た知
識を確認してください（2時間程度）。

4時間
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第5回 「実学としての経済学」について学修します。 【予習】「実学としての経済学」に関する配付資料を事前に
読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】「実学としての経済学」に関する配付資料を読み直
し、授業で得た知識を確認してください（2時間程度）。

4時間

第6回 「労働生産性を引き上げるための正攻法」の前半部分について学修し
ます。

【予習】「労働生産性を引き上げるための正攻法」に関する
配付資料の前半部分を事前に読んでおいてください（2時
間程度）。
【復習】「労働生産性を引き上げるための正攻法」に関する
配付資料の前半部分を読み直し、授業で得た知識を確認
してください（2時間程度）。

4時間

第7回 「労働生産性を引き上げるための正攻法」の後半部分について学修し
ます。

【予習】「労働生産性を引き上げるための正攻法」に関する
配付資料の後半部分を事前に読んでおいてください（2時
間程度）。
【復習】「労働生産性を引き上げるための正攻法」に関する
配付資料の後半部分を読み直し、授業で得た知識を確認
してください（2時間程度）。

4時間

第8回 「産業・企業保護政策から公正な競争政策へ」の前半部分について学
修します。

【予習】「産業・企業保護政策から公正な競争政策へ」に関
する配付資料の前半部分を事前に読んでおいてください
（2時間程度）。
【復習】「産業・企業保護政策から公正な競争政策へ」に関
する配付資料の前半部分を読み直し、授業で得た知識を
確認してください（2時間程度）。

4時間

第9回 「産業・企業保護政策から公正な競争政策へ」の後半部分について学
修します。

【予習】「産業・企業保護政策から公正な競争政策へ」に関
する配付資料の後半部分を事前に読んでおいてください
（2時間程度）。
【復習】「産業・企業保護政策から公正な競争政策へ」に関
する配付資料の後半部分を読み直し、授業で得た知識を
確認してください（2時間程度）。

4時間

第10回 「労働の効率的配分を可能にする制度改革」の前半部分について学修
します。

【予習】「労働の効率的配分を可能にする制度改革」に関
する配付資料の前半部分を事前に読んでおいてください
（2時間程度）。
【復習】「労働の効率的配分を可能にする制度改革」に関
する配付資料の前半部分を読み直し、授業で得た知識を
確認してください（2時間程度）。

4時間

第11回 「労働の効率的配分を可能にする制度改革」の後半部分について学修
します。

【予習】「労働の効率的配分を可能にする制度改革」に関
する配付資料の後半部分を事前に読んでおいてください
（2時間程度）。
【復習】「労働の効率的配分を可能にする制度改革」に関
する配付資料の後半部分を読み直し、授業で得た知識を
確認してください（2時間程度）。

4時間

第12回 「就業率を高めるための戦略」の前半部分について学修します。 【予習】「就業率を高めるための戦略」に関する配付資料の
前半部分を事前に読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】「就業率を高めるための戦略」に関する配付資料の
前半部分を読み直し、授業で得た知識を確認してください
（2時間程度）。

4時間

第13回 「就業率を高めるための戦略」の後半部分について学修します。 【予習】「就業率を高めるための戦略」に関する配付資料の
後半部分を事前に読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】「就業率を高めるための戦略」に関する配付資料の
後半部分を読み直し、授業で得た知識を確認してください
（2時間程度）。

4時間

第14回 「新しい所得再分配制度で貧困を減らす」について学修します。 【予習】「新しい所得再分配制度で貧困を減らす」に関する
配付資料を事前に読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】「新しい所得再分配制度で貧困を減らす」に関する
配付資料を読み直し、授業で得た知識を確認してください
（2時間程度）。

4時間

第15回 授業全般にわたる総括を行います。 【予習】これまでの授業回の配付資料等を事前によく読ん
でおいてください（3時間程度）。
【復習】授業後に、これまでの授業回の配付資料等につい
て総復習してください（3時間程度）。

6時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅡＢ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

3小巻　善郎

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ 証券市場のしくみを学ぶ

授業の目的及び概要
この演習ⅡBは、金融経済コースの推奨ゼミです。証券市場のしくみを学修することによって、社会に出てから必要となる金融指標や証券投資の知識を
身につけることを目的としています。
春学期の演習ⅡAでは株式市場を中心に学修しましたが、秋学期の演習ⅡBでは、投資信託と債券市場のしくみを中心に学修を行います。
また、レポート作成やグループ討議、プレゼンテーション、ディスカッションなどを行います。社会に出てから必要となるレポート作成能力、プレゼンテー
ション能力、コミュニケーション能力を身につけることを目的としています。
加えて、この演習ⅡBにおいても、経済学部の全クラスの演習ⅡA/Bにおけるサブテーマとして、「実学としての経済学」、具体的にはＧＤＰ、為替レート、
金利などの経済諸指標の連関を学修します。経済諸指標が相互に連動する関係を学修することで、社会に出てから必要となる「経済を見る力」を身に
つけることを目的としています。

学修の到達目標
この演習では、以下の３点を学修の到達目標とします。
・経済諸指標が相互に連動する関係が理解できるようになる。
・金融指標の動きが理解できるようになる。
・説得力のあるプレゼンテーションを行うことができるようになる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
基本的には、①教員による課題の解説→②グループに分かれて討議→③各グループからの発表→④全体でのディスカッション→⑤教員によるコメント・
アドバイスという流れとなります。それを繰り返すことで演習を進めていきます。
課題に対するフィードバックは、プレゼンテーションに対する教員のコメント・アドバイスという形で行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

この演習ⅡBでの学修の成果として、たとえば日本証券業協会が実施している二種外務員資格や、国家資格であるＦＰ技能検定２級・３級といった金融
関連の資格取得を目指していただきたいと思っています。
意志あるところに、必ず道は開けます。
主体的・積極的に取り組んでください。十分なサポートを行います。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

30
授業内での報告・発表

00

020050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキスト指定はありません。
適宜、資料を配布します。

参考書

なし
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 オリエンテーション
演習ⅡＢの進め方を説明します。また、秋学期の目標を作成します。

・配布資料を復習する。
・次回の授業課題「実学としての経済学・練習問題」を予習
する。

2時間

第2回 実学としての経済学
練習問題を学修します。

・練習問題を復習する。
・次回の授業課題「投資信託の基本的なしくみ」を予習す
る。

4時間

第3回 投資信託の基本的なしくみ
配布資料を用いて解説した後、グループワークを行い、最後に全体で
ディスカッションします。

・配布資料を復習する。
・次回の授業課題「投資信託のメリットとリスク」を予習す
る。

4時間

第4回 投資信託のメリットとリスク
配布資料を用いて解説した後、グループワークを行い、最後に全体で
ディスカッションします。

・配布資料を復習する。
・次回の授業課題「投資信託の事例研究」を予習する。

4時間

第5回 投資信託の事例研究
グループワークで投資信託の事例研究を行い、その結果をグループご
とに発表します。

・配布資料を復習する。
・次回の授業課題「投資信託の事例研究」を予習する。

4時間

第6回 投資信託の事例研究
グループワークで投資信託の事例研究を行い、その結果をグループ毎
に発表します。

・配布資料を復習する。
・次回の授業課題「投資信託の事例研究」を予習する。

4時間
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第7回 投資信託の事例研究
グループワークで投資信託の事例研究を行い、その結果をグループ毎
に発表します。

・配布資料を復習する。
・次回の授業課題「債券市場の基本的なしくみ」を予習す
る。

4時間

第8回 債券市場の基本的なしくみ
配布資料を用いて解説した後、グループワークを行い、最後に全体で
ディスカッションします。

・配布資料を復習する。
・次回の授業課題「債券の種類、債券の利回りと価格」を
予習する。

4時間

第9回 債券の種類、債券の利回りと価格
配布資料を用いて解説した後、グループワークを行い、最後に全体で
ディスカッションします。

・配布資料を復習する。
・次回の授業課題「先物取引の概要」を予習する。

4時間

第10回 先物取引の概要
配布資料を用いて解説した後、グループワークを行い、最後に全体で
ディスカッションします。

・配布資料を復習する。
・次回の授業課題「オプション取引の概要」を予習する。

4時間

第11回 オプション取引の概要
配布資料を用いて解説した後、グループワークを行い、最後に全体で
ディスカッションします。

・配布資料を復習する。
・研究テーマの設定を行い、提出する。

4時間

第12回 研究テーマの設定・概要の発表
各自の研究テーマをプレゼンテーションし、全体でディスカッションしま
す。

・研究テーマに沿った資料収集や調査研究を進める。 4時間

第13回 研究テーマの設定・概要の発表
各自の研究テーマをプレゼンテーションし、全体でディスカッションしま
す。

・研究テーマに沿った資料収集や調査研究を進める。 4時間

第14回 研究テーマの設定・概要の発表
各自の研究テーマをプレゼンテーションし、全体でディスカッションしま
す。

・研究テーマに沿った資料収集や調査研究を進める。 4時間

第15回 総括
秋学期演習のまとめを行います。

・研究テーマに沿った資料収集や調査研究を進める。
・研究レポート（2,000字）を作成する。

6時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅡＢ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

3嶋田　裕光

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ 日本の人口と経済社会の展望（人口に起因する経済社会問題の展望）

授業の目的及び概要
将来の人口予測をもとに近未来に起こりうる経済社会の姿の予測もかなりの程度、可能です。色々なシナリオに基づいた人口予測をもとに、演習参加
者の関心の高い分野を中心に様々な角度から今後の人口動態により左右される日本経済の予測や課題を展望します。本演習を通じて人口と特に連関
するマーケットや地域経済、経済全体の規模や成長力、労働力、社会保障や財政の今後の動きなどについて、人口をベースにビジネスや実生活におい
ても活かせる予測ができる能力を培うことを目的とします。

学修の到達目標
人口に起因する日本の経済社会問題は多岐にわたります。こうした課題に対し、問題意識を持ってその背景と対応策について理解を深めることにより、
公務員、公共サービス、ビジネス界いずれに進んでも広く活用できる基礎知識や予測データに基づく客観的な課題分析力を身につけることを目標としま
す。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
演習の中での担当教員による方向づけや参加者間の討論を通じて、選択したテーマについての問題意識を高めつつ、数回に渡ってその都度方針を確
かめながら完成度の高い最終レポートを作成していきます。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

演習II Aでは、主に人口指標の見方と人口予測の方法を身につけましたが、その知識を前提として演習IIBに臨むことになりますので、演習IIAでの学習
内容をよく復習しておいて下さい。日本経済の中長期的な底流にある人口動態を常に意識する姿勢を定着させることが本演習に参加する基本となりま
す。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

000

050050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

演習毎に参考となる資料を適宜配布します。

参考書

現代人口経済学,松浦司,日本評論社, 2020年

なし

9784535559509

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 日本の人口を巡る諸問題としてどの様なものがあるか、参加者間で幅
広く議論します。その中で自分がより分析を深めたいと思うテーマを選
択します。

これまでの演習で関心をもったテーマを選択してもらうこと
になりますので、関連する文献なども読み始めておいて下
さい。

2時間

第2回 少子化問題、高齢化問題、地方経済活力低下、東京一極集中問題、労
働力不足、日本の潜在成長力など人口にかかる経済社会の諸問題を
いくつか取り上げ、参加者間で討論します。（テーマ選択数は参加者数
によります）。参加者が数回（テーマ選択とレポート方針報告、中間報
告、最終報告）討論を重ねながら最終的なレポートを完成させていきま
す。

テーマを選択し、最終的なレポートとしてまとめるにあた
り、まず問題の所在、対応の方向性などについて方針案
を各自作成してもらいます。

4時間

第3回 少子化問題、高齢化問題、地方経済活力低下、労働力不足、日本の潜
在成長力低下など人口にかかる経済社会の諸問題をいくつか取り上
げ、参加者間で討論します。（テーマ選択数は参加者数によります）。参
加者が数回（テーマ選択とレポート方針報告、中間報告、最終報告）討
論を重ねながら最終的なレポートを完成させていきます。

テーマを選択し、最終的なレポートとしてまとめるにあた
り、まず問題意識、対応の方向性などについて方針案を
各自作成、報告してもらいます。

4時間

第4回 少子化問題、高齢化問題、地方経済活力低下、労働力不足、日本の潜
在成長力低下など人口にかかる経済社会の諸問題をいくつか取り上
げ、参加者間で討論します。（テーマ選択数は参加者数によります）。参
加者が数回（テーマ選択とレポート方針報告、中間報告、最終報告）討
論を重ねながら最終的なレポートを完成させていきます。

テーマを選択し、最終的なレポートとしてまとめるにあた
り、まず問題意識、対応の方向性などについて方針案を
各自作成、報告してもらいます。

4時間

第5回 少子化問題、高齢化問題、地方経済活力低下、労働力不足、日本の潜
在成長力低下など人口にかかる経済社会の諸問題をいくつか取り上
げ、参加者間で討論します。（テーマ選択数は参加者数によります）。参
加者が数回（テーマ選択とレポート方針報告、中間報告、最終報告）討
論を重ねながら最終的なレポートを完成させていきます。

テーマを選択し、最終的なレポートとしてまとめるにあた
り、まず問題意識、対応の方向性などについて方針案を
各自作成、報告してもらいます。

4時間

－503－



第6回 少子化問題、高齢化問題、地方経済活力低下、労働力不足、日本の潜
在成長力低下など人口にかかる経済社会の諸問題をいくつか取り上
げ、参加者間で討論します。（テーマ選択数は参加者数によります）。参
加者が数回（テーマ選択とレポート方針報告、中間報告、最終報告）討
論を重ねながら最終的なレポートを完成させていきます。

方針に基づき、各自、問題の所在、将来の予測シナリオ、
望ましい方向への対応策についてスケルトンを各自報告
してもらいます。

4時間

第7回 少子化問題、高齢化問題、地方経済活力低下、労働力不足、日本の潜
在成長力低下など人口にかかる経済社会の諸問題をいくつか取り上
げ、参加者間で討論します。（テーマ選択数は参加者数によります）。参
加者が数回（テーマ選択とレポート方針報告、中間報告、最終報告）討
論を重ねながら最終的なレポートを完成させていきます。

方針に基づき、各自、問題の所在、将来の予測シナリオ、
望ましい方向への対応策についてスケルトンを各自報告
してもらいます。

4時間

第8回 少子化問題、高齢化問題、地方経済活力低下、労働力不足、日本の潜
在成長力低下など人口にかかる経済社会の諸問題をいくつか取り上
げ、参加者間で討論します。（テーマ選択数は参加者数によります）。参
加者が数回（テーマ選択とレポート方針報告、中間報告、最終報告）討
論を重ねながら最終的なレポートを完成させていきます。

方針に基づき、各自、問題の所在、将来の予測シナリオ、
望ましい方向への対応策についてスケルトンを各自報告
してもらいます。

4時間

第9回 少子化問題、高齢化問題、地方経済活力低下、労働力不足、日本の潜
在成長力低下など人口にかかる経済社会の諸問題をいくつか取り上
げ、参加者間で討論します。（テーマ選択数は参加者数によります）。参
加者が数回（テーマ選択とレポート方針報告、中間報告、最終報告）討
論を重ねながら最終的なレポートを完成させていきます。

方針に基づき、各自、問題の所在、将来の予測シナリオ、
望ましい方向への対応策についてスケルトンを報告しても
らいます。

4時間

第10回 少子化問題、高齢化問題、地方経済活力低下、労働力不足、日本の潜
在成長力低下など人口にかかる経済社会の諸問題をいくつか取り上
げ、参加者間で討論します。（テーマ選択数は参加者数によります）。参
加者が数回（テーマ選択とレポート方針報告、中間報告、最終報告）討
論を重ねながら最終的なレポートを完成させていきます。

方針に基づき、各自、問題の所在、将来の予測シナリオ、
望ましい方向への対応策についてスケルトンを各自報告
してもらいます。

4時間

第11回 少子化問題、高齢化問題、地方経済活力低下、労働力不足、日本の潜
在成長力低下など人口にかかる経済社会の諸問題をいくつか取り上
げ、参加者間で討論します。（テーマ選択数は参加者数によります）。参
加者が数回（テーマ選択とレポート方針報告、中間報告、最終報告）討
論を重ねながら最終的なレポートを完成させていきます。

最終報告として、問題の所在、予測シナリオ、望ましい方
向への対応策をレポートとして完成させてもらいます。

4時間

第12回 少子化問題、高齢化問題、地方経済活力低下、労働力不足、日本の潜
在成長力低下など人口にかかる経済社会の諸問題をいくつか取り上
げ、参加者間で討論します。（テーマ選択数は参加者数によります）。参
加者が数回（テーマ選択とレポート方針報告、中間報告、最終報告）討
論を重ねながら最終的なレポートを完成させていきます。

最終報告として、問題の所在、予測シナリオ、望ましい方
向への対応策をレポートとして完成させてもらいます。

4時間

第13回 少子化問題、高齢化問題、地方経済活力低下、労働力不足、日本の潜
在成長力低下など人口にかかる経済社会の諸問題をいくつか取り上
げ、参加者間で討論します。（テーマ選択数は参加者数によります）。参
加者が数回（テーマ選択とレポート方針報告、中間報告、最終報告）討
論を重ねながら最終的なレポートを完成させていきます。

最終報告として、問題の所在、予測シナリオ、望ましい方
向への対応策をレポートとして完成させてもらいます。

4時間

第14回 少子化問題、高齢化問題、地方経済活力低下、労働力不足、日本の潜
在成長力低下など人口にかかる経済社会の諸問題をいくつか取り上
げ、参加者間で討論します。（テーマ選択数は参加者数によります）。参
加者が数回（テーマ選択とレポート方針報告、中間報告、最終報告）討
論を重ねながら最終的なレポートを完成させていきます。

最終報告として、問題の所在、予測シナリオ、望ましい方
向への対応策をレポートとして完成させてもらいます。

4時間

第15回 少子化問題、高齢化問題、地方経済活力低下、労働力不足、日本の潜
在成長力低下など人口にかかる経済社会の諸問題をいくつか取り上
げ、参加者間で討論します。（テーマ選択数は参加者数によります）。参
加者が数回（テーマ選択とレポート方針報告、中間報告、最終報告）討
論を重ねながら最終的なレポートを完成させていきます。

最終報告として、問題の所在、予測シナリオ、望ましい方
向への対応策をレポートとして完成させてもらいます。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅡＢ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

3伊勢　公人

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ 環境問題を経済学の視点から考える（応用）

授業の目的及び概要
自治体や国、地域の環境政策に関する課題、問題解決の方策についての知見を高め、自分の考えを明確に表現できるようなプレゼンテーション能力の
向上に資する演習です。

「実学としての経済学」との関係
この演習を履修することにより、経済指標にも影響を与える環境問題、環境政策を分析できる力を身につけることを目的としています。

学修の到達目標
①パソコンを利用し、情報収集、文献検索ができる。
②プレゼンで自分の考えを明確に表現できる。
③基礎的な分析手法を習得し、環境問題や環境政策を分析できる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
グループまたは個人による調査・研究報告に対するコメントを通じてフィードバックする。また、グループワークの作業を授業中に進める場合には、適
宜、進捗を確認しながらフィードバックします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

本演習では共同研究プロジェクトを複数のテーマ（したがって複数のグループ）で立ち上げます。
受講生自らが積極的に関与することを期待します。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

000

050050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストは指定しません。
必要な資料は都度、配布します。

参考書

なし
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス（本演習の進め方、グループ設定など） どのようなテーマのプロジェクトにかかわりたいかを考えて
おいてください。

4時間

第2回 論文のテーマと目的の明確化：討議と報告を行う 各グループで論文テーマと目的についてプレゼンテーショ
ンを行う準備を行ってください。

4時間

第3回 論文で取り上げる環境政策の確定：現実の問題と政策との関係を明確
にする。

各グループで論文で取り上げる環境政策、現実との問題
との関係についてプレゼンテーションを行う準備を行ってく
ださい。

4時間

第4回 テーマに関わる先行研究のレビュー：基本関連文献の解題 報告担当グループは先行研究を読み込んで報告の準備
をしてください。

4時間

第5回 先行研究の解題と報告 報告担当グループは先行研究を読み込んで報告の準備
をしてください。

4時間

第6回 分析方法の確定と調査の計画 各グループで分析方法を確定できるよう準備をしてくださ
い。

4時間

第7回 論文の主題、論文の章構成の体系化と内容の把握 各グループで主題、論文の章構成を考えておいてくださ
い。

4時間

第8回 論文と先行研究の違いを見極めながら展開する 各グループで論文と先行研究の違いについて報告できる
よう準備してください。

4時間

第9回 論文の作成（グループによる共同研究）(1)先行研究のまとめ 各グループで先行研究のまとめを報告できるよう準備して
ください。

4時間

第10回 論文の作成（グループによる共同研究）(2)分析結果のまとめ 各グループで分析結果のまとめを報告できるよう準備して
ください。

4時間
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第11回 論文の作成（グループによる共同研究）(3)章構成、参考文献などのまと
め

各グループで章構成と論理展開について報告できるよう
準備してください。

4時間

第12回 論文の作成（グループによる共同研究）(4)（論文によるインプリケーショ
ン）

各グループで論文のインプリケーションを報告できるよう
準備して下さい。

4時間

第13回 研究成果のプレゼンテーション(1) 報告担当グループはプレゼンテーション資料を準備してく
ださい。

4時間

第14回 研究成果のプレゼンテーション(2) 報告担当グループはプレゼンテーション資料を準備してく
ださい。

4時間

第15回 卒業論文の構成について考える 各自、卒業論文の構成を報告する準備をしてください。 4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅡＢ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

3前田　一樹

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ 労働市場や雇用政策を経済学的な視点から学ぶ

授業の目的及び概要
本科目では，労働経済学の視点に基づいて，身近な問題から賃金や雇用格差という社会的な問題まで，さまざまな社会問題について考えます。働くこ
とは生活の基礎です。では，なぜ裕福な人とそうでない人がいるのか，仕事を失うとどうなるか，働く意味や働きがいとは何であるか，などの普段の生活
で思い浮かぶ疑問について経済理論に基づいて理解できることを目指します。
また，政府が実施する雇用政策によって人々がどのように影響を受けるかというメカニズムついても理解し自分なりに読み解くことができる。
さらに，実際にデータなどを用いて現実の労働市場での事象が理論通りに起きているのかを確認したうえで，なぜそうなるのかという理由を探求していく
ことを行います。これらを通じて鍛えられる経済学的な論理的思考力，分析力，そして，データの読み取る能力は，大学における学習・研究だけでなく，
就職活動にも役立ちます。

合わせて，本科目では経済学部で設定される演習Ⅱのサブテーマ「実学としての経済学」を扱います。「実学としての経済学」では，GDD，為替レート，
金利などの経済諸指標の関連について学修し，この理解を通じて経済の動きを見通す力を養います。このような能力はビジネスや私生活でも役立てる
ことができます。

学修の到達目標
日本の労働市場が直面している諸問題を知ることで，日本経済の現状や仕組みについて精通をしていくとともに，労働経済学の分野での幅広い知識と
素養を習得する。また，報告にあたっての資料の作成や発表を通じてプレゼンテーションやコミュニケーションの能力を身につける。
これらを通じて，卒業研究を進める能力を習得する。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
グループまたは個人による研究報告に対するコメントを通じてフィードバックを行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告／ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

演習科目は，受講者の主体的な取り組みを前提として授業が運営されます。ゼミにおける報告資料の準備はもちろん，議論をするために事前のテキス
トの確認など授業時間中だけでは完結しません。そのため，授業以外の時間でも準備が必要です。参加者のみなさんに積極的な授業参加を強く期待し
ます。
履修にあたり，ミクロ経済学，マクロ経済学，労働経済学などの分析手法について知識があることが望ましいですが，必須ではありません。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

050050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストは指定しません。
必要な資料等は授業中に配布・紹介します。

参考書

①「働くこと」を思考する，久米功一，中央経済社，2020年
②労働経済学ー理論と実証をつなぐ ，川口大司，有斐閣 ，2017年
③職業の経済学，阿部正浩・菅万理・勇上和史編著 : 中央経済社，2017年

なし

①9784502366413
②9784641165076
③ 9784502238215

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス ・事前に参考文献に目を通し，興味のあるテーマについて
考えてください。（２時間程度）
・今学期の目標を決めるとともに，グループワークテーマ
の検討をしてください。（２時間程度）

4時間

第2回 グループワーク１ ・グループワークに関連する調査（２時間程度）
・授業の中で得た情報や知識を確認してください。テーマ
の掘り下げ方を検討してください。（２時間程度）

4時間

第3回 グループワーク２ ・グループワークに関連する調査（２時間程度）
・授業の中で得た情報や知識を確認してください。テーマ
の掘り下げ方を検討してください。（２時間程度）

4時間

第4回 グループワーク３ ・グループワークに関連する調査（２時間程度）
・授業の中で得た情報や知識を確認してください。テーマ
の掘り下げ方を検討してください。（２時間程度）

4時間

第5回 グループワーク４ ・グループワークに関連する調査（２時間程度）
・授業の中で得た情報や知識を確認してください。テーマ
の掘り下げ方を検討してください。（２時間程度）

4時間
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第6回 グループワーク５ ・グループワークに関連する調査（２時間程度）
・授業の中で得た情報や知識を確認してください。テーマ
の掘り下げ方を検討してください。（２時間程度）

4時間

第7回 グループワーク６ ・グループワークに関連する調査（２時間程度）
・授業の中で得た情報や知識を確認してください。テーマ
の掘り下げ方を検討してください。（２時間程度）

4時間

第8回 グループワーク７ ・グループワークに関連する調査（２時間程度）
・授業の中で得た情報や知識を確認してください。テーマ
の掘り下げ方を検討してください。（２時間程度）

4時間

第9回 グループワーク８ ・グループワークに関連する調査（２時間程度）
・授業の中で得た情報や知識を確認してください。テーマ
の掘り下げ方を検討してください。（２時間程度）

4時間

第10回 グループワーク９ ・グループワークに関連する調査（２時間程度）
・授業の中で得た情報や知識を確認してください。テーマ
の掘り下げ方を検討してください。（２時間程度）

4時間

第11回 グループワーク（総括・振り返り） ・グループワークでこれまで調べたことを振り返ってくださ
い。（２時間程度）
・グループワークの方法やテーマの掘り下げ方に関する振
り返りを行ってください。（２時間程度）

4時間

第12回 研究計画の策定１ ・卒業研究のテーマの検討，興味関心のあるテーマに関
する書籍・論文の調査（２時間程度）
・期末レポートの執筆（２時間程度）

4時間

第13回 研究計画の策定２ ・卒業研究のテーマの検討，興味関心のあるテーマに関
する書籍・論文の調査（２時間程度）
・期末レポートの執筆（２時間程度）

4時間

第14回 研究計画の策定３ ・卒業研究のテーマの検討，興味関心のあるテーマに関
する書籍・論文の調査（２時間程度）
・期末レポートの執筆（２時間程度）

4時間

第15回 まとめ ・期末レポートの執筆と長期休みの目標を検討してくださ
い。（２時間程度）
・今学期の振り返りを行ってください。（２時間程度）

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅡＢ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

3山垣　真浩

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ 社会政策論（労働経済および社会保障）

授業の目的及び概要
担当教員の専攻分野は社会政策（労働政策と社会保障）です。わかりやすくいえば、仕事や暮らしにかかわる問題と政策を研究しています。 春学期に
は、テキストを使って、社会政策の専門知識を学修します。秋学期には、社会政策に関するテーマで「学生研究発表大会」に出場するための準備をしま
す。 本ゼミ履修者はいくつかのチームに分かれて、全員が「学生研究発表大会」に出場しなければなりません。「大会」への出場を通して、専門知識の
修得、仲間との協働などを実践的に学修します。以上が本演習のメインテーマです。
　また、経済学部の全クラスの演習ⅡA/Bにおけるサブテーマとして、「実学としての経済学」、具体的にはＧＤＰ、為替レート、金利、などの経済諸指標
の連関を学修します。経済諸指標が互いに連動する関係を知っておくと、経済の動きが見通せて、ビジネス・私生活を営む上で実に役に立つからです。

学修の到達目標
３年次の１年間の目標は、（1）社会政策にかんする専門知識を獲得すること、（2）１つの問題を選択して「学生研究発表大会」に出場すること、（3）卒業
研究を開始して2000字レポートにまとめること、（4）「実学としての経済学」すなわち経済諸指標間の連動の関係をマスターすること、などです。こうして４
年次の卒業研究につなげていきます。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
課題については、授業中に解説及び講評を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

ゼミは講義とは違って、学生と教員、あるいはグループワークなどでは学生と学生との、対面型授業です。信頼関係をつくることを強く意識してください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

25
学生研究発表大会への取り組み

025

00050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

どうする日本の労働政策，櫻井純理編，ミネルヴァ書房，2021年

参考書

①どうする日本の福祉政策，埋橋孝文編，ミネルヴァ書房，2020年
②どうする日本の家族政策，落合恵美子編，ミネルヴァ書房，2021年

978-4623091140

① 978-4623089611
② 978-4623092819

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 夏休みの研究報告の準備作業
学生研究発表大会の夏休みの作業を、グループごとに行います。

夏休みの研究報告の準備（４時間程度）。 4時間

第2回 夏休みの研究報告
グループごとに行います。

チームごとにテーマを決め、文献を収集する（４時間程
度）。

4時間

第3回 研究報告の準備作業
グループごとに行います。

チームごとにテーマを決め、文献を収集し、読んでいく（４
時間程度）。

4時間

第4回 研究報告の準備作業
グループごとに行います。

チームごとにテーマを決め、文献を収集し、読んでいく（４
時間程度）。

4時間

第5回 研究報告の準備作業
グループごとに行います。

研究発表大会のリハーサルの準備をする（４時間程度）。 4時間

第6回 学生研究発表大会のリハーサル
ＰＰＴを使って第1回目のリハーサルを行います。

研究発表大会の報告準備をする（４時間程度）。 4時間

第7回 研究報告の準備作業
グループごとに行います。

研究発表大会の報告準備をする（４時間程度）。 4時間

第8回 学生研究発表大会のリハーサル
ＰＰＴを使って第2回目のリハーサルを行います。

研究発表大会の報告準備をする（４時間程度）。 4時間

第9回 学生研究発表大会のリハーサル
ＰＰＴを使って第3回目のリハーサルを行います。

研究発表大会の報告準備をする（４時間程度）。 4時間

第10回 卒業研究のテーマ決め
研究発表大会終了後は、卒業研究に着手します。

卒業研究のテーマを決め、文献を収集する（４時間程度）。 4時間
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第11回 卒業研究のテーマ決め
研究テーマを決定します。

卒業研究のテーマを決め、文献を収集し、報告の準備を
する（４時間程度）。

4時間

第12回 卒業研究の報告
卒業論文の報告。報告では、テーマと予定章構成と、言いたいこと、及
びこのテーマに関する代表的な学説について、説明できるようにした
い。

卒業研究の報告の準備をする（４時間程度）。 4時間

第13回 卒業研究の報告
卒業論文の報告。報告では、テーマと予定章構成と、言いたいこと、及
びこのテーマに関する代表的な学説について、説明できるようにした
い。

卒業研究の報告の準備をする（４時間程度）。 4時間

第14回 卒業研究の報告
卒業論文の報告。報告では、テーマと予定章構成と、言いたいこと、及
びこのテーマに関する代表的な学説について、説明できるようにした
い。

卒業研究の報告の準備をする（４時間程度）。 4時間

第15回 総括
まとめ。

卒業研究の報告の準備をする（４時間程度）。 4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅡＢ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

3朱　東平

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ 日本経済の課題を考えよう

授業の目的及び概要
この演習は、専門知識・能力の高度化を図る科目です。演習では、主要な新聞（とくに「日本経済新聞」）や雑誌の経済記事に対して問題提起と討論を
行うことによって、皆さんがこれまでに修得してきたさまざまな専門知識、とくにマクロ経済学とミクロ経済学の基礎知識を日本経済の分析に応用するこ
とに重点をおきます。この授業を受講することにより、日経新聞を読める力を身につけ、経済学部を卒業した社会人として持つべき経済学的思考を身に
つけることを目的としています。
　演習ⅡBでは、演習ⅡAで各自が選定した研究テーマを深く掘り下げていくように指導を行います。
　また、経済学部の全クラスの演習ⅡA/Bにおけるサブテーマとして、「実学としての経済学」、具体的にはＧＤＰ、為替レート、金利、などの経済諸指標
の連関を学修します。経済諸指標が互いに連動する関係を知っておくと、経済の動きが見通せて、ビジネス・私生活を営む上で実に役に立つからです。

学修の到達目標
この演習は、以下のことを目標とします。
1.１年次と２年次に修得した経済学の基礎理論をさまざまな現実問題の分析に応用することができる。
2.上記の目標を目指す中で、卒業論文のテーマを選定し、そのための資料収集を行うことができる。
3.ゼミの報告と討論を通して、一社会人として、また、就職活動にも必要なプレゼン能力やコミュニケーション能力を身につけることができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
優秀なレポートについては、授業中に紹介します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

皆で楽しく勉強できるゼミを作っていきましょう。
　経済学的な分析は、ミクロ経済学やマクロ経済学など基礎理論のもとで行われます。そのため、受講生には、この2科目の履修を望みます。ただし、演
習でも必要に応じて指導しますので、とくに予備知識をもたなければ履修できないことはありません。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

050050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

ラーニングポータルで配布される資料を用いて事前・事後学修に活用してください。

参考書

予習・復習に役立つ教材として、報告内容に応じて以下の参考書の関連内容について理解するようにしてくだ
さい。
①ミクロ経済学（第3版）、伊藤元重、日本評論社、2018年
②入門マクロ経済学（第5版）、中谷巌、日本評論社、2007年

なし

①9784535558441
②9784535555136

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 秋学期の目標を設定しましょう
・春学期に蓄積した「マイノート」の内容を整理するとともに、春学期末
の感想文をもとに、春学期の成長した点、秋学期の課題について話し
合います。
（授業の進行状況と皆さんの希望に応じて、以下の内容を変更すること
もありうる）

【予習】春学期に蓄積した「マイノート」の内容を整理すると
ともに、春学期末の感想文をもとに、春学期の成長した
点、秋学期の課題について考えてください（2時間程度）
【復習】次回の授業までに、「秋学期の目標」を、秋学期末
にチェック可能なように作成して「マイノート」に保存してく
ださい。(1時間程度)

3時間

第2回 グループ学修の改善
・秋学期のグループ運営の改善方法について話し合います。

【予習】引き続き「マイノート」の内容を整理し、春学期末の
感想文などを参考に、春学期のグループ学修の課題につ
いて考えてください（2時間程度）
【復習】①グループの運営方法や運営ルール等について
話し合い、確認してください。（1時間程度）

3時間

第3回 より多くの文献を読む①
・演習ⅡAで選定した研究テーマへの理解を深めていきます。

【予習】次回の授業までに、演習ⅡAで選定した研究テー
マを中心に文献を整理し追加したうえで、レジュメを作成し
て「マイノート」に保存してください。(3時間程度)
【復習】授業終了後は、発表の結果に基づいてレジュメを
修正し、「マイノート」に保存してください。（1時間程度）

4時間

第4回 より多くの文献を読む②
・演習ⅡAで選定した研究テーマへの理解を深めていきます。

【予習】次回の授業までに、演習ⅡAで選定した研究テー
マを中心に文献を整理し追加したうえで、レジュメを作成し
て「マイノート」に保存してください。(3時間程度)
【復習】授業終了後は、発表の結果に基づいてレジュメを
修正し、「マイノート」に保存してください。（1時間程度）

4時間
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第5回 より多くの文献を読む③
・演習ⅡAで選定した研究テーマへの理解を深めていきます。

【予習】次回の授業までに、演習ⅡAで選定した研究テー
マを中心に文献を整理し追加したうえで、レジュメを作成し
て「マイノート」に保存してください。(3時間程度)
【復習】授業終了後は、発表の結果に基づいてレジュメを
修正し、「マイノート」に保存してください。（1時間程度）

4時間

第6回 より多くの文献を読む④
・演習ⅡAで選定した研究テーマへの理解を深めていきます。

【予習】次回の授業までに、演習ⅡAで選定した研究テー
マを中心に文献を整理し追加したうえで、レジュメを作成し
て「マイノート」に保存してください。(3時間程度)
【復習】授業終了後は、発表の結果に基づいてレジュメを
修正し、「マイノート」に保存してください。（1時間程度）

4時間

第7回 より多くの文献を読む⑤
・演習ⅡAで選定した研究テーマへの理解を深めていきます。

【予習】次回の授業までに、演習ⅡAで選定した研究テー
マを中心に文献を整理し追加したうえで、レジュメを作成し
て「マイノート」に保存してください。(3時間程度)
【復習】授業終了後は、発表の結果に基づいてレジュメを
修正し、「マイノート」に保存してください。（1時間程度）

4時間

第8回 期末レポートの作成①
・期末レポートをまとめていきます。

【予習】発表時に受けた指導に基づき、文献研究を深め、
これまでの研究成果を期末レポートとしてまとめ、「マイ
ノート」に保存してください。(3時間程度)
【復習】授業終了後は、発表の結果に基づいてレジュメを
修正し、「マイノート」に保存してください。（1時間程度）

4時間

第9回 期末レポートの作成②
・期末レポートをまとめていきます。

【予習】発表時に受けた指導に基づき、文献研究を深め、
これまでの研究成果を期末レポートとしてまとめ、「マイ
ノート」に保存してください。(3時間程度)
【復習】授業終了後は、発表の結果に基づいてレジュメを
修正し、「マイノート」に保存してください。（1時間程度）

4時間

第10回 期末レポートの作成③
・期末レポートをまとめていきます。

【予習】発表時に受けた指導に基づき、文献研究を深め、
これまでの研究成果を期末レポートとしてまとめ、「マイ
ノート」に保存してください。(3時間程度)
【復習】授業終了後は、発表の結果に基づいてレジュメを
修正し、「マイノート」に保存してください。（1時間程度）

4時間

第11回 期末レポートの作成④
・期末レポートをまとめていきます。

【予習】発表時に受けた指導に基づき、文献研究を深め、
これまでの研究成果を期末レポートとしてまとめ、「マイ
ノート」に保存してください。(3時間程度)
【復習】授業終了後は、発表の結果に基づいてレジュメを
修正し、「マイノート」に保存してください。（1時間程度）

4時間

第12回 期末レポートの作成⑤
・期末レポートをまとめていきます。

【予習】発表時に受けた指導に基づき、文献研究を深め、
これまでの研究成果を期末レポートとしてまとめ、「マイ
ノート」に保存してください。(3時間程度)
【復習】授業終了後は、発表の結果に基づいてレジュメを
修正し、「マイノート」に保存してください。（1時間程度）

4時間

第13回 期末レポートの作成⑥
・期末レポートをまとめていきます。

【予習】発表時に受けた指導に基づき、文献研究を深め、
これまでの研究成果を期末レポートとしてまとめ、「マイ
ノート」に保存してください。(3時間程度)
【復習】授業終了後は、発表の結果に基づいてレジュメを
修正し、期末レポートとして完了する。その結果を「マイ
ノート」に保存してください。（２時間程度）

5時間

第14回 期末レポートの作成⑦
・期末レポートをまとめていきます。

【予習】発表時に受けた指導に基づき、文献研究を深め、
これまでの研究成果を期末レポートとしてまとめ、「マイ
ノート」に保存してください。(3時間程度)
【復習】授業終了後は、発表の結果に基づいてレジュメを
修正し、期末レポートとして完了する。その結果を「マイ
ノート」に保存してください。（２時間程度）

5時間

第15回 まとめ
・授業全般にわたる総括を行います。

【予習】マイノートに保存しているこれまでの成果物を事前
に読んで、現時点での到達点と不足する点など、自らの成
長ぶりを確認してください。（3時間程度） 
【復習】今年度の学修成果を踏まえ、次年度の目標につい
て考えてください。(1時間程度)

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅡＢ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

3穴井　佑

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ 近世イギリス社会経済史―貧困問題を中心に―（応用）

授業の目的及び概要
本授業では、演習ⅡＡ に引き続き、①史料の解読と②各自の研究報告を行っていきます。①に関しては、第一に、オンライン・データベースや図書館を
利用して、日本にいても入手可能な近世イギリス社会の貧困問題にかかわる基礎的な史料を解読します。第二に、解読した史料からデータを収集し、
表やグラフなどを作成する訓練をします。②に関しては、近世イギリス社会経済史を中心に、各自の関心にもとづく研究報告をします。また、本演習で
は、GDP・為替レート・金利などの「経済諸指標とその連動についての理解」をサブテーマに設定しています。歴史事象を検討する中で、そうした経済諸
指標とその連動の具体例を見出していきます。そうすることで、現代社会の経済の動きを歴史的な観点から考察する力の涵養を目指します。

学修の到達目標
第一の目標は、社会経済史研究に必要な史料の解読・解釈の手法を身につけることです。
第二の目標は、データ収集、資料作成、研究報告を通じて、自身の関心にもとづく問題を設定し、それに対する議論を組み立て、プレゼンするスキルを
身につけることです。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
毎回の授業の中で、研究報告やディスカッションに対してコメントをします。質疑応答の時間もその都度確保します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

PBL（課題解決型学習）／ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

遅刻厳禁。履修者は自身がゼミの一員であることを自覚し、責任感をもって授業に参加すること。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

30
研究報告などの内容から評価しま
す。00

00070

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

特にありません。授業で用いるテキストや史料などはその都度担当教員から配布します。

参考書

特にありません。研究を進めるうえで必要な参考書については適宜紹介します。

なし

なし

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 授業のガイダンスを行った後に、解読する史料を配布し、講読する担当
を割り当てます。

配布された史料を下読みしておくこと。 4時間

第2回 史料の解読しつつ、データを収集し、それについて履修者全員でディス
カッションを行う。

【予習】配布された史料を下読みしておくこと。
【復習】解読した史料の内容を整理しておくこと。

4時間

第3回 史料の解読しつつ、データを収集し、それについて履修者全員でディス
カッションを行う。

【予習】配布された史料を下読みしておくこと。
【復習】解読した史料の内容を整理しておくこと。

4時間

第4回 史料の解読しつつ、データを収集し、それについて履修者全員でディス
カッションを行う。

【予習】配布された史料を下読みしておくこと。
【復習】解読した史料の内容を整理しておくこと。

4時間

第5回 史料の解読しつつ、データを収集し、それについて履修者全員でディス
カッションを行う。

【予習】配布された史料を下読みしておくこと。
【復習】解読した史料の内容を整理しておくこと。

4時間

第6回 史料の解読しつつ、データを収集し、それについて履修者全員でディス
カッションを行う。

【予習】配布された史料を下読みしておくこと。
【復習】解読した史料の内容を整理しておくこと。

4時間

第7回 史料の解読しつつ、データを収集し、それについて履修者全員でディス
カッションを行う。

【予習】配布された史料を下読みしておくこと。
【復習】解読した史料の内容を整理しておくこと。

4時間

第8回 史料の解読しつつ、データを収集し、それについて履修者全員でディス
カッションを行う。

【予習】配布された史料を下読みしておくこと。
【復習】解読した史料の内容を整理しておくこと。

4時間

第9回 史料を解読して収集したデータをもとに、表やグラフなどを作成し、それ
について履修者全員でディスカッションを行う。

【予習】作成した資料をプレゼンする準備をすること。
【復習】ディスカッションから得られた知見を整理しておくこ
と。

4時間
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第10回 史料を解読して収集したデータをもとに、表やグラフなどを作成し、それ
について履修者全員でディスカッションを行う。

【予習】作成した資料をプレゼンする準備をすること。
【復習】ディスカッションから得られた知見を整理しておくこ
と。

4時間

第11回 史料を解読して収集したデータをもとに、表やグラフなどを作成し、それ
について履修者全員でディスカッションを行う。

【予習】作成した資料をプレゼンする準備をすること。
【復習】ディスカッションから得られた知見を整理しておくこ
と。

4時間

第12回 各自の関心にもとづく研究報告をし、それについて履修者全員でディス
カッションを行う。

【予習】各自の研究を進めておくこと。
【復習】ディスカッションから得られた知見を整理しておくこ
と。

4時間

第13回 各自の関心にもとづく研究報告をし、それについて履修者全員でディス
カッションを行う。

【予習】各自の研究を進めておくこと。
【復習】ディスカッションから得られた知見を整理しておくこ
と。

4時間

第14回 各自の関心にもとづく研究報告をし、それについて履修者全員でディス
カッションを行う。

【予習】各自の研究を進めておくこと。
【復習】ディスカッションから得られた知見を整理しておくこ
と。

4時間

第15回 各自の関心にもとづく研究報告をし、それについて履修者全員でディス
カッションを行う。

【予習】各自の研究を進めておくこと。
【復習】ディスカッションから得られた知見を整理しておくこ
と。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅢＡ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

4荒木　康代

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

－

経済学部専門教育科目

テーマ 労働問題、労働政策に関する卒業研究

授業の目的及び概要
労働問題、労働政策に関して各自が設定したテーマに基づいて資料を収集・分析し、卒業研究を進めます。卒業研究を通じて資料の収集・分析の仕
方、理論の立て方、論理的文章の作り方、プレゼンテーション力を磨きます。

学修の到達目標
自らの設定したテーマに基づいて卒業研究を完成させます。卒業研究を通じて情報収集能力、論理的能力、コミュニケーション力を高めます。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
各自の研究に対して、毎回解説、アドバイスをします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

卒業研究は、4年間の集大成です。卒業論文の作成には時間がかかります。早くから本気で取り組み、情報収集、分析を始めていきましょう。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

050

020030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

なし

参考書

各自のテーマに応じた参考図書をその都度紹介します。

なし

なし

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 卒業研究テーマの発表 文献の収集、分析、報告準備 4時間

第2回 卒業研究テーマの発表 文献の収集、分析、報告準備 4時間

第3回 卒業研究テーマの発表 文献の収集、分析、報告準備 4時間

第4回 卒業研究テーマの発表 文献の収集、分析、報告準備 4時間

第5回 卒業研究テーマの発表 文献の収集、分析、報告準備 4時間

第6回 卒業研究テーマの発表 文献の収集、分析、報告準備 4時間

第7回 卒業研究についてクラス発表とディスカッション、コメント 文献の収集、分析、報告準備 4時間

第8回 卒業研究についてクラス発表とディスカッション、コメント 文献の収集、分析、報告準備 4時間

第9回 卒業研究テーマの発表 文献の収集、分析、報告準備 4時間

第10回 卒業研究テーマの発表 文献の収集、分析、報告準備 4時間

第11回 卒業研究テーマの発表 文献の収集、分析、報告準備 4時間
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第12回 卒業研究テーマの発表 文献の収集、分析、報告準備 4時間

第13回 卒業研究期末レポートの提出 文献の収集、分析、報告準備 4時間

第14回 卒業研究期末レポートへのコメントとディスカッション 文献の収集、分析、報告準備 4時間

第15回 卒業研究期末レポートへのコメントとディスカッション 文献の収集、分析、報告準備 5時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅢＡ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

4畑佐　伸英

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ 国際経済研究入門（１）

授業の目的及び概要
本演習では、国際経済の各分野において、各自の関心に沿った研究テーマを絞り込むとともに、先行研究を講読する中で理解を深めていきながら、綿
密な研究計画を立て、卒業レポートや卒業論文の内容を構想する。
また、「実学としての経済学」、具体的にはＧＤＰ、為替レート、金利、などの経済諸指標の連関についても、随時学んでいく。経済諸指標が互いに連動
する関係を習熟しておくことで、経済の動きが見通せ、ビジネスや私生活においても実際に役に立つであろう。

学修の到達目標
卒業研究につき、決定したテーマの下、学期末までに問題意識および章構成が固まり、先行研究講読に着手していることを目指す。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
報告内容については、授業の中で解説及び講評します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

「国際経済学」「世界経済論」「国際金融論」「開発経済論」などの国際経済に広く関連する科目を受講しておくことが望ましい。また、「アジア経済概論」
「中国経済論」「アメリカ経済論」「ヨーロッパ経済論」など、世界のあらゆる国や地域の経済について学ぶ講義を履修しておくこともお勧めする。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

30
授業内での報告

00

040030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

特定のテキストは利用しない。

参考書

各テーマに応じて適宜紹介する。

なし
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス
演習の進め方、報告担当者の割り振り。

卒業レポートや論文の執筆にあたって、興味のあるテーマ
や課題について、考えておいてください。授業で学んだこと
や思ったこと、考えたことなどは、復習としてノートやファイ
ルに整理して、まとめておくと良いでしょう。

4時間

第2回 国際経済研究：研究計画書について 取り上げたテーマについて、参考となる書籍や論文、雑
誌・新聞記事などを調査しておいてください。授業で学んだ
ことや思ったこと、考えたことなどは、復習としてノートや
ファイルに整理して、まとめておくと良いでしょう。

4時間

第3回 国際経済研究：論文の書き方について 取り上げたテーマについて、参考となる書籍や論文、雑
誌・新聞記事などを調査しておいてください。授業で学んだ
ことや思ったこと、考えたことなどは、復習としてノートや
ファイルに整理して、まとめておくと良いでしょう。

4時間

第4回 国際経済研究：発表並びに討論(1) 報告担当者は、レジュメを作成し発表の準備をしてくださ
い。その他の受講者は、報告されるテーマについて、あら
かじめ関連するテキストや新聞記事などを読んでおいてく
ださい。授業で学んだことや思ったこと、考えたことなど
は、復習としてノートやファイルに整理して、まとめておくと
良いでしょう。

4時間

第5回 国際経済研究：発表並びに討論(2) 報告担当者は、レジュメを作成し発表の準備をしてくださ
い。その他の受講者は、報告されるテーマについて、あら
かじめ関連するテキストや新聞記事などを読んでおいてく
ださい。授業で学んだことや思ったこと、考えたことなど
は、復習としてノートやファイルに整理して、まとめておくと
良いでしょう。

4時間
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第6回 国際経済研究：発表並びに討論(3) 報告担当者は、レジュメを作成し発表の準備をしてくださ
い。その他の受講者は、報告されるテーマについて、あら
かじめ関連するテキストや新聞記事などを読んでおいてく
ださい。授業で学んだことや思ったこと、考えたことなど
は、復習としてノートやファイルに整理して、まとめておくと
良いでしょう。

4時間

第7回 国際経済研究：発表並びに討論(4) 報告担当者は、レジュメを作成し発表の準備をしてくださ
い。その他の受講者は、報告されるテーマについて、あら
かじめ関連するテキストや新聞記事などを読んでおいてく
ださい。授業で学んだことや思ったこと、考えたことなど
は、復習としてノートやファイルに整理して、まとめておくと
良いでしょう。

4時間

第8回 国際経済研究：発表並びに討論(5) 報告担当者は、レジュメを作成し発表の準備をしてくださ
い。その他の受講者は、報告されるテーマについて、あら
かじめ関連するテキストや新聞記事などを読んでおいてく
ださい。授業で学んだことや思ったこと、考えたことなど
は、復習としてノートやファイルに整理して、まとめておくと
良いでしょう。

4時間

第9回 国際経済研究：発表並びに討論(6) 報告担当者は、レジュメを作成し発表の準備をしてくださ
い。その他の受講者は、報告されるテーマについて、あら
かじめ関連するテキストや新聞記事などを読んでおいてく
ださい。授業で学んだことや思ったこと、考えたことなど
は、復習としてノートやファイルに整理して、まとめておくと
良いでしょう。

4時間

第10回 国際経済研究：発表並びに討論(7) 報告担当者は、レジュメを作成し発表の準備をしてくださ
い。その他の受講者は、報告されるテーマについて、あら
かじめ関連するテキストや新聞記事などを読んでおいてく
ださい。授業で学んだことや思ったこと、考えたことなど
は、復習としてノートやファイルに整理して、まとめておくと
良いでしょう。

4時間

第11回 国際経済研究：発表並びに討論(8) 報告担当者は、レジュメを作成し発表の準備をしてくださ
い。その他の受講者は、報告されるテーマについて、あら
かじめ関連するテキストや新聞記事などを読んでおいてく
ださい。授業で学んだことや思ったこと、考えたことなど
は、復習としてノートやファイルに整理して、まとめておくと
良いでしょう。

4時間

第12回 国際経済研究：発表並びに討論(9) 報告担当者は、レジュメを作成し発表の準備をしてくださ
い。その他の受講者は、報告されるテーマについて、あら
かじめ関連するテキストや新聞記事などを読んでおいてく
ださい。授業で学んだことや思ったこと、考えたことなど
は、復習としてノートやファイルに整理して、まとめておくと
良いでしょう。

4時間

第13回 国際経済研究：発表並びに討論(10) 報告担当者は、レジュメを作成し発表の準備をしてくださ
い。その他の受講者は、報告されるテーマについて、あら
かじめ関連するテキストや新聞記事などを読んでおいてく
ださい。授業で学んだことや思ったこと、考えたことなど
は、復習としてノートやファイルに整理して、まとめておくと
良いでしょう。

4時間

第14回 国際経済研究：発表並びに討論(11) 報告担当者は、レジュメを作成し発表の準備をしてくださ
い。その他の受講者は、報告されるテーマについて、あら
かじめ関連するテキストや新聞記事などを読んでおいてく
ださい。授業で学んだことや思ったこと、考えたことなど
は、復習としてノートやファイルに整理して、まとめておくと
良いでしょう。

4時間

第15回 まとめ並びに総括 これまでの学習を振り返って、学んだこと、分かったこと、
発見したこと、難しかったこと、興味や関心を抱いたこと、
などについて考えておいてください。授業で学んだことや
思ったこと、考えたことなどは、復習としてノートやファイル
に整理して、まとめておくと良いでしょう。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅢＡ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

4脇村　孝平

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ 卒業研究に向けて

授業の目的及び概要
本年度の演習は、卒業研究、すなわち卒業論文もしくは卒業研究の執筆に向けて、準備作業を行ってもらう。

学修の到達目標
研究論文の執筆を目指し、研究とは何か、研究方法のイロハを学んでもらう。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
研究発表および文章の執筆に対しては、適宜、コメントを付したり、添削を行う。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

様々な情報をただ単につなぎ合わせるだけの学期末小論文ではなく、自分の思考過程が現れるような学期末小論文を書くことを目指してもらう。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

060

00040

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

なし

参考書

なし

なし

なし

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 授業のねらい（卒業論文の執筆）について－教員による説明 次回までに、資料「問題設定について」を読んでくること。 1時間

第2回 問題設定について－教員による説明 次回までに、資料「オリジナリティについて」を読んでくるこ
と。

1時間

第3回 オリジナリティについて－教員による説明 次回までに、資料「文献検索の方法について」を読んでくる
こと。

1時間

第4回 文献検索の方法－教員による説明 次回までに、資料「研究書について」を読んでくること。 1時間

第5回 研究書を探そう－教員による説明 次回の個人発表「手掛かりの一冊」の準備すること。 2時間

第6回 第一回の個人発表「手掛かりの一冊」・その１（８人） 次回の個人発表「手掛かりの一冊」の準備すること。 2時間

第7回 第一回の個人発表「手掛かりの一冊」・その２（８人） 昨年度のテキスト『アジア経済とは何か』を復習すること。 2時間

第8回 本演習の昨年度の振り返り（１） 昨年度のテキスト『アジア経済とは何か』を復習すること。 2時間

第9回 本演習の昨年度の振り返り（２） 次回の個人発表「問いを探そう」の準備すること。 2時間

第10回 第二回の個人発表「問いを探そう」・その１ 次回の個人発表「問いを探そう」の準備すること。 2時間

第11回 第二回の個人発表「問いを探そう」・その２ 次回の個人発表「問いを探そう」の準備すること。 2時間
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第12回 第二回の個人発表「問いを探そう」・その３ 次回の個人発表「夏休みの課題」の準備すること。 2時間

第13回 第三回の個人発表「夏休みの課題」・その１ 次回の個人発表「夏休みの課題」の準備すること。 2時間

第14回 第三回の個人発表「夏休みの課題」・その２ 次回の個人発表「夏休みの課題」の準備すること。 2時間

第15回 第三回の個人発表「夏休みの課題」・その３ 学期末小論文の執筆をすること。 2時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅢＡ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

4小巻　善郎

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ 日本経済の構造変化と諸課題

授業の目的及び概要
この演習ⅢAでは、社会に出てから必要となるレポート作成能力、プレゼンテーション能力、コミュニケーション能力を身につけることができるとともに、ビ
ジネスや社会生活で必要となる日本経済の変化を理解する力を身につけることを目的としています。
日本経済は、少子高齢化が急速に進展する一方で、人工知能（AI)などによる技術革新が進み、様々な経済産業分野で大きな構造変化が起きており、
それに伴う諸課題が出てきています。この演習ⅢＡでは、そうした日本経済の構造変化と諸課題に関して、３年次の演習ⅡBで設定した研究テーマに
沿って調査・研究を行い、演習ⅢBでの卒業論文・卒業レポートに向けて卒業研究計画書の作成を行います。
そのために、ゼミ生がそれぞれの研究を進めるとともに、プレゼンテーションやゼミ生同士のディスカッションなどを通じて研究の深化を行います。また、
そうしたディスカッションなどを通じて、それぞれの研究テーマが日本経済の中で相互に関連していることを学修します。

学修の到達目標
以下の３点を学修の到達目標とします。
・各種の統計データを収集し、分析ができるようになる。
・きちんとしたレポート・プレゼン資料を作成できるようになる。
・説得力のあるプレゼンテーションを行うことができるようになる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
発表された報告はその場でコメントします。また提出されたレポート等は添削した上で返却します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

卒業論文・卒業レポートの作成に向けての準備期間です。小さくまとめようとしないで、幅広く関心を持ってください。理解できないところは、そのまま放
置することなく、徹底的に調べてください。春学期はそのための期間です。一緒に頑張りましょう。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

50
研究計画書

00

00050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキスト指定はありません。

参考書

なし
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 オリエンテーション

演習ⅢＡの進め方を説明します。

・配布資料を復習する。
・研究テーマに沿った資料収集や調査研究を進める。

4時間

第2回 卒業論文の執筆要領

配布資料を用いて、卒業論文の執筆要領を解説し、全体でディスカッ
ションします。

・配布資料を復習する。
・研究テーマに沿った資料収集や調査研究を進める。

4時間

第3回 研究計画書の作成要領

配布資料を用いて、研究計画書の作成要領を解説し、全体でディスカッ
ションします。

・配布資料を復習する。
・研究テーマに沿った資料収集や調査研究を進める。

4時間

第4回 研究計画書の発表

各自の研究計画書をプレゼンテーションし（４人程度）、全体でディス
カッションします。

・研究テーマに沿った資料収集や調査研究を進める。 4時間

第5回 研究計画書の発表

各自の研究計画書をプレゼンテーションし（４人程度）、全体でディス
カッションします。

・研究テーマに沿った資料収集や調査研究を進める。 4時間

－521－



第6回 研究計画書の発表

各自の研究計画書をプレゼンテーションし（４人程度）、全体でディス
カッションします。

・研究テーマに沿った資料収集や調査研究を進める。 4時間

第7回 研究計画書の発表

各自の研究計画書をプレゼンテーションし（４人程度）、全体でディス
カッションします。

・研究テーマに沿った資料収集や調査研究を進める。 4時間

第8回 研究計画書の発表

各自の研究計画書をプレゼンテーションし（４人程度）、全体でディス
カッションします。

・研究テーマに沿った資料収集や調査研究を進める。 4時間

第9回 研究計画書の発表

各自の研究計画書をプレゼンテーションし（４人程度）、全体でディス
カッションします。

・研究テーマに沿った資料収集や調査研究を進める。 4時間

第10回 研究計画書の発表

各自の研究計画書をプレゼンテーションし（４人程度）、全体でディス
カッションします。

・研究テーマに沿った資料収集や調査研究を進める。 4時間

第11回 研究計画書の発表

各自の研究計画書をプレゼンテーションし（４人程度）、全体でディス
カッションします。

・研究テーマに沿った資料収集や調査研究を進める。 4時間

第12回 研究計画書の発表

各自の研究計画書をプレゼンテーションし（４人程度）、全体でディス
カッションします。

・研究テーマに沿った資料収集や調査研究を進める。 4時間

第13回 研究計画書の発表

各自の研究計画書をプレゼンテーションし（４人程度）、全体でディス
カッションします。

・研究テーマに沿った資料収集や調査研究を進める。 4時間

第14回 景気の現状と見通し

配布資料を用いて景気の現状と見通しを解説し、全体でディスカッショ
ンします。

・配布資料を復習しておくこと
・研究テーマに沿った資料収集や調査研究を進める。

4時間

第15回 総括

春学期のまとめを行います。

・配布資料を復習する。
・研究テーマに沿った資料収集や調査研究を進める。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅢＡ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

4前田　一樹

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

－

経済学部専門教育科目

テーマ 労働市場や雇用政策を経済学的な視点から学ぶ

授業の目的及び概要
本科目では，労働経済学の視点に基づいて，身近な問題から賃金や雇用格差という社会的な問題まで，さまざまな社会問題について考えます。働くこ
とは生活の基礎です。では，なぜ裕福な人とそうでない人がいるのか，仕事を失うとどうなるか，働く意味や働きがいとは何であるか，などの普段の生活
で思い浮かぶ疑問について経済理論に基づいて理解できることを目指します。
また，政府が実施する雇用政策によって人々がどのように影響を受けるかというメカニズムついても理解し自分なりに読み解くことができる。
さらに，実際にデータなどを用いて現実の労働市場での事象が理論通りに起きているのかを確認したうえで，なぜそうなるのかという理由を探求していく
ことを行います。これらを通じて鍛えられる経済学的な論理的思考力，分析力，そして，データの読み取る能力は，大学における学習・研究だけでなく，
就職活動にも役立ちます。

学修の到達目標
日本の労働市場が直面している諸問題を知ることで，日本経済の現状や仕組みについて精通をしていくとともに，労働経済学の分野での幅広い知識と
素養を習得する。また，報告にあたっての資料の作成や発表を通じてプレゼンテーションやコミュニケーションの能力を身につける。
これらを通じて，卒業研究を進める能力を習得し，卒業研究を執筆・完成させる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
グループまたは個人による研究報告に対するコメントを通じてフィードバックを行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告／ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

演習科目は，受講者の主体的な取り組みを前提として授業が運営されます。ゼミにおける報告資料の準備はもちろん，議論をするために事前のテキス
トの確認など授業時間中だけでは完結しません。そのため，授業以外の時間でも準備が必要です。参加者のみなさんに積極的な授業参加を強く期待し
ます。
履修にあたり，ミクロ経済学，マクロ経済学，労働経済学などの分析手法について知識があることが望ましいですが，必須ではありません。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

050050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストは指定しません。必要な資料等は授業中に配布・紹介します。

参考書

①「働くこと」を思考する，久米功一，中央経済社，2020年
②労働経済学ー理論と実証をつなぐ ，川口大司，有斐閣 ，2017年
③職業の経済学，阿部正浩・菅万理・勇上和史編著 : 中央経済社 ,2017年

なし

①9784502366413
②9784641165076
③9784502238215

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス ・事前に参考文献に目を通し，興味のあるテーマについて
考えてください。（２時間程度）
・今学期の目標を決めるとともに，研究計画の検討をしてく
ださい。（２時間程度）

4時間

第2回 研究報告１ ・報告担当者は，報告資料を準備してください。（２時間程
度）
・授業の中で得た情報や知識を確認し，自身の資料に反
映させてください。（２時間程度）

4時間

第3回 研究報告２ ・報告担当者は，報告資料を準備してください。（２時間程
度）
・授業の中で得た情報や知識を確認し，自身の資料に反
映させてください。（２時間程度）

4時間

第4回 研究報告３ ・報告担当者は，報告資料を準備してください。（２時間程
度）
・授業の中で得た情報や知識を確認し，自身の資料に反
映させてください。（２時間程度）

4時間

第5回 研究報告４ ・報告担当者は，報告資料を準備してください。（２時間程
度）
・授業の中で得た情報や知識を確認し，自身の資料に反
映させてください。（２時間程度）

4時間

－523－



第6回 研究報告５ ・報告担当者は，報告資料を準備してください。（２時間程
度）
・授業の中で得た情報や知識を確認し，自身の資料に反
映させてください。（２時間程度）

4時間

第7回 中間報告会１ ・中間報告に向けて報告資料の準備を行ってください。（２
時間程度）
・授業の中で得た教員からのコメントや情報，知識を確認
し，報告資料や分析に反映して修正してください。（２時間
程度）

4時間

第8回 中間報告会１ ・中間報告に向けて報告資料の準備を行ってください。（２
時間程度）
・授業の中で得た教員からのコメントや情報，知識を確認
し，報告資料や分析に反映して修正してください。（２時間
程度）

4時間

第9回 研究報告６ ・報告担当者は報告資料の準備を行ってください。（２時間
程度）
・授業の中で得た教員からのコメントや情報，知識を確認
し，報告資料や分析に反映して修正してください。（２時間
程度）

4時間

第10回 研究報告７ ・報告担当者は報告資料の準備を行ってください。（２時間
程度）
・授業の中で得た教員からのコメントや情報，知識を確認
し，報告資料や分析に反映して修正してください。（２時間
程度）

4時間

第11回 研究報告８ ・報告担当者は報告資料の準備を行ってください。（２時間
程度）
・授業の中で得た教員からのコメントや情報，知識を確認
し，報告資料や分析に反映して修正してください。（２時間
程度）

4時間

第12回 研究報告９ ・報告担当者は報告資料の準備を行ってください。（２時間
程度）
・授業の中で得た教員からのコメントや情報，知識を確認
し，報告資料や分析に反映して修正してください。（２時間
程度）

4時間

第13回 前期最終報告１ ・前期最終報告に向けて報告資料の準備を行ってくださ
い。（２時間程度）
・授業の中で得たコメントや情報・知識を確認してください。
・報告資料や分析の修正をしてください。（２時間程度）

4時間

第14回 前期最終報告２ ・前期最終報告に向けて報告資料の準備を行ってくださ
い。（２時間程度）
・授業の中で得たコメントや情報・知識を確認してください。
・報告資料や分析の修正をしてください。（２時間程度）

4時間

第15回 まとめ ・期末レポートの課題に取り組んでください。（２時間程度）
・今学期の振り返りを行ってください。（２時間程度）

4時間

－524－



実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅢＡ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

4藤田　峻

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ ゲーム理論の応用研究

授業の目的及び概要
ゲーム理論は社会全般を分析可能な，社会科学における非常に強力な分析ツールです。本科目では，これまでの学修成果を十全に活用して，社会問
題や社会的現象等を中心にゲーム理論に基づく独自の分析を行い，卒業論文の形にまとめることを目的とします。
この目的を達成するため，授業では各自の研究報告を中心として，教員や他のゼミ生との議論を通じて，卒業論文の質を高めることを目指します。さら
に，自身の研究を高度な水準で進めるだけでなく，他者の研究に対して意見を述べることを通じて，他者と協働する能力を高めることができます。

なお，本科目で主要な分析ツールとするゲーム理論は，日常生活やビジネスの現場に応用することが容易な理論です。本科目での学修を通じて，人と
の関わりにおける戦略的関係や，企業の戦略的行動などを理解することで，人生で役立つ経済学，すなわち「実学としての経済学」の修得につながりま
す。

学修の到達目標
1．ゲーム理論の基礎を再確認し，独力で社会に関連する戦略的状況を分析することができるようになること。
2．他者の報告を聴いて，自らの意見を踏まえた建設的な提案ができるようになること。
3．卒業論文等，学術的な文章を作成する基礎的な能力を修得すること。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
グループまたは個人による研究報告に対するコメントを通じてフィードバックを行います。
また，グループワークの作業を授業中に進める場合には，適宜進捗を確認しながらフィードバックを行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告／ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

本科目は大学4年間の集大成となる卒業論文の執筆に直結する科目です。卒業論文の執筆には膨大な時間が必要となりますので，早い段階から計画
的に研究を進めるように心がけてください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

060040

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストは指定しません。
必要な資料等は授業中に配付・紹介します。

参考書

研究の状況に応じて適宜紹介します。

なし
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス ・シラバスの確認（30分程度）
・今学期の計画立案（90分程度）
・研究計画の確認（2時間程度）

4時間

第2回 研究報告１ ・研究報告の準備（2時間程度）
報告予定者は報告資料を準備してください。
・文献調査（2時間程度）
報告後は，指摘された改善点等を資料に反映させて，次
の報告に備えてください。

4時間

第3回 研究報告２ ・研究報告の準備（2時間程度）
報告予定者は報告資料を準備してください。
・文献調査（2時間程度）
報告後は，指摘された改善点等を資料に反映させて，次
の報告に備えてください。

4時間

第4回 研究報告３ ・研究報告の準備（2時間程度）
報告予定者は報告資料を準備してください。
・文献調査（2時間程度）
報告後は，指摘された改善点等を資料に反映させて，次
の報告に備えてください。

4時間
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第5回 研究報告４ ・研究報告の準備（2時間程度）
報告予定者は報告資料を準備してください。
・文献調査（2時間程度）
報告後は，指摘された改善点等を資料に反映させて，次
の報告に備えてください。

4時間

第6回 研究報告５ ・研究報告の準備（2時間程度）
報告予定者は報告資料を準備してください。
・卒業研究に関する計算・分析等（2時間程度）
報告後は，指摘された改善点等を資料に反映させて，次
の報告に備えてください。

4時間

第7回 中間報告会１ ・研究報告の準備（2時間程度）
報告予定者はPowerPoint等を用いて，中間報告資料を作
成してください。
・卒業研究に関する計算・分析等（2時間程度）
報告後は，指摘された改善点等を資料に反映させて，次
の報告に備えてください。

4時間

第8回 中間報告会２ ・研究報告の準備（2時間程度）
報告予定者はPowerPoint等を用いて，中間報告資料を作
成してください。
・卒業研究に関する計算・分析等（2時間程度）
報告後は，指摘された改善点等を資料に反映させて，次
の報告に備えてください。

4時間

第9回 研究報告６ ・研究報告の準備（2時間程度）
報告予定者はPowerPoint等を用いて，中間報告資料を作
成してください。
・卒業研究に関する計算・分析等（2時間程度）
報告後は，指摘された改善点等を資料に反映させて，次
の報告に備えてください。

4時間

第10回 研究報告７ ・研究報告の準備（2時間程度）
報告予定者はPowerPoint等を用いて，中間報告資料を作
成してください。
・卒業研究に関する計算・分析等（2時間程度）
報告後は，指摘された改善点等を資料に反映させて，次
の報告に備えてください。

4時間

第11回 研究報告８ ・研究報告の準備（2時間程度）
報告予定者はPowerPoint等を用いて，中間報告資料を作
成してください。
・卒業研究に関する計算・分析等（2時間程度）
報告後は，指摘された改善点等を資料に反映させて，次
の報告に備えてください。

4時間

第12回 研究報告９ ・研究報告の準備（2時間程度）
報告予定者はPowerPoint等を用いて，中間報告資料を作
成してください。
・卒業研究に関する計算・分析等（2時間程度）
報告後は，指摘された改善点等を資料に反映させて，次
の報告に備えてください。

4時間

第13回 前期末最終報告１ ・研究報告の準備（2時間程度）
報告予定者はPowerPoint等を用いて，最終報告資料を作
成してください。
・期末レポートの執筆（2時間程度）
報告後は指摘された改善点等を前期末レポートに反映さ
せてください。

4時間

第14回 前期末最終報告２ ・研究報告の準備（2時間程度）
報告予定者はPowerPoint等を用いて，最終報告資料を作
成してください。
・期末レポートの執筆（2時間程度）
報告後は指摘された改善点等を前期末レポートに反映さ
せてください。

4時間

第15回 振り返り ・期末レポートの執筆
前期末レポートを完成させて，内容の要約を簡単に発表
できるよう準備してください。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅢＡ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

4前田　一樹

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

－

経済学部専門教育科目

テーマ 労働市場や雇用政策を経済学的な視点から学ぶ

授業の目的及び概要
本科目では，労働経済学の視点に基づいて，身近な問題から賃金や雇用格差という社会的な問題まで，さまざまな社会問題について考えます。働くこ
とは生活の基礎です。では，なぜ裕福な人とそうでない人がいるのか，仕事を失うとどうなるか，働く意味や働きがいとは何であるか，などの普段の生活
で思い浮かぶ疑問について経済理論に基づいて理解できることを目指します。
また，政府が実施する雇用政策によって人々がどのように影響を受けるかというメカニズムついても理解し自分なりに読み解くことができる。
さらに，実際にデータなどを用いて現実の労働市場での事象が理論通りに起きているのかを確認したうえで，なぜそうなるのかという理由を探求していく
ことを行います。これらを通じて鍛えられる経済学的な論理的思考力，分析力，そして，データの読み取る能力は，大学における学習・研究だけでなく，
就職活動にも役立ちます。

学修の到達目標
日本の労働市場が直面している諸問題を知ることで，日本経済の現状や仕組みについて精通をしていくとともに，労働経済学の分野での幅広い知識と
素養を習得する。また，報告にあたっての資料の作成や発表を通じてプレゼンテーションやコミュニケーションの能力を身につける。
これらを通じて，卒業研究を進める能力を習得し，卒業研究を執筆・完成させる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
グループまたは個人による研究報告に対するコメントを通じてフィードバックを行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告／ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

演習科目は，受講者の主体的な取り組みを前提として授業が運営されます。ゼミにおける報告資料の準備はもちろん，議論をするために事前のテキス
トの確認など授業時間中だけでは完結しません。そのため，授業以外の時間でも準備が必要です。参加者のみなさんに積極的な授業参加を強く期待し
ます。
履修にあたり，ミクロ経済学，マクロ経済学，労働経済学などの分析手法について知識があることが望ましいですが，必須ではありません。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

050050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストは指定しません。必要な資料等は授業中に配布・紹介します。

参考書

①「働くこと」を思考する，久米功一，中央経済社，2020年
②労働経済学ー理論と実証をつなぐ ，川口大司，有斐閣 ，2017年
③職業の経済学，阿部正浩・菅万理・勇上和史編著 : 中央経済社 ,2017年

なし

①9784502366413
②9784641165076
③9784502238215

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス ・事前に参考文献に目を通し，興味のあるテーマについて
考えてください。（２時間程度）
・今学期の目標を決めるとともに，研究計画の検討をしてく
ださい。（２時間程度）

4時間

第2回 研究報告１ ・報告担当者は，報告資料を準備してください。（２時間程
度）
・授業の中で得た情報や知識を確認し，自身の資料に反
映させてください。（２時間程度）

4時間

第3回 研究報告２ ・報告担当者は，報告資料を準備してください。（２時間程
度）
・授業の中で得た情報や知識を確認し，自身の資料に反
映させてください。（２時間程度）

4時間

第4回 研究報告３ ・報告担当者は，報告資料を準備してください。（２時間程
度）
・授業の中で得た情報や知識を確認し，自身の資料に反
映させてください。（２時間程度）

4時間

第5回 研究報告４ ・報告担当者は，報告資料を準備してください。（２時間程
度）
・授業の中で得た情報や知識を確認し，自身の資料に反
映させてください。（２時間程度）

4時間
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第6回 研究報告５ ・報告担当者は，報告資料を準備してください。（２時間程
度）
・授業の中で得た情報や知識を確認し，自身の資料に反
映させてください。（２時間程度）

4時間

第7回 中間報告会１ ・中間報告に向けて報告資料の準備を行ってください。（２
時間程度）
・授業の中で得た教員からのコメントや情報，知識を確認
し，報告資料や分析に反映して修正してください。（２時間
程度）

4時間

第8回 中間報告会１ ・中間報告に向けて報告資料の準備を行ってください。（２
時間程度）
・授業の中で得た教員からのコメントや情報，知識を確認
し，報告資料や分析に反映して修正してください。（２時間
程度）

4時間

第9回 研究報告６ ・報告担当者は報告資料の準備を行ってください。（２時間
程度）
・授業の中で得た教員からのコメントや情報，知識を確認
し，報告資料や分析に反映して修正してください。（２時間
程度）

4時間

第10回 研究報告７ ・報告担当者は報告資料の準備を行ってください。（２時間
程度）
・授業の中で得た教員からのコメントや情報，知識を確認
し，報告資料や分析に反映して修正してください。（２時間
程度）

4時間

第11回 研究報告８ ・報告担当者は報告資料の準備を行ってください。（２時間
程度）
・授業の中で得た教員からのコメントや情報，知識を確認
し，報告資料や分析に反映して修正してください。（２時間
程度）

4時間

第12回 研究報告９ ・報告担当者は報告資料の準備を行ってください。（２時間
程度）
・授業の中で得た教員からのコメントや情報，知識を確認
し，報告資料や分析に反映して修正してください。（２時間
程度）

4時間

第13回 前期最終報告１ ・前期最終報告に向けて報告資料の準備を行ってくださ
い。（２時間程度）
・授業の中で得たコメントや情報・知識を確認してください。
・報告資料や分析の修正をしてください。（２時間程度）

4時間

第14回 前期最終報告２ ・前期最終報告に向けて報告資料の準備を行ってくださ
い。（２時間程度）
・授業の中で得たコメントや情報・知識を確認してください。
・報告資料や分析の修正をしてください。（２時間程度）

4時間

第15回 まとめ ・期末レポートの課題に取り組んでください。（２時間程度）
・今学期の振り返りを行ってください。（２時間程度）

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅢＡ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

4前田　一樹

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

－

経済学部専門教育科目

テーマ 労働市場や雇用政策を経済学的な視点から学ぶ

授業の目的及び概要
本科目では，労働経済学の視点に基づいて，身近な問題から賃金や雇用格差という社会的な問題まで，さまざまな社会問題について考えます。働くこ
とは生活の基礎です。では，なぜ裕福な人とそうでない人がいるのか，仕事を失うとどうなるか，働く意味や働きがいとは何であるか，などの普段の生活
で思い浮かぶ疑問について経済理論に基づいて理解できることを目指します。
また，政府が実施する雇用政策によって人々がどのように影響を受けるかというメカニズムついても理解し自分なりに読み解くことができる。
さらに，実際にデータなどを用いて現実の労働市場での事象が理論通りに起きているのかを確認したうえで，なぜそうなるのかという理由を探求していく
ことを行います。これらを通じて鍛えられる経済学的な論理的思考力，分析力，そして，データの読み取る能力は，大学における学習・研究だけでなく，
就職活動にも役立ちます。

学修の到達目標
日本の労働市場が直面している諸問題を知ることで，日本経済の現状や仕組みについて精通をしていくとともに，労働経済学の分野での幅広い知識と
素養を習得する。また，報告にあたっての資料の作成や発表を通じてプレゼンテーションやコミュニケーションの能力を身につける。
これらを通じて，卒業研究を進める能力を習得し，卒業研究を執筆・完成させる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
グループまたは個人による研究報告に対するコメントを通じてフィードバックを行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告／ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

演習科目は，受講者の主体的な取り組みを前提として授業が運営されます。ゼミにおける報告資料の準備はもちろん，議論をするために事前のテキス
トの確認など授業時間中だけでは完結しません。そのため，授業以外の時間でも準備が必要です。参加者のみなさんに積極的な授業参加を強く期待し
ます。
履修にあたり，ミクロ経済学，マクロ経済学，労働経済学などの分析手法について知識があることが望ましいですが，必須ではありません。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

050050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストは指定しません。必要な資料等は授業中に配布・紹介します。

参考書

①「働くこと」を思考する，久米功一，中央経済社，2020年
②労働経済学ー理論と実証をつなぐ ，川口大司，有斐閣 ，2017年
③職業の経済学，阿部正浩・菅万理・勇上和史編著 : 中央経済社 ,2017年

なし

①9784502366413
②9784641165076
③9784502238215

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス ・事前に参考文献に目を通し，興味のあるテーマについて
考えてください。（２時間程度）
・今学期の目標を決めるとともに，研究計画の検討をしてく
ださい。（２時間程度）

4時間

第2回 研究報告１ ・報告担当者は，報告資料を準備してください。（２時間程
度）
・授業の中で得た情報や知識を確認し，自身の資料に反
映させてください。（２時間程度）

4時間

第3回 研究報告２ ・報告担当者は，報告資料を準備してください。（２時間程
度）
・授業の中で得た情報や知識を確認し，自身の資料に反
映させてください。（２時間程度）

4時間

第4回 研究報告３ ・報告担当者は，報告資料を準備してください。（２時間程
度）
・授業の中で得た情報や知識を確認し，自身の資料に反
映させてください。（２時間程度）

4時間

第5回 研究報告４ ・報告担当者は，報告資料を準備してください。（２時間程
度）
・授業の中で得た情報や知識を確認し，自身の資料に反
映させてください。（２時間程度）

4時間
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第6回 研究報告５ ・報告担当者は，報告資料を準備してください。（２時間程
度）
・授業の中で得た情報や知識を確認し，自身の資料に反
映させてください。（２時間程度）

4時間

第7回 中間報告会１ ・中間報告に向けて報告資料の準備を行ってください。（２
時間程度）
・授業の中で得た教員からのコメントや情報，知識を確認
し，報告資料や分析に反映して修正してください。（２時間
程度）

4時間

第8回 中間報告会１ ・中間報告に向けて報告資料の準備を行ってください。（２
時間程度）
・授業の中で得た教員からのコメントや情報，知識を確認
し，報告資料や分析に反映して修正してください。（２時間
程度）

4時間

第9回 研究報告６ ・報告担当者は報告資料の準備を行ってください。（２時間
程度）
・授業の中で得た教員からのコメントや情報，知識を確認
し，報告資料や分析に反映して修正してください。（２時間
程度）

4時間

第10回 研究報告７ ・報告担当者は報告資料の準備を行ってください。（２時間
程度）
・授業の中で得た教員からのコメントや情報，知識を確認
し，報告資料や分析に反映して修正してください。（２時間
程度）

4時間

第11回 研究報告８ ・報告担当者は報告資料の準備を行ってください。（２時間
程度）
・授業の中で得た教員からのコメントや情報，知識を確認
し，報告資料や分析に反映して修正してください。（２時間
程度）

4時間

第12回 研究報告９ ・報告担当者は報告資料の準備を行ってください。（２時間
程度）
・授業の中で得た教員からのコメントや情報，知識を確認
し，報告資料や分析に反映して修正してください。（２時間
程度）

4時間

第13回 前期最終報告１ ・前期最終報告に向けて報告資料の準備を行ってくださ
い。（２時間程度）
・授業の中で得たコメントや情報・知識を確認してください。
・報告資料や分析の修正をしてください。（２時間程度）

4時間

第14回 前期最終報告２ ・前期最終報告に向けて報告資料の準備を行ってくださ
い。（２時間程度）
・授業の中で得たコメントや情報・知識を確認してください。
・報告資料や分析の修正をしてください。（２時間程度）

4時間

第15回 まとめ ・期末レポートの課題に取り組んでください。（２時間程度）
・今学期の振り返りを行ってください。（２時間程度）

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅢＡ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

4グスタボ・バルダス

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

－

経済学部専門教育科目

テーマ 日本経済の現状と将来の見通し

授業の目的及び概要
この演習の主な目的は、日本経済の現状と将来の見通しについてのデータ分析に基づいて学生が研究活動を行うことによって、卒業した後の進路に必
要な能力と知識を得ることです。この目標を達成するために、学生の個人研究についてのグループ討論、個人指導、プレゼンテーションなどを行いま
す。演習ⅢBでは、卒業論文または卒業レポートを作成する必要があるので、演習ⅢAでは準備として、卒業研究についてのデータ分析や文献のレ
ビューを行い、卒業研究の基本構造を作成することを求めます。演習のレベルは、マクロ経済学の応用レベルです。

学修の到達目標
この演習では、学生が以下の能力を身に付けるように指導したいと思います。

１. 日本経済の諸問題を理解し、説明できる能力
２. 解決法を導く能力
３. プレゼンテーションする能力
４. グループワークで積極的に参加する力
５. コミュニケーションする能力

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
提出された研究レポートについてコメントします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告／ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

授業で分析した日本経済や世界経済のデータを研究に活用して下さい。もし、データ分析方法などで困ることがあれば、授業中でも、授業以外のオフィ
スアワーでもその他の時間でも、対応できるので、相談してください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

60
研究レポート

00

00040

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストを使用しないが、以下の参考書と日本政府や国際機関のデータベースの情報を利用して作成した資
料を大学のホームページのなか、Learning Portal、授業内容/教材にアップします。

参考書

1.　内閣府の白書
2.　財務省の財務総合研究所のリサーチ・ペーパーやレポート
3.　財務省の債務管理リポート
4.　日本銀行の論文・レポート
5.　主なデータベース
 内閣府：　https://www.cao.go.jp/
 日本銀行：　https://www.boj.or.jp/
 政府統計の総合窓：https://www.e-stat.go.jp/
 経済産業省：https://www.meti.go.jp/
 財務省：https://www.mof.go.jp/
　　 日経新聞：https://indexes.nikkei.co.jp/nkave/index?type=download
 JETRO: https://www.jetro.go.jp/en/
 IMF: https://www.imf.org/external/index.htm
 WORLD BANK: https://data.worldbank.org/

特にありません。

特にありません。

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ゼミの運営方法や内容について説明して、学生の個人研究の日程を決
定します。

予習：「授業１：授業案内」を事前に読んでおいてください。
復習：授業後に、ガイダンスの内容について復習してくださ
い.

1時間

第2回 卒業論文の執筆要領について解説します。 予習：卒業論文の執筆要領を事前によく読んでおいてくだ
さい。
復習：授業後に、卒業論文の執筆要領について復習してく
ださい。

4時間

第3回 日本経済の現状と将来の見通しについて解説します。 予習：「日本経済の現状と将来の見通し」についての資料
を事前によく読んでおいてください。
復習：「日本経済の現状と将来の見通し」についての復習
問題を解いて、オンラインで提出してください。

4時間
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第4回 日本経済の構造的な問題について解説します。 予習：「日本経済の構造的な問題」についての資料を事前
によく読んでおいてください。
復習：「日本経済の構造的な問題」についての復習問題を
解いて、オンラインで提出してください。

4時間

第5回 日本と世界経済の関係についてのデータを解説します。 予習：「日本と世界経済」を事前によく読んでおいてくださ
い。
復習：「日本と世界経済」についてのレポートを作成し提出
してください。

4時間

第6回 卒業論文（または卒業レポート）についての個人指導とグループワーク
１

予習：卒業論文（または卒業レポート）を事前に作成してく
ださい。
復習：授業後に、担当教員からのコメントに基づいて卒業
論文（または卒業レポート）を修正してください

4時間

第7回 卒業論文（または卒業レポート）についての個人指導とグループワーク
２

予習：卒業論文（または卒業レポート）を事前に作成してく
ださい。
復習：授業後に、担当教員からのコメントに基づいて卒業
論文（または卒業レポート）を修正してください

4時間

第8回 卒業論文（または卒業レポート）についての個人指導とグループワーク
３

予習：卒業論文（または卒業レポート）を事前に作成してく
ださい。
復習：授業後に、担当教員からのコメントに基づいて卒業
論文（または卒業レポート）を修正してください

4時間

第9回 卒業論文（または卒業レポート）についての個人指導とグループワーク
４

予習：卒業論文（または卒業レポート）を事前に作成してく
ださい。
復習：授業後に、担当教員からのコメントに基づいて卒業
論文（または卒業レポート）を修正してください

4時間

第10回 卒業論文（または卒業レポート）のプレゼンテーション１ 予習：卒業論文（または卒業レポート）を事前に作成してく
ださい。
復習：授業後に、担当教員と学生からのコメントを卒業論
文（または卒業レポート）に活用させてください。

4時間

第11回 卒業論文（または卒業レポート）のプレゼンテーション１ 予習：卒業論文（または卒業レポート）を事前に作成してく
ださい。
復習：授業後に、担当教員と学生からのコメントを卒業論
文（または卒業レポート）に活用させてください。

4時間

第12回 卒業論文（または卒業レポート）のプレゼンテーション２ 予習：卒業論文（または卒業レポート）を事前に作成してく
ださい。
復習：授業後に、担当教員と学生からのコメントを卒業論
文（または卒業レポート）に活用させてください。

4時間

第13回 卒業論文（または卒業レポート）のプレゼンテーション３ 予習：卒業論文（または卒業レポート）を事前に作成してく
ださい。
復習：授業後に、担当教員と学生からのコメントを卒業論
文（または卒業レポート）に活用させてください。

4時間

第14回 卒業論文（または卒業レポート）のプレゼンテーション４ 予習：卒業論文（または卒業レポート）を事前に作成してく
ださい。
復習：授業後に、担当教員と学生からのコメントを卒業論
文（または卒業レポート）に活用させてください。

4時間

第15回 授業の総括を行います。 予習：これまでの授業14回の配布資料等を事前によく読ん
でおいてください。
復習：授業後に、これまでの授業14回の配布資料等につ
いて総復習してください。

5時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅢＡ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

4前鶴　政和

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ 日本経済と経済政策

授業の目的及び概要
この演習では、日本経済の抱える諸課題を中心に、３年次の演習ⅡBで作成した期末レポートをもとに研究し、卒業研究の完成を目指します。秋学期の
演習ⅢBでは、卒業論文または5000字以上の卒業レポートを作成する必要がありますので、演習ⅢAはそのための準備を進め、卒業研究の基礎を構築
していきます。この授業を受講することにより、現実の経済現象を理解できる力を身につけることを目的とします。
　この演習は皆さんが経済学の専門知識を深め、社会で活躍するために必要な経済問題の解決について考察する能力の修得を図る科目です。演習の
レベルは、ミクロ経済学、マクロ経済学の応用レベルです。

学修の到達目標
この演習は、以下のことを目標とします。
1.3年次までに修得した経済学の専門知識をさまざまな現実問題の分析に応用することができる。
2.卒業研究のテーマを確定し、卒業研究の研究計画書を作成することができる。
3.ゼミの報告と討論を通して、就職活動に必要なプレゼン能力やコミュニケーション能力を身につけることができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
提出された卒業研究の原稿については、添削して返却します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告／ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

この演習の授業内容は、ミクロ経済学やマクロ経済学などの専門知識を用いて行われます。そのため、受講生には、これらの科目の履修を望みます。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

060040

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキスト指定は行いません。必要な資料を適宜配付します。

参考書

人の心に働きかける経済政策，翁邦雄，岩波書店，2022年

　配付資料の内容について、より詳しく学修したい方は、参考書を用いて学修してください。

なし

9784004319085

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ゼミの運営方法や内容について確認し、報告日程を決定します。 【予習】この演習のシラバスを事前によく読んでおいてくだ
さい（1時間程度）。
【復習】授業後に、ガイダンスの内容について復習してくだ
さい（1時間程度）。

2時間

第2回 卒業論文の執筆要領について解説します。 【予習】卒業論文の執筆要領を事前によく読んでおいてく
ださい（2時間程度）。
【復習】授業後に、卒業論文の執筆要領について復習して
ください（2時間程度）。

4時間

第3回 研究計画書の作成要領について解説します。 【予習】研究計画書の作成要領を事前によく読んでおいて
ください（2時間程度）。
【復習】授業後に、研究計画書の作成要領について復習し
てください（2時間程度）。

4時間

第4回 日本経済の諸課題について解説します。 【予習】日本経済の諸課題に関する資料を事前によく読ん
でおいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、日本経済の諸課題に関する資料につい
て復習してください（2時間程度）。

4時間

第5回 卒業論文（または卒業レポート）の研究計画書の発表を行います。 【予習】研究計画書の作成要領に基づいて、研究計画書を
事前に作成してください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて研究
計画書を修正してください（2時間程度）。

4時間
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第6回 卒業論文（または卒業レポート）の研究計画書の発表を行います。 【予習】研究計画書の作成要領に基づいて、研究計画書を
事前に作成してください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて研究
計画書を修正してください（2時間程度）。

4時間

第7回 卒業論文（または卒業レポート）の研究計画書の発表を行います。 【予習】研究計画書の作成要領に基づいて、研究計画書を
事前に作成してください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて研究
計画書を修正してください（2時間程度）。

4時間

第8回 卒業論文（または卒業レポート）の研究計画書の発表を行います。 【予習】研究計画書の作成要領に基づいて、研究計画書を
事前に作成してください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて研究
計画書を修正してください（2時間程度）。

4時間

第9回 卒業論文（または卒業レポート）の研究計画書の発表を行います。 【予習】研究計画書の作成要領に基づいて、研究計画書を
事前に作成してください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて研究
計画書を修正してください（2時間程度）。

4時間

第10回 卒業論文（または卒業レポート）の研究計画書の発表を行います。 【予習】研究計画書の作成要領に基づいて、研究計画書を
事前に作成してください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて研究
計画書を修正してください（2時間程度）。

4時間

第11回 卒業論文（または卒業レポート）の研究計画書の発表を行います。 【予習】研究計画書の作成要領に基づいて、研究計画書を
事前に作成してください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて研究
計画書を修正してください（2時間程度）。

4時間

第12回 卒業論文（または卒業レポート）の研究計画書の発表を行います。 【予習】研究計画書の作成要領に基づいて、研究計画書を
事前に作成してください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて研究
計画書を修正してください（2時間程度）。

4時間

第13回 卒業論文（または卒業レポート）の研究計画書の発表を行います。 【予習】研究計画書の作成要領に基づいて、研究計画書を
事前に作成してください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて研究
計画書を修正してください（2時間程度）。

4時間

第14回 卒業論文（または卒業レポート）の研究計画書の発表を行います。 【予習】研究計画書の作成要領に基づいて、研究計画書を
事前に作成してください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて研究
計画書を修正してください（2時間程度）。

4時間

第15回 授業全般にわたる総括を行います。 【予習】これまでの授業回の配付資料等を事前によく読ん
でおいてください（3時間程度）。
【復習】授業後に、これまでの授業回の配付資料等につい
て総復習してください（3時間程度）。

6時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅢＡ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

4藤原　幸則

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

－

経済学部専門教育科目

テーマ 地域経済の課題の分析と政策提案

授業の目的及び概要
この演習ⅢAでは、実社会に出てから必要となる調査能力、レポート作成能力、プレゼンテーション能力、コミュニケーション能力を涵養するとともに、行
政やビジネスで必要となる地域経済の構造とその変化の把握、それをもとにした地域活性化の政策を考える力を身につけることを目的としています。
近年、少子高齢化、経済活動の衰退、財政状況の悪化、東京一極集中といった社会経済環境の変化の中で、持続可能性すら危ぶまれる地域が少なく
ありません。関西という大都市を抱える地域でも、長期の経済低迷に直面しており、地域活性化は重要課題となっています。
この演習ⅢAでは、地域経済の構造変化と諸課題に関して、演習参加者各自が取り組みたい課題として設定した研究テーマに沿って調査・研究を行
い、演習ⅢBでの卒業論文・卒業レポート作成に向けて、卒業研究計画書の作成を行ってもらいます。
そのため、まず担当教員から地域経済の見方・考え方、分析手法について講義します。そして、それらも参考にして、演習参加者がそれぞれの調査・研
究を深めていくとともに、プレゼンテーションや演習参加者同士のディスカッションなどを通じて、卒業研究計画をより良いものへと練り上げてもらいま
す。

学修の到達目標
地域経済の研究に関して、以下の３点を学修の到達目標とします。
・各種の統計データを収集して分析ができて、それを踏まえた政策提案を行えるようになる。
・きちんとしたレポートやプレゼン資料を作成できるようになる。
・説得力あるプレゼンテーションを行うことができるようになる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
発表された報告はその場でコメントします。また、卒業研究計画書は加筆した上で返却します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

PBL（課題解決型学習）／ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

春学期は卒業論文・卒業レポートの作成に向けての大切な準備期間です。研究したい課題を設定したら、なるべく広く、関連文献・資料や統計データに
あたってください。最初から結論を特定せず、広い視野で柔軟に研究を進めてください。困難に直面したときは、相談してください。できる限りサポートし
ます。
この演習ⅢAでは、地域経済に関して、課題の把握で終わることなく、課題を解決する政策まで考えていくことに重きを置いています。「経済理論を学ぶ」
ことにとどまらず、「経済理論で考える」ことが重要です。経済理論は、それを学ぶことが目的なのではなく、課題を解決するためのものだからです。ま
た、思い付きではないという意味で、政策提案を裏付けるデータ分析なども必要です。
課題把握、データ分析にも裏付けられた政策提案という研究プロセスは、実社会においても役立つことです。
そして、皆さんが同じ場を共有できる出会いを大切に、率直な意見交換で刺激し合い、地域経済を研究する面白さを味わえる場となるよう努めてまいり
ますので、皆さんの協力をお願いします。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

000

060040

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストはありません。
必要に応じて、適宜、担当教員が資料を作成して配布します。

参考書

必要に応じて、適宜、授業中に紹介します。

なし

なし

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 オリエンテーション

演習ⅢAの進め方、卒業研究計画書の作成要領、情報入手の留意点
について説明します。

シラバス、配布資料をよく読み返し、復習してください。自
分の関心あるテーマならなんでもいいので、インターネット
や新聞、雑誌などから得られた情報について、学んだ情報
入手の留意点を踏まえて、情報として信頼できるか、情報
として十分か、といったことを考えてみてください。

4時間

第2回 データで読み解く地域の実態

地域の実態を、人口・経済・財政など、住民生活を左右すると考えられ
る主要な側面について検証し、ディスカッションしましょう。

配布資料をよく読み返し、学んだ知識や考え方を復習して
ください。その際、A4用紙1枚くらいで、教員の説明と全体
ディスカッションの要点をまとめておきましょう（社会に出て
から必要な要約力を鍛えることになります）。

4時間

第3回 地域経済の見方・考え方

地域は人や企業が活動する「器」という視点から、地域経済の見方と考
え方を理解しましょう。

配布資料をよく読み返し、学んだ知識や考え方を復習して
ください。その際、A4用紙1枚くらいで、教員の説明と全体
ディスカッションの要点をまとめておきましょう。

4時間
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第4回 地域経済の実態把握

政策を立案するための第一歩として、地域経済の実態を知る基本的な
手法を理解しましょう。

配布資料をよく読み返し、学んだ知識や考え方を復習して
ください。その際、A4用紙1枚くらいで、教員の説明と全体
ディスカッションの要点をまとめておきましょう。

4時間

第5回 産業連関表による経済波及効果の計測

メディアでよく取り上げられる経済波及効果の仕組みを理解しましょう。

配布資料をよく読み返し、学んだ知識や考え方を復習して
ください。その際、A4用紙1枚くらいで、教員の説明と全体
ディスカッションの要点をまとめておきましょう。

4時間

第6回 地域経済の分析例

関西の人口減少・高齢化を取り上げて、地域経済の分析について考え
てみましょう。

配布資料をよく読み返し、学んだ知識や考え方を復習して
ください。その際、A4用紙1枚くらいで、教員の説明と全体
ディスカッションの要点をまとめておきましょう。

4時間

第7回 研究計画書の発表

各自の研究計画書をプレゼンテーションし（4人から5人程度）、全体で
ディスカッションします。

各自の研究テーマに沿った文献・資料・統計データの収集
や調査・研究を進めてください。プレゼンテーションした人
は、ディスカッション内容を踏まえて、研究計画書づくりに
反映してください。

4時間

第8回 研究計画書の発表

各自の研究計画書をプレゼンテーションし（4人から5人程度）、全体で
ディスカッションします。

各自の研究テーマに沿った文献・資料・統計データの収集
や調査・研究を進めてください。プレゼンテーションした人
は、ディスカッション内容を踏まえて、研究計画書づくりに
反映してください。

4時間

第9回 研究計画書の発表

各自の研究計画書をプレゼンテーションし（4人から5人程度）、全体で
ディスカッションします。

各自の研究テーマに沿った文献・資料・統計データの収集
や調査・研究を進めてください。プレゼンテーションした人
は、ディスカッション内容を踏まえて、研究計画書づくりに
反映してください。

4時間

第10回 研究計画書の発表

各自の研究計画書をプレゼンテーションし（4人から5人程度）、全体で
ディスカッションします。

各自の研究テーマに沿った文献・資料・統計データの収集
や調査・研究を進めてください。プレゼンテーションした人
は、ディスカッション内容を踏まえて、研究計画書づくりに
反映してください。

4時間

第11回 研究計画書の発表

各自の研究計画書をプレゼンテーションし（4人から5人程度）、全体で
ディスカッションします。

各自の研究テーマに沿った文献・資料・統計データの収集
や調査・研究を進めてください。プレゼンテーションした人
は、ディスカッション内容を踏まえて、研究計画書づくりに
反映してください。

4時間

第12回 研究計画書の発表

各自の研究計画書をプレゼンテーションし（4人から5人程度）、全体で
ディスカッションします。

各自の研究テーマに沿った文献・資料・統計データの収集
や調査・研究を進めてください。プレゼンテーションした人
は、ディスカッション内容を踏まえて、研究計画書づくりに
反映してください。

4時間

第13回 研究計画書の発表

各自の研究計画書をプレゼンテーションし（4人から5人程度）、全体で
ディスカッションします。

各自の研究テーマに沿った文献・資料・統計データの収集
や調査・研究を進めてください。プレゼンテーションした人
は、ディスカッション内容を踏まえて、研究計画書づくりに
反映してください。

4時間

第14回 研究計画書の発表（予備日）、地域経済の分析に関する補足

研究計画書をプレゼンテーションしていない人のための予備日としま
す。すでに全員がプレゼンテーションずみなら、教員から地域経済の分
析に関するディスカッションの素材を提供します。

各自の研究テーマに沿った文献・資料・統計データの収集
や調査・研究を進めてください。プレゼンテーションした人
は、ディスカッション内容を踏まえて、研究計画書づくりに
反映してください。また、教員からディスカッションの素材
提供があったら、A4用紙1枚くらいで、教員の説明と全体
ディスカッションの要点をまとめておきましょう。

4時間

第15回 総括

春学期のまとめを行います。あわせて、卒業論文・卒業レポートの作成
要領についても説明します。

春学期のまとめについて、A4用紙1枚くらいで、要点を整
理しておきましょう。卒業論文・卒業レポートの作成要領を
読み返してください。各自の卒業研究計画書の作成を仕
上げてください。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅢＡ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

4傅　喆

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

－

経済学部専門教育科目

テーマ 地域経済とサステイナビリティ

授業の目的及び概要
この演習では、地域社会の「持続可能な発展」という視点から、日本と海外の先進事例を取り上げ、環境と密接にかかわる自然資源の利用、地域固有
の資源を活かした経済活動、そして地域の持続可能性について考えていきます。秋学期の演習ⅢBでは、卒業論文または5000字以上の卒業レポートを
作成する必要がありますので、演習ⅢAはそのための準備を進めていきます。この授業を受講することにより、我々が実際に生活している地域の具体
的な諸問題の原因と解決策を考えることを目的とします。
　また「実学としての経済学」の観点から、社会保障制度と経済諸指標（ＧＤＰ、為替レート、金利など）との連関も学修します。

学修の到達目標
この演習は、以下のことを目標とします。
・興味・関心のあるテーマを選び、必要な資料を収集・整理し、分析することができるようになる。
・卒業研究のテーマを確定し、卒業研究を作成することができる。
・ゼミの報告と議論を通して、プレゼン能力やコミュニケーション能力を身につけることができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
受講生による研究発表に対するコメントを通じてフィードバックを行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告／ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

この演習の授業内容は、地域経済や環境経済などの専門知識を用いて行われます。そのため、受講生には、これらの科目の履修を望みます。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

060040

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストは指定しません。配付資料を用いて授業を行います。

参考書

研究の状況に応じて適宜紹介しますが、例えば以下の書籍が関連します。
①再生可能エネルギーと地域再生，諸富徹，日本評論社， 2015年。
②地域づくりの経済学入門―地域内再投資力論【増補改訂版】 ，岡田知弘，自治体研究社，2020年。

なし

①978-4-535-55821-2
②978-4-88037-711-7

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス（ゼミの運営方法や内容について確認し、報告日程を決定し
ます）

・演習のシラバスを事前によく読んでおいてください。
・研究計画の確認。

2時間

第2回 卒業論文（または卒業レポート）の執筆要領について解説します。 ・卒業論文（または卒業レポート）の作成に関する配布資
料を事前によく読んでおいてください。
・研究報告の準備。報告予定者は報告資料を準備してくだ
さい。

4時間

第3回 研究報告1 ・研究報告の準備。報告予定者は報告資料を準備してくだ
さい。
・授業後に、担当教員からのコメントに基づいて報告資料
を修正してください。

4時間

第4回 研究報告2 ・研究報告の準備。報告予定者は報告資料を準備してくだ
さい。
・授業後に、担当教員からのコメントに基づいて報告資料
を修正してください。

4時間

第5回 研究報告3 ・研究報告の準備。報告予定者は報告資料を準備してくだ
さい。
・授業後に、担当教員からのコメントに基づいて報告資料
を修正してください。

4時間

第6回 研究報告4 ・研究報告の準備。報告予定者は報告資料を準備してくだ
さい。
・授業後に、担当教員からのコメントに基づいて報告資料
を修正してください。

4時間
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第7回 研究報告5 ・研究報告の準備。報告予定者は報告資料を準備してくだ
さい。
・授業後に、担当教員からのコメントに基づいて報告資料
を修正してください。

4時間

第8回 研究報告6 ・研究報告の準備。報告予定者は報告資料を準備してくだ
さい。
・授業後に、担当教員からのコメントに基づいて報告資料
を修正してください。

4時間

第9回 研究報告7 ・研究報告の準備。報告予定者は報告資料を準備してくだ
さい。
・授業後に、担当教員からのコメントに基づいて報告資料
を修正してください。

4時間

第10回 研究報告8 ・研究報告の準備。報告予定者は報告資料を準備してくだ
さい。
・授業後に、担当教員からのコメントに基づいて報告資料
を修正してください。

4時間

第11回 期末最終報告１ ・報告予定者は最終報告資料を作成してください。
・授業後に、担当教員からのコメントに基づいて報告資料
を修正し、期末レポートに反映させてください。

4時間

第12回 期末最終報告2 ・報告予定者は最終報告資料を作成してください。
・授業後に、担当教員からのコメントに基づいて報告資料
を修正し、期末レポートに反映させてください。

4時間

第13回 期末最終報告3 ・報告予定者は最終報告資料を作成してください。
・授業後に、担当教員からのコメントに基づいて報告資料
を修正し、期末レポートに反映させてください。

4時間

第14回 期末最終報告4 ・報告予定者は最終報告資料を作成してください。
・授業後に、担当教員からのコメントに基づいて報告資料
を修正し、期末レポートに反映させてください。

4時間

第15回 授業全般にわたる総括を行います。 期末レポートを完成させてください。 6時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅢＡ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

4山垣　真浩

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ 社会政策（労働経済、社会保障）にかんする卒業研究

授業の目的及び概要
社会政策に関して自身が選択したテーマに関係する文献を読んで報告していくことをとおして、卒業研究を進めていきます。卒業研究を通して、専門知
識の獲得はもちろん、資料収集力、読解力、文章力ならびにコンピュータ操作能力、仲間との協働力等、今後の人生に行かせるさまざまな技能を身に
つけます。なお、報告者のいない回では、下記のテキストを購読します。
　「実学としての経済学」との関係：卒業研究をおこなうことにより、生きていく上で役に立つ、労働または社会保障に関する専門知識が修得でき、また文
章力、プレゼンテーション、パソコン操作力などが身につきます。

学修の到達目標
「卒業研究」を完成させます。自分の選択したテーマに関して、文献の解読から今どんなことが問題になっているのか理解し、それを表現することが求め
られます。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
課題については、授業中に解説及び講評を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

演習は、大学教育の中軸です。本気で取り組んでください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

40
卒業論文の研究計画書

00

00060

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

どうする日本の福祉政策，埋橋孝文編，ミネルヴァ書房，2020年

参考書

どうする日本の労働政策，櫻井純理編，ミネルヴァ書房，2021年

978-4623089611

978-4623091140

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 演習参加者の卒業研究テーマの発表 文献の収集、解読、報告の準備。授業15回で２単位の授
業なので、平均して毎週４時間以上の学修時間が求めら
れるが、演習はあなたの主専攻であるから、卒業論文の
完成ために貪欲に取り組んでほしい。

4時間

第2回 演習参加者の卒業研究テーマの発表 文献の収集、解読、報告の準備 4時間

第3回 演習参加者の卒業研究テーマの発表 文献の収集、解読、報告の準備 4時間

第4回 演習参加者の卒業研究テーマの発表 文献の収集、解読、報告の準備 4時間

第5回 演習参加者の卒業研究テーマの発表 文献の収集、解読、報告の準備 4時間

第6回 演習参加者の卒業研究テーマの発表 文献の収集、解読、報告の準備 4時間

第7回 1回目の研究発表全体へのコメント 文献の収集、解読、報告の準備 4時間

第8回 演習参加者の卒業研究テーマの発表 文献の収集、解読、報告の準備 4時間

第9回 演習参加者の卒業研究テーマの発表 文献の収集、解読、報告の準備 4時間
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第10回 演習参加者の卒業研究テーマの発表 文献の収集、解読、報告の準備 4時間

第11回 演習参加者の卒業研究テーマの発表 文献の収集、解読、報告の準備 4時間

第12回 演習参加者の卒業研究テーマの発表 文献の収集、解読、報告の準備 4時間

第13回 期末レポートの提出 文献の収集、解読、報告の準備 4時間

第14回 期末レポートへのコメントと意見交換 文献の収集、解読、報告の準備 4時間

第15回 期末レポートへのコメント意見交換 文献の収集、解読、報告の準備 4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅢＡ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

4朱　東平

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ 卒業研究で日本経済の諸課題に挑戦しよう

授業の目的及び概要
経済学理論を勉強する目的の一つは、さまざまな政治、経済、社会現象を経済学の視点から理解し、把握することです。この演習は、こうした応用能力
の育成に重点を置きます。
　この演習では、卒業論文を書くことにより、論理構成力を身につけることを目的としています。日本経済の抱える諸課題を中心に、経済記事の議論を
中心とした学修を続けながら、３年次の演習Ⅱ、とくに演習ⅡBで作成した期末レポートをもとに研究を深め、卒業研究の完成を目指します。秋学期の演
習ⅢBでは、卒業論文または5000字以上の卒業レポートを作成する必要がありますので、演習ⅢAはそのための準備を進め、卒業研究の基礎を構築し
ていきます。
　この演習は皆さんが社会人として持つべき専門知識・能力の高度化を図る科目です。演習のレベルは、ミクロ経済学、マクロ経済学の応用レベルで
す。

学修の到達目標
この演習は、以下のことを目標とします。
1.3年次までに修得した経済学の基礎理論をさまざまな現実問題の分析に応用することができる。
2.卒業研究のテーマを確定し、卒業研究の初稿を作成することができる。
3.ゼミの報告と討論を通して、一社会人として、また、就職活動にも必要なプレゼン能力やコミュニケーション能力を身につけることができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
レポートについて、添削しコメントを付して返却します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

経済学的な分析は、ミクロ経済学やマクロ経済学など基礎理論のもとで行われます。そのため、受講生には、この2科目の履修を望みます。ただし、演
習でも必要に応じて指導しますので、とくに予備知識をもたなければ履修できないことはありません。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

050050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストは指定しません。
ラーニングポータルで配布される資料を用いて事前・事後学修に活用してください。

参考書

予習・復習に役立つ教材として、報告内容に応じて以下の参考書の関連内容について理解するようにしてくだ
さい。
①ミクロ経済学（第3版）、伊藤元重、日本評論社、2018年
②入門マクロ経済学（第5版）、中谷巌、日本評論社、2007年

なし

①9784535558441
②9784535555136

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ゼミの運営方法や内容について確認し、報告日程を決定します。（授業
の進行状況と学生の希望に応じて、以下の内容を変更することもありう
る）

【予習】演習Ⅱで蓄積した「マイノート」の内容を整理すると
ともに、秋学期末の感想文をもとに、演習Ⅱで成長した点
と今年度の課題について考えてください（2時間程度）
【復習】次回の授業までに、「春学期の目標」を、春学期末
にチェック可能なように作成して「マイノート」に保存してく
ださい。(1時間程度)

3時間

第2回 ＊卒業論文の執筆要領について解説し、確認します。 【予習】卒業論文の執筆要領を熟読し理解すること。（1時
間程度）
【復習】演習Ⅱで蓄積した「マイノート」の内容を整理し、卒
業論文や卒業レポートに向け、修正・充実する方向性につ
いて確認してください（3時間程度）

4時間

第3回 ＊経済記事について議論します。
＊卒業論文（または卒業レポート）のテーマを確定します①。

【予習】事前に、演習ⅡBで作成した期末レポートに対する
担当教員のコメントと関連資料、そして卒業論文の作成要
領を十分に理解してください。そのうえで、担当教員のコメ
ントに基づき、文献研究を行い、研究計画を作成してくださ
い。（3時間程度）
【復習】学修ポートフォリオの「マイノート」を利用し、学修成
果とその修正を保存してください。（1時間程度）

4時間

－541－



第4回 ＊経済記事について議論します。
＊卒業論文（または卒業レポート）のテーマを確定します②。

【予習】事前に、演習ⅡBで作成した期末レポートに対する
担当教員のコメントと関連資料、そして卒業論文の作成要
領を十分に理解してください。そのうえで、担当教員のコメ
ントに基づき、文献研究を行い、研究計画を作成してくださ
い。（3時間程度）
【復習】学修ポートフォリオの「マイノート」を利用し、学修成
果とその修正を保存してください。（1時間程度）

4時間

第5回 ＊経済記事について議論します。
＊卒業論文（または卒業レポート）のテーマを確定します③。

【予習】事前に、演習ⅡBで作成した期末レポートに対する
担当教員のコメントと関連資料、そして卒業論文の作成要
領を十分に理解してください。そのうえで、担当教員のコメ
ントに基づき、文献研究を行い、研究計画を作成してくださ
い。（3時間程度）
【復習】学修ポートフォリオの「マイノート」を利用し、学修成
果とその修正を保存してください。（1時間程度）

4時間

第6回 ＊経済記事について議論します。
＊卒業論文（または卒業レポート）のテーマを確定します④。

【予習】事前に、演習ⅡBで作成した期末レポートに対する
担当教員のコメントと関連資料、そして卒業論文の作成要
領を十分に理解してください。そのうえで、担当教員のコメ
ントに基づき、文献研究を行い、研究計画を作成してくださ
い。（3時間程度）
【復習】学修ポートフォリオの「マイノート」を利用し、学修成
果とその修正を保存してください。（1時間程度）

4時間

第7回 ＊経済記事について議論します。
＊卒業論文（または卒業レポート）のテーマを確定します⑤。

【予習】事前に、演習ⅡBで作成した期末レポートに対する
担当教員のコメントと関連資料、そして卒業論文の作成要
領を十分に理解してください。そのうえで、担当教員のコメ
ントに基づき、文献研究を行い、研究計画を作成してくださ
い。（3時間程度）
【復習】学修ポートフォリオの「マイノート」を利用し、学修成
果とその修正を保存してください。（1時間程度）

4時間

第8回 ＊経済記事について議論します。
＊卒業論文（または卒業レポート）のテーマを確定します⑥。

【予習】事前に、演習ⅡBで作成した期末レポートに対する
担当教員のコメントと関連資料、そして卒業論文の作成要
領を十分に理解してください。そのうえで、担当教員のコメ
ントに基づき、文献研究を行い、研究計画を作成してくださ
い。（3時間程度）
【復習】学修ポートフォリオの「マイノート」を利用し、学修成
果とその修正を保存してください。（1時間程度）

4時間

第9回 ＊卒業論文（または卒業レポート）の中間発表を行います①。 【予習】事前に、研究計画と文献研究の結果に基づき、中
間発表を準備してください。（３時間程度）
【復習】担当教員のコメントに基づいて修正を行い、その結
果を学修ポートフォリオの「マイノート」に保存してください。
（1時間程度）

4時間

第10回 ＊卒業論文（または卒業レポート）の中間発表を行います②。 【予習】事前に、研究計画と文献研究の結果に基づき、中
間発表を準備してください。（３時間程度）
【復習】担当教員のコメントに基づいて修正を行い、その結
果を学修ポートフォリオの「マイノート」に保存してください。
（1時間程度）

4時間

第11回 ＊卒業論文（または卒業レポート）の中間発表を行います③。 【予習】事前に、研究計画と文献研究の結果に基づき、中
間発表を準備してください。（３時間程度）
【復習】担当教員のコメントに基づいて修正を行い、その結
果を学修ポートフォリオの「マイノート」に保存してください。
（1時間程度）

4時間

第12回 ＊卒業論文（または卒業レポート）の中間発表を行います④。 【予習】事前に、研究計画と文献研究の結果に基づき、中
間発表を準備してください。（３時間程度）
【復習】担当教員のコメントに基づいて修正を行い、その結
果を学修ポートフォリオの「マイノート」に保存してください。
（1時間程度）

4時間

第13回 ＊卒業論文（または卒業レポート）の中間発表を行います⑤。 【予習】事前に、研究計画と文献研究の結果に基づき、中
間発表を準備してください。（３時間程度）
【復習】担当教員のコメントに基づいて修正を行い、その結
果を学修ポートフォリオの「マイノート」に保存してください。
（1時間程度）

4時間

第14回 ＊卒業論文（または卒業レポート）の中間発表を行います⑥。 【予習】事前に、研究計画と文献研究の結果に基づき、中
間発表を準備してください。（３時間程度）
【復習】担当教員のコメントに基づいて修正を行い、その結
果を学修ポートフォリオの「マイノート」に保存してください。
（1時間程度）

4時間

第15回 授業全般にわたる総括を行います。 【予習】発表時に受けた指導に基づき、これまでの研究成
果を期末レポートとしてまとめ、「マイノート」に保存してくだ
さい。(4時間程度)
【復習】授業終了後は、期末レポートの到達点と課題につ
いて整理・確認してください。（2時間程度）

6時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅢＡ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

4粂井　淳子

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ 卒業研究

授業の目的及び概要
この演習では、卒業論文または卒業レポートの完成に向けて、研究計画を作成し、先行研究を調査し、ゼミでの発表やディスカッションを行いながら、取
り組んでいきます。

学修の到達目標
大学での学修の集大成として卒業論文または卒業レポートを完成させることを目標とします。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
発表や提出物に対するコメントにより行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

大学で学修した専門知識を活かして、卒業研究に取り組みましょう。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

050050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストは使用しません。

参考書

テキストは使用しません。
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス 事前学修　春学期の目標を立てましょう。
事後学修　春学期の計画を確認しましょう。

4時間

第2回 発表とディスカッション１ 事前学修　発表準備を行いましょう。
事後学修　卒業論文作成のために参考文献や資料、企業
研究を続けましょう。

4時間

第3回 発表とディスカッション２ 事前学修　発表準備を行いましょう。
事後学修　卒業論文作成のために参考文献や資料、企業
研究を続けましょう。

4時間

第4回 発表とディスカッション３ 事前学修　発表準備を行いましょう。
事後学修　卒業論文作成のために参考文献や資料、企業
研究を続けましょう。

4時間

第5回 発表とディスカッション４ 事前学修　発表準備を行いましょう。
事後学修　卒業論文作成のために参考文献や資料、企業
研究を続けましょう。

4時間

第6回 発表とディスカッション５ 事前学修　発表準備を行いましょう。
事後学修　卒業論文作成のために参考文献や資料、企業
研究を続けましょう。

4時間

第7回 発表とディスカッション６ 事前学修　発表準備を行いましょう。
事後学修　卒業論文作成のために参考文献や資料、企業
研究を続けましょう。

4時間

第8回 発表とディスカッション７ 事前学修　発表準備を行いましょう。
事後学修　卒業論文作成のために参考文献や資料、企業
研究を続けましょう。

4時間
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第9回 発表とディスカッション８ 事前学修　発表準備を行いましょう。
事後学修　卒業論文作成のために参考文献や資料、企業
研究を続けましょう。

4時間

第10回 発表とディスカッション９ 事前学修　発表準備を行いましょう。
事後学修　卒業論文作成のために参考文献や資料、企業
研究を続けましょう。

4時間

第11回 発表とディスカッション１０ 事前学修　発表準備を行いましょう。
事後学修　卒業論文作成のために参考文献や資料、企業
研究を続けましょう。

4時間

第12回 発表とディスカッション１１ 事前学修　発表準備を行いましょう。
事後学修　卒業論文作成のために参考文献や資料、企業
研究を続けましょう。

4時間

第13回 中間報告1回目提出と発表１ 事前学修　発表準備を行いましょう。
事後学修　卒業論文作成のために参考文献や資料、企業
研究を続けましょう。

4時間

第14回 中間報告1回目提出と発表２ 事前学修　発表準備を行いましょう。
事後学修　卒業論文作成のために参考文献や資料、企業
研究を続けましょう。

4時間

第15回 春学期の振り返り 事前学修　春学期を振り返ってみましょう。
事後学修　秋学期に向けて計画を立てましょう。

4時間

－544－



実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅢＡ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

4粂井　淳子

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ 卒業研究

授業の目的及び概要
この演習では、卒業論文または卒業レポートの完成に向けて、研究計画を作成し、先行研究を調査し、ゼミでの発表やディスカッションを行いながら、取
り組んでいきます。

学修の到達目標
大学での学修の集大成として卒業論文または卒業レポートを完成させることを目標とします。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
発表や提出物に対するコメントにより行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

大学で学修した専門知識を活かして、卒業研究に取り組みましょう。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

050050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストは使用しません。

参考書

テキストは使用しません。
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス 事前学修　春学期の目標を立てましょう。
事後学修　春学期の計画を確認しましょう。

4時間

第2回 発表とディスカッション１ 事前学修　発表準備を行いましょう。
事後学修　卒業論文作成のために参考文献や資料、企業
研究を続けましょう。

4時間

第3回 発表とディスカッション２ 事前学修　発表準備を行いましょう。
事後学修　卒業論文作成のために参考文献や資料、企業
研究を続けましょう。

4時間

第4回 発表とディスカッション３ 事前学修　発表準備を行いましょう。
事後学修　卒業論文作成のために参考文献や資料、企業
研究を続けましょう。

4時間

第5回 発表とディスカッション４ 事前学修　発表準備を行いましょう。
事後学修　卒業論文作成のために参考文献や資料、企業
研究を続けましょう。

4時間

第6回 発表とディスカッション５ 事前学修　発表準備を行いましょう。
事後学修　卒業論文作成のために参考文献や資料、企業
研究を続けましょう。

4時間

第7回 発表とディスカッション６ 事前学修　発表準備を行いましょう。
事後学修　卒業論文作成のために参考文献や資料、企業
研究を続けましょう。

4時間

第8回 発表とディスカッション７ 事前学修　発表準備を行いましょう。
事後学修　卒業論文作成のために参考文献や資料、企業
研究を続けましょう。

4時間
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第9回 発表とディスカッション８ 事前学修　発表準備を行いましょう。
事後学修　卒業論文作成のために参考文献や資料、企業
研究を続けましょう。

4時間

第10回 発表とディスカッション９ 事前学修　発表準備を行いましょう。
事後学修　卒業論文作成のために参考文献や資料、企業
研究を続けましょう。

4時間

第11回 発表とディスカッション１０ 事前学修　発表準備を行いましょう。
事後学修　卒業論文作成のために参考文献や資料、企業
研究を続けましょう。

4時間

第12回 発表とディスカッション１１ 事前学修　発表準備を行いましょう。
事後学修　卒業論文作成のために参考文献や資料、企業
研究を続けましょう。

4時間

第13回 中間報告1回目提出と発表１ 事前学修　発表準備を行いましょう。
事後学修　卒業論文作成のために参考文献や資料、企業
研究を続けましょう。

4時間

第14回 中間報告1回目提出と発表２ 事前学修　発表準備を行いましょう。
事後学修　卒業論文作成のために参考文献や資料、企業
研究を続けましょう。

4時間

第15回 春学期の振り返り 事前学修　春学期を振り返ってみましょう。
事後学修　秋学期に向けて計画を立てましょう。

4時間

－546－



実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅢＢ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

4荒木　康代

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

－

経済学部専門教育科目

テーマ 労働問題、労働政策に関する卒業研究

授業の目的及び概要
労働問題、労働政策に関して各自が設定したテーマに基づいて資料を収集・分析し、卒業研究を進めます。卒業研究を通じて資料の収集・分析の仕
方、理論の立て方、論理的文章の作り方、プレゼンテーション力を磨きます。

学修の到達目標
自らの設定したテーマに基づいて卒業研究を完成させます。卒業研究を通じて情報収集能力、論理的能力、コミュニケーション力を高めます。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
各自の研究に対して、毎回解説、アドバイスをします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

卒業研究は、4年間の集大成です。卒業論文の作成には時間がかかります。早くから本気で取り組み、情報収集、分析を始めていきましょう。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

0
0

070

010020

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

なし

参考書

各自のテーマに応じた参考図書をその都度紹介します。

なし

なし

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス　授業の進め方、卒業研究テーマについて、問いの立て方、
資料の探し方、論文の書き方等

文献の収集、分析、報告準備 5.5時間

第2回 卒業研究テーマの発表 文献の収集、分析、報告準備 4時間

第3回 卒業研究の発表 文献の収集、分析、報告準備 4時間

第4回 卒業研究の発表 文献の収集、分析、報告準備 4時間

第5回 卒業研究の発表 文献の収集、分析、報告準備 4時間

第6回 卒業研究の発表 文献の収集、分析、報告準備 4時間

第7回 卒業研究についてクラス発表とディスカッション、コメント 文献の収集、分析、報告準備 4時間

第8回 卒業研究についてクラス発表とディスカッション、コメント 文献の収集、分析、論文作成 4時間

第9回 卒業研究の発表 文献の収集、分析、論文作成 4時間

第10回 卒業研究テーマの発表 文献の収集、分析、論文作成 4時間

第11回 卒業研究テーマの発表 文献の収集、分析、論文作成 4時間
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第12回 卒業研究テーマの発表 卒業論文作成 5時間

第13回 卒業論文へのコメントとディスカッション 卒業論文作成 5時間

第14回 卒業論文へのコメントとディスカッション 卒業論文の完成、提出 6時間

第15回 総括、まとめ 卒業論文振り返り 4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅢＢ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

4畑佐　伸英

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ 国際経済研究入門（２)

授業の目的及び概要
本演習では、国際経済の各分野において、各自の関心に沿った研究テーマを絞り込むとともに、先行研究を講読する中で理解を深めていきながら、綿
密な研究計画を立て、卒業レポートや卒業論文の内容を構想する。
また、「実学としての経済学」、具体的にはＧＤＰ、為替レート、金利、などの経済諸指標の連関についても、随時学んでいく。経済諸指標が互いに連動
する関係を習熟しておくことで、経済の動きが見通せ、ビジネスや私生活においても実際に役に立つであろう。

学修の到達目標
卒業研究の提出を目指す。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
報告内容については、授業の中で解説及び講評します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

「国際経済学」「世界経済論」「国際金融論」「開発経済論」などの国際経済に広く関連する科目を受講しておくことが望ましい。また、「アジア経済概論」
「中国経済論」「アメリカ経済論」「ヨーロッパ経済論」など、世界のあらゆる国や地域の経済について学ぶ講義を履修しておくこともお勧めする。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

050050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

特定のテキストは利用しない。

参考書

各テーマに応じて適宜紹介する。

なし
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス
演習の進め方、報告担当者の割り振り。

自分が取り上げたテーマや課題について、関連する新聞
やニュース記事などに目を通して、最新の情報も収集して
おいてください。授業で学んだことや思ったこと、考えたこ
となどは、復習としてノートやファイルに整理して、まとめて
おくと良いでしょう。

4時間

第2回 国際経済研究：発表並びに討論(1) 報告担当者は、レポート・論文を作成し発表の準備をしてく
ださい。その他の受講者は、報告されるテーマについて、
あらかじめ関連するテキストや新聞記事などを読んでおい
てください。授業で学んだことや思ったこと、考えたことな
どは、復習としてノートやファイルに整理して、まとめておく
と良いでしょう。

4時間

第3回 国際経済研究：発表並びに討論(2) 報告担当者は、レポート・論文を作成し発表の準備をしてく
ださい。その他の受講者は、報告されるテーマについて、
あらかじめ関連するテキストや新聞記事などを読んでおい
てください。授業で学んだことや思ったこと、考えたことな
どは、復習としてノートやファイルに整理して、まとめておく
と良いでしょう。

4時間

第4回 国際経済研究：発表並びに討論(3) 報告担当者は、レポート・論文を作成し発表の準備をしてく
ださい。その他の受講者は、報告されるテーマについて、
あらかじめ関連するテキストや新聞記事などを読んでおい
てください。授業で学んだことや思ったこと、考えたことな
どは、復習としてノートやファイルに整理して、まとめておく
と良いでしょう。

4時間
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第5回 国際経済研究：発表並びに討論(4) 報告担当者は、レポート・論文を作成し発表の準備をしてく
ださい。その他の受講者は、報告されるテーマについて、
あらかじめ関連するテキストや新聞記事などを読んでおい
てください。授業で学んだことや思ったこと、考えたことな
どは、復習としてノートやファイルに整理して、まとめておく
と良いでしょう。

4時間

第6回 国際経済研究：発表並びに討論(5) 報告担当者は、レポート・論文を作成し発表の準備をしてく
ださい。その他の受講者は、報告されるテーマについて、
あらかじめ関連するテキストや新聞記事などを読んでおい
てください。授業で学んだことや思ったこと、考えたことな
どは、復習としてノートやファイルに整理して、まとめておく
と良いでしょう。

4時間

第7回 国際経済研究：発表並びに討論(6) 報告担当者は、レポート・論文を作成し発表の準備をしてく
ださい。その他の受講者は、報告されるテーマについて、
あらかじめ関連するテキストや新聞記事などを読んでおい
てください。授業で学んだことや思ったこと、考えたことな
どは、復習としてノートやファイルに整理して、まとめておく
と良いでしょう。

4時間

第8回 国際経済研究：発表並びに討論(7) 報告担当者は、レポート・論文を作成し発表の準備をしてく
ださい。その他の受講者は、報告されるテーマについて、
あらかじめ関連するテキストや新聞記事などを読んでおい
てください。授業で学んだことや思ったこと、考えたことな
どは、復習としてノートやファイルに整理して、まとめておく
と良いでしょう。

4時間

第9回 国際経済研究：発表並びに討論(8) 報告担当者は、レポート・論文を作成し発表の準備をしてく
ださい。その他の受講者は、報告されるテーマについて、
あらかじめ関連するテキストや新聞記事などを読んでおい
てください。授業で学んだことや思ったこと、考えたことな
どは、復習としてノートやファイルに整理して、まとめておく
と良いでしょう。

4時間

第10回 国際経済研究：発表並びに討論(9) 報告担当者は、レポート・論文を作成し発表の準備をしてく
ださい。その他の受講者は、報告されるテーマについて、
あらかじめ関連するテキストや新聞記事などを読んでおい
てください。授業で学んだことや思ったこと、考えたことな
どは、復習としてノートやファイルに整理して、まとめておく
と良いでしょう。

4時間

第11回 国際経済研究：発表並びに討論(10) 報告担当者は、レポート・論文を作成し発表の準備をしてく
ださい。その他の受講者は、報告されるテーマについて、
あらかじめ関連するテキストや新聞記事などを読んでおい
てください。授業で学んだことや思ったこと、考えたことな
どは、復習としてノートやファイルに整理して、まとめておく
と良いでしょう。

4時間

第12回 国際経済研究：発表並びに討論(11) 報告担当者は、レポート・論文を作成し発表の準備をしてく
ださい。その他の受講者は、報告されるテーマについて、
あらかじめ関連するテキストや新聞記事などを読んでおい
てください。授業で学んだことや思ったこと、考えたことな
どは、復習としてノートやファイルに整理して、まとめておく
と良いでしょう。

4時間

第13回 国際経済研究：発表並びに討論(12) 報告担当者は、レポート・論文を作成し発表の準備をしてく
ださい。その他の受講者は、報告されるテーマについて、
あらかじめ関連するテキストや新聞記事などを読んでおい
てください。授業で学んだことや思ったこと、考えたことな
どは、復習としてノートやファイルに整理して、まとめておく
と良いでしょう。

4時間

第14回 国際経済研究：発表並びに討論(13) 報告担当者は、レポート・論文を作成し発表の準備をしてく
ださい。その他の受講者は、報告されるテーマについて、
あらかじめ関連するテキストや新聞記事などを読んでおい
てください。授業で学んだことや思ったこと、考えたことな
どは、復習としてノートやファイルに整理して、まとめておく
と良いでしょう。

4時間

第15回 まとめ並びに総括 これまでの学習を振り返って、学んだこと、分かったこと、
発見したこと、難しかったこと、興味や関心を抱いたこと、
などについて考えておいてください。授業で学んだことや
思ったこと、考えたことなどは、復習としてノートやファイル
に整理して、まとめておくと良いでしょう。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅢＢ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

4脇村　孝平

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ 卒業論文・卒業レポートの執筆に向けて

授業の目的及び概要
卒業論文もしくは卒業レポートの執筆に取り組む。

学修の到達目標
卒業論文もしくは卒業レポートの完成を目指す。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
研究発表および文章の執筆に対しては、適宜、コメントを付したり、添削を行う。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

できるだけ、卒業論文の執筆にチャレンジしてもらいたい。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

070

00030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

なし

参考書

なし

なし

なし

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 （復習）卒業研究（卒業論文もしくは卒業レポート）講座①－問題設定に
ついて

次回の準備をしておいてください。 2時間

第2回 卒業研究（卒業論文もしくは卒業レポート）講座②－先行研究について 次回の準備をしておいてください。 2時間

第3回 第一回の個人発表「先行研究の概観」・その１（５人） 次回の準備をしておいてください。 2時間

第4回 第一回の個人発表「先行研究の概観」・その２（５人） 次回の準備をしておいてください。 2時間

第5回 第一回の個人発表「先行研究の概観」・その３（６人） 次回の準備をしておいてください。 2時間

第6回 卒業研究（卒業論文もしくは卒業レポート）講座③－注の付け方 次回の準備をしておいてください。 2時間

第7回 卒業研究（卒業論文もしくは卒業レポート）講座④－図表の作り方 次回の準備をしておいてください。 2時間

第8回 第二回の個人発表「中心的な論点を書いてみよう」・その１（５人） 次回の準備をしておいてください。 2時間

第9回 第二回の個人発表「中心的な論点を書いてみよう」・その２（５人） 次回の準備をしておいてください。 2時間

第10回 第二回の個人発表「中心的な論点を書いてみよう」・その３（６人） 次回の準備をしておいてください。 2時間

第11回 卒業研究（卒業論文もしくは卒業レポート）講座⑤－論理性について 次回の準備をしておいてください。 2時間
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第12回 卒業研究（卒業論文もしくは卒業レポート）講座⑥－独自性について 次回の準備をしておいてください。 2時間

第13回 第三回の個人発表「論文の完成を目指そう」・その１（５人） 次回の準備をしておいてください。 2時間

第14回 第三回の個人発表「論文の完成を目指そう」・その２（５人） 次回の準備をしておいてください。 2時間

第15回 第三回の個人発表「論文の完成を目指そう」・その３（６人） 復習してください。 1時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅢＢ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

4小巻　善郎

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ 日本経済の構造変化と諸課題

授業の目的及び概要
この演習ⅢBでは、社会に出てから必要となるレポート作成能力、プレゼンテーション能力、コミュニケーション能力を身につけることができるとともに、ビ
ジネスや社会生活で必要となる日本経済の動きを理解する力を身につけることを目的としています。
日本経済は、少子高齢化が急速に進展する一方で、人工知能（AI)などによる技術革新が進み、様々な経済産業分野で大きな構造変化が起きており、
それに伴う諸課題が出てきています。この演習ⅢBでは、そうした日本経済の構造変化と諸課題に関して、演習ⅢAで作成した卒業研究計画書に沿って
調査・研究を行い、卒業論文・卒業レポートの作成を行います。
そのために、ゼミ生がそれぞれの研究を進めるとともに、プレゼンテーションやゼミ生同士のディスカッションなどを通じて研究の深化を行います。また、
そうしたディスカッションなどを通じて、それぞれの研究テーマが日本経済の中で相互に関連していることを学修します。

学修の到達目標
以下の３点を学修の到達目標とします。
・各種の統計データを収集し、分析ができるようになる。
・きちんとしたレポート・プレゼン資料を作成できるようになる。
・説得力のあるプレゼンテーションを行うことができるようになる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
発表された報告はその場でコメントします。また提出されたレポート等は添削した上で返却します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

卒業論文・卒業レポートの作成に向けて最後の追い込みです。卒業論文・卒業レポートで何を調べて何を書いたのか、どんな苦労をしたのかといったこ
とは、卒業してから何十年経っても覚えているものです。全力で頑張りましょう。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

50
卒業研究

00

00050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキスト指定はありません。

参考書

なし
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 オリエンテーション

演習ⅢBの進め方を説明します。

・配布資料を復習する。
・資料収集や調査研究を進め、卒業論文・卒業レポートを
作成する。

4時間

第2回 卒業論文・卒業レポートの発表

各自の卒業論文・卒業レポートをプレゼンテーションし（４人程度）、全体
でディスカッションします。

・資料収集や調査研究を進め、卒業論文・卒業レポートを
作成する。

4時間

第3回 卒業論文・卒業レポートの発表

各自の卒業論文・卒業レポートをプレゼンテーションし（４人程度）、全体
でディスカッションします。

・資料収集や調査研究を進め、卒業論文・卒業レポートを
作成する。

4時間

第4回 卒業論文・卒業レポートの発表

各自の卒業論文・卒業レポートをプレゼンテーションし（４人程度）、全体
でディスカッションします。

・資料収集や調査研究を進め、卒業論文・卒業レポートを
作成する。

4時間

第5回 卒業論文・卒業レポートの発表

各自の卒業論文・卒業レポートをプレゼンテーションし（４人程度）、全体
でディスカッションします。

・資料収集や調査研究を進め、卒業論文・卒業レポートを
作成する。

4時間
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第6回 卒業論文・卒業レポートの発表

各自の卒業論文・卒業レポートをプレゼンテーションし（４人程度）、全体
でディスカッションします。

・資料収集や調査研究を進め、卒業論文・卒業レポートを
作成する。

4時間

第7回 卒業論文・卒業レポートの発表

各自の卒業論文・卒業レポートをプレゼンテーションし（４人程度）、全体
でディスカッションします。

・資料収集や調査研究を進め、卒業論文・卒業レポートを
作成する。

4時間

第8回 卒業論文・卒業レポートの発表

各自の卒業論文・卒業レポートをプレゼンテーションし（４人程度）、全体
でディスカッションします。

・資料収集や調査研究を進め、卒業論文・卒業レポートを
作成する。

4時間

第9回 卒業論文・卒業レポートの発表

各自の卒業論文・卒業レポートをプレゼンテーションし（４人程度）、全体
でディスカッションします。

・資料収集や調査研究を進め、卒業論文・卒業レポートを
作成する。

4時間

第10回 卒業論文・卒業レポートの発表

各自の卒業論文・卒業レポートをプレゼンテーションし（４人程度）、全体
でディスカッションします。

・資料収集や調査研究を進め、卒業論文・卒業レポートを
作成する。

4時間

第11回 卒業論文・卒業レポートの発表

各自の卒業論文・卒業レポートをプレゼンテーションし（４人程度）、全体
でディスカッションします。

・資料収集や調査研究を進め、卒業論文・卒業レポートを
作成する。

4時間

第12回 卒業論文・卒業レポートの発表

各自の卒業論文・卒業レポートをプレゼンテーションし（４人程度）、全体
でディスカッションします。

・資料収集や調査研究を進め、卒業論文・卒業レポートを
作成する。

4時間

第13回 卒業論文・卒業レポートの発表

各自の卒業論文・卒業レポートをプレゼンテーションし（４人程度）、全体
でディスカッションします。

・資料収集や調査研究を進め、卒業論文・卒業レポートを
作成する。

4時間

第14回 卒業論文・卒業レポートの発表

各自の卒業論文・卒業レポートをプレゼンテーションし（４人程度）、全体
でディスカッションします。

・資料収集や調査研究を進め、卒業論文・卒業レポートを
作成する。

4時間

第15回 総括

秋学期のまとめを行います。

・卒業論文・卒業レポートの最終チェックを行い完成させ
る。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅢＢ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

4前田　一樹

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

－

経済学部専門教育科目

テーマ 労働市場や雇用政策を経済学的な視点から学ぶ

授業の目的及び概要
本科目では，労働経済学の視点に基づいて，身近な問題から賃金や雇用格差という社会的な問題まで，さまざまな社会問題について考えます。働くこ
とは生活の基礎です。では，なぜ裕福な人とそうでない人がいるのか，仕事を失うとどうなるか，働く意味や働きがいとは何であるか，などの普段の生活
で思い浮かぶ疑問について経済理論に基づいて理解できることを目指します。
また，政府が実施する雇用政策によって人々がどのように影響を受けるかというメカニズムついても理解し自分なりに読み解くことができる。
さらに，実際にデータなどを用いて現実の労働市場での事象が理論通りに起きているのかを確認したうえで，なぜそうなるのかという理由を探求していく
ことを行います。これらを通じて鍛えられる経済学的な論理的思考力，分析力，そして，データの読み取る能力は，大学における学習・研究だけでなく，
就職活動にも役立ちます。

学修の到達目標
日本の労働市場が直面している諸問題を知ることで，日本経済の現状や仕組みについて精通をしていくとともに，労働経済学の分野での幅広い知識と
素養を習得する。また，報告にあたっての資料の作成や発表を通じてプレゼンテーションやコミュニケーションの能力を身につける。
これらを通じて，卒業研究を進める能力を習得し，卒業研究を執筆・完成させる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
グループまたは個人による研究報告に対するコメントを通じてフィードバックを行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告／ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

演習科目は，受講者の主体的な取り組みを前提として授業が運営されます。ゼミにおける報告資料の準備はもちろん，議論をするために事前のテキス
トの確認など授業時間中だけでは完結しません。そのため，授業以外の時間でも準備が必要です。参加者のみなさんに積極的な授業参加を強く期待し
ます。
履修にあたり，ミクロ経済学，マクロ経済学，労働経済学などの分析手法について知識があることが望ましいですが，必須ではありません。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

050050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストは指定しません。必要な資料等は授業中に配布・紹介します。

参考書

①「働くこと」を思考する，久米功一，中央経済社，2020年
②労働経済学ー理論と実証をつなぐ ，川口大司，有斐閣 ，2017年
③職業の経済学，阿部正浩・菅万理・勇上和史編著 : 中央経済社 ,2017年

なし

①9784502366413
②9784641165076
③9784502238215

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス ・これまでの卒業研究の進捗状況について確認してくださ
い。（２時間程度）
・今学期の目標を決めるとともに，卒業研究の執筆計画を
検討してください。（２時間程度）

4時間

第2回 研究報告１ ・報告担当者は報告資料の準備をしてください。（２時間程
度）
・卒業研究を執筆してください。（２時間程度）

4時間

第3回 研究報告２ ・報告担当者は報告資料の準備をしてください。（２時間程
度）
・卒業研究を執筆してください。（２時間程度）

4時間

第4回 研究報告３ ・報告担当者は報告資料の準備をしてください。（２時間程
度）
・卒業研究を執筆してください。（２時間程度）

4時間

第5回 研究報告４ ・報告担当者は報告資料の準備をしてください。（２時間程
度）
・卒業研究を執筆してください。（２時間程度）

4時間

第6回 研究報告５ ・報告担当者は報告資料の準備をしてください。（２時間程
度）
・卒業研究を執筆してください。（２時間程度）

4時間
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第7回 中間報告会１ ・中間報告会用の報告資料を準備してください。（２時間程
度）
・卒業研究を執筆してください。（２時間程度）

4時間

第8回 中間報告会２ ・中間報告会用の報告資料を準備してください。（２時間程
度）
・卒業研究を執筆してください。（２時間程度）

4時間

第9回 研究報告６ ・報告担当者は，報告資料の準備をしくてください。（２時
間程度）
・授業内で得た知識で卒業研究の修正を行ってください。
（２時間程度）

4時間

第10回 研究報告７ ・報告担当者は，報告資料の準備をしくてください。（２時
間程度）
・授業内で得た知識で卒業研究の修正を行ってください。
（２時間程度）

4時間

第11回 研究報告８ ・報告担当者は，報告資料の準備をしくてください。（２時
間程度）
・授業内で得た知識で卒業研究の修正を行ってください。
（２時間程度）

4時間

第12回 最終報告１ ・卒業研究の提出に向けて修正を行ってください。（２時間
程度）
・授業内で得た知識で卒業研究の修正を行ってください。
（２時間程度）

4時間

第13回 最終報告２ ・卒業研究の提出に向けて修正を行ってください。（２時間
程度）
・授業内で得た知識で卒業研究の修正を行ってください。
（２時間程度）

4時間

第14回 最終報告３ ・卒業研究の提出に向けて修正を行ってください。（２時間
程度）
・授業内で得た知識で卒業研究の修正を行ってください。
（２時間程度）

4時間

第15回 まとめ ・卒業研究の振り返りを行ってください。（２時間程度）
・今学期の振り返りを行ってください。（２時間程度）

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅢＢ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

4藤田　峻

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ ゲーム理論の応用研究

授業の目的及び概要
ゲーム理論は社会全般を分析可能な，社会科学における非常に強力な分析ツールです。本科目では，これまでの学修成果を十全に活用して，社会問
題や社会的現象等を中心にゲーム理論に基づく独自の分析を行い，卒業論文の形にまとめることを目的とします。
この目的を達成するため，授業では各自の研究報告を中心として，教員や他のゼミ生との議論を通じて，卒業論文の質を高めることを目指します。さら
に，自身の研究を高度な水準で進めるだけでなく，他者の研究に対して意見を述べることを通じて，他者と協働する能力を高めることができます。

なお，本科目で主要な分析ツールとするゲーム理論は，日常生活やビジネスの現場に応用することが容易な理論です。本科目での学修を通じて，人と
の関わりにおける戦略的関係や，企業の戦略的行動などを理解することで，人生で役立つ経済学，すなわち「実学としての経済学」の修得につながりま
す。

学修の到達目標
卒業論文の執筆を到達目標とします。卒業論文には自ら設定したテーマに基づいた調査を行い，現状を踏まえた理論モデル等の設定を通じた分析を
行うことが必要です。
さらに分析結果をわかりやすく他者に伝える能力も求められます。1年次の演習から積み重ねてきた学修成果を高い水準で発揮することが，本科目の
目標です。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
グループまたは個人による研究報告に対するコメントを通じてフィードバックを行います。また，グループワークの作業を授業中に進める場合には，適宜
進捗を確認しながらフィードバックを行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告／ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

本科目は大学4年間の集大成となる卒業論文の執筆に直結する科目です。卒業論文の執筆には膨大な時間が必要となりますので，早い段階から計画
的に研究を進めるように心がけてください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

060040

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストは指定しません。
必要な資料等は授業中に配付・紹介します。

参考書

研究の状況に応じて適宜紹介します。

なし
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス ・長期休み中の研究成果に関する振り返り（2時間程度）
・卒業論文・卒業研究完成に向けた計画・工程の再確認（2
時間程度）

4時間

第2回 研究報告１ ・報告資料の準備（1時間程度）
・卒業論文等の執筆（3時間程度）

4時間

第3回 研究報告２ ・報告資料の準備（1時間程度）
・卒業論文等の執筆（3時間程度）

4時間

第4回 研究報告３ ・報告資料の準備（1時間程度）
・卒業論文等の執筆（3時間程度）

4時間

第5回 研究報告４ ・報告資料の準備（1時間程度）
・卒業論文等の執筆（3時間程度）

4時間

第6回 研究報告５ ・報告資料の準備（1時間程度）
・卒業論文等の執筆（3時間程度）

4時間

第7回 中間報告会１ ・報告資料の準備（2時間程度）
・卒業論文等の執筆（2時間程度）

4時間

第8回 中間報告会２ ・報告資料の準備（2時間程度）
・卒業論文等の執筆（2時間程度）

4時間
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第9回 研究報告６ ・報告資料の準備（1時間程度）
・卒業論文等の執筆（3時間程度）

4時間

第10回 研究報告７ ・報告資料の準備（1時間程度）
・卒業論文等の執筆（3時間程度）

4時間

第11回 研究報告８ ・報告資料の準備（1時間程度）
・卒業論文等の執筆（3時間程度）

4時間

第12回 最終報告１ ・卒業論文等の仕上げ作業
卒業研究の第1案を完成させてください。
報告予定者はPowerPoint等を用いて，卒業論文等の内容
に関する最終報告資料を作成してください。
報告後は指摘された改善点等を反映させてください。

4時間

第13回 最終報告２ ・最終報告に向けた資料作成および内容の最終調整
報告予定者はPowerPoint等を用いて，卒業論文の内容に
関する最終報告資料を作成してください。
報告後は指摘された改善点等を卒業論文に反映させてく
ださい。

4時間

第14回 最終報告３ ・最終報告に向けた資料作成および内容の最終調整
報告予定者はPowerPoint等を用いて，卒業論文の内容に
関する最終報告資料を作成してください。
報告後は指摘された改善点等を卒業論文に反映させてく
ださい。

4時間

第15回 振り返り ・卒業研究に関する振り返り（2時間程度）
・他の受講生の卒業研究に関する復習（2時間程度）

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅢＢ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

4前田　一樹

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

－

経済学部専門教育科目

テーマ 労働市場や雇用政策を経済学的な視点から学ぶ

授業の目的及び概要
本科目では，労働経済学の視点に基づいて，身近な問題から賃金や雇用格差という社会的な問題まで，さまざまな社会問題について考えます。働くこ
とは生活の基礎です。では，なぜ裕福な人とそうでない人がいるのか，仕事を失うとどうなるか，働く意味や働きがいとは何であるか，などの普段の生活
で思い浮かぶ疑問について経済理論に基づいて理解できることを目指します。
また，政府が実施する雇用政策によって人々がどのように影響を受けるかというメカニズムついても理解し自分なりに読み解くことができる。
さらに，実際にデータなどを用いて現実の労働市場での事象が理論通りに起きているのかを確認したうえで，なぜそうなるのかという理由を探求していく
ことを行います。これらを通じて鍛えられる経済学的な論理的思考力，分析力，そして，データの読み取る能力は，大学における学習・研究だけでなく，
就職活動にも役立ちます。

学修の到達目標
日本の労働市場が直面している諸問題を知ることで，日本経済の現状や仕組みについて精通をしていくとともに，労働経済学の分野での幅広い知識と
素養を習得する。また，報告にあたっての資料の作成や発表を通じてプレゼンテーションやコミュニケーションの能力を身につける。
これらを通じて，卒業研究を進める能力を習得し，卒業研究を執筆・完成させる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
グループまたは個人による研究報告に対するコメントを通じてフィードバックを行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告／ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

演習科目は，受講者の主体的な取り組みを前提として授業が運営されます。ゼミにおける報告資料の準備はもちろん，議論をするために事前のテキス
トの確認など授業時間中だけでは完結しません。そのため，授業以外の時間でも準備が必要です。参加者のみなさんに積極的な授業参加を強く期待し
ます。
履修にあたり，ミクロ経済学，マクロ経済学，労働経済学などの分析手法について知識があることが望ましいですが，必須ではありません。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

050050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストは指定しません。必要な資料等は授業中に配布・紹介します。

参考書

①「働くこと」を思考する，久米功一，中央経済社，2020年
②労働経済学ー理論と実証をつなぐ ，川口大司，有斐閣 ，2017年
③職業の経済学，阿部正浩・菅万理・勇上和史編著 : 中央経済社 ,2017年

なし

①9784502366413
②9784641165076
③9784502238215

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス ・これまでの卒業研究の進捗状況について確認してくださ
い。（２時間程度）
・今学期の目標を決めるとともに，卒業研究の執筆計画を
検討してください。（２時間程度）

4時間

第2回 研究報告１ ・報告担当者は報告資料の準備をしてください。（２時間程
度）
・卒業研究を執筆してください。（２時間程度）

4時間

第3回 研究報告２ ・報告担当者は報告資料の準備をしてください。（２時間程
度）
・卒業研究を執筆してください。（２時間程度）

4時間

第4回 研究報告３ ・報告担当者は報告資料の準備をしてください。（２時間程
度）
・卒業研究を執筆してください。（２時間程度）

4時間

第5回 研究報告４ ・報告担当者は報告資料の準備をしてください。（２時間程
度）
・卒業研究を執筆してください。（２時間程度）

4時間

第6回 研究報告５ ・報告担当者は報告資料の準備をしてください。（２時間程
度）
・卒業研究を執筆してください。（２時間程度）

4時間
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第7回 中間報告会１ ・中間報告会用の報告資料を準備してください。（２時間程
度）
・卒業研究を執筆してください。（２時間程度）

4時間

第8回 中間報告会２ ・中間報告会用の報告資料を準備してください。（２時間程
度）
・卒業研究を執筆してください。（２時間程度）

4時間

第9回 研究報告６ ・報告担当者は，報告資料の準備をしくてください。（２時
間程度）
・授業内で得た知識で卒業研究の修正を行ってください。
（２時間程度）

4時間

第10回 研究報告７ ・報告担当者は，報告資料の準備をしくてください。（２時
間程度）
・授業内で得た知識で卒業研究の修正を行ってください。
（２時間程度）

4時間

第11回 研究報告８ ・報告担当者は，報告資料の準備をしくてください。（２時
間程度）
・授業内で得た知識で卒業研究の修正を行ってください。
（２時間程度）

4時間

第12回 最終報告１ ・卒業研究の提出に向けて修正を行ってください。（２時間
程度）
・授業内で得た知識で卒業研究の修正を行ってください。
（２時間程度）

4時間

第13回 最終報告２ ・卒業研究の提出に向けて修正を行ってください。（２時間
程度）
・授業内で得た知識で卒業研究の修正を行ってください。
（２時間程度）

4時間

第14回 最終報告３ ・卒業研究の提出に向けて修正を行ってください。（２時間
程度）
・授業内で得た知識で卒業研究の修正を行ってください。
（２時間程度）

4時間

第15回 まとめ ・卒業研究の振り返りを行ってください。（２時間程度）
・今学期の振り返りを行ってください。（２時間程度）

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅢＢ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

4前田　一樹

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

－

経済学部専門教育科目

テーマ 労働市場や雇用政策を経済学的な視点から学ぶ

授業の目的及び概要
本科目では，労働経済学の視点に基づいて，身近な問題から賃金や雇用格差という社会的な問題まで，さまざまな社会問題について考えます。働くこ
とは生活の基礎です。では，なぜ裕福な人とそうでない人がいるのか，仕事を失うとどうなるか，働く意味や働きがいとは何であるか，などの普段の生活
で思い浮かぶ疑問について経済理論に基づいて理解できることを目指します。
また，政府が実施する雇用政策によって人々がどのように影響を受けるかというメカニズムついても理解し自分なりに読み解くことができる。
さらに，実際にデータなどを用いて現実の労働市場での事象が理論通りに起きているのかを確認したうえで，なぜそうなるのかという理由を探求していく
ことを行います。これらを通じて鍛えられる経済学的な論理的思考力，分析力，そして，データの読み取る能力は，大学における学習・研究だけでなく，
就職活動にも役立ちます。

学修の到達目標
日本の労働市場が直面している諸問題を知ることで，日本経済の現状や仕組みについて精通をしていくとともに，労働経済学の分野での幅広い知識と
素養を習得する。また，報告にあたっての資料の作成や発表を通じてプレゼンテーションやコミュニケーションの能力を身につける。
これらを通じて，卒業研究を進める能力を習得し，卒業研究を執筆・完成させる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
グループまたは個人による研究報告に対するコメントを通じてフィードバックを行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告／ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

演習科目は，受講者の主体的な取り組みを前提として授業が運営されます。ゼミにおける報告資料の準備はもちろん，議論をするために事前のテキス
トの確認など授業時間中だけでは完結しません。そのため，授業以外の時間でも準備が必要です。参加者のみなさんに積極的な授業参加を強く期待し
ます。
履修にあたり，ミクロ経済学，マクロ経済学，労働経済学などの分析手法について知識があることが望ましいですが，必須ではありません。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

050050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストは指定しません。必要な資料等は授業中に配布・紹介します。

参考書

①「働くこと」を思考する，久米功一，中央経済社，2020年
②労働経済学ー理論と実証をつなぐ ，川口大司，有斐閣 ，2017年
③職業の経済学，阿部正浩・菅万理・勇上和史編著 : 中央経済社 ,2017年

なし

①9784502366413
②9784641165076
③9784502238215

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス ・これまでの卒業研究の進捗状況について確認してくださ
い。（２時間程度）
・今学期の目標を決めるとともに，卒業研究の執筆計画を
検討してください。（２時間程度）

4時間

第2回 研究報告１ ・報告担当者は報告資料の準備をしてください。（２時間程
度）
・卒業研究を執筆してください。（２時間程度）

4時間

第3回 研究報告２ ・報告担当者は報告資料の準備をしてください。（２時間程
度）
・卒業研究を執筆してください。（２時間程度）

4時間

第4回 研究報告３ ・報告担当者は報告資料の準備をしてください。（２時間程
度）
・卒業研究を執筆してください。（２時間程度）

4時間

第5回 研究報告４ ・報告担当者は報告資料の準備をしてください。（２時間程
度）
・卒業研究を執筆してください。（２時間程度）

4時間

第6回 研究報告５ ・報告担当者は報告資料の準備をしてください。（２時間程
度）
・卒業研究を執筆してください。（２時間程度）

4時間

－561－



第7回 中間報告会１ ・中間報告会用の報告資料を準備してください。（２時間程
度）
・卒業研究を執筆してください。（２時間程度）

4時間

第8回 中間報告会２ ・中間報告会用の報告資料を準備してください。（２時間程
度）
・卒業研究を執筆してください。（２時間程度）

4時間

第9回 研究報告６ ・報告担当者は，報告資料の準備をしくてください。（２時
間程度）
・授業内で得た知識で卒業研究の修正を行ってください。
（２時間程度）

4時間

第10回 研究報告７ ・報告担当者は，報告資料の準備をしくてください。（２時
間程度）
・授業内で得た知識で卒業研究の修正を行ってください。
（２時間程度）

4時間

第11回 研究報告８ ・報告担当者は，報告資料の準備をしくてください。（２時
間程度）
・授業内で得た知識で卒業研究の修正を行ってください。
（２時間程度）

4時間

第12回 最終報告１ ・卒業研究の提出に向けて修正を行ってください。（２時間
程度）
・授業内で得た知識で卒業研究の修正を行ってください。
（２時間程度）

4時間

第13回 最終報告２ ・卒業研究の提出に向けて修正を行ってください。（２時間
程度）
・授業内で得た知識で卒業研究の修正を行ってください。
（２時間程度）

4時間

第14回 最終報告３ ・卒業研究の提出に向けて修正を行ってください。（２時間
程度）
・授業内で得た知識で卒業研究の修正を行ってください。
（２時間程度）

4時間

第15回 まとめ ・卒業研究の振り返りを行ってください。（２時間程度）
・今学期の振り返りを行ってください。（２時間程度）

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅢＢ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

4前鶴　政和

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ 日本経済と経済政策

授業の目的及び概要
この演習では、日本経済の抱える諸課題を中心に、演習ⅢAで作成した研究計画書をもとに、卒業研究の完成を目指します。秋学期の演習ⅢBでは、
卒業論文または5000字以上の卒業レポートを作成する必要があります。この授業を受講することにより、現実の経済現象を理解できる力を身につける
ことを目的とします。
　この演習は、経済学の専門知識を深め、皆さんが社会で活躍するために必要な経済問題の解決について考察する能力の修得を図る科目です。演習
のレベルは、ミクロ経済学、マクロ経済学の応用レベルです。

学修の到達目標
この演習は、以下のことを目標とします。
1.3年次までに修得した経済学の専門知識をさまざまな現実問題の分析に応用することができる。
2.卒業研究のテーマを確定し、卒業研究を作成することができる。
3.ゼミの報告と討論を通して、就職活動にも必要なプレゼン能力やコミュニケーション能力を身につけることができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
提出された卒業研究の原稿については、添削して返却します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告／ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

この演習の授業内容は、ミクロ経済学やマクロ経済学などの専門知識のもとで行われます。そのため、受講生には、これらの科目の履修を望みます。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

060040

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキスト指定は行いません。必要な資料を適宜配付します。

参考書

人の心に働きかける経済政策，翁邦雄，岩波書店，2022年

配付資料の内容について、より詳しく学修したい方は、参考書を用いて学修してください。

なし

9784004319085

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ゼミの運営方法や内容について確認し、報告日程を決定します。 【予習】この演習のシラバスを事前によく読んでおいてくだ
さい（1時間程度）。
【復習】授業後に、ガイダンスの内容について復習してくだ
さい（1時間程度）。

2時間

第2回 研究計画書に沿って、卒業論文（または卒業レポート）の作成指導を行
います。

【予習】卒業論文（または卒業レポート）の作成に関する配
布資料を事前によく読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、卒業論文（または卒業レポート）の作成
に関する配布資料を復習してください（2時間程度）。

4時間

第3回 研究計画書に沿って、卒業論文（または卒業レポート）の作成指導を行
います。

【予習】卒業論文（または卒業レポート）の作成に関する配
布資料を事前によく読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、卒業論文（または卒業レポート）の作成
に関する配布資料を復習してください（2時間程度）。

4時間

第4回 研究計画書に沿って、卒業論文（または卒業レポート）の作成指導を行
います。

【予習】卒業論文（または卒業レポート）の作成に関する配
布資料を事前によく読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、卒業論文（または卒業レポート）の作成
に関する配布資料を復習してください（2時間程度）。

4時間

第5回 研究計画書に沿って、卒業論文（または卒業レポート）の作成指導を行
います。

【予習】卒業論文（または卒業レポート）の作成に関する配
布資料を事前によく読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、卒業論文（または卒業レポート）の作成
に関する配布資料を復習してください（2時間程度）。

4時間
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第6回 卒業論文（または卒業レポート）の発表を行います。 【予習】研究計画書に沿って、卒業論文（または卒業レ
ポート）を事前に作成してください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて卒業
論文（または卒業レポート）を修正してください（2時間程
度）。

4時間

第7回 卒業論文（または卒業レポート）の発表を行います。 【予習】研究計画書に沿って、卒業論文（または卒業レ
ポート）を事前に作成してください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて卒業
論文（または卒業レポート）を修正してください（2時間程
度）。

4時間

第8回 卒業論文（または卒業レポート）の発表を行います。 【予習】研究計画書に沿って、卒業論文（または卒業レ
ポート）を事前に作成してください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて卒業
論文（または卒業レポート）を修正してください（2時間程
度）。

4時間

第9回 卒業論文（または卒業レポート）の発表を行います。 【予習】研究計画書に沿って、卒業論文（または卒業レ
ポート）を事前に作成してください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて卒業
論文（または卒業レポート）を修正してください（2時間程
度）。

4時間

第10回 卒業論文（または卒業レポート）の発表を行います。 【予習】研究計画書に沿って、卒業論文（または卒業レ
ポート）を事前に作成してください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて卒業
論文（または卒業レポート）を修正してください（2時間程
度）。

4時間

第11回 卒業論文（または卒業レポート）の発表を行います。 【予習】研究計画書に沿って、卒業論文（または卒業レ
ポート）を事前に作成してください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて卒業
論文（または卒業レポート）を修正してください（2時間程
度）。

4時間

第12回 卒業論文（または卒業レポート）の発表を行います。 【予習】研究計画書に沿って、卒業論文（または卒業レ
ポート）を事前に作成してください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて卒業
論文（または卒業レポート）を修正してください（2時間程
度）。

4時間

第13回 卒業論文（または卒業レポート）の発表を行います。 【予習】研究計画書に沿って、卒業論文（または卒業レ
ポート）を事前に作成してください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて卒業
論文（または卒業レポート）を修正してください（2時間程
度）。

4時間

第14回 卒業論文（または卒業レポート）の発表を行います。 【予習】研究計画書に沿って、卒業論文（または卒業レ
ポート）を事前に作成してください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて卒業
論文（または卒業レポート）を修正してください（2時間程
度）。

4時間

第15回 授業全般にわたる総括を行います。 【予習】これまでの授業回の配付資料等を事前によく読ん
でおいてください（3時間程度）。
【復習】授業後に、これまでの授業回の配付資料等につい
て総復習してください（3時間程度）。

6時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅢＢ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

4グスタボ・バルダス

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ 日本経済の現状と将来の見通し

授業の目的及び概要
この演習の主な目的は、日本経済の現状と将来の見通しについてのデータ分析に基づいて学生が研究活動を行うことによって、卒業した後の進路に必
要な能力と知識を得ることです。この目標を達成するために、学生の個人研究についてのグループ討論、プレゼンテーション、個人指導などを行いま
す。演習ⅢBでは、卒業論文または卒業レポートを作成し提出する必要があります。この演習のレベルは、マクロ経済学、ミクロ経済学の応用レベルで

学修の到達目標
この演習では、学生が以下の能力を身に付けるように指導したいと思います。

１. 日本経済の諸問題を理解し、説明できる能力
２. 解決法を導く能力
３. プレゼンテーションする能力
４. グループワークで積極的に参加する力
５. コミュニケーションする能力

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
提出された卒業論文又は卒業レポートについてコメントします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告／ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

授業で分析した日本経済や世界経済のデータを研究に活用して下さい。もし、データ分析方法などで困ることがあれば、授業中でも、授業以外のオフィ
スアワーでもその他の時間でも、対応できるので、相談してください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

60
卒業論文又は卒業レポート

00

04000

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストを使用しないが、以下の参考書と日本政府や国際機関のデータベースの情報を利用して作成した資
料を大学のホームページのなか、Learning Portal、授業内容/教材にアップします。

参考書

1.　内閣府の白書
2.　財務省の財務総合研究所のリサーチ・ペーパーやレポート
3.　財務省の債務管理リポート
4.　日本銀行の論文・レポート
5.　主なデータベース
 内閣府：　https://www.cao.go.jp/
 日本銀行：　https://www.boj.or.jp/
 政府統計の総合窓：https://www.e-stat.go.jp/
 経済産業省：https://www.meti.go.jp/
 財務省：https://www.mof.go.jp/
　　 日経新聞：https://indexes.nikkei.co.jp/nkave/index?type=download
 JETRO: https://www.jetro.go.jp/en/
 IMF: https://www.imf.org/external/index.htm
 WORLD BANK: https://data.worldbank.org/

特にありません。

特にありません。

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ゼミの運営方法や内容について確認し、報告日程を決定します。 予習：「授業１：授業案内」を事前に読んでおいてください。
復習：授業後に、ガイダンスの内容について復習してくださ
い.

1時間

第2回 研究計画書に沿って、卒業論文（または卒業レポート）の作成指導を行
います。

予習：卒業論文（または卒業レポート）の作成に関する配
布資料を事前によく読んでおいてください
復習：授業後に、卒業論文（または卒業レポート）の作成に
関する配布資料を復習してください

4時間

第3回 研究計画書に沿って、卒業論文（または卒業レポート）の作成指導を行
います。

予習：卒業論文（または卒業レポート）の作成に関する配
布資料を事前によく読んでおいてください
復習：授業後に、卒業論文（または卒業レポート）の作成に
関する配布資料を復習してください

4時間
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第4回 研究計画書に沿って、卒業論文（または卒業レポート）の作成指導を行
います。

予習：卒業論文（または卒業レポート）の作成に関する配
布資料を事前によく読んでおいてください
復習：授業後に、卒業論文（または卒業レポート）の作成に
関する配布資料を復習してください

4時間

第5回 研究計画書に沿って、卒業論文（または卒業レポート）の作成指導を行
います。

予習：卒業論文（または卒業レポート）の作成に関する配
布資料を事前によく読んでおいてください
復習：授業後に、卒業論文（または卒業レポート）の作成に
関する配布資料を復習してください

4時間

第6回 卒業論文（または卒業レポート）の発表を行います。 予習：研究計画書に沿って、卒業論文（または卒業レポー
ト）を事前に作成してください。
復習：授業後に、担当教員からのコメントに基づいて卒業
論文（または卒業レポート）を修正してください

4時間

第7回 卒業論文（または卒業レポート）の発表を行います。 予習：研究計画書に沿って、卒業論文（または卒業レポー
ト）を事前に作成してください。
復習：授業後に、担当教員からのコメントに基づいて卒業
論文（または卒業レポート）を修正してください。

4時間

第8回 卒業論文（または卒業レポート）の発表を行います。 予習：研究計画書に沿って、卒業論文（または卒業レポー
ト）を事前に作成してください。
復習：授業後に、担当教員からのコメントに基づいて卒業
論文（または卒業レポート）を修正してください。

4時間

第9回 卒業論文（または卒業レポート）の発表を行います。 予習：研究計画書に沿って、卒業論文（または卒業レポー
ト）を事前に作成してください。
復習：授業後に、担当教員からのコメントに基づいて卒業
論文（または卒業レポート）を修正してください。

4時間

第10回 卒業論文（または卒業レポート）の発表を行います。 予習：研究計画書に沿って、卒業論文（または卒業レポー
ト）を事前に作成してください。
復習：授業後に、担当教員からのコメントに基づいて卒業
論文（または卒業レポート）を修正してください。

4時間

第11回 卒業論文（または卒業レポート）の発表を行います。 予習：研究計画書に沿って、卒業論文（または卒業レポー
ト）を事前に作成してください。
復習：授業後に、担当教員からのコメントに基づいて卒業
論文（または卒業レポート）を修正してください。

4時間

第12回 卒業論文（または卒業レポート）の発表を行います。 予習：研究計画書に沿って、卒業論文（または卒業レポー
ト）を事前に作成してください。
復習：授業後に、担当教員からのコメントに基づいて卒業
論文（または卒業レポート）を修正してください。

4時間

第13回 卒業論文（または卒業レポート）の発表を行います。 予習：研究計画書に沿って、卒業論文（または卒業レポー
ト）を事前に作成してください。
復習：授業後に、担当教員からのコメントに基づいて卒業
論文（または卒業レポート）を修正してください。

4時間

第14回 卒業論文（または卒業レポート）の発表を行います。 予習：研究計画書に沿って、卒業論文（または卒業レポー
ト）を事前に作成してください。
復習：授業後に、担当教員からのコメントに基づいて卒業
論文（または卒業レポート）を修正してください。

5時間

第15回 卒業論文（または卒業レポート）の発表を行います。 予習：研究計画書に沿って、卒業論文（または卒業レポー
ト）を事前に作成してください。
復習：授業後に、担当教員からのコメントに基づいて卒業
論文（または卒業レポート）を修正してください。

5時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅢＢ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

4藤原　幸則

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

－

経済学部専門教育科目

テーマ 地域経済の課題の分析と政策提案

授業の目的及び概要
この演習ⅢＢでは、実社会に出てから必要となる調査能力、レポート作成能力、プレゼンテーション能力、コミュニケーション能力を涵養するとともに、行
政やビジネスで必要となる地域経済の構造とその変化の把握、それをもとにした地域活性化の政策を考える力を身につけることを目的としています。
近年、少子高齢化、経済活動の衰退、財政状況の悪化、東京一極集中といった社会経済環境の変化の中で、持続可能性すら危ぶまれる地域が少なく
ありません。関西という大都市を抱える地域でも、長期の経済低迷に直面しており、地域活性化は重要課題となっています。
こうした地域経済の構造変化と諸課題に関して、この演習ⅢＢでは、各自が演習ⅢAで作成した卒業研究計画書に沿って調査・研究を深めていき、卒業
論文・卒業レポートの作成を行ってもらいます。
そのため、演習参加者がそれぞれの調査・研究を深めていくとともに、プレゼンテーションや教員・演習参加者同士のディスカッションを通じて、卒業論
文・卒業レポートをより良いものへと練り上げてもらいます。

学修の到達目標
地域経済の研究に関して、以下の３点を学修の到達目標とします。
・各種の統計データを収集して分析ができて、それを踏まえた政策提案を行えるようになる。
・きちんとしたレポートやプレゼン資料を作成できるようになる。
・説得力あるプレゼンテーションを行うことができるようになる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
発表された報告はその場でコメントします。また、提出された卒業論文・卒業レポートは講評を伝えます。

アクティブ・ラーニング
の取組み

PBL（課題解決型学習）／ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

秋学期は卒業論文・卒業レポートの作成に向けての最後の追い込み期間です。相談を受けたり、アドバイスしたりして、できる限りサポートします。
この演習ⅢＢでも、地域経済に関して、課題の把握で終わることなく、課題を解決する政策まで考えていくことに重きを置いています。「経済理論を学ぶ」
ことにとどまらず、「経済理論で考える」ことが重要です。経済理論は、それを学ぶことが目的なのではなく、課題を解決するためのものだからです。ま
た、思い付きではないという意味で、政策提案を裏付けるデータ分析なども必要です。
課題把握、データ分析にも裏付けられた政策提案という研究プロセスは、実社会においても役立つことですから、卒業論文・卒業レポートの作成に向け
て、最後まで頑張りましょう。
そして、皆さんが同じ場を共有できる出会いを大切に、率直な意見交換で刺激し合い、地域経済を研究する面白さを味わえる場となるよう努めてまいり
ますので、皆さんの協力をお願いします。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

000

060040

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストはありません。
必要に応じて、適宜、担当教員が資料を作成して配布します。

参考書

必要に応じて、適宜、授業中に紹介します。

なし

なし

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 オリエンテーション

演習ⅢＢの進め方について説明します。また、今後の卒業論文・卒業レ
ポートの作成に向けて、最近の動向を踏まえて、参考となる地域経済
の分析に関する情報やデータ分析を補足説明します。

シラバス、配布資料をよく読み返し、復習してください。そ
の際、A4用紙1枚くらいで、教員の説明と全体ディスカッ
ションの要点をまとめておきましょう。また、各自の研究
テーマに沿って、卒業論文・卒業レポートの作成作業を進
めてください。

4時間

第2回 卒業論文・卒業レポートの報告

各自の卒業論文・卒業レポートについてプレゼンテーションし（4人程
度）、全体でディスカッションします。プレゼンテーションは、研究する課
題、その課題が生じている背景要因、その課題解決のための政策提
案、参考や根拠とする文献・資料やデータのポイントをまとめたものとし
てください。

各自の研究テーマに沿った卒業論文・卒業レポートの作
成を進めてください。プレゼンテーションした人は、ディス
カッション内容を卒業論文・卒業レポートの作成の参考に
してください。ディスカッションで得られた有益なコメントは、
積極的に反映することを考えてください。

4時間
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第3回 卒業論文・卒業レポートの報告

各自の卒業論文・卒業レポートについてプレゼンテーションし（4人程
度）、全体でディスカッションします。プレゼンテーションは、研究する課
題、その課題が生じている背景要因、その課題解決のための政策提
案、参考や根拠とする文献・資料やデータのポイントをまとめたものとし
てください。

各自の研究テーマに沿った卒業論文・卒業レポートの作
成を進めてください。プレゼンテーションした人は、ディス
カッション内容を卒業論文・卒業レポートの作成の参考に
してください。ディスカッションで得られた有益なコメントは、
積極的に反映することを考えてください。

4時間

第4回 卒業論文・卒業レポートの報告

各自の卒業論文・卒業レポートについてプレゼンテーションし（4人程
度）、全体でディスカッションします。プレゼンテーションは、研究する課
題、その課題が生じている背景要因、その課題解決のための政策提
案、参考や根拠とする文献・資料やデータのポイントをまとめたものとし
てください。

各自の研究テーマに沿った卒業論文・卒業レポートの作
成を進めてください。プレゼンテーションした人は、ディス
カッション内容を卒業論文・卒業レポートの作成の参考に
してください。ディスカッションで得られた有益なコメントは、
積極的に反映することを考えてください。

4時間

第5回 卒業論文・卒業レポートの報告

各自の卒業論文・卒業レポートについてプレゼンテーションし（4人程
度）、全体でディスカッションします。プレゼンテーションは、研究する課
題、その課題が生じている背景要因、その課題解決のための政策提
案、参考や根拠とする文献・資料やデータのポイントをまとめたものとし
てください。

各自の研究テーマに沿った卒業論文・卒業レポートの作
成を進めてください。プレゼンテーションした人は、ディス
カッション内容を卒業論文・卒業レポートの作成の参考に
してください。ディスカッションで得られた有益なコメントは、
積極的に反映することを考えてください。

4時間

第6回 卒業論文・卒業レポートの報告

各自の卒業論文・卒業レポートについてプレゼンテーションし（4人程
度）、全体でディスカッションします。プレゼンテーションは、研究する課
題、その課題が生じている背景要因、その課題解決のための政策提
案、参考や根拠とする文献・資料やデータのポイントをまとめたものとし
てください。

各自の研究テーマに沿った卒業論文・卒業レポートの作
成を進めてください。プレゼンテーションした人は、ディス
カッション内容を卒業論文・卒業レポートの作成の参考に
してください。ディスカッションで得られた有益なコメントは、
積極的に反映することを考えてください。

4時間

第7回 卒業論文・卒業レポートの報告

各自の卒業論文・卒業レポートについてプレゼンテーションし（4人程
度）、全体でディスカッションします。プレゼンテーションは、研究する課
題、その課題が生じている背景要因、その課題解決のための政策提
案、参考や根拠とする文献・資料やデータのポイントをまとめたものとし
てください。

各自の研究テーマに沿った卒業論文・卒業レポートの作
成を進めてください。プレゼンテーションした人は、ディス
カッション内容を卒業論文・卒業レポートの作成の参考に
してください。ディスカッションで得られた有益なコメントは、
積極的に反映することを考えてください。

4時間

第8回 卒業論文・卒業レポートの報告

各自の卒業論文・卒業レポートについてプレゼンテーションし（4人程
度）、全体でディスカッションします。プレゼンテーションは、研究する課
題、その課題が生じている背景要因、その課題解決のための政策提
案、参考や根拠とする文献・資料やデータのポイントをまとめたものとし
てください。

各自の研究テーマに沿った卒業論文・卒業レポートの作
成を進めてください。プレゼンテーションした人は、ディス
カッション内容を卒業論文・卒業レポートの作成の参考に
してください。ディスカッションで得られた有益なコメントは、
積極的に反映することを考えてください。

4時間

第9回 卒業論文・卒業レポートの報告

各自の卒業論文・卒業レポートについてプレゼンテーションし（4人程
度）、全体でディスカッションします。プレゼンテーションは、研究する課
題、その課題が生じている背景要因、その課題解決のための政策提
案、参考や根拠とする文献・資料やデータのポイントをまとめたものとし
てください。

各自の研究テーマに沿った卒業論文・卒業レポートの作
成を進めてください。プレゼンテーションした人は、ディス
カッション内容を卒業論文・卒業レポートの作成の参考に
してください。ディスカッションで得られた有益なコメントは、
積極的に反映することを考えてください。

4時間

第10回 卒業論文・卒業レポートの報告

各自の卒業論文・卒業レポートについてプレゼンテーションし（4人程
度）、全体でディスカッションします。プレゼンテーションは、研究する課
題、その課題が生じている背景要因、その課題解決のための政策提
案、参考や根拠とする文献・資料やデータのポイントをまとめたものとし
てください。

各自の研究テーマに沿った卒業論文・卒業レポートの作
成を進めてください。プレゼンテーションした人は、ディス
カッション内容を卒業論文・卒業レポートの作成の参考に
してください。ディスカッションで得られた有益なコメントは、
積極的に反映することを考えてください。

4時間

第11回 卒業論文・卒業レポートの報告

各自の卒業論文・卒業レポートについてプレゼンテーションし（4人程
度）、全体でディスカッションします。プレゼンテーションは、研究する課
題、その課題が生じている背景要因、その課題解決のための政策提
案、参考や根拠とする文献・資料やデータのポイントをまとめたものとし
てください。

各自の研究テーマに沿った卒業論文・卒業レポートの作
成を進めてください。プレゼンテーションした人は、ディス
カッション内容を卒業論文・卒業レポートの作成の参考に
してください。ディスカッションで得られた有益なコメントは、
積極的に反映することを考えてください。

4時間

第12回 卒業論文・卒業レポートの報告

各自の卒業論文・卒業レポートについてプレゼンテーションし（4人程
度）、全体でディスカッションします。プレゼンテーションは、研究する課
題、その課題が生じている背景要因、その課題解決のための政策提
案、参考や根拠とする文献・資料やデータのポイントをまとめたものとし
てください。

各自の研究テーマに沿った卒業論文・卒業レポートの作
成を進めてください。プレゼンテーションした人は、ディス
カッション内容を卒業論文・卒業レポートの作成の参考に
してください。ディスカッションで得られた有益なコメントは、
積極的に反映することを考えてください。

4時間

第13回 卒業論文・卒業レポートの報告

各自の卒業論文・卒業レポートについてプレゼンテーションし（4人程
度）、全体でディスカッションします。プレゼンテーションは、研究する課
題、その課題が生じている背景要因、その課題解決のための政策提
案、参考や根拠とする文献・資料やデータのポイントをまとめたものとし
てください。

各自の研究テーマに沿った卒業論文・卒業レポートの作
成を進めてください。プレゼンテーションした人は、ディス
カッション内容を卒業論文・卒業レポートの作成の参考に
してください。ディスカッションで得られた有益なコメントは、
積極的に反映することを考えてください。

4時間

第14回 卒業論文・卒業レポートの報告

各自の卒業論文・卒業レポートについてプレゼンテーションし（4人程
度）、全体でディスカッションします。プレゼンテーションは、研究する課
題、その課題が生じている背景要因、その課題解決のための政策提
案、参考や根拠とする文献・資料やデータのポイントをまとめたものとし
てください。

各自の研究テーマに沿った卒業論文・卒業レポートの作
成を進めてください。プレゼンテーションした人は、ディス
カッション内容を卒業論文・卒業レポートの作成の参考に
してください。ディスカッションで得られた有益なコメントは、
積極的に反映することを考えてください。

4時間

第15回 総括

秋学期のまとめを行います。また、社会に出ていく皆さんへの担当教員
のメッセージを伝えたいと思います。

卒業論文・卒業レポートの最終チェックを行い、完成させて
ください。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅢＢ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

4傅　喆

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

－

経済学部専門教育科目

テーマ 地域経済とサステイナビリティ

授業の目的及び概要
この演習では、地域社会の「持続可能な発展」という視点から、日本と海外の先進事例を取り上げ、環境と密接にかかわる自然資源の利用、地域固有
の資源を活かした経済活動、そして地域の持続可能性について考えていきます。秋学期の演習ⅢBでは、卒業論文または5000字以上の卒業レポートを
作成する必要があります。この授業を受講することにより、我々が実際に生活している地域の具体的な諸問題の原因と解決策を考えることを目的としま
す。
　また「実学としての経済学」の観点から、社会保障制度と経済諸指標（ＧＤＰ、為替レート、金利など）との連関も学修します。

学修の到達目標
この演習は、以下のことを目標とします。
・興味・関心のあるテーマを選び、必要な資料を収集・整理し、分析することができるようになる。
・卒業研究のテーマを確定し、卒業研究を作成することができる。
・ゼミの報告と議論を通して、プレゼン能力やコミュニケーション能力を身につけることができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
受講生による研究発表に対するコメントを通じてフィードバックを行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告／ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

この演習の授業内容は、地域経済や環境経済などの専門知識を用いて行われます。そのため、受講生には、これらの科目の履修を望みます。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

060040

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストは指定しません。配付資料を用いて授業を行います。

参考書

研究の状況に応じて適宜紹介しますが、例えば以下の書籍が関連します。
①再生可能エネルギーと地域再生，諸富徹，日本評論社， 2015年。
②地域づくりの経済学入門―地域内再投資力論【増補改訂版】 ，岡田知弘，自治体研究社，2020年。

なし

①978-4-535-55821-2
②978-4-88037-711-7

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス（ゼミの運営方法や内容について確認し、報告日程を決定し
ます）

・演習のシラバスを事前によく読んでおいてください。
・研究計画の再確認。

2時間

第2回 卒業論文（または卒業レポート）の作成指導を行います。 ・卒業論文（または卒業レポート）の作成に関する配布資
料を事前によく読んでおいてください。
・研究報告の準備。報告予定者は報告資料を準備してくだ
さい。

4時間

第3回 研究報告1 ・研究報告の準備。卒業論文（または卒業レポート）を事前
に作成してください。
・授業後に、担当教員からのコメントに基づいて卒業論文
（または卒業レポート）を修正してください。

4時間

第4回 研究報告2 ・研究報告の準備。卒業論文（または卒業レポート）を事前
に作成してください。
・授業後に、担当教員からのコメントに基づいて卒業論文
（または卒業レポート）を修正してください。

4時間

第5回 研究報告3 ・研究報告の準備。卒業論文（または卒業レポート）を事前
に作成してください。
・授業後に、担当教員からのコメントに基づいて卒業論文
（または卒業レポート）を修正してください。

4時間

第6回 研究報告4 ・研究報告の準備。卒業論文（または卒業レポート）を事前
に作成してください。
・授業後に、担当教員からのコメントに基づいて卒業論文
（または卒業レポート）を修正してください。

4時間
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第7回 研究報告5 ・研究報告の準備。卒業論文（または卒業レポート）を事前
に作成してください。
・授業後に、担当教員からのコメントに基づいて卒業論文
（または卒業レポート）を修正してください。

4時間

第8回 研究報告6 ・研究報告の準備。卒業論文（または卒業レポート）を事前
に作成してください。
・授業後に、担当教員からのコメントに基づいて卒業論文
（または卒業レポート）を修正してください。

4時間

第9回 研究報告7 ・研究報告の準備。卒業論文（または卒業レポート）を事前
に作成してください。
・授業後に、担当教員からのコメントに基づいて卒業論文
（または卒業レポート）を修正してください。

4時間

第10回 研究報告8 ・研究報告の準備。卒業論文（または卒業レポート）を事前
に作成してください。
・授業後に、担当教員からのコメントに基づいて卒業論文
（または卒業レポート）を修正してください。

4時間

第11回 期末最終報告1 ・報告予定者は最終報告資料を作成してください。
・授業後に、担当教員からのコメントに基づいて報告資料
を修正し、卒業論文（または卒業レポート）に反映させてく
ださい。

4時間

第12回 期末最終報告2 ・報告予定者は最終報告資料を作成してください。
・授業後に、担当教員からのコメントに基づいて報告資料
を修正し、卒業論文（または卒業レポート）に反映させてく
ださい。

4時間

第13回 期末最終報告3 ・報告予定者は最終報告資料を作成してください。
・授業後に、担当教員からのコメントに基づいて報告資料
を修正し、卒業論文（または卒業レポート）に反映させてく
ださい。

4時間

第14回 期末最終報告4 ・報告予定者は最終報告資料を作成してください。
・授業後に、担当教員からのコメントに基づいて報告資料
を修正し、卒業論文（または卒業レポート）に反映させてく
ださい。

4時間

第15回 授業全般にわたる総括を行います。 卒業論文（または卒業レポート）に関する振り返り。 6時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅢＢ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

4山垣　真浩

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ 社会政策（労働経済、社会保障）にかんする卒業研究

授業の目的及び概要
卒業研究を通して、専門知識の獲得はもちろん、資料収集力、読解力、文章力ならびにコンピュータ操作能力、仲間との協働力等、今後の人生に行か
せるさまざまな技能を身につけます。
　「実学としての経済学」との関係：卒業研究をおこなうことにより、生きていく上で役に立つ、労働または社会保障に関する専門知識が修得でき、また文
章力、プレゼンテーション、パソコン操作力などが身につきます。

学修の到達目標
「卒業研究」を完成させます。自分の選択したテーマに関して、文献の解読から今どんなことが問題になっているのか理解し、それを表現することが求め
られます。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
課題については、授業中に解説及び講評を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

演習は、大学教育の中軸です。本気で取り組んでください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

50
卒業研究の出来栄え。

00

00050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

指定しない。

参考書

指定しない。

ー
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 演習参加者の卒業研究テーマの発表 文献の収集、解読、報告の準備 4時間

第2回 演習参加者の卒業研究テーマの発表 文献の収集、解読、報告の準備 4時間

第3回 演習参加者の卒業研究テーマの発表 文献の収集、解読、報告の準備 4時間

第4回 演習参加者の卒業研究テーマの発表 文献の収集、解読、報告の準備 4時間

第5回 演習参加者の卒業研究テーマの発表 文献の収集、解読、報告の準備 4時間

第6回 演習参加者の卒業研究テーマの発表 文献の収集、解読、報告の準備 4時間

第7回 1回目の研究発表全体へのコメント 文献の収集、解読、報告の準備 4時間

第8回 演習参加者の卒業研究テーマの発表 文献の収集、解読、報告の準備 4時間

第9回 演習参加者の卒業研究テーマの発表 文献の収集、解読、報告の準備 4時間

第10回 演習参加者の卒業研究テーマの発表 文献の収集、解読、報告の準備 4時間
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第11回 演習参加者の卒業研究テーマの発表 文献の収集、解読、報告の準備 4時間

第12回 演習参加者の卒業研究テーマの発表 文献の収集、解読、報告の準備 4時間

第13回 卒業研究の提出 文献の収集、解読、報告の準備 4時間

第14回 卒業研究へのコメントと意見交換 文献の収集、解読、報告の準備 4時間

第15回 卒業研究へのコメント意見交換 文献の収集、解読、報告の準備 4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅢＢ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

4朱　東平

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ 卒業研究で日本経済の諸課題に挑戦しよう

授業の目的及び概要
経済学理論を勉強する目的の一つは、さまざまな政治、経済、社会現象を経済学の視点から理解し、把握することです。この演習は、こうした応用能力
の育成に重点を置きます。
　この演習では、卒業論文を書くことにより、論理構成力を身につけることを目的としています。日本経済の抱える諸課題を中心に、経済記事の議論を
中心とした学修を続けながら、演習ⅢAで作成した期末レポートをもとに、卒業研究の完成を目指します。演習ⅢBでは、卒業論文または5000字以上の
卒業レポートを作成する必要があります。
　この演習は皆さんが社会人として持つべき専門知識・能力の高度化を図る科目です。演習のレベルは、ミクロ経済学、マクロ経済学の応用レベルで
す。

学修の到達目標
この演習は、以下のことを目標とします。
1.3年次までに修得した経済学の基礎理論をさまざまな現実問題の分析に応用することができる。
2.卒業論文または5000字以上の卒業レポートを作成することができる。
3.ゼミの報告と討論を通して、一社会人として、また、就職活動にも必要なプレゼン能力やコミュニケーション能力を身につけることができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
レポートについて、添削しコメントを付して返却します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

経済学的な分析は、ミクロ経済学やマクロ経済学など基礎理論のもとで行われます。そのため、受講生には、この2科目の履修を望みます。ただし、演
習でも必要に応じて指導しますので、とくに予備知識をもたなければ履修できないことはありません。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

050050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストは指定しません。
ラーニングポータルで配布される資料を用いて事前・事後学修に活用してください。

参考書

予習・復習に役立つ教材として、報告内容に応じて以下の参考書の関連内容について理解するようにしてくだ
さい。
①ミクロ経済学（第3版）、伊藤元重、日本評論社、2018年
②入門マクロ経済学（第5版）、中谷巌、日本評論社、2007年

なし

①9784535558441
②9784535555136

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ゼミの運営方法や内容について確認し、報告日程を決定します。（授業
の進行状況と学生の希望に応じて、以下の内容を変更することもありう
る）

【予習】演習ⅢAで蓄積した「マイノート」の内容を整理する
とともに、春学期末の感想文をもとに、演習ⅢAで成長した
点と秋学期の課題について考えてください。また、卒業論
文の執筆要領について復習してください。（2時間程度）
【復習】次回の授業までに、「秋学期の目標」を、秋学期末
にチェック可能なように作成して「マイノート」に保存してく
ださい。(1時間程度)

3時間

第2回 ＊最新の経済記事について議論します。
＊卒業論文（または卒業レポート）の完成に向けた指導を行います①。

【予習】事前に、演習ⅢAで作成した期末レポートに対する
担当教員のコメントを十分に理解してください。そのうえ
で、卒業論文の執筆要領を参照しながら卒業論文または
卒業研究の初稿をまとめてください。（3時間程度）
【復習】学修ポートフォリオの「マイノート」を利用し、学修成
果とその修正を保存してください。（1時間程度）

4時間

第3回 ＊最新の経済記事について議論します。
＊卒業論文（または卒業レポート）の完成に向けた指導を行います②。

【予習】事前に、演習ⅢAで作成した期末レポートに対する
担当教員のコメントを十分に理解してください。そのうえ
で、卒業論文の執筆要領を参照しながら卒業論文または
卒業研究の初稿をまとめてください。（3時間程度）
【復習】学修ポートフォリオの「マイノート」を利用し、学修成
果とその修正を保存してください。（1時間程度）

4時間
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第4回 ＊最新の経済記事について議論します。
＊卒業論文（または卒業レポート）の完成に向けた指導を行います③。

【予習】事前に、演習ⅢAで作成した期末レポートに対する
担当教員のコメントを十分に理解してください。そのうえ
で、卒業論文の執筆要領を参照しながら卒業論文または
卒業研究の初稿をまとめてください。（3時間程度）
【復習】学修ポートフォリオの「マイノート」を利用し、学修成
果とその修正を保存してください。（1時間程度）

4時間

第5回 ＊最新の経済記事について議論します。
＊卒業論文（または卒業レポート）の完成に向けた指導を行います④。

【予習】事前に、演習ⅢAで作成した期末レポートに対する
担当教員のコメントを十分に理解してください。そのうえ
で、卒業論文の執筆要領を参照しながら卒業論文または
卒業研究の初稿をまとめてください。（3時間程度）
【復習】学修ポートフォリオの「マイノート」を利用し、学修成
果とその修正を保存してください。（1時間程度）

4時間

第6回 ＊最新の経済記事について議論します。
＊卒業論文（または卒業レポート）の完成に向けた指導を行います⑤。

【予習】事前に、演習ⅢAで作成した期末レポートに対する
担当教員のコメントを十分に理解してください。そのうえ
で、卒業論文の執筆要領を参照しながら卒業論文または
卒業研究の初稿をまとめてください。（3時間程度）
【復習】学修ポートフォリオの「マイノート」を利用し、学修成
果とその修正を保存してください。（1時間程度）

4時間

第7回 ＊最新の経済記事について議論します。
＊卒業論文（または卒業レポート）の完成に向けた指導を行います⑥。

【予習】事前に、演習ⅢAで作成した期末レポートに対する
担当教員のコメントを十分に理解してください。そのうえ
で、卒業論文の執筆要領を参照しながら卒業論文または
卒業研究の初稿をまとめてください。（3時間程度）
【復習】学修ポートフォリオの「マイノート」を利用し、学修成
果とその修正を保存してください。（1時間程度）

4時間

第8回 ＊最新の経済記事について議論します。
＊卒業論文（または卒業レポート）の完成に向けた指導を行います⑦。

【予習】事前に、演習ⅢAで作成した期末レポートに対する
担当教員のコメントを十分に理解してください。そのうえ
で、卒業論文の執筆要領を参照しながら卒業論文または
卒業研究の初稿をまとめてください。（3時間程度）
【復習】学修ポートフォリオの「マイノート」を利用し、学修成
果とその修正を保存してください。（1時間程度）

4時間

第9回 ＊最新の経済記事について議論します。
＊卒業論文（または卒業レポート）の完成に向けた指導を行います⑧。

【予習】事前に、演習ⅢAで作成した期末レポートに対する
担当教員のコメントを十分に理解してください。そのうえ
で、卒業論文の執筆要領を参照しながら卒業論文または
卒業研究の初稿をまとめてください。（3時間程度）
【復習】学修ポートフォリオの「マイノート」を利用し、学修成
果とその修正を保存してください。（1時間程度）

4時間

第10回 ＊最新の経済記事について議論します。
＊卒業論文（または卒業レポート）の完成に向けた指導を行います⑨。

【予習】事前に、演習ⅢAで作成した期末レポートに対する
担当教員のコメントを十分に理解してください。そのうえ
で、卒業論文の執筆要領を参照しながら卒業論文または
卒業研究の初稿をまとめてください。（3時間程度）
【復習】学修ポートフォリオの「マイノート」を利用し、学修成
果とその修正を保存してください。（1時間程度）

4時間

第11回 ＊卒業論文または卒業レポートの発表を行います①。 【予習】発表時に受けた指導に基づき、文献研究をさらに
深め、卒業研究または卒業論文の初稿を修正し、「マイ
ノート」に保存してください。(3時間程度)
【復習】授業終了後は、発表の結果に基づいてレジュメを
修正し、卒業論文または卒業研究の完了を目指してくださ
い。その結果を「マイノート」に保存してください。（1時間程
度）

4時間

第12回 ＊卒業論文または卒業レポートの発表を行います②。 【予習】発表時に受けた指導に基づき、文献研究をさらに
深め、卒業研究または卒業論文の初稿を修正し、「マイ
ノート」に保存してください。(3時間程度)
【復習】授業終了後は、発表の結果に基づいてレジュメを
修正し、卒業論文または卒業研究の完了を目指してくださ
い。その結果を「マイノート」に保存してください。（1時間程
度）

4時間

第13回 ＊卒業論文または卒業レポートの発表を行います③。 【予習】発表時に受けた指導に基づき、文献研究をさらに
深め、卒業研究または卒業論文の初稿を修正し、「マイ
ノート」に保存してください。(3時間程度)
【復習】授業終了後は、発表の結果に基づいてレジュメを
修正し、卒業論文または卒業研究の完了を目指してくださ
い。その結果を「マイノート」に保存してください。（1時間程
度）

4時間

第14回 ＊卒業論文または卒業レポートの発表を行います④。 【予習】発表時に受けた指導に基づき、文献研究をさらに
深め、卒業研究または卒業論文の初稿を修正し、「マイ
ノート」に保存してください。(3時間程度)
【復習】授業終了後は、発表の結果に基づいてレジュメを
修正し、卒業論文または卒業研究の完了を目指してくださ
い。その結果を「マイノート」に保存してください。（1時間程
度）

4時間

第15回 全体の総括 【予習】発表時に受けた指導に基づき、これまでの研究成
果を卒業論文または卒業研究の最終版としてまとめ、「マ
イノート」に保存してください。(4時間程度)
【復習】卒業論文または卒業研究の作成より何を身につけ
たかについて総括してください。（1時間程度）

5時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅢＢ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

4粂井　淳子

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ 卒業研究

授業の目的及び概要
この演習では、卒業論文または卒業レポートの完成に向けて、研究計画を作成し、先行研究を調査し、ゼミでの発表やディスカッションを行いながら取り
組んでいきます。

学修の到達目標
大学での学修の集大成として卒業論文または卒業レポートを完成させることを目標とします。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
発表や提出物に対するコメントにより行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

大学で学修した専門知識を活かして、卒業研究に取り組みましょう。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

050050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストは使用しません。

参考書

テキストは使用しません。
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス 事前学修　秋学期の目標を立てましょう。
事後学修　秋学期の計画を確認しましょう。

4時間

第2回 中間報告1回目提出と発表３ 事前学修　発表準備を行いましょう。
事後学修　卒業論文作成のために参考文献や資料、企業
研究を続けましょう。

4時間

第3回 中間報告1回目提出と発表４ 事前学修　発表準備を行いましょう。
事後学修　卒業論文作成のために参考文献や資料、企業
研究を続けましょう。

4時間

第4回 中間報告1回目提出と発表５ 事前学修　発表準備を行いましょう。
事後学修　卒業論文作成のために参考文献や資料、企業
研究を続けましょう。

4時間

第5回 中間報告2回目提出と発表１ 事前学修　発表準備を行いましょう。
事後学修　卒業論文作成のために参考文献や資料、企業
研究を続けましょう。

4時間

第6回 中間報告2回目提出と発表２ 事前学修　発表準備を行いましょう。
事後学修　卒業論文作成のために参考文献や資料、企業
研究を続けましょう。

4時間

第7回 中間報告2回目提出と発表３ 事前学修　発表準備を行いましょう。
事後学修　卒業論文作成のために参考文献や資料、企業
研究を続けましょう。

4時間

第8回 中間報告2回目提出と発表４ 事前学修　発表準備を行いましょう。
事後学修　卒業論文作成のために参考文献や資料、企業
研究を続けましょう。

4時間
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第9回 中間報告2回目提出と発表５ 事前学修　発表準備を行いましょう。
事後学修　卒業論文作成のために参考文献や資料、企業
研究を続けましょう。

4時間

第10回 卒業論文・卒業レポート発表１ 事前学修　卒業論文・卒業レポート発表の準備。
事後学修　卒業論文・卒業レポート発表の加筆修正。

4時間

第11回 卒業論文・卒業レポート発表２ 事前学修　卒業論文・卒業レポート発表の準備。
事後学修　卒業論文・卒業レポート発表の加筆修正。

4時間

第12回 卒業論文・卒業レポート発表３ 事前学修　卒業論文・卒業レポート発表の準備。
事後学修　卒業論文・卒業レポート発表の加筆修正。

4時間

第13回 卒業論文・卒業レポート発表４ 事前学修　卒業論文・卒業レポート発表の準備。
事後学修　卒業論文・卒業レポート発表の加筆修正。

4時間

第14回 卒業論文・卒業レポート発表５ 事前学修　卒業論文・卒業レポート発表の準備。
事後学修　卒業論文・卒業レポート発表の加筆修正。

4時間

第15回 大学での研究の総括 事前学修　大学での研究の総括をしましょう。
事後学修　今後の目標を考えましょう。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 演習ⅢＢ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

4粂井　淳子

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ 卒業研究

授業の目的及び概要
この演習では、卒業論文または卒業レポートの完成に向けて、研究計画を作成し、先行研究を調査し、ゼミでの発表やディスカッションを行いながら取り
組んでいきます。

学修の到達目標
大学での学修の集大成として卒業論文または卒業レポートを完成させることを目標とします。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
発表や提出物に対するコメントにより行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

大学で学修した専門知識を活かして、卒業研究に取り組みましょう。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

050050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストは使用しません。

参考書

テキストは使用しません。
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス 事前学修　秋学期の目標を立てましょう。
事後学修　秋学期の計画を確認しましょう。

4時間

第2回 中間報告1回目提出と発表３ 事前学修　発表準備を行いましょう。
事後学修　卒業論文作成のために参考文献や資料、企業
研究を続けましょう。

4時間

第3回 中間報告1回目提出と発表４ 事前学修　発表準備を行いましょう。
事後学修　卒業論文作成のために参考文献や資料、企業
研究を続けましょう。

4時間

第4回 中間報告1回目提出と発表５ 事前学修　発表準備を行いましょう。
事後学修　卒業論文作成のために参考文献や資料、企業
研究を続けましょう。

4時間

第5回 中間報告2回目提出と発表１ 事前学修　発表準備を行いましょう。
事後学修　卒業論文作成のために参考文献や資料、企業
研究を続けましょう。

4時間

第6回 中間報告2回目提出と発表２ 事前学修　発表準備を行いましょう。
事後学修　卒業論文作成のために参考文献や資料、企業
研究を続けましょう。

4時間

第7回 中間報告2回目提出と発表３ 事前学修　発表準備を行いましょう。
事後学修　卒業論文作成のために参考文献や資料、企業
研究を続けましょう。

4時間

第8回 中間報告2回目提出と発表４ 事前学修　発表準備を行いましょう。
事後学修　卒業論文作成のために参考文献や資料、企業
研究を続けましょう。

4時間
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第9回 中間報告2回目提出と発表５ 事前学修　発表準備を行いましょう。
事後学修　卒業論文作成のために参考文献や資料、企業
研究を続けましょう。

4時間

第10回 卒業論文・卒業レポート発表１ 事前学修　卒業論文・卒業レポート発表の準備。
事後学修　卒業論文・卒業レポート発表の加筆修正。

4時間

第11回 卒業論文・卒業レポート発表２ 事前学修　卒業論文・卒業レポート発表の準備。
事後学修　卒業論文・卒業レポート発表の加筆修正。

4時間

第12回 卒業論文・卒業レポート発表３ 事前学修　卒業論文・卒業レポート発表の準備。
事後学修　卒業論文・卒業レポート発表の加筆修正。

4時間

第13回 卒業論文・卒業レポート発表４ 事前学修　卒業論文・卒業レポート発表の準備。
事後学修　卒業論文・卒業レポート発表の加筆修正。

4時間

第14回 卒業論文・卒業レポート発表５ 事前学修　卒業論文・卒業レポート発表の準備。
事後学修　卒業論文・卒業レポート発表の加筆修正。

4時間

第15回 大学での研究の総括 事前学修　大学での研究の総括をしましょう。
事後学修　今後の目標を考えましょう。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 卒業論文　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

4演習ⅢA・B担当教員

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

4単位

演習

G4

経済学部専門教育科目

テーマ 卒業論文の作成

授業の目的及び概要
「演習ⅢＡ・Ｂ」での報告と教員の指導をもとに、卒業論文を完成させます。提出時期は１月中旬です。詳細について、年度初めに発行する『卒業論文の
手引』を必ず参照してください。
　３年次に選んだ自身の所属ゼミの専攻分野の中からテーマを選び、情報収集力、文献理解力、文章力、パソコン操作力、そして自分の集中力と忍耐
力のすべてを使って完成させます。４年間にわたる経済学または経営学を中心とする大学の学びの集大成というべきものです。
卒業論文の執筆を通して、経済学または経営学の専門知識を深め、社会で活躍するために必要な経済・経営問題の解決を考察する力が身につきま
す。

学修の到達目標
自身が設定したテーマに関して、これまでにどのようなことが議論されてきたのかを整理し、残された課題や自身の意見を述べることができるようになる
こと。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
論文の添削・指導を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

「演習ⅢＡ・Ｂ」では、5,000字以上の卒業レポートの提出が必須となっていますが、ぜひ多くの皆さんに卒業論文を執筆していただきたいと思います。
合格作品は図書館で永久保存し、学内での閲覧に供します。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

100
卒業論文

00

0000

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

参考書

―
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ― ―

第2回 ― ―

第3回 ― ―

第4回 ― ―

第5回 ― ―

第6回 ― ―

第7回 ― ―

第8回 ― ―

第9回 ― ―

第10回 ― ―
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第11回 ― ―

第12回 ― ―

第13回 ― ―

第14回 ― ―

第15回 ― ―
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 ＩＣＴ特別演習ⅠＡ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234崔　舜星

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ プログラミングに関する基本的な知識と技能の修得
※1年目春IA・IIA、秋IB・IIB、2年目春IIIA・IVA、秋IIIB・IVBの順で履修可能である。IA・IIA、IB・IIB、IIIA・IVA、IIIB・IVBはそれぞれ2コマ連続受講である。

授業の目的及び概要
・ICT特別演習全体のテーマはICT(Information and Communication Technology：情報通信技術)に関する知識と技能の修得であり、計2年間(4学期)の
ICT特別演習全体を通して、現代社会を支えるICTを理解しそれを活用できる能力を身につけることを授業の目的とする。就業力育成の観点からも、ICT
に関する総合的知識と技能があらゆる業種・職種で不可欠となっている。ICTがもたらす経済への影響（「実学としての経済学」の観点）やICTを利用した
サービスの法的性質を理解する上でも本授業の受講は有益である。
・ICT特別演習全体の概要は次の通り。各学期の1コマ目となるIA・IB・IIIA・IIIBにおいてはプログラミング言語であるPythonを基礎から学修し基本的なプ
ログラミング技能を身につけた後、数理・データサイエンス・AI時代に合わせた機械学習やディープラーニングなどの技法についての学修などに挑戦す
る。各学期の2コマ目となるIIA・IIB・IVA・IVBにおいてはICTに関する幅広い知識を修得するとともに、国家試験である、ITパスポート試験、情報セキュリ
ティマネジメント試験、基本情報技術者試験、応用情報技術者試験合格を目指す。
・ここではIAのプログラミングについて記載する。

学修の到達目標
・Pythonを通じたプログラミングに関する基本的な知識の修得。例えば、リストとタプル、辞書とセット、条件分岐と繰り返しなどを実装できる。
・なお、２年間を通じて、Python3エンジニア認定の基礎、基本情報技術者試験のプログラミング部分やアルゴリズム部分が合格可能なレベルを目指す。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
・PCを用いた実技・実習科目であり、適時学生の質問に答えていく。
・良いプログラムや典型的な間違い等については全体で共有し、フィードバックしていく。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

・1年目春IA・IIA、秋IB・IIB、2年目春IIIA・IVA、秋IIIB・IVBの順で履修可能
・IA・IIA、IB・IIB、IIIA・IVA、IIIB・IVBはそれぞれ2コマ連続受講
・各学期4単位、2年間で16単位の取得が可能である。
・各学期において履修についての選考がある。なお、通常の演習（ゼミ）と曜限が重複する場合、履修ができない。また、他の特別演習と重複する場合、
どちらかを選択する必要がある。
・メッセージ：Pythonでのプログラミングを学修することで、プログラミングの基礎知識と技能だけでなく、基本情報技術者試験の出題分野である「データ
構造及びアルゴリズム」、「ソフトウェア開発（Python）」対策の足がかりとします。プログラミングの最初はトライアンドエラーです。知的に楽しんで頑張り
ましょう。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

40
実技テスト・課題

00

040020

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

Python ゼロからはじめるプログラミング，三谷純 ，翔泳社，2021年

参考書

新・明解Python入門 (新・明解シリーズ)，柴田望洋，SBクリエイティブ，2019年
文法については、以上の書籍が詳しい。その他下記の公式チュートリアルを参考にするのが良い。
Python 公式チュートリアル：https://docs.python.org/ja/3/tutorial/index.html

9784798169460

9784815601522

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ※演習形式の授業であるので授業計画はあくまで「計画」であることに
留意すること。
・ガイダンス
・ICT特別演習の進め方
・ICT特別演習の狙い
・Pythonのプログラムの実行「hello world」
■第1章　Pythonに触れる
1-1　プログラムとプログラミング言語
・プログラムとは何か
・プログラミング言語とPython
・プログラムコードが実行されるまで

○事前学修
・シラバスの通読
○事後学修
・自宅PC等でのPython実行環境の構築付録A　Windows 
Pythonのインストールとサンプルプログラムの実行
・Pythonのインストール
・PowerShellによる対話モードの実行
・ファイルに保存したプログラムの実行
・実行出来ないなどトラブルが発生した場合は授業にて担
当教員に相談すること。

4時間
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第2回 1-2　Pythonに触れる
・Pythonの実行方法
・対話モードでの実行
・プログラムコードのルールとエラー
1-3　出力
・画面へ文字列を出力する
・シングルクォーテーション(’)とダブルクォーテーション(”)
1-4　変数
・変数への値の代入
・代入の正確な説明
・値を確認する
・値を変更する
・練習問題
Lesson 2-7 プログラムの記述の仕方

○事前学修
・テキストの「第1章　Pythonに触れる」部分を読んでおく。
○事後学修
・実装したプログラムの提出。

4時間

第3回 1-4　変数
・変数への値の代入
・代入の正確な説明
・値を確認する
・値を変更する
・練習問題
■第2章　Pythonの基本
2-1　型と算術演算
・組み込み型
・算術演算
・算術演算子の優先順位
・変数を含む算術演算
・算術演算の短縮表現
・数値の型と型変換
・異なる型を含む演算

○事前学修
・テキストの「2-1　型と算術演算」部分を読んでおく。
○事後学修
・実装したプログラムの提出。

4時間

第4回 2-2　文字列の扱い
・文字列処理の大切さ
・文字列の連結
・数値からstr型への変換
・変数の値の埋め込み（フォーマット文字列）
・str型から数値への変換
・文字列の長さの取得
2-3　リスト
・リスト
・インデックスを使用した要素の参照
・リストの長さの取得

○事前学修
・テキストの「2-2　文字列の扱い2-3　リスト」部分を読んで
おく。
○事後学修
・実装したプログラムの提出。

4時間

第5回 2-4　モジュールの利用
・モジュール
・高度な計算をする（mathモジュールの利用）
・乱数を使う（randomモジュールの活用）
・モジュールに別名をつけて使う
・ドキュメントを読む
・練習問題

○事前学修
・テキストの「2-4　モジュールの利用」部分を読んでおく。
○事後学修
・実装したプログラムの提出。

4時間

第6回 ■第3章　条件分岐と繰り返し
3-1　一歩前に進むための準備
・ファイルに保存したプログラムコードの実行
・キーボードからの入力の受け取り
・コメント文
・インデントとブロック
3-2　条件分岐
・条件式と真偽値
・if文
・条件式と関係演算子
・if～else文
・if～elif～else文

○事前学修
・テキストの「3-1　一歩前に進むための準備と3-2　条件分
岐」部分を読んでおく。
○事後学修
・実装したプログラムの提出。

4時間

第7回 3-3　論理演算子
・論理演算子の種類
・演算子の優先順位
・if文と真偽値
3-4　処理の繰り返し
・繰り返し処理
・while文
・for文
・rangeオブジェクト
・ループ処理の流れの変更
・ループ処理のネスト
・練習問題

○事前学修
・テキストの「3-3　論理演算子と3-4　処理の繰り返し」部
分を読んでおく。
○事後学修
・実装したプログラムの提出。

4時間

第8回 中間まとめ ○事前学修
・第3章までを通読する。
○事後学修
・中間まとめまでに実装したプログラムの提出。

4時間

第9回 ■第4章　組み込み型とオブジェクト
4-1　オブジェクト指向
・インスタンス（オブジェクト）の管理とID番号
・変数への代入とインスタンスの関係
・インスタンスの同値性と同一性
・インスタンスの種類を表す「クラス」
・「インスタンス」と「オブジェクト」という用語

○事前学修
・テキストの「4-1　オブジェクト指向」までの部分を読んで
おく。
○事後学修
・実装したプログラムの提出。

4時間

第10回 4-2　文字列の操作
・文字列の基本操作
・formatメソッドによる文字列の整形
・in演算子
4-3　リストとタプル
・コレクションとは
・リスト
・メソッド以外のリストの操作
・内包表記
・タプル
・アンパック代入

○事前学修
・テキストの「4-2　文字列の操作と4-3　リストとタプル」部
分を読んでおく。
○事後学修
・実装したプログラムの提出。

4時間

第11回 4-4　辞書とセット
・辞書（dict）
・辞書の基本的な操作
・セット（set）
・セットの基本的な操作
4-5　基本型の性質
・基本型の性質
・変更可能な型（ミュータブルな型）と変更不可能な型（イミュータブルな
型）
・反復可能なオブジェクト
・順序を持つオブジェクト
・基本型の性質の一覧

○事前学修
・テキストの「4-3　リストとタプルと4-4　辞書とセット」まで
の部分を読んでおく。
○事後学修
・実装したプログラムの提出。

4時間
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第12回 4-5　基本型の性質
・基本型の性質
・変更可能な型（ミュータブルな型）と変更不可能な型（イミュータブルな
型）
・反復可能なオブジェクト
・順序を持つオブジェクト
・基本型の性質の一覧表
・練習問題

○事前学修
・テキストの「4-5　基本型の性質」部分を読んでおく。
○事後学修
・実装したプログラムの提出。

4時間

第13回 ・まとめ１：第1章～第4章で学んだ知識と技能を使ったプログラミング ○事前学修
・テキスト第1章～第4章までの部分を読んでおく。
○事後学修
・実装したプログラムの提出。

4時間

第14回 ・まとめ２：第1章～第4章で学んだ知識と技能を使ったプログラミング ○事前学修
・テキスト第1章～第4章までの部分を読んでおく。
○事後学修
・実装したプログラムの提出。

4時間

第15回 ・まとめ３：第1章～第4章で学んだ知識と技能を使ったプログラミング
・まとめと講評

○事前学修
・テキスト第1章～第4章までの部分を読んでおく。
○事後学修
・実装したプログラムの提出。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 ＩＣＴ特別演習ⅠＢ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234崔　舜星

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ プログラミングに関する基本的な知識と技能の修得
※1年目春IA・IIA、秋IB・IIB、2年目春IIIA・IVA、秋IIIB・IVBの順で履修する。IA・IIA、IB・IIB、IIIA・IVA、IIIB・IVBはそれぞれ2コマ連続受講である。

授業の目的及び概要
・ICT特別演習全体のテーマはICT(Information and Communication Technology：情報通信技術)に関する知識と技能の修得であり、計2年間(4学期)の
ICT特別演習全体を通して、現代社会を支えるICTを理解しそれを活用できる能力を身につけることを授業の目的とする。就業力育成の観点からも、ICT
に関する総合的知識と技能があらゆる業種・職種で不可欠となっている。ICTがもたらす経済への影響（「実学としての経済学」の観点）やICTを利用した
サービスの法的性質を理解する上でも本授業の受講は有益である。
・ICT特別演習全体の概要は次の通り。各学期の1コマ目となるIA・IB・IIIA・IIIBにおいてはプログラミング言語であるPythonを基礎から学修し基本的なプ
ログラミング技能を身につけた後、数理・データサイエンス・AI時代に合わせた機械学習やディープラーニングなどの技法についての学修などに挑戦す
る。各学期の2コマ目となるIIA・IIB・IVA・IVBにおいてはICTに関する幅広い知識を修得するとともに、国家試験である、ITパスポート試験、情報セキュリ
ティマネジメント試験、基本情報技術者試験、応用情報技術者試験合格を目指す。
・ここではIBのプログラミングについて記載する。

学修の到達目標
・プログラミング（Python）に関する基本的な知識の修得。例えば、クラスの基本について説明できる、関数、テキストファイルの読み書き、簡単なデータ
の集計とグラフ描画と画像処理などを実装できる。
・なお、２年間を通じて、Python3エンジニア認定の基礎、基本情報技術者試験のプログラミング部分やアルゴリズム部分が合格可能なレベルを目指す。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
・PCを用いた実技・実習科目であり、適時学生の質問に答えていく。
・良いプログラムについては全体で共有するなど、フィードバックしていく。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

・1年目春IA・IIA、秋IB・IIB、2年目春IIIA・IVA、秋IIIB・IVBの順で履修可能
・IA・IIA、IB・IIB、IIIA・IVA、IIIB・IVBはそれぞれ2コマ連続受講
・各学期4単位、2年間で16単位の取得が可能である。
・各学期において履修についての選考がある。なお、通常の演習（ゼミ）と曜限が重複する場合、履修ができない。また、他の特別演習と重複する場合、
どちらかを選択する必要がある。
・メッセージ：Pythonでのプログラミングを学修することで、プログラミングの基礎知識と技能だけでなく、基本情報技術者試験の出題分野である「データ
構造及びアルゴリズム」、「ソフトウェア開発（Python）」対策の足がかりとします。知的にプログラミングを楽しんで頑張りましょう。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

40
実技試験・レポート

00

040020

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

Python ゼロからはじめるプログラミング，三谷純 ，翔泳社，2021年
※上記はIA(春学期)のテキストと同じ。継続して利用。

参考書

新・明解Python入門 (新・明解シリーズ)，柴田望洋，SBクリエイティブ，2019年
文法については、以上の書籍が詳しい。その他下記の公式チュートリアルを参考にするのが良い。
Python 公式チュートリアル：https://docs.python.org/ja/3/tutorial/index.html

9784798169460

9784815601522

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間
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第1回 ※演習形式の授業であるので授業計画はあくまで「計画」であることに
留意すること。
・ガイダンス
■第5章　ユーザー定義関数
5-1　関数
・関数とは
・処理の流れ
・関数の呼び出しの階層
・関数と「変数のスコープ」
5-2　関数の引数
・引数とは
・引数のある関数
・引数が複数ある関数
・キーワード引数
・デフォルト引数
・可変長引数（引数をタプルで受け取る）
・可変長引数（引数を辞書で受け取る）
・ドキュメントの読み方（引数の読み方）

○事前学修
・シラバスの通読
○事後学修
・実装したプログラムの提出。

4時間

第2回 5-3　関数の戻り値
・戻り値とは
・戻り値のある関数
・真偽値を返す関数
・複数の値を戻す
5-4　高階関数とラムダ式
・高階関数
・ラムダ式（lambda式）
・練習問題

○事前学修
・テキスト第5章を読んでおく。
○事後学修
・実装したプログラムの提出。

4時間

第3回 ■第6章　クラスの基本
6-1　新しいクラスを作る
・クラスとは
・中身のないクラス
・初期化メソッドだけを持つクラス
・インスタンス変数を持つクラス
・初期化メソッドの引数
・クラス変数

○事前学修
・テキスト「6-1　新しいクラスを作る」の部分を読んでおく。
○事後学修
・実装したプログラムの提出。

4時間

第4回 6-2　メソッドの定義
・メソッドとは
・クラスメソッド
・オリジナルのクラスをモジュールとして利用する
6-3　継承
・継承とは
・継承を行う
・インスタンス変数とメソッドの継承
・メソッドのオーバーライド
・superでスーパークラスのメソッドを呼び出す
・練習問題

○事前学修
・テキスト「6-2　メソッドの定義」と「6-3　継承」の部分を読
んでおく。
○事後学修
・実装したプログラムの提出。

4時間

第5回 まとめ1：関数とクラスの基本 ○事前学修
・テキスト第5章と第6章を読んでおく。
○事後学修
・実装したプログラムの提出。

4時間

第6回 まとめ2：第1章～第6章 ○事前学修
・テキスト第1章～第6章を読んでおく。
○事後学修
・実装したプログラムの提出。

4時間

第7回 ■第7章　発展と応用
7-1　例外処理
・プログラム実行時のトラブル
・例外を処理する
・例外の種類による処理の切り替え

○事前学修
・テキスト「7-1　例外処理」を読んでおく。
○事後学修
・実装したプログラムの提出。

4時間

第8回 7-2　テキストファイルの読み書き
・データ処理の第一歩
・テキストファイルを読み込む
・with文を使う
・テキストファイルを書き出す
・ファイルの読み書き

○事前学修
・テキスト「7-2　テキストファイルの読み書き」を読んでお
く。
○事後学修
・実装したプログラムの提出。

4時間

第9回 7-3　データの集計とグラフ描画
・情報の可視化
・データの集計
・matplotlibライブラリのセットアップ
・matplotlibライブラリを用いたグラフの作成

○事前学修
・テキスト「7-3　データの集計とグラフ描画」を読んでおく。
○事後学修
・実装したプログラムの提出。

4時間

第10回 7-4　画像処理
・画像処理
・OpenCVライブラリのセットアップ
・画像の読み込みと表示
・画像処理とファイルの書き出し
・円の検出

○事前学修
・テキスト「7-4　画像処理」を読んでおく。
○事後学修
・実装したプログラムの提出。

4時間

第11回 7-5　Webスクレイピング
・Webスクレイピングとは
・requestsライブラリとbeautifulsoup4ライブラリのセットアップ
・HTMLファイルの取得
・HTMLファイルの解析
・練習問題

○事前学修
・テキスト「7-5　Webスクレイピング」を読んでおく。
○事後学修
・実装したプログラムの提出。

4時間

第12回 総合実技1 ○事前学修
・テキスト全体を読んでおく。
○事後学修
・実装したプログラムの提出。

4時間

第13回 総合実技2 ○事前学修
・テキスト全体を読んでおく。
○事後学修
・実装したプログラムの提出。

4時間

第14回 総合実技3 ○事前学修
・テキスト全体を読んでおく。
○事後学修
・実装したプログラムの提出。

4時間

第15回 ・まとめ
・実技試験レポートについて

○事前学修
・テキスト全体を読んでおく。
○事後学修
・実装したプログラムの提出。

4時間

－585－



実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 ＩＣＴ特別演習ⅡＡ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234崔　舜星

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

G2

経済学部専門教育科目

テーマ ICTに関する基礎知識の修得（ITパスポートレベル）
※1年目春IA・IIA、秋IB・IIB、2年目春IIIA・IVA、秋IIIB・IVBの順で履修可能である。IA・IIA、IB・IIB、IIIA・IVA、IIIB・IVBはそれぞれ2コマ連続受講である。

授業の目的及び概要
・ICT特別演習全体のテーマはICT(Information and Communication Technology：情報通信技術)に関する知識と技能の修得であり、計2年間(4学期)の
ICT特別演習全体を通して、現代社会を支えるICTを理解しそれを活用できる能力を身につけることを授業の目的とする。就業力育成の観点からも、ICT
に関する総合的知識と技能があらゆる業種・職種で不可欠となっている。ICTがもたらす経済への影響（「実学としての経済学」の観点）やICTを利用した
サービスの法的性質を理解する上でも本授業の受講は有益である。
・ICT特別演習全体の概要は次の通り。各学期の1コマ目となるIA・IB・IIIA・IIIBにおいてはプログラミング言語であるPythonを基礎から学修し基本的なプ
ログラミング技能を身につけた後、数理・データサイエンス・AI時代に合わせた機械学習やディープラーニングなどの技法についての学修などに挑戦す
る。各学期の2コマ目となるIIA・IIB・IVA・IVBにおいてはICTに関する幅広い知識を修得するとともに、国家試験である、ITパスポート試験、情報セキュリ
ティマネジメント試験、基本情報技術者試験、応用情報技術者試験合格を目指す。
・ここではIIAのITパスポート準拠内容について記載する。

学修の到達目標
「ITパスポート」が取得できるもしくは同等のレベル。 なお、既に取得済みの学生へはレベルを上げて対応する。
※「ITパスポート」は「数理・データサイエンス・AI（リテラシーレベル）モデルカリキュラム」に対応しています。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
確認試験などを適時実施し結果についてのフィードバックや講評を実施する。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

・1年目・1年目春IA・IIA、秋IB・IIB、2年目春IIIA・IVA、秋IIIB・IVBの順で履修可能
・IA・IIA、IB・IIB、IIIA・IVA、IIIB・IVBはそれぞれ2コマ連続受講
・各学期4単位、2年間で16単位の取得が可能である。
・各学期において履修についての選考がある。なお、通常の演習（ゼミ）と曜限が重複する場合、履修ができない。また、他の特別演習と重複する場合、
どちらかを選択する必要がある。
・メッセージ：ITパスポート関連科目である、情報システム論、ソフトウェア論、ネットワーク論の3つを履修し単位を取得しましょう。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

50
確認試験もしくは期間中の資格試験
合格実績00

003020

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

【令和4年度】いちばんやさしいITパスポート絶対合格の教科書+出る順問題集，高橋京介，SBクリエイティブ，
2022年

参考書

ネットワークの世界へようこそ－知っておきたいTCP/IPの基礎知識－，星 紀明，マイナビ，2015年

9784815608774

9784839953775

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ※演習形式の授業であるので授業計画はあくまで「計画」であることに
留意すること。

ガイダンス
序 章 ITパスポート試験の概要と効果的な学習方法
第1章 企業活動

○事前学修
・シラバスの通読
○事後学修
・「第1章 企業活動」に関する確認テストを受験

4時間

第2回 第2章 法務 ○事前学修
・テキスト「第2章 法務」部分を読んでおくこと。
○事後学修
・「第2章 法務」に関する確認テストを受験

4時間

第3回 第3章 経営戦略マネジメント ○事前学修
・テキスト「第3章 経営戦略マネジメント」部分を読んでおく
こと。
○事後学修
・「第3章 経営戦略マネジメント」に関する確認テストを受験

4時間

－586－



第4回 第4章 技術戦略マネジメント ○事前学修
・テキスト「第4章 技術戦略マネジメント」部分を読んでおく
こと。
○事後学修
・「第4章 技術戦略マネジメント」に関する確認テストを受験

4時間

第5回 第5章 システム戦略 ○事前学修
・テキスト「第5章 システム戦略」部分を読んでおくこと。
○事後学修
・「第5章 システム戦略」に関する確認テストを受験

4時間

第6回 ストラテジ系総合演習1 ○事前学修
・テキスト「ストラテジ系」部分を読んでおくこと。
○事後学修
・「ストラテジ系」に関する確認テストを受験

4時間

第7回 ストラテジ系総合演習2 ○事前学修
・テキスト「ストラテジ系」部分を読んでおくこと。
○事後学修
・「ストラテジ系」に関する確認テストを受験

4時間

第8回 第6章 開発技術 ○事前学修
・テキスト「第6章 開発技術」部分を読んでおくこと。
○事後学修
・「第6章 開発技術」に関する確認テストを受験

4時間

第9回 第7章 プロジェクトマネジメント ○事前学修
・テキスト「第7章 プロジェクトマネジメント」部分を読んでお
くこと。
○事後学修
・「第7章 プロジェクトマネジメント」に関する確認テストを受
験

4時間

第10回 第8章 サービスマネジメントとシステム監査 ○事前学修
・テキスト「第8章 サービスマネジメントとシステム監査」部
分を読んでおくこと。
○事後学修
・「第8章 サービスマネジメントとシステム監査」に関する確
認テストを受験

4時間

第11回 マネジメント系総合演習1 ○事前学修
・テキスト「マネジメント系」部分を読んでおくこと。
○事後学修
・「マネジメント系」に関する確認テストを受験

4時間

第12回 マネジメント系総合演習2 ○事前学修
・テキスト「マネジメント系」部分を読んでおくこと。
○事後学修
・「マネジメント系」に関する確認テストを受験

4時間

第13回 第9章 基礎理論とアルゴリズム ○事前学修
・テキスト「第9章 基礎理論とアルゴリズム」部分を読んで
おくこと。
○事後学修
・「第9章 基礎理論とアルゴリズム」に関する確認テストを
受験

4時間

第14回 ストラテジ系とマネジメント系の総合演習1 ○事前学修
・テキスト全体を読んでおくこと。
○事後学修
・確認試験1で指定された部分についての過去問テストを
再度受験し満点を目指すこと。

4時間

第15回 まとめ
ストラテジ系とマネジメント系の総合演習2

○事前学修
・テキスト「ストラテジ系」「マネジメント系」部分を読んでおく
こと。
○事後学修
・「ストラテジ系」「マネジメント系」に関する確認テストを受
験

4時間

－587－



実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 ＩＣＴ特別演習ⅡＢ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234崔　舜星

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

G2

経済学部専門教育科目

テーマ ICTに関する実践的知識の修得（ITパスポート全体）
※1年目春IA・IIA、秋IB・IIB、2年目春IIIA・IVA、秋IIIB・IVBの順で履修可能。IA・IIA、IB・IIB、IIIA・IVA、IIIB・IVBはそれぞれ2コマ連続受講。

授業の目的及び概要
・ICT特別演習全体のテーマはICT(Information and Communication Technology：情報通信技術)に関する知識と技能の修得であり、計2年間(4学期)の
ICT特別演習全体を通して、現代社会を支えるICTを理解しそれを活用できる能力を身につけることを授業の目的とする。就業力育成の観点からも、ICT
に関する総合的知識と技能があらゆる業種・職種で不可欠となっている。ICTがもたらす経済への影響（「実学としての経済学」の観点）やICTを利用した
サービスの法的性質を理解する上でも本授業の受講は有益である。
・ICT特別演習全体の概要は次の通り。各学期の1コマ目となるIA・IB・IIIA・IIIBにおいてはプログラミング言語であるPythonを基礎から学修し基本的なプ
ログラミング技能を身につけた後、数理・データサイエンス・AI時代に合わせた機械学習やディープラーニングなどの技法についての学修などに挑戦す
る。各学期の2コマ目となるIIA・IIB・IVA・IVBにおいてはICTに関する幅広い知識を修得するとともに、国家試験である、ITパスポート試験、情報セキュリ
ティマネジメント試験、基本情報技術者試験、応用情報技術者試験合格を目指す。
・ここではIIAに続いてIIBのプログラミングについて記載する。

学修の到達目標
「ITパスポート」が取得できるレベル。 なお、既に取得済みの学生へはレベルを上げて対応する。
※「ITパスポート」は「数理・データサイエンス・AI（リテラシーレベル）モデルカリキュラム」に対応しています。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
適時教室内を巡回しながら質問に答えていく。また理解度試験の解説を行うなどのフィードバックを実施する。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

・1年目・1年目春IA・IIA、秋IB・IIB、2年目春IIIA・IVA、秋IIIB・IVBの順で履修可能
・IA・IIA、IB・IIB、IIIA・IVA、IIIB・IVBはそれぞれ2コマ連続受講
・各学期4単位、2年間で16単位の取得が可能である。
・各学期において履修についての選考がある。なお、通常の演習（ゼミ）と曜限が重複する場合、履修ができない。また、他の特別演習と重複する場合、
どちらかを選択する必要がある。
・メッセージ：ITパスポート関連科目である、情報システム論、ソフトウェア論、ネットワーク論の3つを履修し単位を取得しましょう。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

50
確認試験や期間中の資格試験合格
実績00

003020

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

【令和4年度】いちばんやさしいITパスポート絶対合格の教科書+出る順問題集，高橋京介，SBクリエイティブ，
2022年

参考書

ネットワークの世界へようこそ－知っておきたいTCP/IPの基礎知識－，星 紀明，マイナビ，2015年

9784815608774

9784839953775

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ※演習形式の授業であるので授業計画はあくまで「計画」であることに
留意すること。
・ガイダンス
・第10章 コンピュータシステム

○事前学修
・テキスト「第10章 コンピュータシステム」部分を読んでおく
こと。
○事後学修
・「第10章 コンピュータシステム」に関する確認テストを受
験

4時間

第2回 第11章 ハードウェア ○事前学修
・テキスト「第11章 ハードウェア」までを読む
○事後学修
・「 第11章 ハードウェア」までの確認テストを受験する

4時間

第3回 第12章 ソフトウェア ○事前学修
・テキスト「第12章 ソフトウェア」までを読む
○事後学修
・「第12章 ソフトウェア」までの確認テストを受験する

4時間

－588－



第4回 第13章 データベース ○事前学修
・テキスト「第13章 データベース」までを読む
○事後学修
・「第13章 データベース」までの確認テストを受験する

4時間

第5回 第14章 ネットワーク（1） ○事前学修
・テキスト「第14章 ネットワーク（1）」までを読む
○事後学修
・「第14章 ネットワーク（1）」までの確認テストを受験する

4時間

第6回 第14章 ネットワーク（2） ○事前学修
・テキスト「第14章 ネットワーク（2）」までを読む
○事後学修
・「第14章 ネットワーク（2）」までの確認テストを受験する

4時間

第7回 第15章 情報セキュリティ（1） ○事前学修
・テキスト「第15章 情報セキュリティ（1）」までを読む
○事後学修
・「第15章 情報セキュリティ（1）」の確認テストを受験する

4時間

第8回 第15章 情報セキュリティ（2） ○事前学修
・テキスト「第15章 情報セキュリティ（2）」を読む
○事後学修
・「第15章 情報セキュリティ（2）」の確認テストを受験する

4時間

第9回 テクノロジー系総合演習(1) ○事前学修
・テキスト「テクノロジー系」までを読む
○事後学修
・「テクノロジー系」までの確認テストを受験する

4時間

第10回 テクノロジー系総合演習(2) ○事前学修
・テキスト「テクノロジー系」までを読む
○事後学修
・「テクノロジー系」までの確認テストを受験する

4時間

第11回 総合演習(1) ○事前学修
・テキスト全体を読む
○事後学修
・総合演習の確認テストを受験する

4時間

第12回 総合演習(2) ○事前学修
・テキスト全体を読む
○事後学修
・総合演習の確認テストを受験する

4時間

第13回 総合演習(3) ○事前学修
・テキスト全体を読む
○事後学修
・総合演習の確認テストを受験する

4時間

第14回 総合演習(4) ○事前学修
・テキスト全体を読む
○事後学修
・総合演習の確認テストを受験する

4時間

第15回 総合演習(5)
まとめ

○事前学修
・テキスト全体を読む
○事後学修
・総合演習の確認テストを受験する

4時間

－589－



実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 ＩＣＴ特別演習ⅢＡ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

34崔　舜星

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ プログラミング、アルゴリズムとデータ構造
※1年目春IA・IIA、秋IB・IIB、2年目春IIIA・IVA、秋IIIB・IVBの順で履修可能である。IA・IIA、IB・IIB、IIIA・IVA、IIIB・IVBはそれぞれ2コマ連続受講である。

授業の目的及び概要
・ICT特別演習全体のテーマはICT(Information and Communication Technology：情報通信技術)に関する知識と技能の修得であり、計2年間(4学期)の
ICT特別演習全体を通して、現代社会を支えるICTを理解しそれを活用できる能力を身につけることを授業の目的とする。就業力育成の観点からも、ICT
に関する総合的知識と技能があらゆる業種・職種で不可欠となっている。ICTがもたらす経済への影響（「実学としての経済学」の観点）やICTを利用した
サービスの法的性質を理解する上でも本授業の受講は有益である。
・ICT特別演習全体の概要は次の通り。各学期の1コマ目となるIA・IB・IIIA・IIIBにおいてはプログラミング言語であるPythonを基礎から学修し基本的なプ
ログラミング技能を身につけた後、数理・データサイエンス・AI時代に合わせた機械学習やディープラーニングなどの技法についての学修などに挑戦す
る。各学期の2コマ目となるIIA・IIB・IVA・IVBにおいてはICTに関する幅広い知識を修得するとともに、国家試験である、ITパスポート試験、情報セキュリ
ティマネジメント試験、基本情報技術者試験、応用情報技術者試験合格を目指す。
・ここではIAのプログラミングについて記載する。

学修の到達目標
・クラスを使ってプログラムを実装できる。
・基本的なアルゴリズムについて説明できる。
・基本情報技術者試験のプログラミングとアルゴリズムに関する標準レベルの問題が解ける

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
適時教室内を巡回しながら質問に答えていく。また提出プログラム対する講評を行うなどのフィードバックを実施する。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

・1年目春IA・IIA、秋IB・IIB、2年目春IIIA・IVA、秋IIIB・IVBの順で履修可能
・IA・IIA、IB・IIB、IIIA・IVA、IIIB・IVBはそれぞれ2コマ連続受講
・各学期4単位、2年間で16単位の取得が可能である。
・各学期において履修についての選考がある。なお、通常の演習（ゼミ）と曜限が重複する場合、履修ができない。また、他の特別演習と重複する場合、
どちらかを選択する必要がある。
・メッセージ：Pythonでのプログラミングを学修することで、プログラミングの基礎知識と技能だけでなく、基本情報技術者試験の出題分野である「データ
構造及びアルゴリズム」、「ソフトウェア開発（Python）」対策の足がかりとします。2年目で大分慣れてきたと思います。プログラミングの最初はトライアン
ドエラーです。知的に楽しんで頑張りましょう

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

40
確認試験もしくはプログラム提出

00

040020

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

基本情報技術者 らくらく突破 Python， 矢沢 久雄，技術評論社，2021年

参考書

新・明解Pythonで学ぶアルゴリズムとデータ構造，柴田 望洋，SBクリエイティブ，2020年

  9784297122799

9784815603199

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ※演習形式の授業であるので授業計画はあくまで「計画」であることに
留意すること。
ガイダンス
01　プログラムとは何か？
02　処理の種類
03　流れの種類
04　プログラム部品の形式
05　プログラムの作成と実行方法
章末確認問題

○事前学修
・Python実行環境の確認
○事後学修
・テキスト「01～05」部分のプログラムを実装

4時間

第2回 06　変数，関数，算術演算子
07　予約語，命名規約，コメント
08　データ型の種類
09　データ型の変換
10　プログラムの書き方
章末確認問題

○事前学修
・テキスト「06～10」を事前に読んでおく
○事後学修
・テキスト「06～10」部分のプログラムを実装

4時間

－590－



第3回 11　比較演算子と論理演算子
12　if文による分岐
13　while文による繰り返し
14　for文による繰り返し
15　break文とcontinue文
章末確認問題

○事前学修
・テキスト「11～15」を事前に読んでおく
○事後学修
・テキスト「11～15」部分のプログラムを実装

4時間

第4回 16　イテラブルの種類と特徴
17　イテラブルの表記方法とfor文
18　イテラブルに共通した機能

○事前学修
・テキスト「16～18」を事前に読んでおく
○事後学修
・テキスト「16～18」部分のプログラムを実装

4時間

第5回 19　シーケンスに共通した機能
20　イテラブルのその他の機能
章末確認問題

○事前学修
・テキスト「19～20」を事前に読んでおく
○事後学修
・テキスト「19～20」部分のプログラムを実装

4時間

第6回 21　ライブラリの種類
22　組み込み関数の使い方
23　文字列の操作
24　インポートと数学関数
25　グラフの描画
章末確認問題

○事前学修
・テキスト「21～25」を事前に読んでおく
○事後学修
・テキスト「21～25」部分のプログラムを実装

4時間

第7回 26　関数の作り方と使い方
27　引数の形式
28　変数のスコープ
29　ジェネレータ関数
30　再帰呼び出し
章末確認問題

○事前学修
・テキスト「26～30」を事前に読んでおく
○事後学修
・テキスト「26～30」部分のプログラムを実装

4時間

第8回 31　クラスの作り方と使い方
32　継承とオーバーライド
33　プロパティ
34　抽象クラスと抽象メソッド
35　オブジェクトの代入とコピー
章末確認問題

○事前学修
・テキスト「30～35」を事前に読んでおく
○事後学修
・テキスト「30～35」部分のプログラムを実装

4時間

第9回 36　リスト内包表記
37　例外処理
38　関数オブジェクトと高階関数

○事前学修
・テキスト「36～38」を事前に読んでおく
○事後学修
・テキスト「36～38」部分のプログラムを実装

4時間

第10回 39　ラムダ式と高階関数
40　その他の構文
章末確認問題

○事前学修
・テキスト「39～40」を事前に読んでおく
○事後学修
・テキスト「39～40」部分のプログラムを実装

4時間

第11回 41　Pythonサンプル問題のプログラムを読み取る ○事前学修
・テキスト「41」を事前に読んでおく
○事後学修
・テキスト「41」部分のプログラムを実装

4時間

第12回 総合演習(1) ○事前学修
・テキスト全体を読んでおく
○事後学修
・総合演習で出題されたプログラムを実装し提出

4時間

第13回 総合演習(2) ○事前学修
・テキスト全体を読んでおく
○事後学修
・総合演習で出題されたプログラムを実装し提出

4時間

第14回 総合演習(3) ○事前学修
・テキスト全体を読んでおく
○事後学修
・総合演習で出題されたプログラムを実装し提出

4時間

第15回 総合演習(4) ○事前学修
・テキスト全体を読んでおく
○事後学修
・総合演習で出題されたプログラムを実装し提出

4時間

－591－



実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 ＩＣＴ特別演習ⅢＢ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

34崔　舜星

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

—

経済学部専門教育科目

テーマ 機械学習に関する基礎的知識・技能の修得
※1年目春IA・IIA、秋IB・IIB、2年目春IIIA・IVA、秋IIIB・IVBの順で履修可能である。IA・IIA、IB・IIB、IIIA・IVA、IIIB・IVBはそれぞれ2コマ連続受講である。

授業の目的及び概要
・ICT特別演習全体のテーマはICT(Information and Communication Technology：情報通信技術)に関する知識と技能の修得であり、計2年間(4学期)の
ICT特別演習全体を通して、現代社会を支えるICTを理解しそれを活用できる能力を身につけることを授業の目的とする。就業力育成の観点からも、ICT
に関する総合的知識と技能があらゆる業種・職種で不可欠となっている。ICTがもたらす経済への影響（「実学としての経済学」の観点）やICTを利用した
サービスの法的性質を理解する上でも本授業の受講は有益である。
・ICT特別演習全体の概要は次の通り。各学期の1コマ目となるIA・IB・IIIA・IIIBにおいてはプログラミング言語であるPythonを基礎から学修し基本的なプ
ログラミング技能を身につけた後、数理・データサイエンス・AI時代に合わせた機械学習やディープラーニングなどの技法について挑戦する。各学期の2
コマ目となるIIA・IIB・IVA・IVBにおいてはICTに関する幅広い知識を修得するとともに、国家試験である、ITパスポート試験、情報セキュリティマネジメント
試験、基本情報技術者試験、応用情報技術者試験合格を目指す。
・ここではIIIBのプログラミング(機械学習)について記載する。

学修の到達目標
・AIと機械学習の基本事項について説明ができる。
・機械学習に必要な基礎統計処理についてテキストに従ってプログラミングできる。
・機械学習によるデータ分析の流れついて説明できる。
・簡単な「教師あり学習」を実装できる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
適時教室内を巡回しながら質問に答えていく。また提出プログラム対する講評を行うなどのフィードバックを実施する。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

・1年目春IA・IIA、秋IB・IIB、2年目春IIIA・IVA、秋IIIB・IVBの順で履修可能
・IA・IIA、IB・IIB、IIIA・IVA、IIIB・IVBはそれぞれ2コマ連続受講
・各学期4単位、2年間で16単位の取得が可能である。
・各学期において履修についての選考がある。なお、通常の演習（ゼミ）と曜限が重複する場合、履修ができない。また、他の特別演習と重複する場合、
どちらかを選択する必要がある。
・メッセージ：機械学習は難しそうですよね。テキストの例題レベルであれば出来るようにしますので、知的に楽しんで頑張りましょう。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

40
最終課題

00

040020

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

スッキリわかるPythonによる機械学習入門，須藤秋良，インプレス ，2020年

参考書

9784295009948
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ※演習形式の授業であるので授業計画はあくまで「計画」であることに
留意すること。
ガイダンス
●第0章　Python基本文法の復習
0.1　ようこそ機械学習の世界へ
0.2　Python基本文法の習熟度を確認する練習問題
0.3　確認用練習問題の解答

○事前学修
・テキスト「第0章　Python基本文法の復習」を読んでおく。
○事後学修
・実装したプログラムの提出。

4時間

第2回 ■■第I部　ようこそ機械学習の世界へ
●第1章　AIと機械学習
1.1　人工知能（AI）とは
1.2　機械学習とは
1.3　第1章のまとめ
1.4　練習問題
1.5　練習問題の解答

○事前学修
・テキスト「第1章　AIと機械学習」を読んでおく。
○事後学修
・実装したプログラムの提出。

4時間

－592－



第3回 ●第2章　機械学習に必要な基礎統計学
2.1　データの種類
2.2　基本統計量
2.3　統計学でよく使われるグラフ
2.4　第2章のまとめ
2.5　練習問題
2.6　練習問題の解答

○事前学修
・テキスト「第2章　機械学習に必要な基礎統計学」を読ん
でおく。
○事後学修
・実装したプログラムの提出。

4時間

第4回 ●第3章　機械学習によるデータ分析の流れ
3.1　目的の明確化
3.2　データの収集と前処理
3.3　モデルの選択と学習
3.4　モデルの評価
3.5　第3章のまとめ
3.6　練習問題
3.7　練習問題の解答

○事前学修
・テキスト「第3章　機械学習によるデータ分析の流れ」を読
んでおく。
○事後学修
・実装したプログラムの提出。

4時間

第5回 ●第4章　機械学習の体験
4.1　きのこ派とたけのこ派に分類する
4.2　pandas超入門
4.3　データの前処理
4.4　モデルの準備と機械学習の実行
4.5　モデルの評価
4.6　モデルの保存
4.7　第4章のまとめ
4.8　練習問題
4.9　練習問題の解答

○事前学修
・テキスト「第4章　機械学習の体験」を読んでおく。
○事後学修
・実装したプログラムの提出。

4時間

第6回 中間まとめ ○事前学修
・テキスト「第I部　ようこそ機械学習の世界へ」全体を読ん
でおく。
○事後学修
・実装したプログラムの提出。

4時間

第7回 ■■第II部　教師あり学習の理解を深めよう
第II部で新たに学ぶトピック一覧
●第5章　分類1：アヤメの判別
5.1　アヤメの花を分類する
5.2　データの前処理
5.3　モデルの作成と学習

○事前学修
・テキスト「第5章　分類1：アヤメの判別」を読んでおく。
○事後学修
・実装したプログラムの提出。

4時間

第8回 5.4　モデルの評価
5.5　決定木の図の作成
5.6　第5章のまとめ
5.7　練習問題
5.8　練習問題の解答

○事前学修
・テキスト「第5章　分類1：アヤメの判別」を読んでおく。
○事後学修
・実装したプログラムの提出。

4時間

第9回 ●第6章　回帰1：映画の興行収入の予測
6.1　映画の興行収入を予測する
6.2　データの前処理
6.3　モデルの作成と学習

○事前学修
・テキスト「第6章　回帰1：映画の興行収入の予測」を読ん
でおく。
○事後学修
・実装したプログラムの提出。

4時間

第10回 6.5　回帰式による影響度の分析
6.6　第6章のまとめ
6.7　練習問題
6.8　練習問題の解答

○事前学修
・テキスト「第6章　回帰1：映画の興行収入の予測」を読ん
でおく。
○事後学修
・実装したプログラムの提出。

4時間

第11回 ●第7章　分類2：客船沈没事故での生存予測
7.1　客船沈没事故から生き残れるかを予測
7.2　データの前処理
7.3　モデルの作成と学習

○事前学修
・テキスト「第7章　分類2：客船沈没事故での生存予測」を
読んでおく。
○事後学修
・実装したプログラムの提出。

4時間

第12回 7.4　モデルの評価
7.5　決定木における特徴量の考察
7.6　第7章のまとめ
7.7　練習問題
7.8　練習問題の解答

○事前学修
・テキスト「第7章　分類2：客船沈没事故での生存予測」を
読んでおく。
○事後学修
・実装したプログラムの提出。

4時間

第13回 第9章 教師あり学習の総合演習 ○事前学修
・テキスト「第9章」を読んでおく。
○事後学修
・実装したプログラムの提出。

4時間

第14回 総合演習(1) ○事前学修
・テキスト「第1章」～「第9章」を読んでおく。
○事後学修
・実装したプログラムの提出。

4時間

第15回 総合演習(2) ○事前学修
・テキスト「第1章」～「第9章」を読んでおく。
○事後学修
・実装したプログラムの提出。

4時間

－593－



実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 ＩＣＴ特別演習ⅣＡ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

34崔　舜星

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

G3

経済学部専門教育科目

テーマ ICTに関する実践的知識の修得（情報セキュリティマネジメント）
※履修2年目春IIIA・IVA、秋IIIB・IVBの順で履修可能。IA・IIA、IB・IIB、IIIA・IVA、IIIB・IVBはそれぞれ2コマ連続受講。

授業の目的及び概要
・ICT特別演習全体のテーマはICT(Information and Communication Technology：情報通信技術)に関する知識と技能の修得であり、計2年間(4学期)の
ICT特別演習全体を通して、現代社会を支えるICTを理解しそれを活用できる能力を身につけることを授業の目的とする。就業力育成の観点からも、ICT
に関する総合的知識と技能があらゆる業種・職種で不可欠となっている。ICTがもたらす経済への影響（「実学としての経済学」の観点）やICTを利用した
サービスの法的性質を理解する上でも本授業の受講は有益である。
・ICT特別演習全体の概要は次の通り。各学期の1コマ目となるIA・IB・IIIA・IIIBにおいてはプログラミング言語であるPythonを基礎から学修し基本的なプ
ログラミング技能を身につけた後、数理・データサイエンス・AI時代に合わせた機械学習やディープラーニングなどの技法について挑戦する。各学期の2
コマ目となるIIA・IIB・IVA・IVBにおいてはICTに関する幅広い知識を修得するとともに、国家試験である、ITパスポート試験、情報セキュリティマネジメント
試験、基本情報技術者試験、応用情報技術者試験合格を目指す。
・ここではIVAの情報セキュリティマネジメントについて記載する。

学修の到達目標
国家試験「情報セキュリティマネジメント試験」に合格可能なレベルを到達目標とする。すでに合格している学生に対してはレベルを上げて対応する。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
適時教室内を巡回しながら質問に答えていく。また理解度試験の解説を行うなどのフィードバックを実施する。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

・1年目・1年目春IA・IIA、秋IB・IIB、2年目春IIIA・IVA、秋IIIB・IVBの順で履修可能
・IA・IIA、IB・IIB、IIIA・IVA、IIIB・IVBはそれぞれ2コマ連続受講
・各学期4単位、2年間で16単位の取得が可能である。
・各学期において履修についての選考がある。なお、通常の演習（ゼミ）と曜限が重複する場合、履修ができない。また、他の特別演習と重複する場合、
どちらかを選択する必要がある。
・メッセージ『サイバー攻撃は年々増加し、情報セキュリティマネジメントの必要性は高まっています。情報セキュリティマネジメントに関する能力を習得し
ましょう。』

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

50
確認試験や期間中の資格試験合格
実績00

003020

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

情報処理教科書 出るとこだけ! 情報セキュリティマネジメント テキスト&問題集 2022年版，橋本 祐史，翔泳
社，2021年
※ただし情報マネジメント試験は難度が年々上昇し、最新のサイバー攻撃手法についても出題されているた
め、この一冊では完結しないことに要注意。

参考書

ネットワークの世界へようこそ－知っておきたいTCP/IPの基礎知識－，星 紀明，マイナビ，2015年

9784798173184

9784839953775

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ※演習形式の授業であるので授業計画はあくまで「計画」であることに
留意すること。
・ガイダンス
第1章　サイバー攻撃手法
1-1　サイバー攻撃
1-2　マルウェア
1-3　パスワードクラック
1-4　不正アクセス・盗聴
1-5　なりすまし
1-6　DoS攻撃
1-7　Web攻撃
1-8　スクリプト攻撃
1-9　標的型攻撃
1-10　その他の攻撃手法

○事前学修
・シラバスの通読
○事後学修
・「第1章　サイバー攻撃手法」までの確認テストを受験す
る

4時間
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第2回 第2章　暗号と認証
2-1　暗号とは
2-2　共通鍵暗号方式
2-3　公開鍵暗号方式
2-4　ハイブリッド暗号
2-5　ディジタル署名
2-6　公開鍵基盤
2-7　暗号技術
2-8　認証技術
2-9　利用者認証
2-10　生体認証技術

○事前学修
・テキスト「第2章　暗号と認証」までを読む
○事後学修
・「第2章　暗号と認証」までの確認テストを受験する

4時間

第3回 第3章　情報セキュリティ管理
3-1　情報セキュリティ管理
3-2　情報セキュリティポリシ
3-3　リスクマネジメント
3-4　情報セキュリティ管理の実践

○事前学修
・テキスト「第3章　情報セキュリティ管理」までを読む
○事後学修
・「第3章　情報セキュリティ管理」までの確認テストを受験
する

4時間

第4回 第4章　情報セキュリティ対策
4-1　脅威
4-2　人的セキュリティ対策
4-3　技術的セキュリティ対策
4-4　物理的セキュリティ対策

○事前学修
・テキスト「第4章　情報セキュリティ対策」までを読む
○事後学修
・「第4章　情報セキュリティ対策」までの確認テストを受験
する

4時間

第5回 第5章　情報セキュリティ製品
5-1　ウイルス対策ソフト
5-2　ファイアウォール
5-3　DMZ
5-4　IDS・IPS
5-5　WAF
5-6　VPN・VLAN
5-7　無線LAN
5-8　その他の製品

○事前学修
・テキスト「第5章　情報セキュリティ製品」までを読む
○事後学修
・「第5章　情報セキュリティ製品」までの確認テストを受験
する

4時間

第6回 第6章　セキュリティ関連法規
6-1　知的財産権
6-2　セキュリティ関連法規
6-3　労働関連法規

○事前学修
・テキスト「第6章　セキュリティ関連法規」までを読む
○事後学修
・「第6章　セキュリティ関連法規」までの確認テストを受験
する

4時間

第7回 第7章　テクノロジ系
7-1　システム構成要素
7-2　データベース
7-3　ネットワーク

○事前学修
・テキスト「第7章　テクノロジ系」までを読む
○事後学修
・「第7章　テクノロジ系」の確認テストを受験する

4時間

第8回 第8章　マネジメント系
8-1　プロジェクトマネジメント
8-2　サービスマネジメント
8-3　システム監査

○事前学修
・テキスト「第8章　マネジメント系」を読む
○事後学修
・「第8章　マネジメント系」の確認テストを受験する

4時間

第9回 第9章　ストラテジ系
9-1　システム戦略
9-2　システム企画
9-3　企業活動

○事前学修
・テキスト「第9章　ストラテジ系」までを読む
○事後学修
・「第9章　ストラテジ系」までの確認テストを受験する

4時間

第10回 IPA セキュリティ10大脅威 ○事前学修
・IPAのサイトで「セキュリティ10大脅威」を確認
○事後学修
・配付資料で復習してください。

4時間

第11回 総合演習(1) ○事前学修
・テキスト全体を読む
○事後学修
・総合演習に関する確認テストを受験する

4時間

第12回 総合演習(2) ○事前学修
・テキスト全体を読む
○事後学修
・総合演習に関する確認テストを受験する

4時間

第13回 総合演習(3) ○事前学修
・テキスト全体を読む
○事後学修
・総合演習に関する確認テストを受験する

4時間

第14回 総合演習(4) ○事前学修
・テキスト全体を読む
○事後学修
・総合演習に関する確認テストを受験する

4時間

第15回 総合演習(5) ○事前学修
・テキスト全体を読む
○事後学修
・総合演習に関する確認テストを受験する

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 ＩＣＴ特別演習ⅣＢ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

34崔　舜星

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

G3

経済学部専門教育科目

テーマ 情報科学に関する総合的知識の修得
※IIIB・IVBはそれぞれ2コマ連続受講である。

授業の目的及び概要
・ICT特別演習全体のテーマはICT(Information and Communication Technology：情報通信技術)に関する知識と技能の修得であり、計2年間(4学期)の
ICT特別演習全体を通して、現代社会を支えるICTを理解しそれを活用できる能力を身につけることを授業の目的とする。就業力育成の観点からも、ICT
に関する総合的知識と技能があらゆる業種・職種で不可欠となっている。ICTがもたらす経済への影響（「実学としての経済学」の観点）やICTを利用した
サービスの法的性質を理解する上でも本授業の受講は有益である。
・ICT特別演習全体の概要は次の通り。各学期の1コマ目となるIA・IB・IIIA・IIIBにおいてはプログラミング言語であるPythonを基礎から学修し基本的なプ
ログラミング技能を身につけた後、数理・データサイエンス・AI時代に合わせた機械学習やディープラーニングなどの技法について挑戦する。各学期の2
コマ目となるIIA・IIB・IVA・IVBにおいてはICTに関する幅広い知識を修得するとともに、国家試験である、ITパスポート試験、情報セキュリティマネジメント
試験、基本情報技術者試験、応用情報技術者試験合格を目指す。
・ここではIVBの「情報科学に関する専門書に挑戦」について記載する。

学修の到達目標
・情報科学に関する専門書に記載され基礎的な問題を読み解ける
・関連した、基本情報技術者試験・応用情報技術者試験の問題が解ける

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
適時の解説を行うなどのフィードバックを実施する。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

・情報科学の専門書への挑戦は、肩肘を張らずに参加して欲しいと思っています。この挑戦を通じ、大学生のときにしかできない情報科学に関する学修
にふれ、受験や成績等のしがらみから開放されたところで、大学生である事を知的に楽しめるのではと思っています。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

35
総合課題・ディスカッションへの貢献

00

035030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

適時資料を配付します

参考書

なし
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ※演習形式の授業であるので授業計画はあくまで「計画」であることに
留意すること。

・ガイダンス
・マイケル・シプサの「計算理論の基礎」に挑戦(1)

○事前学修
シラバスを通読する。
○事後学修
マイケル・シプサの「計算理論の基礎」の授業での指定部
分を読んでおく

4時間

第2回 ・マイケル・シプサの「計算理論の基礎」に挑戦(2) ○事前学修
マイケル・シプサの「計算理論の基礎」の授業での指定部
分を読んでおく
○事後学修
出題された課題を解いてくる

4時間

第3回 ・マイケル・シプサの「計算理論の基礎」に挑戦(3) ○事前学修
マイケル・シプサの「計算理論の基礎」の授業での指定部
分を読んでおく
○事後学修
出題された課題を解いてくる

4時間

第4回 ・マイケル・シプサの「計算理論の基礎」に挑戦(4) ○事前学修
マイケル・シプサの「計算理論の基礎」の授業での指定部
分を読んでおく
○事後学修
出題された課題を解いてくる

4時間

－596－



第5回 ・マイケル・シプサの「計算理論の基礎」に挑戦(5) ○事前学修
マイケル・シプサの「計算理論の基礎」の授業での指定部
分を読んでおく
○事後学修
これまでの課題を提出すること

4時間

第6回 ・パターソン＆ヘネシーの「コンピュータの構成と設計第6版」に挑戦(1) ○事前学修
パターソン＆ヘネシーの「コンピュータの構成と設計第6
版」の授業での指定部分を読んでおく
○事後学修
出題された課題に取り組む

4時間

第7回 ・パターソン＆ヘネシーの「コンピュータの構成と設計第6版」に挑戦(2) ○事前学修
パターソン＆ヘネシーの「コンピュータの構成と設計第6
版」の授業での指定部分を読んでおく
○事後学修
出題された課題に取り組む

4時間

第8回 ・パターソン＆ヘネシーの「コンピュータの構成と設計第6版」に挑戦(3) ○事前学修
パターソン＆ヘネシーの「コンピュータの構成と設計第6
版」の授業での指定部分を読んでおく
○事後学修
出題された課題に取り組む

4時間

第9回 ・パターソン＆ヘネシーの「コンピュータの構成と設計第6版」に挑戦(4) ○事前学修
パターソン＆ヘネシーの「コンピュータの構成と設計第6
版」の授業での指定部分を読んでおく
○事後学修
出題された課題に取り組む

4時間

第10回 ・パターソン＆ヘネシーの「コンピュータの構成と設計第6版」に挑戦(5) ○事前学修
パターソン＆ヘネシーの「コンピュータの構成と設計第6
版」の授業での指定部分を読んでおく
○事後学修
出題された課題に取り組む

4時間

第11回 総合演習(1) ○事前学修
配付資料を事前に読むこと
○事後学修
出題された課題に取り組む

4時間

第12回 総合演習(2) ○事前学修
配付資料を事前に読むこと
○事後学修
出題された課題に取り組む

4時間

第13回 総合演習(3) ○事前学修
配付資料を事前に読むこと
○事後学修
出題された課題に取り組む

4時間

第14回 総合演習(4) ○事前学修
配付資料を事前に読むこと
○事後学修
出題された課題に取り組む

4時間

第15回 総合演習(5) ○事前学修
配付資料を事前に読むこと
○事後学修
出題された課題に取り組む

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 公務員特別演習ⅡＡ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

34前田　一樹

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ 目指す公務員になるために

授業の目的及び概要
近年の公務員試験の流れとしては、一定の知識（教養・専門）を前提として、人物を重視する傾向がさらに強まっています。人柄や熱意、今後のポテン
シャルなどが個人面接や集団面接、グループディスカッションなどによって厳しく見極められるようになっています。また、小論文では時々の政策課題を
鋭く切り取った問題が出されることもしばしばで、普段から公共的な課題についてアンテナを張り、自分なりの考え方を持っておくことの必要性が高まっ
ています。この演習では、自己分析や公務員の仕事を分析することにより、なぜ公務員を目指すのかの動機を明確にするとともに、行政課題について
の理解を深めた上での小論文対策、さらには各種の面接対策など、実践的な公務員試験対策を行っていきます。

学修の到達目標
・公務員採用試験に向けて必要な準備、対策を行い、公務員試験に合格できるレベルに達する。
・公共的な課題に対しアンテナを張り、自分なりの考え方を持てる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
報告内容に対し、授業内でコメント、アドバイスします。課題に対しては、コメントを付けて返却します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

目標を共にする者が互いに励まし合い、高め合っていくことを通じ、公務員になりたいというモチベーションを維持できるよう進めていきます。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

050050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

教科書は使用しません。適宜、資料を配布します。

参考書

公務就職支援室配布の『公務就職ナビブック』

なし
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス
教員・受講生の自己紹介、演習の内容・進め方、受講者へのアンケート

【予習】Learning Portalに掲載する配布資料を事前に読
み、必要な準備をしておいて下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第2回 自己分析 【予習】前回授業の指示に基づき、必要な準備をしておい
て下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第3回 志望先の仕事研究 【予習】前回授業の指示に基づき、必要な準備をしておい
て下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第4回 模擬エントリーシート作成 【予習】前回授業の指示に基づき、必要な準備をしておい
て下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第5回 模擬エントリーシートの振り返り及びそれに基づく議論 【予習】前回授業の指示に基づき、必要な準備をしておい
て下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

－598－



第6回 行政課題研究・小論文対策1－①：行政課題の解説とそれに基づく議論 【予習】前回授業の指示に基づき、必要な準備をしておい
て下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第7回 行政課題研究・小論文対策1－②：小論文作成 【予習】前回授業の指示に基づき、必要な準備をしておい
て下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第8回 行政課題研究・小論文対策1－③：小論文の振り返りとそれに基づく議
論

【予習】前回授業の指示に基づき、必要な準備をしておい
て下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第9回 行政課題研究・小論文対策2－①：行政課題の解説とそれに基づく議論 【予習】前回授業の指示に基づき、必要な準備をしておい
て下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第10回 行政課題研究・小論文対策2－②：小論文作成 【予習】前回授業の指示に基づき、必要な準備をしておい
て下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第11回 行政課題研究・小論文対策2－③：小論文の振り返りとそれに基づく議
論

【予習】前回授業の指示に基づき、必要な準備をしておい
て下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第12回 面接対策1：個人面接の基礎 【予習】前回授業の指示に基づき、必要な準備をしておい
て下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第13回 面接対策2：模擬個人面接 【予習】前回授業の指示に基づき、必要な準備をしておい
て下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第14回 面接対策3：模擬個人面接の振り返り、議論 【予習】前回授業の指示に基づき、必要な準備をしておい
て下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第15回 まとめ 【予習】演習の内容を振り返り、良かった点、反省点などを
考えておいて下さい。
【復習】演習で得た知識、情報、自分で考えたことなどを整
理して下さい。

4時間

－599－



実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 公務員特別演習ⅡＢ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

34前田　一樹

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ 目指す公務員になるために

授業の目的及び概要
近年の公務員試験の流れとしては、一定の知識（教養・専門）を前提として、人物を重視する傾向がさらに強まっています。人柄や熱意、今後のポテン
シャルなどが個人面接や集団面接、グループディスカッションなどによって厳しく見極められるようになっています。また、小論文では時々の政策課題を
鋭く切り取った問題が出されることもしばしばで、普段から公共的な課題についてアンテナを張り、自分なりの考え方を持っておくことの必要性が高まっ
ています。この演習では、自己分析や公務員の仕事を分析することにより、なぜ公務員を目指すのかの動機を明確にするとともに、行政課題について
の理解を深めた上での小論文対策、さらには各種の面接対策など、実践的な公務員試験対策を行っていきます。

学修の到達目標
・公務員採用試験に向けて必要な準備、対策を行い、公務員試験に合格できるレベルに達する。
・公共的な課題に対しアンテナを張り、自分なりの考え方を持てる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
報告内容に対し、授業内でコメント、アドバイスします。課題に対しては、コメントを付けて返却します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

目標を共にする者が互いに励まし合い、高め合っていくことを通じ、公務員になりたいというモチベーションを維持できるよう進めていきます。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

050050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

教科書は使用しません。適宜、資料を配布します。

参考書

公務就職支援室配布の『公務就職ナビブック』

なし
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス
演習の内容・進め方、春学期の復習、受講者アンケート

【予習】Learning Portalに掲載する配布資料を事前に読
み、必要な準備をしておいて下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第2回 行政課題研究・小論文対策1－①：行政課題の解説とそれに基づく議論 【予習】前回授業の指示に基づき、必要な準備をしておい
て下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第3回 行政課題研究・小論文対策1－②：小論文作成 【予習】前回授業の指示に基づき、必要な準備をしておい
て下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第4回 行政課題研究・小論文対策1－③：小論文の振り返りとそれに基づく議
論

【予習】前回授業の指示に基づき、必要な準備をしておい
て下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第5回 行政課題研究・小論文対策2－①：行政課題の解説とそれに基づく議論 【予習】前回授業の指示に基づき、必要な準備をしておい
て下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

－600－



第6回 行政課題研究・小論文対策2－②：小論文作成 【予習】前回授業の指示に基づき、必要な準備をしておい
て下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第7回 行政課題研究・小論文対策2－③：小論文の振り返りとそれに基づく議
論

【予習】前回授業の指示に基づき、必要な準備をしておい
て下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第8回 行政課題研究・小論文対策3－①：行政課題の解説とそれに基づく議論 【予習】前回授業の指示に基づき、必要な準備をしておい
て下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第9回 行政課題研究・小論文対策3－②：小論文作成 【予習】前回授業の指示に基づき、必要な準備をしておい
て下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第10回 行政課題研究・小論文対策3－③：小論文の振り返りとそれに基づく議
論

【予習】前回授業の指示に基づき、必要な準備をしておい
て下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第11回 面接対策1：集団面接、グループディスカッションの基礎 【予習】前回授業の指示に基づき、必要な準備をしておい
て下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第12回 面接対策2：模擬集団面接 【予習】前回授業の指示に基づき、必要な準備をしておい
て下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第13回 面接対策3：：模擬集団面接の振り返り 【予習】前回授業の指示に基づき、必要な準備をしておい
て下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第14回 公務員試験の申し込み準備 【予習】前回授業の指示に基づき、必要な準備をしておい
て下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第15回 まとめ 【予習】演習全体の内容を振り返り、良かった点、反省点な
どを考えておいて下さい。
【復習】演習全体で得た知識、情報、自分で考えたことなど
を整理して下さい。

4時間

－601－



実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 公務員特別演習ⅢＡ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

4米山　秀隆

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

演習

―

経済学部専門教育科目

テーマ 目指す公務員になるために

授業の目的及び概要
公務員試験へのエントリーと本番に向けて、必要な準備・対策を行っていきます。公務員特別演習Ⅱで行った準備に基づき、エントリーシート、面接カー
ドを完成させていきます。同時に面接対策、また、受講生の必要に応じ、集団討論対策や論文対策を進めていきます。さらに公務員志望者として知って
おくべき、最新の主要な行政課題に関する知識を身に付けていきます。こうした必要な準備をすべて行うことで、本番には気持ちに余裕を持って試験に
臨めるようにしていきます。

学修の到達目標
・公務員採用試験に向けて必要な準備、対策を行い、公務員試験に合格できるレベルに達する。
・行政課題に対しアンテナを張り、自分なりの考え方を持てる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
報告内容に対し、授業内でコメント、アドバイスします。課題に対しては、コメントを付けて返却します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

最後まであきらめなければ、望む結果が得られるはずです。互いに励まし合い、また、高め合っていきましょう。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

000

050050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

適宜、資料を配布します。

参考書

公務就職支援室配布の『公務就職ナビブック』

なし

なし

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス
演習の内容・進め方、公務員特別演習Ⅱの振り返り

【予習】Learning Portalに掲載する配布資料を事前に読
み、必要な準備をしておいて下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第2回 志望先の重点施策研究① 【予習】前回授業の指示に基づき、必要な準備をしておい
て下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第3回 志望先の重点施策研究② 【予習】前回授業の指示に基づき、必要な準備をしておい
て下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第4回 エントリーシート・面接カード準備① 【予習】前回授業の指示に基づき、必要な準備をしておい
て下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第5回 エントリーシート・面接カード準備② 【予習】前回授業の指示に基づき、必要な準備をしておい
て下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第6回 面接・集団討論対策① 【予習】前回授業の指示に基づき、必要な準備をしておい
て下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間
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第7回 面接・集団討論対策② 【予習】前回授業の指示に基づき、必要な準備をしておい
て下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第8回 面接・集団討論対策③ 【予習】前回授業の指示に基づき、必要な準備をしておい
て下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第9回 論文対策① 【予習】前回授業の指示に基づき、必要な準備をしておい
て下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第10回 論文対策② 【予習】前回授業の指示に基づき、必要な準備をしておい
て下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第11回 論文対策③ 【予習】前回授業の指示に基づき、必要な準備をしておい
て下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第12回 行政課題研究① 【予習】前回授業の指示に基づき、必要な準備をしておい
て下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第13回 行政課題研究② 【予習】前回授業の指示に基づき、必要な準備をしておい
て下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第14回 行政課題研究③ 【予習】前回授業の指示に基づき、必要な準備をしておい
て下さい。
【復習】授業で得た知識や情報、自分で考えたことなどを
整理して下さい。

4時間

第15回 まとめ 【予習】演習全体の内容を振り返り、良かった点、反省点な
どを考えておいて下さい。
【復習】演習全体で得た知識、情報、自分で考えたことなど
を整理して下さい。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 日本史概説Ⅰ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234宮田　昌明

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

―

経済学部専門教育科目
法学部専門教育科目

テーマ 日本史全般の概論（前近代）

授業の目的及び概要
前近代の日本史について、各時代の基礎的事項と特色、さらに全体的流れを理解する。

学修の到達目標
縄文時代から江戸時代までの基本的な日本史の用語を理解する。
各時代を特徴づける現象について、説明できるようになる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
教職資格取得希望者を主な対象としますが、それ以外の学生も履修できます。ただし、教員の免許状（中学校「社会」及び高等学校「地理歴史」）取得希
望者には、「日本史概説Ⅱ（概論B)」もあわせて履修することを推奨します。

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業の進度に応じて中間課題を課し、その結果に応じて授業の復習、再解説を行う。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

日本史は、小学校、中学校、高等学校で繰り返し受講する教科であるが、大学までの基礎事項の暗記を中心とした歴史と、各時代の様々な現象を総合
し、また、時代と時代のつながりを論理的にとらえていく歴史は大きく異なる。社会に対する洞察力、理解力を高めていきたいという意識をもって、受講し
ていただきたい。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

300

600010

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

特に指定しない。

参考書

佐藤信・五味文彦・高埜利彦・鳥海靖 (編集)『詳説日本史研究』山川出版社、2017年

特に指定しない

978-4634010734

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 授業の概要・成績評価などの説明。縄文時代と弥生時代の比較史的概
説。

以下の点について、特に理解を深めて置くこと。
１　縄文時代が始まる要因と縄文時代の特徴
２　弥生時代への変化の要因

3.5時間

第2回 3〜5世紀の古墳時代における大和朝廷の成立と大陸との関係につい
て

以下の点について、特に理解を深めて置くこと。
１　近畿に古代政権が誕生した背景
２　氏姓制度について

3.5時間

第3回 5〜6世紀の国内政治と大陸との関係について 以下の点について、特に理解を深めて置くこと。
１　大化の改新後の中央と地方の関係（特に評の設置に
ついて）
２　８～９世紀の税制について

3.5時間

第4回 奈良時代の内外関係と律令制について 以下の点について、特に理解を深めて置くこと。
１　白村江の戦いのもたらした日本への影響について
２　奈良時代から平安時代への変化の特徴について

3.5時間

第5回 中間まとめ１ 第１回から第４回までの４テーマについて、特に「事前事後
学習」に明記した点を中心に復習しておくこと。

6時間

第6回 平安初中期の中央・地方の統治機構 以下の点について、特に理解を深めて置くこと。
１　平安時代の政務のあり方
２　国司、名の成立、初期荘園について

3.5時間

第7回 摂関政治、院政、荘園の拡大と武士の誕生 以下の点について、特に理解を深めて置くこと。
１　摂関政治、院政と寄進地系荘園について
２　源氏や平氏の勢力拡大

3.5時間
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第8回 鎌倉幕府の成立と在地領主 以下の点について、特に理解を深めて置くこと。
１　地頭や荘園をめぐる朝廷と幕府の関係
２　惣領制をめぐる幕府と御家人の関係

3.5時間

第9回 室町幕府、守護大名と国人、惣村 以下の点について、特に理解を深めて置くこと。
１　守護大名の形成
２　国人と惣村の関係

3.5時間

第10回 中間まとめ２ 第６回から第９回までの４テーマについて、特に「事前事後
学習」に明記した点を中心に復習しておくこと。

6時間

第11回 戦国大名の形成と領国経営 以下の点について、特に理解を深めて置くこと。
１　戦国時代への変化に伴う幕府と守護、守護と国人の関
係
２　戦国大名の領国統治

3.5時間

第12回 全国統一と江戸幕府の成立 以下の点について、特に理解を深めて置くこと。
１　全国統一に向かう戦国末期の大名統治の変化
２　幕藩制下の幕府と大名の関係

3.5時間

第13回 幕藩制と家制度 以下の点について、特に理解を深めて置くこと。
１　江戸時代の、家を媒介とする幕府と大名ないし大名と
家臣の関係
２　江戸時代の農村自治

3.5時間

第14回 江戸中後期の政治、経済、外交と幕末政局 以下の点について、特に理解を深めて置くこと。
１　18世紀以降の江戸幕府の経済政策
２　ペリー来航から大政奉還・王政復古に至る幕末政局の
流れ

3.5時間

第15回 まとめ３ 第１１回から第１４回までの４テーマについて、特に「事前
事後学習」に明記した点を中心に復習しておくこと。

6時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 日本史概説Ⅱ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234宮田　昌明

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

―

経済学部専門教育科目
法学部専門教育科目

テーマ 日本史の通史（近代史）

授業の目的及び概要
明治維新から1970年代までの日本政治史および外交史を中心とした概説。近代日本の内外情勢の推移を相互に関連付けながら理解することを目的と
する。

学修の到達目標
明治時代から1970年代までの基本的な日本史の用語を理解する。
各時代の重大事件の原因やその後の影響などについて、説明できるようになる。また、現代につながる日本の法制度の形成過程について理解を深め
る。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
教職資格取得希望者を主な対象としますが、それ以外の学生も履修できます。ただし、教員の免許状（中学校「社会」及び高等学校「地理歴史」）取得希
望者には、「日本史概説Ⅰ（概論A)」もあわせて履修することを推奨します。

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
中間課題を課し、その結果に応じて、授業の復習、再解説を行う予定。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

日本史は、小学校、中学校、高等学校で繰り返し受講する教科であるが、大学までの基礎事項の暗記を中心とした歴史と、各時代の様々な現象を総合
し、また、時代と時代のつながりを論理的にとらえていく歴史は大きく異なる。社会に対する洞察力、理解力を高めていきたいという意識をもって、受講し
ていただきたい。
近現代史については、高校までの日本史では不十分なことが多い一方で、現代社会を理解するうえで必要な知識も多い。現代の政治、法律、社会に直
接つながる歴史として、興味をもって講義に臨んでほしい。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

300

600010

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

特に指定しない。

参考書

宮田昌明『満洲事変』PHP研究所、2019年

特に指定しない。

978-4569842950

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 授業の全体像や成績評価の基準などについて／近代国家の形成（廃
藩置県～明治憲法の制定）１

以下の点について、特に理解を深めて置くこと。
１　中央集権化の過程と中央の合議機関の形成
２　近代的地方制度の形成

3.5時間

第2回 近代国家の形成（廃藩置県～明治憲法の制定）２ 以下の点について、特に理解を深めて置くこと。
１　中央集権化の過程と中央の合議機関の形成
２　近代的地方制度の形成

3.5時間

第3回 日清・日露戦争、韓国併合 以下の点について、特に理解を深めて置くこと。
１　明治初期・中期の日清・日朝関係と日清戦争の背景
２　日清戦後の極東情勢と日露戦争の原因

3.5時間

第4回 20世紀前半の政治、経済・社会政策 以下の点について、特に理解を深めて置くこと。
１　政党内閣の成立と中断
２　日露戦後から世界恐慌期の日本の経済政策、社会政
策

3.5時間

第5回 まとめ１ 第１回から第４回までの３テーマについて、特に「事前事後
学習」に明記した点を中心に復習しておくこと。

6時間

第6回 日露戦後、1920年代の日本外交と満州事変 以下の点について、特に理解を深めて置くこと。
１　日露戦後～1920年代の日本外交
２　戦前期の政軍関係と満州事変の背景

3.5時間

第7回 日中戦争から太平洋戦争へ 以下の点について、特に理解を深めて置くこと。
１　日中戦争勃発の背景
２　日中戦争の長期化から太平洋戦争の勃発までの流れ

3.5時間
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第8回 太平洋戦争の展開 以下の点について、特に理解を深めて置くこと。
１　太平洋戦争の全体経過
２　太平洋戦争の終戦過程

3.5時間

第9回 戦後世界秩序・アジア情勢と日本 以下の点について、特に理解を深めて置くこと。
１　終戦後、自由民主党が成立するまでの政治史の流れ
２　1950年代後半から1970年代はじめ頃までの世界情勢
と日本情勢

3.5時間

第10回 まとめ２ 第６回から第９回までの４テーマについて、特に「事前事後
学習」に明記した点を中心に復習しておくこと。

6時間

第11回 近代日本の社会基盤１ 明治時代における(1)教育、(2)郵便・陸運、(3)電信、(4)海
運、(5)鉄道、(6)電気の各分野の発展史を取り上げるの
で、その少なくとも3分野について、復習しておくこと。

3.5時間

第12回 近代日本の社会基盤２ 明治時代における(1)教育、(2)郵便・陸運、(3)電信、(4)海
運、(5)鉄道、(6)電気の各分野の発展史を取り上げるの
で、その少なくとも3分野について、復習しておくこと。

3.5時間

第13回 医療の近代 以下の点について、特に理解を深めて置くこと。
１　明治時代の感染症がもたらした社会的影響
２　近代医療の発展、医療行政の整備

3.5時間

第14回 美術の日欧交流 以下の点について、特に理解を深めて置くこと。
１　フランスの印象絵画に与えた日本の浮世絵の影響
２　近代日本画の成立

3.5時間

第15回 まとめ３ 第１１回から第１４回までの４テーマについて、特に「事前
事後学習」に明記した点を中心に復習しておくこと。

6時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 外国史Ⅰ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234穴井　佑

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

－

経済学部専門教育科目

テーマ 近世イギリスの歴史的な展開を理解する。

授業の目的及び概要
本講義は、履修者が、近代への過渡期となる近世イギリスの歴史的展開を、研究史上の論争にも留意しつつ解説することで、一面的な歴史理解ではな
く、物事を多面的に捉える歴史学の基本的な視座の養成に努めるものである。

学修の到達目標
第一の目標は、近世から近代へと至るイギリスの歴史的展開をまなび、その基礎的な知識を得ることで、近代という時代の特徴や成り立ちを説明できる
ようになることです。
第二の目標は、一面的な歴史理解ではなく、近世・近代イギリス史に関する研究史上の論争にも留意することで、歴史的なものの見方や、バランスのと
れた批判的精神を涵養することです。
第三の目標は、授業の内容を明瞭かつ論理的にまとめる能力、多様な史資料・図像を分析する能力を身につけることです。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
毎回の授業後にレスポンスシートを執筆してもらいます。各授業では、それに対する応答をしたうえで、講義を行っていきます。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

本科目は教職科目ともなっています。将来、社会科などの教員として歴史教育にたずさわる可能性もあることを自覚して講義に臨んでください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

0700

00030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

特になし。

参考書

①論点・西洋史学、金澤周作監修、ミネルヴァ書房、2020年
②よくわかるイギリス近現代史、君塚直隆編、ミネルヴァ書房、2018年

なし

①9784623087792
②9784623083183

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 【ガイダンス、異文化としての近世イングランド】
どのように授業を進めていくかを説明するとともに、現在の私たちの世
界観や価値観とは大きな隔たりがある近世社会の歴史を学ぶためのガ
イダンスを行う。

【予習】高校までの世界史の教科書などを振り返っておくこ
と。
【復習】レジュメをよく読んで、近世社会の歴史を学ぶ上で
必要な世界観についての理解を深める。

4時間

第2回 【イングランドの宗教改革①】
イングランドの宗教改革の概説を理解する。

【予習】参考書②8－11頁を事前に読んでおく。
【復習】レジュメをよく読んで、内容についての理解を深め
る。特に関心を持ったトピックに関して、参考文献を精読す
る。

4時間

第3回 【イングランドの宗教改革②】
イングランド宗教改革に関する研究の変遷と論争を理解する。これに
よって、複数の異なる歴史観が存在することを理解し、多角的な物事の
見方を身につける。

【予習】前回のレジュメをよく読んで、イングランド宗教改革
の概説を確認しておく。
【復習】レジュメをよく読んで、内容についての理解を深め
る。特に関心を持ったトピックに関して、参考文献を精読す
る。

4時間

第4回 【初期スチュアート朝の財政問題】
チューダー朝以来の財政構造が破綻していたこと、チャールズ1世期に
はその改革が試みられるもとん挫し、内戦／革命へと至る問題が準備
されたことを学ぶ。

【予習】参考書①148－149頁、参考書②16－17頁を事前
に読んでおく。
【復習】レジュメをよく読んで、内容についての理解を深め
る。特に関心を持ったトピックに関して、参考文献を精読す
る。

4時間

第5回 【内戦、三王国戦争、革命？】
かつて「ピューリタン革命」と呼ばれること一般的であった17世紀半ばの
政治的な大変動をめぐる研究史を題材に、複数の異なる歴史観が存在
することを理解し、多角的な物事の見方を身につけます。

【予習】参考書①170－171頁、参考書②17－21頁を事前
に読んでおくこと。
【復習】レジュメをよく読んで、内容についての理解を深め
る。特に関心を持ったトピックに関して、参考文献を精読す
る。

4時間
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第6回 【近世イングランドのアイルランド植民】
中世から近世にかけてのアイルランドが、イングランドによる軍事的・政
治的な影響を及ぼされ続け、実質的な植民地とされていったことを理解
する。

【予習】参考書①60－61頁を事前に読んでおくこと。
【復習】レジュメをよく読んで、内容についての理解を深め
る。特に関心を持ったトピックに関して、参考文献を精読す
る。

4時間

第7回 【ウィンスタンリと近世イングランドの入会地／権】
入会地（commons and wastes）を利用することで貧民の窮状を救おうと
したウィンスタンリについて学ぶ。

【予習】辞典や英語辞書などを用いてcommonsやwastes、
入会地や入会権の意味を調べておくこと。
【復習】レジュメをよく読んで、内容についての理解を深め
る。特に関心を持ったトピックに関して、参考文献を精読す
る。

4時間

第8回 【1665年のペスト大流行】
1665年のロンドンにおけるペスト大流行を題材として、前近代の社会と
現代社会の相違について考えを深める。

【予習】新型コロナウィルスに翻弄され続ける2020年以来
の現代世界の状況を振り返っておくこと。
【復習】レジュメをよく読んで、内容についての理解を深め
る。特に関心を持ったトピックに関して、参考文献を精読す
る。

4時間

第9回 【1666年のロンドン大火】
1666年のロンドン大火を事例に、災害後の都市復興や都市の水事情に
ついて理解を深める。

【予習】参考書②24－25頁を事前によく読んでおくこと。
【復習】レジュメをよく読んで、内容についての理解を深め
る。特に関心を持ったトピックに関して、参考文献を精読す
る。

4時間

第10回 【王位継承排除危機と名誉革命】
「長い18世紀」のイギリスにおける統治体制を決定づけることとなる名
誉革命に対する理解を深める。

【予習】参考書②28－33頁を事前によく読んでおくこと。
【復習】レジュメをよく読んで、内容についての理解を深め
る。特に関心を持ったトピックに関して、参考文献を精読す
る。

4時間

第11回 【「投資社会」の拡大と南海泡沫事件】
18世紀におけるイギリスの金融市場の拡大について学ぶ。

【予習】参考書②44－45頁を事前によく読んでおくこと。
【復習】レジュメをよく読んで、内容についての理解を深め
る。特に関心を持ったトピックに関して、参考文献を精読す
る。

4時間

第12回 【都市の消費文化】
18世紀イギリスにおける都市化の進展と、それにともなう消費文化の発
展について学ぶ。

【予習】参考書①202－203頁、参考書②58－59頁を事前
によく読んでおくこと。
【復習】レジュメをよく読んで、内容についての理解を深め
る。特に関心を持ったトピックに関して、参考文献を精読す
る。

4時間

第13回 【風刺画から見る18世紀のイギリス社会】
ウィリアム・ホーガースとジェームズ・ギルレイの風刺画から18世紀イギ
リス社会を学ぶ。

【予習】第12回のレジュメを読んで、内容を整理しておくこ
と。
【復習】レジュメをよく読んで、内容についての理解を深め
る。特に関心を持ったトピックに関して、参考文献を精読す
る。

4時間

第14回 【民衆の政治文化】
民衆の政治文化、「モラル・エコノミー」という観点から18世紀イギリスに
おける食糧暴動について理解する。

【予習】参考書①196－197頁を事前によく読んでおくこと。
【復習】レジュメをよく読んで、内容についての理解を深め
る。特に関心を持ったトピックに関して、参考文献を精読す
る。

4時間

第15回 【まとめと総括】
授業の総括を行います。

【予習】これまでのレジュメを読んで、学んできた内容を整
理すること。
【復習】定期試験に向けた準備をすること。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 外国史Ⅰ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234中尾　恭三

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

―

経済学部専門教育科目
法学部専門教育科目

テーマ 世界史の基本的な流れを理解する

授業の目的及び概要
授業のねらいは2つあります。
ひとつは、中・高等学校で世界史を教えることを念頭に置いて、世界史の基本的な流れと現在の論点を学習することです。
古代から現代まで歴史上の展開をとらえ、理解を深めていくことを目標とします。
もうひとつは、問題解決能力です。世界の歴史を題材としつつ、そこにある諸問題を把握しみずから考えて解答を模索する経験をつうじて、一般的な問
題解決にむけた能力を身に着けることです。

学修の到達目標
世界史の基本的な流れを把握することが第1の到達目標です。
第2の到達目標は、テキストをまとめる作業やマインドマップ作製をつうじて、テキストの内容を自分の力で整理する能力を向上させ、能動的な学習法を
身につけることです。
それとともに、グループ内でのディスカッションをつうじて、題解決を模索する能力、学修した内容を相手にわかりやすく説明する技術を身につけることで
す。
教材をもちいた学習を主体的におこない、それをうまくアウトプットしていくことができるようになることが、目標です。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
教職資格取得希望者を主な対象としますが、それ以外の学生も履修できます。ただし、教員の免許状（中学校「社会」及び高等学校「地理歴史」）取得希
望者には、「外国史Ⅱ（B）」もあわせて履修することを推奨します。

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業中に実施した課題や宿題は回収し、コメントをつけて返却します。
とくに補足が必要な内容については、授業中で解説を実施します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

PBL（課題解決型学習）／ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

過去の出来事を学ぶことはそれ自体が有意義なことであるとともに、わたしたちの現代世界をより理解することにつながります。
それだけではなく、この授業では自分で調べ、まとめ、報告する機会を毎回もうけています。その経験をつうじて、能動的に学修をおこなう習慣をもち、
みずから問題解決をおこなえる自信を身に着けてほしいと願っています。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

300

00070

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストを2冊もちいます。

①大阪大学歴史教育研究会編,『市民のための世界史』,大阪大学出版会,2014年。
②『最新世界史図説　タペストリー　第二十版』, 帝国書院, 2022年。

参考書

①9784872594690
②9784807166053ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 どのように授業を進めていくかを説明する。
世界史を学ぶにあたっての基礎知識となる、地域世界について学ぶ。
さらに、自分自身の学習到達目標シートを作成。

【復習】
テキスト①、②を参照して、地域区分と各地域の自然と住
民についてまとめる。

4時間

第2回 古代世界において文明が誕生していった地域を把握しつつ、相互の関
係と世界に及ぼした影響について理解する。

テキストを利用した学習方法を学び、グループにわかれて予習内容の
確認をおこなう。
後半は、全体でテキストの内容を把握する作業を実施する。

【予習】テキスト①23-31頁を事前に読んでおく。
わからない用語、文章を配布された用紙に書き出す。

4時間

第3回 前1千年期からユーラシア大陸に出現した「世界帝国」の変遷について
理解を深める。
前半は講義形式で授業をおこない、後半は課題を実施する。

【予習】テキスト①31-50頁を事前に読んでおく。
わからない用語、文章を配布された用紙に書き出す。

4時間

第4回 4世紀ごろからユーラシア大陸東方の諸地域に新たな秩序が形成され
ていく過程を考察していく。
前半は宿題の確認をおこないつつ講義形式で授業をすすめる。
後半は思考ツールを用いた協同作業。作成した思考ツールを提出。

【予習】テキスト①51-63頁を事前に読んでおく。
テキストで重要だと思う語句を書き出す。
各節の内容を短く要約する。

4時間
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第5回 ユーラシア西方でのイスラームとヨーロッパ世界の成立、4世紀から13
世紀にかけての南アジア・東南アジア世界の変遷について考え、その
歴史的意義を把握する。
前半は宿題の確認をおこないつつ講義形式で授業をすすめる。
後半はコンセプトマップの作製。作成したコンセプトマップを提出。

【予習】テキスト①63-74頁を事前に読んでおく。
テキストで重要だと思う語句を書き出す。
各節の内容を短く要約する。

4時間

第6回 13世紀までにアフリカ・ユーラシアに成立した海陸の商業ネットワークと
13世紀のモンゴル帝国の拡大について学び、それが世界史にどのよう
な影響をもたらしたのかを考察する。
前半は宿題の確認をおこないつつ講義形式で授業をすすめる。
後半、白地図に交易ルートを記入し、陸海のネットワークを地図上で確
認する作業を実施する。

【予習】テキスト①75-85頁を読む。
テキストで重要だと思う語句を書き出す。
各節の内容を短く要約する。

4時間

第7回 14世紀にはじまった「小氷期」と並行して、諸地域では政権の崩壊や飢
饉・伝染病といった各種の危機がおこった。この「14世紀の危機」が世
界におよぼした変化を把握しつつ、15世紀以降の近世世界への展望を
得る。

グループ内でテキスト概要を報告し合い、相互にコメントの記入し提
出。

【予習】テキスト①85-90頁をもとに、マインドマップを作製
する。

4時間

第8回 14世紀半ばに中国で成立した明帝国と東アジア国際秩序、西アジア・
南アジアで誕生した近世帝国の意義について理解を深める。

グループ内でテキスト概要を報告し合い、相互にコメントの記入し提
出。

【予習】テキスト① 91-102頁をもとに、マインドマップを作
製。

4時間

第9回 14、15世紀の危機と再編の時代、16世紀の宗教改革を経て、ヨーロッ
パが「近代」へと進んでいく道のりを考察する。
グループ内でテキスト概要を報告し合い、相互にコメントの記入し提
出。

【予習】テキスト①102-106頁、配布テキストをもとに、マイ
ンドマップを作製。

4時間

第10回 16世紀前後からヨーロッパ人は、アジア・アメリカ地域に海路で進出して
いった。その動きが世界にあたえた影響について理解を深める。

グループ内でテキスト概要を報告し、相互にコメントの記入し提出。

【予習】テキスト①107-116頁の概要を作成。
白地図をもちいて、大航海時代の海上ルートを作成する。

4時間

第11回 16世紀東アジア世界の歴史が、ヨーロッパの大航海時代とどのように
結びついていたのかを把握する。さらに「17世紀の全般的危機」で諸地
域がこうむった変化について整理をおこなう。

グループ内でテキスト概要を報告し、相互にコメントの記入し提出。

【予習】テキスト①116-124頁をもとに、テキスト概要を作
成。

4時間

第12回 17、18世紀の東アジア諸国の状況を把握しつつ、類似と相違点につい
て考える。

グループ内でテキスト概要を報告し、相互にコメントの記入し提出。

【予習】テキスト①125-1137頁をもとに、テキスト概要を作
成。

4時間

第13回 18世紀ヨーロッパ列強によって東南アジア・南アジア諸国植民地化され
ていく流れと、西アジアでの改革運動について理解する。

グループ内でテキスト概要を報告し、相互にコメントの記入し提出。

【予習】テキスト①134頁—135頁、137-140頁をもとに、テキ
スト概要を作成。

4時間

第14回 18世紀、英仏の世界経済をめぐる主導権争いとイギリスの工業化につ
いて学ぶ。
グループ内でテキスト概要を報告し、相互にコメントの記入し提出。

【予習】テキスト①141頁－150頁をもとに、テキスト概要を
作成。

4時間

第15回 18世紀後半からはじまる環大西洋革命について整理し把握する。

リフレクションシートの作成。
ポートフォリオの提出。

【予習】テキスト①151頁－158頁をもとに、テキスト概要を
作成。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 外国史Ⅱ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234穴井　佑

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

－

経済学部専門教育科目

テーマ イギリスを中心にして、16－20世紀にいたるまでの世界の歴史的な展開を学ぶことで、現代社会の成り立ちについての理解を深める。

授業の目的及び概要
本講義では、現在の私たちの生活や価値観にも大きな影響を及ぼしている近代イギリスの歴史的展開を概説する。その際に、イギリスが世界各地に植
民地を有し、また自由貿易体制を拡大しようとしたことに着目し、イギリス内部における社会的・文化的な変容だけでなく、世界規模での拡大にも目を向
ける。そうすることで、現代世界の成り立ちについての理解を深めていく。

学修の到達目標
第一に、世界各地に植民地を拡大し、やがて大英帝国を築き上げていったイギリスの歴史を通して、西洋近代の世界規模での影響を検討する。これに
よって、現代社会の成り立ちについての理解を深める。第二に、一つの歴史的な事柄に対する多様な研究のあり方を紹介することで物事を多角的かつ
批判的にとらえる歴史的な思考を身につける。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
毎回の授業後にレスポンスシートを執筆してもらいます。各授業では、それに対する応答をしたうえで、講義を行っていきます。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

本科目は教職科目ともなっています。将来、社会科などの教員として歴史教育にたずさわる可能性もあることを自覚して講義に臨んでください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

700

00030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

特になし。

参考書

①論点・西洋史学、金澤周作監修、ミネルヴァ書房、2020年
②よくわかるイギリス近現代史、君塚直隆編、ミネルヴァ書房、2018年

なし

①9784623087792
②9784623083183

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 【ガイダンス、近代の西洋について学ぶことの意味】
どのように授業を進めていくかを説明するとともに、近代西洋の歴史を
学ぶことの意義について自分なりに考えていくためのガイダンスを行
う。

【予習】参考書①のⅰーⅵ頁を読んでおくこと。
【復習】レジュメをよく読んで、近代西洋の歴史を学ぶ上で
必要な準備をする。

4時間

第2回 【覇権をめぐる闘争①：ポルトガル、スペイン】
ポルトガルとスペインがヨーロッパの外へと拡張をはじめていく要因と
過程を学びます。

【予習】参考書①の126ー131頁、194ー195頁を事前に読ん
でおくこと。
【復習】レジュメをよく読んで、内容についての理解を深め
る。特に関心を持ったトピックに関して、参考文献を精読す
る。

4時間

第3回 【覇権をめぐる闘争②：オランダ】
オランダが近代世界システムにおける覇権を掌握していく過程を学びま
す。

【予習】参考書①の134ー137、194ー195頁を事前に読んで
おくこと。
【復習】レジュメをよく読んで、内容についての理解を深め
る。特に関心を持ったトピックに関して、参考文献を精読す
る。

4時間

第4回 【覇権をめぐる闘争③：イギリス】
近代世界システムにおける覇権がオランダからイギリスへと移っていく
過程を学びます。

【予習】参考書①の178ー179頁と、参考書②48ー51、56ー
57頁を事前に読んでおくこと。
【復習】レジュメをよく読んで、内容についての理解を深め
る。特に関心を持ったトピックに関して、参考文献を精読す
る。

4時間

第5回 【イギリスによる環大西洋経済圏の確立】
環大西洋世界における優位を築いたイギリスが、大西洋奴隷貿易を土
台として環大西洋経済圏を確立していった過程を学びます。

【予習】事前に参考書①の192ー193頁と、第4回のレジュメ
をよく読んでおくこと。
【復習】レジュメをよく読んで、内容についての理解を深め
る。特に関心を持ったトピックに関して、参考文献を精読す
る。

4時間

－612－



第6回 【奴隷貿易および奴隷制の廃止】
イギリスが奴隷貿易および奴隷制を廃止していく過程を、人道主義的な
観点と経済的な観点から学びます。

【予習】第5回のレジュメを読んで、内容を整理しておくこ
と。
【復習】レジュメをよく読んで、内容についての理解を深め
る。特に関心を持ったトピックに関して、参考文献を精読す
る。

4時間

第7回 【産業革命と生活水準論争】
イギリスにおける産業革命についての理解を深めるとともに、経済や社
会の変動が人びとの生活にもたらした変化を学びます。

【予習】参考書①188ー194頁、参考書②52ー53頁を事前に
よく読んでおくこと。
【復習】レジュメをよく読んで、内容についての理解を深め
る。特に関心を持ったトピックに関して、参考文献を精読す
る。

4時間

第8回 【清朝と大英帝国】
清朝に対して自由貿易を求め、アヘン戦争などの武力衝突に至った歴
史事象から、イギリス帝国についての理解を深めます。

【予習】参考書②62ー65頁を事前によく読んでおくこと。
【復習】レジュメをよく読んで、内容についての理解を深め
る。特に関心を持ったトピックに関して、参考文献を精読す
る。

4時間

第9回 【奴隷制廃止と国際労働市場の変容】
前半で奴隷制が廃止された後の奴隷たちの処遇を、後半で奴隷にか
わる労働力について、中国人移民労働者を事例に学びます。

【予習】第5－6回のレジュメを読んで、内容を整理しておく
こと。
【復習】レジュメをよく読んで、内容についての理解を深め
る。特に関心を持ったトピックに関して、参考文献を精読す
る。

4時間

第10回 【帝国主義と帝国】
日本における西洋列強の帝国主義および帝国史に関する研究や問題
意識の変遷を概観します。

【予習】参考書①230－231頁、240－243頁、参考書②84－
85頁、90－91頁を事前によく読んでおくこと。
【復習】レジュメをよく読んで、内容についての理解を深め
る。特に関心を持ったトピックに関して、参考文献を精読す
る。

4時間

第11回 【帝国の紐帯とは何か：カナダを中心に】
カナダを事例にイギリスの白人自治領について学び、イギリス帝国に
関する理解を深めます。

【予習】第10回のレジュメを読んで、内容を整理しておくこ
と。
【復習】レジュメをよく読んで、内容についての理解を深め
る。特に関心を持ったトピックに関して、参考文献を精読す
る。

4時間

第12回 【近代イギリスの移民】
近世から近代にかけてのイギリスにおけるユダヤ人移民について学び
ます。

【予習】これまでの授業を振り返って、イギリスにおける人
の移動について知識を整理しておくこと。
【復習】レジュメをよく読んで、内容についての理解を深め
る。特に関心を持ったトピックに関して、参考文献を精読す
る。

4時間

第13回 【近現代イギリスの移民②】
近現代イギリスにおけるムスリム移民と多民族・多文化・多宗教社会に
ついて学びます。

【予習】第12回のレジュメを読んで、内容を整理しておくこ
と。
【復習】レジュメをよく読んで、内容についての理解を深め
る。特に関心を持ったトピックに関して、参考文献を精読す
る。

4時間

第14回 【近現代ヨーロッパの移民】
アイルランドを中心に、イタリアなども含めて、近現代ヨーロッパの移民
について学びます。

【予習】参考書①210－213頁、218－219頁、参考書②74ー
75頁を事前によく読んでおくこと。
【復習】レジュメをよく読んで、内容についての理解を深め
る。特に関心を持ったトピックに関して、参考文献を精読す
る。

4時間

第15回 【まとめと総括】
これまでの授業の総括を行います。

【予習】これまでのレジュメを読んで、学んできた内容を整
理すること。
【復習】定期試験に向けた準備を進めること。

4時間

－613－



実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 外国史Ⅱ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234中尾　恭三

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

―

経済学部専門教育科目
法学部専門教育科目

テーマ 春学期に開講した外国史Iにひきつづいて、世界史の基本的な流れを理解すること。

授業の目的及び概要
授業のねらいは2つあります。
ひとつは、中・高等学校で世界史を教える場合を念頭に置いて、世界史の基本的な流れと現在の論点をとりあげ、歴史的にみた世界の動きを考え、理
解を深めていくことを目標とします。
もうひとつは、問題解決能力です。世界の歴史を題材としつつ、そこにある諸問題を把握しみずから考えて解答を模索する経験をつうじて、一般的な問
題解決にむけた能力を身に着けることです。

学修の到達目標
世界史の基本的な流れを把握することが第1の到達目標です。
第2の到達目標は、テキストをまとめる作業やマインドマップ作製をつうじて、テキストの内容を自分の力で整理する能力を向上させ、能動的な学習法を
身につけることです。
それとともに、グループ内でのディスカッションをつうじて、題解決を模索する能力、学修した内容を相手にわかりやすく説明する技術を身につけることで
す。
教材をもちいた学習を主体的におこない、それをうまくアウトプットしていくことができるようになることが、目標です。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
教職資格取得希望者を主な対象としますが、それ以外の学生も履修できます。ただし、教員の免許状（中学校「社会」及び高等学校「地理歴史」）取得希
望者には、「外国史Ⅰ（A）」もあわせて履修することを推奨します。

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
提出してもらった課題と宿題にはコメントをつけて返却します。
補足説明が必要な内容は適宜授業中に解説をおこないます。

アクティブ・ラーニング
の取組み

PBL（課題解決型学習）／ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

本科目を受講する学生が春学期に外国史Iを受講したことを前提に、授業をすすめていきます。
おもに用いるテキストは、外国史Iに引き続いて『市民のための世界史』になります。
このテキストの後半から学習を開始するため、前半部を学生が読んだものとして授業をすすめていきます。

過去の出来事を学ぶことはそれ自体が有意義なことであるとともに、わたしたちの現代世界をより理解することにつながります。
それだけではなく、この授業では自分で調べ、まとめ、報告する機会を毎回もうけています。その経験をつうじて、能動的に学修をおこなう習慣をもち、
みずから問題解決をおこなえる自信を身に着けてほしいと願っています。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

300

00070

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストを2冊もちいます。
①桃木至朗、荒川正晴、秋田茂他著, 『市民のための世界史』, 大阪大学出版会, 2014年。
帝国書院編集部編, 『最新世界史図説タペストリー　第一九版』, 帝国書院, 2022年。

参考書

①9784872594690
②9784807166053ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 今後の授業計画についてガイダンスをおこないます。
課題として、春学期の学習内容を復習します。

【復習】
春学期の外国史Iで学習したテキスト①第1章から第6章冒
頭のあらすじを読んおく。

4時間

第2回 19世紀前半の「パクス・ブリタニカ」が世界をどのように変えたのかを考
えていく。
授業前半はテキストの解説、後半はテキストにもとづいた課題を実施し
ます。

【予習】
テキスト①159-165頁を事前に読んでおく。

4時間

第3回 19世紀後半、ヨーロッパで形成された「国民国家」の性格と現代世界と
のつながりについて理解を深める。
授業前半はテキストの解説、後半はテキストにもとづいた課題を実施し
ます。

【予習】
テキスト① 166-170頁を読んでおく。

4時間

第4回 19世紀後半のヨーロッパの近代化と大衆社会の出現について学ぶ。
授業前半はテキストの解説、後半はテキストにもとづいた課題を実施し
ます。

【予習】
テキスト①170-176頁を読む。

4時間

－614－



第5回 ヨーロッパ諸国の進出によって西アジア、南アジア、東南アジアがどの
ような変化を受け、どのような対応を試みたのかを整理する。
授業前半はテキストの解説、後半はテキストにもとづいた課題を実施し
ます。

【予習】
テキスト①177-186頁を読んでおく。

4時間

第6回 19世紀のヨーロッパ諸国の進出にたいする東アジア諸国の対応につい
て整理し、類似点・相違点を把握する。
予習で作成したマインドマップをもとに、学習内容のアウトプットをおこ
ないます。

【予習】
テキスト①186-196頁を読んでおく。
マインドマップを作製する。

4時間

第7回 19世紀の列強諸国による「世界分割」とそれにつづく第1次世界大戦の
歴史的な意義について考察する。
予習で作成したマインドマップをもとに、学習内容のアウトプットをおこ
ないます。

【予習】
テキスト①197-207頁を読む。
マインドマップを作製する。

4時間

第8回 ヨーロッパ列強の進出に対応するため、19世紀後半からアジア各地で
高まったナショナリズムの性格について理解を深める。
予習で作成したマインドマップをもとに、学習内容のアウトプットをおこ
ないます。

【予習】
テキスト①208-214頁を読む。
マインドマップを作製する。

4時間

第9回 大戦間期の世界情勢と世界恐慌、それによって引き起こされた日中「15
年戦争」について考察していく。
予習で作成したマインドマップをもとに、学習内容のアウトプットをおこ
ないます。

【予習】
テキスト①215-223頁を読む。
マインドマップを作製する。

4時間

第10回 第2次世界大戦の経緯を把握しつつ、関わった諸地域の人びとが大戦
をどう意味づけたのかを考えていく。
予習で作成したマインドマップをもとに、学習内容のアウトプットをおこ
ないます。

【予習】
テキスト①223-232頁を読む。
マインドマップを作製する。

4時間

第11回 第2次大戦後、米ソが作り出した冷戦がもたらした戦後の国際秩序、植
民地諸地域の独立について理解を深めていく。
前半はテキストの解説、後半はコンセプトマップの作製をおこないま
す。

【予習】
テキスト① 233-241頁を読む。

4時間

第12回 冷戦体制の中で西側陣営と東側陣営でおこった変動の原因と影響に
ついて考えていく。
予習で作成したコンセプトマップをもとに、学習内容のアウトプットをおこ
ないます。

【予習】
テキスト①241-250頁を読む。
コンセプトマップを作製する。

4時間

第13回 1980年代冷戦が終結に向かっていく流れと、東アジアにおける経済発
展、中東諸国の情勢について理解を深めます。
予習で作成したテキストのまとめをもとに、学習内容のアウトプットをお
こないます。

【予習】
テキスト① 251-261頁を読む。
指定された用紙にテキストのまとめを作成する。

4時間

第14回 90年代以降、グローバル化の中での世界の変化と課題について検討し
ていきます。
予習で作成したテキストのまとめをもとに、学習内容のアウトプットをお
こないます。

【予習】
テキスト①261頁－270頁を読む。
指定された用紙にテキストのまとめを作成する。

4時間

第15回 中高の歴史教育の土台となる歴史学のあり方と発展について概観しま
す。
歴史の学習の特色や普遍的な性格についてディスカッションをおこない
ます。

【予習】
テキスト①271頁－276頁を読む。
配布された課題を実施する。

4時間

－615－



実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 人文地理学Ⅰ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234安倉　良二

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

―

経済学部専門教育科目
法学部専門教育科目

テーマ 人文地理学の基本的な見方−地図・人口・第1次産業を中心に−

授業の目的及び概要
この授業は，中学校の社会科，高校の地理歴史科の科目である「地理」を教えるに際して不可欠な人文地理学の基本的な見方について，具体的なト
ピックの紹介を通じて学びます。現在，高校で「地理」は選択科目となっており，未履修の学生も多いのですが，今年入学の高校生からは「地理総合」が
必修化されます。それをふまえてこの授業では，高校地理の内容にも立ち返りながら進めます。特に前期は，地図，人口，第１次産業（農林漁業および
農山漁村）について学びます。

学修の到達目標
この授業を受講することによって学生は，以下の能力を身につけることができます。
１．毎回提供するレジュメならびにインターネット上にある地図や統計，写真の読み取りを通じた地理的技能の習得
２．地域に関する具体的なトピックを提示することによって，人文地理学で取り上げられている項目が日常生活に密着していることを認識することができ
る

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
教職資格取得希望者を主な対象としますが、それ以外の学生も履修できます。ただし、教員の免許状（中学校「社会」及び高等学校「地理歴史」）取得希
望者には、「人文地理学Ⅱ（B)」もあわせて履修することを推奨します。

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
毎回の授業終了時に書いたもらうコメントペーパーの内容に基づいて，次回授業の冒頭で学生の関心をコメントするつもりです。なお，遠隔授業になっ
た場合はLearning Portalのアンケート機能を使って同様の取り組みを行う予定です。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

「地理」というと地名や物産の暗記というイメージがありますが，デジタル地図や防災，SDGsに代表される社会問題など世間の関心の高い内容が取り上
げられており，それらと向き合って学ぶと楽しい分野であるのも事実です。また，本授業では事例紹介において，「今昔マップ on the web」や「Googleスト
リートビュー」などのWeb GIS（インターネット上の地図アプリ）を積極的に活用します。対面はもとより，遠隔授業においても臨場感をもたせるよう心掛け
ます。デジタル地図の基となるGISは，今年入学の高校生から必修化される「地理総合」で必須の項目です。WebGISを事例紹介で頻繁に用いることで，
パソコンやスマホでデジタル地図に親しんでもらう機会を与えるつもりです。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

700

015015

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

特定のテキストは使用しません。自作のPowerPointスライドを活用します。

参考書

レジュメで作成した引用文献の形で紹介する予定です。

なし

なし

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 人文地理学の基本となる「地域」「スケール」の考えについて紹介しま
す。

予習；不要
復習：該当する箇所のスライドの内容を読み返すこと。

4時間

第2回 人文地理学では，事象の分布を地図で表現します。それはどのような
データを使って作られるのか。ここでは，主題図（統計地図）がいかなる
ものかについて，実例を示しながら紹介します。また，「今昔マップ on 
the web」や「地理院地図」といったWebGISの基本についても学びます。

予習：不要
復習：該当する箇所のスライドを読んで復習すること。ま
た，各自の出身地（地元）の地域変化についてパソコンあ
るいはスマホを使って「今昔マップ on the web」へのアクセ
スから理解を深めることも求められる。

4時間

第3回 世界地図を学ぶに際しては，その歴史に加えて図法（投影法）や緯度・
経度の概念を知っておく必要があります。ここでは，世界地図について
中学・高校の「地理」の内容に立ち返りながら考えます。

予習：不要
復習：該当する箇所のスライドを読んで復習することはもと
より，投影法を紹介したサイト（例えば，「どこでも方位図
法」）を事後にみて，デジタル化された地理教材にも触れ
て頂きたい。

4時間

第4回 通学経路や，日本の都道府県，そして世界の国など地域に対する認識
は皆それぞれ異なります。これらの問題を考える鍵となる概念として「メ
ンタルマップ」について紹介します。

予習：不要
復習：該当する箇所のスライドを読んで復習すること。とり
わけ，後半部分で取り上げる予定の都市の構成要素につ
いては，大阪をはじめとする身近な地域に当てはめて考え
ることも大事である。さらに，地理的トピックから日本の地
域が思い浮かべるようになるには，常日頃から地図をみて
おくことが大事である

4時間
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第5回 人口問題は，社会経済の問題を考える場合の基本となります。ここで
は，大陸別の人口動向をはじめ，人口転換モデルの特徴を通じて，世
界の人口問題を学びます。

予習：不要
復習：該当する箇所のレジュメを読んで復習すること。ま
た，この項目は中学・高校の「地理」でも取り上げられてい
るので，もし中学・高校時の教科書があれば内容の確認を
してほしい。

4時間

第6回 年齢別の人口構成を示す人口ピラミッドを時系列的にみると，日本の社
会経済を取り巻く環境変化の一端が読み取れます。ここでは，日本を
事例に選び，最新の『国勢調査報告』（2020年）を示しながら，異なる年
次間でみた人口ピラミッドを読み取り，地域変容をもたらす背景を説明
します。

予習：不要
復習：該当する箇所のレジュメならびにWebGIS（「Googleス
トリートビュー」や「今昔マップ on the web」）を用いて復習
すること。また，『国勢調査報告』については総務省統計局
のホームページにも目を通しておくと理解が深まります。

4時間

第7回 地理学からみた人口移動の読み方について，移民に代表される世界レ
ベルの話から，連鎖移住に代表される個人の移動まで具体的な事例を
基に説明します。

予習：不要
復習：該当する箇所のスライドを読んでおくこと。また，移
民や難民問題に関するニュースをェックしておくと内容の
深い理解につながるだろう。

4時間

第8回 農山村が抱える地域問題のひとつが過疎化です。それに伴い，「限界
集落」と呼ばれる集落の消滅が予想される地域もみられるようになりま
した。ここでは，過疎化の進展プロセスと限界集落の暮らしを紹介しま
す。

予習：不要
復習：該当する箇所のレジュメならびにGoogleストリート
ビューを用いて復習すること。また，「限界集落」「田園回
帰」に関するニュースにも目を通しておくと内容の理解が
深まるはずである。

4時間

第9回 農山村地域の持続可能性を考える場合，いかにして地域を活性化させ
るのかが問われます。ここでは，観光開発や特産品の販売など様々な
地域振興の方向性について紹介します。

予習：不要
復習：該当する箇所のレジュメの復習はもとより，「リゾート
観光地の変容」や「第６次産業」など授業テーマに関わる
ニュースに目を通しておくと内容の理解が深まるだろう。

4時間

第10回 農牧業から世界の地域を捉えるホイットルセイの農業地域区分につい
て説明します。

予習：不要
復習：該当する箇所のスライドを読むこと。特に農牧業の
種類とそれが展開されている地域の関わりを把握しておく
必要がある。このテーマは高校の「地理」で取り上げられ
ているので，もし高校の「地理」教科書があればそれをみ
ておくと，内容の理解が深まるはずである。

4時間

第11回 第二次世界大戦後の日本における農業政策の変遷をたどりながら，実
際の農業地域がどのように再編成されたのかについて，稲作の事例を
中心に述べます。

予習：不要
復習：日本の農業政策に関わるキーワードとして，「コメ問
題」「農業基本法」「食料・農業・農村基本法」があげられ
る。これらのテーマについて，ホームページから該当する
項目を検索して，内容を理解しておくこと。また，水田耕作
の土地利用を知りたいのであれば，Googleストリート
ビューを用いて，越後平野（新潟県），庄内平野（山形県），
上川盆地（北海道）などをみておくといいだろう。

4時間

第12回 食生活において，外国からの農畜産物の増加は当たり前になりました
が，それに伴う産地の対応について，食料自給の問題を交えて紹介し
ます。

予習：不要
復習：農林水産省のホームページにある「食料需給表」を
ダウンロードして，食料自給の特徴をつかんでおくと内容
の理解が深まるはずである。また，日常的にスーパーの
食料品売り場で輸入された牛肉や野菜の産地をチェックし
ておくことも，この問題に関心をもつきっかけになるだろ
う。

4時間

第13回 林業をめぐる地理学的な側面として，環境問題とも関わる林野資源の
問題を中心に，担い手の減少に苦悩する日本の林業地域の取り組み
を紹介します。

予習：不要
復習：「熱帯林の伐採」に代表される森林保護の問題や，
日本の林業政策に関するホームページを事前，事後に検
索してみておくと内容の理解が深まるはずである。

4時間

第14回 200海里経済水域の問題をはじめとする資源管理，そして輸入水産物
の増加は漁業を経済活動から捉える上で重要なトピックです。ここで
は，地理から見た漁業の見方を紹介します。

予習：不要
復習：資源管理型漁業の展開に深く関わる「200海里経済
水域」の展開について，ホームページあるいは海洋法に関
する書物を用いて理解しておくことが求められる。また，
スーパーの食料品売り場で水産物の産地をチェックするこ
とも身近にこの問題に触れる機会となるだろう。

4時間

第15回 農山村地域と同様に，漁村や海岸地域，離島では人口の減少が続く
中，地域振興に取り組むところもみられます。ここでは，海を生かした地
域振興として，観光（ブルーツーリズム）の展開を中心に述べるつもりで
す。

予習：不要
復習：該当する箇所のスライドを読むだけではなく，
「Googleストリートビュー」で事例地域を確認すること。その
際，先に習った農山村の事例と比べて，漁村の活性化に
は何が求められているのかについて考えておく必要があ
る。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 人文地理学Ⅱ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234安倉　良二

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

―

経済学部専門教育科目
法学部専門教育科目

テーマ 人文地理学の基本的な見方−都市地域を中心に−

授業の目的及び概要
この授業は，中学校の社会科，高校の地理歴史科の主要科目である「地理」を教えるに際して不可欠な人文地理学の基本的な見方について，具体的
なトピックの紹介を通じて学びます。とりわけ，後期は都市をめぐる地理学的なトピックを取り上げます。

学修の到達目標
この授業を受講することによって学生は，以下の能力を身につけることができます。
１．毎回提供するレジュメならびにインターネット上にある地図や統計，写真の読み取りを通じた地理的技能の習得
２．具体的なトピックを提示することによって，人文地理学で取り上げられている項目が日常生活に密着していることを認識することができる

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
教職資格取得希望者を主な対象としますが、それ以外の学生も履修できます。ただし、教員の免許状（中学校「社会」及び高等学校「地理歴史」）取得希
望者には、「人文地理学Ⅰ（A)」もあわせて履修することを推奨します。

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
対面の場合は授業の最後で書いてもらうコメントペーパーの内容に基づく学生の関心について，次回の授業冒頭で述べる予定です。遠隔授業の場合
は，Learning Portalのアンケート機能を使って同様の試みを行うことを考えています。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

「地理」というと，地名や物産の暗記というイメージがありますが，ここで取り上げる都市の地理学は，きわめて身近な内容を扱いますので興味を持って
受講して下さい。また，今年から入学する高校生は「地理総合」の名称で地理が必修化されます。地理的な見方は将来，教壇に立つに際しても不可欠
になります。
　前期と同様に，「Googleストリートビュー」や「今昔マップ on the web」などのWeb GIS（インターネット上の地図アプリ）を積極的に活用します。これによ
り，対面，遠隔の双方において臨場感をもたせた内容にするように心掛けます。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

700

001515

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

特定のテキストは使いません。担当者が作成したPowerPointのスライドを使います。

参考書

参考書については，スライドにおいて参考文献の形で示します。地理学の専門書のみならず，高校地理の資
料集も積極的に引用します。

なし

なし

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 地理学で都市を学ぶ場合に基本となる概念を説明しつつ，行政上の都
市（例えば，八尾市や東大阪市）と実質的な都市のズレについて「平成
の大合併」と関連づけながら明らかにします。

予習：不要
復習：該当する箇所のスライドにGoogleストリートビューを
用いて復習すること。学生の中で地元が市町村合併をし
ていたところがあれば，その動向についても事前に調べて
おくとよいだろう。

4時間

第2回 都市の「骨組み」に当たる項目を説明します。ここでは，アメリカ合衆国
を事例にバージェスモデルに代表される古典的なモデルからモータリ
ゼーションが進む現代に至る都市構造の特徴を明らかにします。

予習：不要
復習：該当する箇所のスライドにGoogleストリートビューを
用いて復習すること。

4時間

第3回 日本における都市構造について，城下町の事例を基に説明すると共
に，土地利用変化についても概観します。

予習：不要
復習：該当する箇所のスライドにGoogleストリートビューを
用いて復習すること。

4時間

第4回 よく耳にする「郊外」とはいかなる地域か。今後数回の講義で取り上げ
る郊外地域を考える導入として，『国勢調査報告』を活用しながら大都
市圏の概念を示します。

予習：不要
復習：総務省統計局のホームページから『国勢調査報告』
の概要をみておくと共に，復習としてスライドで取り上げた
事例地域について「Googleストリートビュー」や「今昔map 
on the web」などのサイトを使って確認することを薦める。

4時間

第5回 いわゆる大都市の郊外における住宅地開発は，第二次世界大戦前か
ら行われていました。ここでは，その歴史について，鉄道の沿線開発を
交えながら地理学の視点から説明します。本学の近くにある河内山本
の事例も紹介する予定です。

予習：不要
復習：事例で取り上げる予定の河内山本駅前周辺につい
ては，WebGISのみならず実際に歩いて住宅地の景観を確
認するとよいだろう。

4時間
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第6回 郊外地域の象徴ともいわれた住宅地，とりわけ高度経済成長期に開発
された千里や泉北などの「ニュータウン」がどのように形成され，どのよ
うな問題を抱えているのかについて検討します。

予習：不要
復習：スライドで記したニュータウンの特徴について，
WebGISを活用して土地利用を確認することを薦めたい。

4時間

第7回 近年，「人口の都心回帰」という言葉と共に，中心市街地におけるマン
ション立地が盛んになっています。ここでは，郊外の衰退とは表裏一体
をなす中心市街地の居住をめぐる問題とその背景について，具体的な
事例から明らかにします。

予習：不要
復習：スライドにも示すが，「今昔map on the web」のサイト
を使って，タワーマンションの従前の土地利用についても
調べておくとよいだろう。

4時間

第8回 一口に都市と言っても，東京・大阪のような大都市から人口数万人程度
の小都市まで様々です。ここでは，都市の階層性について「都市群シス
テム」の概念を用いてオフィス立地や交通流動など具体的な指標を通じ
て検討を加えます。

予習：不要
復習：該当する箇所のスライドに記載している大都市，広
域中心都市（地方中核都市），地方小都市など基本的な用
語を確認しておくこと。

4時間

第9回 都市計画の基本－区画整理と市街地再開発を中心に－ 予習：不要
復習：初歩的な都市計画制度の概要について，WebGISで
示す実例から学び取ってほしい。

4時間

第10回 都市へ人が集まるとどのような問題が起きるのか。ここでは，発展途上
国の都市開発によって生じるインナーシティの衰退やスラムなど社会的
な問題について取り上げます。

予習：不要
復習：授業で取り上げた都市問題の中でも，「スラム問題」
「ストリートチルドレン」「インフォーマルセクター」の用語に
ついての理解を深めてほしい。

4時間

第11回 日本や欧米など先進国の都市問題を取り上げます。ここでは，発展途
上国でもみられたスラムなどの貧困のほか，インターシティの再開発を
象徴するジェントリフィケーションに伴う地域変容についても触れます。

予習：不要
復習：スライドに具体的な事例を取り上げるが，「ジェントリ
フィケーション」がどのようなものかについて理解を深める
こと。また，典型例であるイギリスのドッグランズについて
は，Googleストリートビューを使って現実の土地利用を確
認しておくと，授業内容のさらなる理解につながるだろう。

4時間

第12回 ウェーバーの工業立地論は古典的ではありますが，工場立地のあり方
を示す考えとして今なお重要です。ここでは，工業立地論の概説とそれ
に基づく現実の工場立地について検討します。

予習：不要
復習：該当する箇所のスライドを手がかりに，ビール工場
やセメント工場，鉄鋼所の立地について「Googleストリート
ビュー」「今昔マップ on the web」を使って理解を深めるこ
とが求められる。

4時間

第13回 日本を代表する工業の一つである自動車産業の立地を取り上げます。
部品の供給，国際展開，日本国内の自動車産地の3点を取り上げるこ
とで，地理学的な見方を身につけてもらいます。

予習：不要
復習：自動車産業と深く関わる「ジャスト・イン・タイム」や，
日本の自動車産業における海外展開の歴史をホームペー
ジや書物を通じて理解しておくこと。そして「今昔MAP」を
用いた国内の自動車産地（授業では豊田市を取り上げる
予定）の土地利用変化についても確認すると，地理学的な
視点で自動車産業の立地に対する深い理解が得られるだ
ろう。

4時間

第14回 大型店の立地と衰退する商店街のまちづくりについて地理学からのア
プローチを紹介します。

予習：不要
復習：学生の地元に商店街があれば，それがどのような状
況にあるのかについて事前に観察するとよいだろう。ま
た，この授業で取り上げる問題の典型例として，本学の八
尾駅前キャンパスも見逃せない。スライドを眺めるだけで
はなく，近鉄八尾駅前の大型店（アリオ・LINOAS），商店街
（ファミリーロード・近鉄八尾北・北本町中央通）を実際に歩
いて現状を確認することも授業内容の確認につながるは
ずである。

4時間

第15回 日常生活を過ごす上で不可欠になっているコンビニの立地とそのメカニ
ズムについて紹介します。

予習：不要
復習：学生の地元（あるいは下宿周辺）にどれだけのコン
ビニがあるのだろうかを確認すると問題が身近に感じられ
るだろう。また，コンビニに関しては，テレビ番組，書物や
新聞記事で取り上げられている。これらの記事をこまめに
みておくことも授業内容の深い理解につながるはずであ
る。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 自然地理学Ⅰ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234松田　順一郎

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

―

経済学部専門教育科目
法学部専門教育科目

テーマ 気候環境を学ぶ

授業の目的及び概要
気候の地理的な相違と人間活動とのかかわりについて講義する。基礎的な大気環境のメカニズムについて解説し、地球規模および地域で起こっている
環境問題や気候変動も取り上げる。開発や都市化に伴い、自然環境が変化し、様々な環境問題が顕在化しており、その実態解明や対策に向け、自然
地理学の貢献が期待されている。この授業を履修することで、地球科学や環境学などの分野の理解を深めることができる。また、異なる地域の風土や
人間生活についても学ぶことができる。

学修の到達目標
教職に就くことを想定し、地理教育の現場で必要とされる自然地理学に関する基本的な知識を修得すること、さらに国内外における自然環境と人間との
かかわりを理解し、その地域的な特徴や相違について考える力を養うことを目標とする。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
教職資格取得希望者を主な対象としますが、それ以外の学生も履修できます。ただし、教員の免許状（中学校「社会」及び高等学校「地理歴史」）取得希
望者には、「人文地理学Ⅱ（B）」もあわせて履修することを推奨します。

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
コメントシートを次回の授業で紹介し、質問への回答や補足説明を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

地理学は面白い学問です。この授業を通して、人間活動を制約する自然の営みを知り、環境への視野を広げてほしいと願っています。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

0801010

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストは使用しません。適宜レジュメを配布します。

参考書

新詳地理B,片平博文・矢ヶ﨑典隆・内藤正典・戸井田克己・友澤和夫・永田淳嗣・須貝俊彦・丸川知雄・木村圭
司・大山修一著,帝国書院,2017年
環境読本,石川宗孝編著・竺文彦・高島正信・長谷川昌弘・福岡雅子・山本芳華著,電気書院,2011年

なし

978-4807162123
978-4485220160

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 授業の計画、進め方、留意事項などの説明 自然地理学、気候学、気象学について、どのような研究領
域なのかを、文献やウェブで調べておいてください。
授業で使われたキーワードや学術用語を点検してくださ
い。

4時間

第2回 自然環境と人間とのかかわり 自然環境とはなにか、構成要素やそれらの相互作用につ
いて想定しておいてください。
授業で使われたキーワードや学術用語を点検してくださ
い。

4時間

第3回 大気圏（対流圏、成層圏、中間圏、熱圏） 大気圏という用語を文献やウェブページで確かめておいて
ください。
授業後、その垂直構造がおよそ図示できるように復習して
ください。

4時間

第4回 地球の熱収支や緯度による気候の違い 地球と太陽の位置関係、地球の大気循環、海洋水の循環
について概略を調べておいてください。
授業後、地球のエネルギーの均衡がどのように生じている
かを再考してください。できればその図解を試みてくださ
い。

4時間

第5回 アリソフとケッペンの気候区分 中学校で習ったケッペンの気候区分を復習しておいてくだ
さい。
授業後、気候区分はどのようなところで役立つのか実例に
即して考察してください。

4時間
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第6回 高気圧、低気圧、風の成因 気圧の高低と風速・風向に注目して、天気図(とくに気象庁
「アジア太平洋域 実況天気図」)を概観しておいてくださ
い。
授業後、天気予報の文言と天気図を比べて、確かめてくだ
さい。また、局地的に吹く風にも留意し、実際に吹いている
風について説明できるか試みてください。

4時間

第7回 雲、雨、雪の成因 「大気が不安定」と天候の変化に注意して、数日以上、天
気予報を聞いてみてください。
授業後、雲の種類や、前線を挟む大気の動きのパターン
が図示できるか試してください。

4時間

第8回 世界の気候帯における人のくらし ケッペンの気候区分で示されたいくつかの気候帯の衣(食)
住の違いをウェブの画像などで確認してみてください。
授業後、気候が資源分布・経済におよぼす影響を考察し
てみてください。

4時間

第9回 四季の気圧配置や天候の特徴 授業前後で、気象庁「日々の天気図」
https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/hibiten/index.html
から季節ごとの天気図をできるだけ多数選び、気圧配置
や天候を読み取ってください。

4時間

第10回 日本各地の気候と人のくらし 日本列島の気候区分について調べておいてください。また
日本列島の植生についても概観しておいてください。
授業後、より狭い範囲(府県・市サイズ)で気候の違いがな
いか調べてみてください。

4時間

第11回 ゲリラ豪雨、猛暑、豪雪など 防災科学技術研究所ライブラリー「防災基礎講座」
https://dil.bosai.go.jp/workshop/01kouza_kiso/index.html
で、気象災害について概観しておいてください。できれば、
異常気象と呼ばれる近年の事例も取材してみてください。
授業後は、いわゆる「ゲリラ豪雨、猛暑、豪雪」などと表現
される気象現象を再考してください。

4時間

第12回 地球温暖化の原因、実態、影響 第3・4回授業を復習し、気象庁「地球温暖化について」
https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/gw_portal/climate_cha
nge_knowledge.html
の記事から適宜選び、読んでおいてください。
日本列島でどのように温暖化がすすんでいるのかをさらに
調査してください。

4時間

第13回 地球温暖化の対策 地球温暖化対策をいくつか想定しておいてください。
授業後、どのような対策が必要・適切なのかを再考してく
ださい。

4時間

第14回 都市の温暖化（ヒートアイランド）の実態と影響 ヒートアイランド現象発生の仕組みについて調査し、概観
しておいてください。できれば、東京、大阪など大都市以外
で、ヒートアイランド現象が起こっているのかも調べてみて
ください。
授業後、ヒートアイランド現象はどのように人間活動に影
響しているのか再考してください。

4時間

第15回 これまでの授業内容の総括 これまでの授業内容をかえりみて、なお疑問に思われるこ
とがあれば授業で検討しましょう。
学期末に提出していただくレポートについても説明します。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 自然地理学Ⅱ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234松田　順一郎

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

―

経済学部専門教育科目
法学部専門教育科目

テーマ 景観ダイナミズム、地表システムへのアプローチ

授業の目的及び概要
(1)地球および日本列島の地形と気候の概要を示し、景観の見方について考える。
(2)第四紀の気候、地形、生物相の変化を概説し、現在の自然および人工景観の歴史性を論じる。
(3)さまざまな自然の事変をとおして定常・非定常的な気候、地形、水文のプロセスをやや詳しく解説し、それらが災害として発現する社会的な条件も考
える。地域を限った災害史の意義についても言及したい。

学修の到達目標
地球表層における気圏・水圏・生物圏・岩石圏の相互作用、景観の時間・空間的複合性が理解できるようになる。
災害を生じさせる自然過程が理解できる。
自然環境に関するテーマを自分で選び調査してレポートが作成できる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
教職資格取得希望者を主な対象としますが、それ以外の学生も履修できます。ただし、教員の免許状（中学校「社会」及び高等学校「地理歴史」）取得希
望者には、「人文地理学Ⅰ（A）」もあわせて履修することを推奨します。

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
提出されたレポートに対して改善点を指摘したり、追加すべき課題を記入して返送するので改訂版を作成してほしい。

アクティブ・ラーニング
の取組み

実習、フィールドワーク、学外見学／ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

参考文献あるいは関連する文献を各自探して読むこと。 基本的な学術用語は英語併記する。日本語だけでなく英語でもweb検索して情報収集するこ
と。 身の回りの自然現象を注視するよう心がける。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

090010

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

自然地理学概論 (地理学基礎シリーズ), 高橋日出男・小泉武栄編著, 朝倉書店, 2008 年

参考書

4254168179
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 自然地理学とこの講義の概要、気候・水文・地形・生物活動の複合 授業で解説した自然地理学のいくつかの研究分野につい
てウェブ情報や文献を探して確認する。

4時間

第2回 課題レポートのテーマと作成方法、成績評価の決定基準について。 オンラインで配布予定の「レポート作成のガイドライン」を
読んでおく。

4時間

第3回 WEB上の自然地理情報。とくにGIS(地理情報システム)について。 国土地理院「地理院地図」にアクセスして、様々な表示や
計測機能を試しておくように。

4時間

第4回 地球の海陸および大地形。プレートテクトニクス。 地球誕生から今は何年め?陸や海はどうしてできた?ちょっ
と想像しておく。

4時間

第5回 大気大循環と海洋循環、気候区分。 地球をとりまく液体と気体の流れを想像する。いま吸った
空気はどこからきたか?

4時間

第6回 第四紀の環境変化、とくに気候変動とその要因、海水準変動と地殻変
動。

過去260万年間に起こったことを、でたらめでも想像する。 4時間

第7回 地形の基礎知識（1）地形発達史と地形プロセス。地形物質と地形営
力。地形の観察手法。

地図を眺めて、大阪府とその周辺を、山地、丘陵、台地、
平野に区分してみる。それそれの領域のなかに、高い部
分と低い部分がありそうなことも注意する。
「やま」と「ひらち(平地)」しか意識できないではすまない。

4時間

第8回 地形の基礎知識（2）山地と河川流域の水文と地形。 川はどのように始まるか、想像できなければ行って確かめ
る。行けない場合はGoogleEarthでもみて考える。

4時間

第9回 地形の基礎知識（3）平野の河川・氾濫原システム。 自然の川は曲がりたがる。それはなぜか?　川の気持ちに
考えを巡らせる。

4時間
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第10回 地形の基礎知識（4）三角州と海岸地形(海岸砂丘、干潟をふくむ)。 河口や海岸に行った経験から、その場所の波やビーチの
記憶を絞り出しておく。
行ったことがなければ想像してみる。

4時間

第11回 災害（1）斜面崩壊、地すべり、土石流。 防災科学技術研究所 自然災害情報室「防災基礎講座　
基礎知識編」の該当ページを読んでおく。
https://dil.bosai.go.jp/workshop/
最近の土石流災害事例も調べておく。

4時間

第12回 災害（2）河川洪水、内水氾濫、土地利用の変化と流出変化。 防災基礎講座　基礎知識編」の該当ページを読んでおく。
https://dil.bosai.go.jp/workshop/
自分が住んでいる地域の氾濫ハザードマップを探して、眺
めておく。地域の防災上の問題にまで考えが及べばすば
らしい。

4時間

第13回 災害（3）地震と津波・火山噴火。 防災基礎講座　基礎知識編」の該当ページを読んでおく。
https://dil.bosai.go.jp/workshop/
気象予測と地震・火山災害予測の違いを考えてみる。

4時間

第14回 災害（4）異常気象と最近の気候変動。 異常気象を気象庁のWEBページで調べておく。
https://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/longfcst/extreme_ja
pan/index.html
気候変動についてはWikipediaを参照。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%97%E5%80%99%E5%A
4%89%E5%8B%95
でも良いが、英語版のほうがマシ。
https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_variability_a

4時間

第15回 授業のまとめとディスカッション。課題レポートのテーマや調査方法につ
いての質疑応答。

自然地理学とはどのような科目だったか考え直してみる。 4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 地誌Ⅰ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234齋藤　鮎子

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

―

経済学部専門教育科目
法学部専門教育科目

テーマ 日本地誌を網羅的かつ系統的に学ぶ。

授業の目的及び概要
地誌学は，地理学のなかでも重要な分野のひとつであり，ある⼀定の広がりをもった地域（土地や場所）を総合的に理解し，その地域の特徴を把握する
学問分野である。本授業では，日本地誌を中心として，日本における各地域の特徴を社会・⽂化・⾃然的構造から解説する。とりわけ社会と⽂化に焦点
を当て，それぞれの地域で社会と⽂化の地域差が⽣じた背景について，歴史や⾃然環境などから詳しく解説する。これに加えて，各地域が現在抱える
課題や克服・解決⽅法について紹介する。受講生は本授業を通じて，地理学的ものの見方・考え方を養い，いかなる地域の要素が関連し合いながら地
域性として現れているのかを分析する力を身につけることを目指す。

学修の到達目標
1．日本の各地域の特徴を理解・説明することができる。
2．各種の地図，地形図，主題図を理解・説明することができる。
3．地域の統計資料から地誌的内容を分析することができる。
4．地図を作成することができ，そこからその土地や場所について考察することができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
教職資格取得希望者を主な対象としますが、それ以外の学生も履修できます。ただし、教員の免許状（中学校「社会」及び高等学校「地理歴史」）取得希
望者には、「地誌Ⅱ（B）」もあわせて履修することを推奨します。

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業内で告知する理解度確認のための課題について，採点後に返却し，全体の傾向や解説などを行う。

アクティブ・ラーニング
の取組み

グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告／実習、フィールドワーク、学外見学／ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

本授業は，中学校社会科，高等学校の地理歴史科の教職課程の教科にかかわる専門科目であり，日本地誌を網羅的かつ系統的に学ぶことをテーマと
している。高校地理の未修者にも配慮した授業を行う。
授業の進捗状況や受講生の理解の度合いによって，授業計画を調整することがある。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

0304030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

指定しない。配布資料によって授業を理解するための補助とする。
高校などで使用した地図帳を毎時持参すること。地図帳の無い人は，『新詳高等地図』帝国書院，『高等地図
帳 改訂版』二宮書店，などを用意すること。

参考書

①菊池俊夫 編『日本（世界地誌シリーズ1）』朝倉書店，2011年
②平岡昭利『読みたくなる「地図」国土編―日本の国土はどう変わったか』海青社，2019年
③松井秀郎 編『1964年と2020年くらべて楽しむ地図帳』山川出版，2020年
④山口覚ほか『図説 京阪神の地理―地図から学ぶ―』ミネルヴァ書房，2019年

指定しない。

①9784254168556
②9784860993467
③9784634151802
④9784623084845

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 イントロダクション―地理学・地誌学とは―

本授業の進め方，内容，留意事項を説明したのち，地理学・地誌学とは
どういった学問なのか解説します。

予習：シラバスを熟読し，内容を確認する。
復習：補足の情報や自身の考察などを配布資料やノート
に加筆する。

3時間

第2回 日本の国土―位置・領土・領海―

日本の位置を地図帳やデジタル地図を用いて解説します。
地理学・地誌学で必要な基礎的知識として，地図の種類や地図情報の
表現法（地図投影法，緯度・経度，時差など）について解説します。

予習：地図帳で日本の位置と地図投影法，緯度・経度を確
認する。
復習：補足の情報や自身の考察などを配布資料やノート
に加筆する。

3時間

第3回 八尾巡検―フィールドワーク実践―

大学周辺で巡検を実施します。巡検では，地形図やその他の資料を
持ってそれを参照しながら歩きます。
※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては，内容や形式を変更
する場合があります。

予習：大学周辺，近鉄八尾駅，JR八尾駅周辺の明治期と
現在の地形図を「今昔マップ」で確認しながら比較する。
復習：補足の情報や自身の考察などを配布資料やノート
に加筆する。
課題：レポート「大学周辺のみどころ」を作成する。

6時間

第4回 日本の地域区分と旧国境

日本の律令制時代の地域区分から廃藩置県後，さらに現在に至るまで
の地域区分の変遷について解説します。

予習：地図帳で47都道府県の位置と名称を確認する。
復習：補足の情報や自身の考察などを配布資料やノート
に加筆する。

3時間

－624－



第5回 日本の自然環境

地形の成因について解説します。日本の自然環境の特徴について山
地と平野，地震，河川といった観点から解説します。

予習：世界のプレートの分布を確認する。
復習：日本の河川，山地・山脈，平野の場所を確認する。
補足の情報や自身の考察などを配布資料やノートに加筆
する。

3時間

第6回 日本の気候―稲と茶―

世界と日本の気候について解説します。また稲作文化，茶の飲食文化
についても解説します。

予習：ケッペンの気候区分を確認する。それぞれの気候の
特徴を確認する。
復習：補足の情報や自身の考察などを配布資料やノート
に加筆する。

3時間

第7回 日本の人口

世界と日本の人口動向，人口分布について解説します。また，日本に
おける人口問題と将来像を解説します。

予習：各人口ピラミッドの特徴を確認する。
復習：補足の情報や自身の考察などを配布資料やノート
に加筆する。

3時間

第8回 日本の資源・エネルギーと産業

世界と日本の資源・エネルギーの分布を解説します。産業別人口構成
から世界と日本の産業について比較をしながら解説します。
日本における工業の立地がいかなる条件でどこに分布しているのかを
解説します。

予習：日本の主な工業地帯を確認する。
復習：補足の情報や自身の考察などを配布資料やノート
に加筆する。
課題：レポート「出身地の地誌」を作成する。

6時間

第9回 プレゼンテーションー「出身地の地誌」―

「出身地の地誌」を発表してもらいます。
※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては，内容や形式を変更
する場合があります。

予習：課題レポート「出身地の地誌」を発表用資料に作り
替える。
復習：自身の発表で不足していたことを振り返る。

6時間

第10回 九州地方

東アジアとの近接性，自然環境の多様性，畜産業の観点から九州地方
の特徴を解説します。

予習：九州地方に関する基礎的な事項を地図帳で確認す
る。
復習：補足の情報や自身の考察などを配布資料やノート
に加筆する。

4時間

第11回 中国・四国地方

気候，重化学工業，海上交通の観点から中国・四国地方の特徴を解説
します。

予習：中国・四国地方に関する基礎的な事項を地図帳で
確認する。
復習：補足の情報や自身の考察などを配布資料やノート
に加筆する。

4時間

第12回 近畿地方

琵琶湖水系，京阪神都市圏，阪神工業地帯の観点から近畿地方の特
徴を解説します。

予習：近畿地方に関する基礎的な事項を地図帳で確認す
る。
復習：補足の情報や自身の考察などを配布資料やノート
に加筆する。

4時間

第13回 中部地方

山脈地帯，太平洋ベルト，農業・水産業の観点から中部地方の特徴を
解説します。

予習：中部地方に関する基礎的な事項を地図帳で確認す
る。
復習：補足の情報や自身の考察などを配布資料やノート
に加筆する。

4時間

第14回 関東地方

関東平野，都市圏，メガシティ東京の観点から関東地方の特徴を解説
します。

予習：関東地方に関する基礎的な事項を地図帳で確認す
る。
復習：補足の情報や自身の考察などを配布資料やノート
に加筆する。

4時間

第15回 東北・北海道地方

冷涼な気候，大規模農業，民族の観点から東北・北海道方の特徴を解
説します。

予習：東北・北海道地方に関する基礎的な事項を地図帳
で確認する。
復習：補足の情報や自身の考察などを配布資料やノート
に加筆する。

4時間

－625－



実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 地誌Ⅱ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234岡田　良平

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

―

経済学部専門教育科目
法学部専門教育科目

テーマ 地誌学と地域性

授業の目的及び概要
地誌学の目的・方法について学び地域研究の意義を明らかにする。世界地誌を中心とし、東アジア、東南アジア、南北アメリカ、ヨーロッパ、アフリカの自
然、歴史や地域構造、文化の伝播などについて、広角的な視点から地域の形成過程を学ぶ。世界地誌との比較のために、日本の地誌についても特徴
ある地域を社会問題と関連させながら考察していく。そのなかで、地域性とは何か、地誌とは何かを考察できるようになることを目指す。また、教職の履
修科目でもあることからどのように地域を児童・生徒にとらえさせるのかについても適宜、考察していき、社会科や地歴科教員の素地の育成にも対応す
る。

学修の到達目標
地域を広角的に捉えながら、その中で生活する人々の現象や地域性を精緻に探求できる力を身につける。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
教職資格取得希望者を主な対象としますが、それ以外の学生も履修できます。ただし、教員の免許状（中学校「社会」及び高等学校「地理歴史」）取得希
望者には、「地誌Ⅰ（A）」もあわせて履修することを推奨します。

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
課題については、授業中に解説及び講評を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

PBL（課題解決型学習）

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

高校地理の未習者にも配慮しながら授業を進めます。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

発表・レポート、授業への参加姿勢な
どを重視して総合評価します。060

00040

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

特に指定しない。各回の講義で適宜、文献、参考書を紹介する。

参考書

①世界の国々を調べる，矢ヶ崎典隆編，古今書院，2007
②日本をまなぶ　西日本編，上野和彦編，古今書院，2017
③日本をまなぶ　東日本編，上野和彦編，古今書院，2017

０

①9784772241526
②9784772253000
③9784772253017

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 オリエンテーション
講義の進め方、内容、計画、留意事項の説明

地理学と地誌学
小学校の社会科の教科書や資料集をもとに、すでにみなさんが地理学
や地誌学に触れてきていることを再確認します。

Lerning Portalに掲載する第１回授業資料を授業後に読ん
で復習しておくこと

4時間

第2回 東南アジアの自然・歴史・文化1

東南アジアの地誌
タイの自然・歴史・文化
日本でも人気の海外旅行先であるタイ。首都バンコクのあるタイ中央
部、世界的観光地プーケットのあるタイ南部、古都チェンマイがあるタイ
北部などには多くの観光客が押し寄せます。しかし、タイ東北部は観光
地も少なく、経済的にも貧しい地域とされてきました。講義では、タイ東
北部のドンデーン村とその周辺の村を事例に、都市化に翻弄される都
市近郊農村を考察します。

Lerning Portalに掲載する第２回授業資料を授業後に読ん
で復習しておくこと

4時間

－626－



第3回 東南アジアの自然・歴史・文化2

ラオスの自然・歴史・文化
世界の中でも最貧国と位置付けられてきたラオス。近年、中国などの資
本が流入し、社会主義国のラオスにも市場経済が浸透しています。そ
の一方で、首都ビエンチャン近郊でも豊かな自然循環と共生する昔な
がらの生活が色濃く残っています。ラオスは大小60の民族が混在する
多民族国家ですが、首都ビエンチャン周辺のメコン川一帯に住むラオ
族は民族的には広義でタイ東北部に住むタイ人と同じです。言語や文
化的にも近似しています。講義では、ビエンチャン周辺の農村の暮らし
を軸

Lerning Portalに掲載する第３回授業資料を授業後に読ん
で復習しておくこと

4時間

第4回 アメリカの自然・歴史・文化

アメリカの自然・歴史・文化
アメリカは世界一の経済大国であり、農業大国でもあります。様々な角
度からアメリカを論じることが可能です。講義では、スポーツ大国アメリ
カという一面からアメリカの地域性を考察します。アメリカの国技である
ベースボール。中でもメジャーリーグは一大産業です。メジャーリーグに
は全30球団ありますが、各球団とも本拠地の地域性を重視していま
す。チーム名や球団運営にその文化や経済を見ることができます。いく
つかの球団を事例に、チーム名の由来から各地域の地域性や地誌を
考察します

Lerning Portalに掲載する第４回授業資料を授業後に読ん
で復習しておくこと

4時間

第5回 中世から近代に至るヨーロッパの自然・歴史・文化

ヨーロッパは国や地域の違いだけでなく、自然環境や気候も多様です。
そこで「ヨーロッパ世界から見た世界観」というテーマで地誌を考察して
みたいと思います。１３世紀〜１８世紀のヨーロッパの人たちが自分たち
の知らない世界（アジア・アフリカ・南北アメリカ・オーストラリア大陸な
ど）をどのように捉え、どのような世界観を持ち、好奇心を掻き立てられ
たのかを考えながら大航海時代、新大陸の発見、植民地主義に欠かす
ことができなかった「地理学・地誌学」の重要性についても考察します。

Lerning Portalに掲載する第５回授業資料を授業後に読ん
で復習しておくこと

4時間

第6回 麺の文化地理と地誌

私たちの生活で麺類は切っても切り離せません。うどん、そば、パスタ、
ラーメン、焼きそばなど調理方法まで含めれば、多種多様でです。これ
らの麺文化の背景には小麦など穀物の生産が欠かせません。講義で
は、中国を中心に東アジア、東南アジアへと麺文化が波及していった麺
文化の系統性や文化史を通して、東アジアや東南アジア全体における
文化地理学的視点から麺と地域性について考察します。

Lerning Portalに掲載する第６回授業資料を授業後に読ん
で復習しておくこと

4時間

第7回 東南アジア・東アジアの食文化と地誌

東南アジアから東アジア地域の発酵食品、とりわけ魚醤と地域性つい
て考察します。日本の食生活では魚醤と言われてもピンとこないかもし
れません。調味料として有名なのはナンプラーです。しかし、そのルー
ツ、製造過程を見ていくと東南アジアから東アジアにかけて広がる「魚
醤文化圏」が見えてきます。麺の文化地理学は中国を中心とした広が
りでしたが、東南アジアを中心とした東アジアにわたる河川や海洋圏で
の広がりとして考察します。

Lerning Portalに掲載する第７回授業資料を授業後に読ん
で復習しておくこと

4時間

第8回 食糧問題における世界各地の自然・歴史・文化

飽食の日本において食料問題や食糧危機に関する実感は日常生活か
らはほとんどありません。講義では、バナナ、ジャガイモなどの身近な
食材をテーマに食料生産を軸に様々な観点から食糧問題を考察しま
す。世界の食糧生産や消費動向について考察し、その中で世界各地で
起こった食料問題と自然環境の変化、社会経済の変化を結びつけて考
察します。

Lerning Portalに掲載する第８回授業資料を授業後に読ん
で復習しておくこと

4時間

第9回 高い土地のくらし・低い土地のくらし

高い土地のくらしとして、群馬県嬬恋村のレタス栽培、海外の事例とし
ては南米のボリビアとペルーの地誌について、低い土地のくらしとして
は、岐阜県海津市の輪中、海外の事例としてオランダの地誌を取り上
げます。いずれも小学校から高校までの地理の学習で「高い土地のくら
し」、「低い土地のくらし」の中で学習してきた代表的な地域や国です。
それらを再度、クローズアップし、地誌学という視点から高度による気候
の違いが生活環境にどのように影響を与えているのかを歴史・文化・産
業の面から多面的に考察してきます。

Lerning Portalに掲載する第９回授業資料を授業後に読ん
で復習しておくこと

4時間

第10回 アフリカの自然・歴史・文化

日本では以前にも増してアフリカ諸国との関係が深まりつつあります
が、豊かな自然と動植物がイメージされるように、未だにステレオタイプ
のアフリカ像が色濃くあります。そうした一面も魅力の一つではあります
が、アフリカ諸国では地域独自の文化が植民地支配やキリスト教、イス
ラム教などと複雑に絡み合い、紛争・モノカルチャー経済・超過債務・貧
富の拡大といった大きな課題を抱えながらも、急速なインフラ整備と都
市化により「最後のフロンティア」と言われる高い経済成長を示している
ことも現代アフリカの一面です。一概に「アフリカ」といっても大陸そのも
のは広大で、地形は非常に起伏に富み、多様な気候が存在します。講
義では海岸線の国、内陸国など自然条件の違いをもとにいくつかの国
を事例として地誌的アプローチを行いながら考察します。

Lerning Portalに掲載する第10回授業資料を授業後に読
んで復習しておくこと

4時間

第11回 フィールドワークの実践①

地誌学の基本であるフィールドワークを行います。近鉄八尾駅周辺で
行います。また、八尾市の地誌についても解説します。

※感染状況等によって、内容を変更する場合があります。

Lerning Portalに掲載する第11回授業資料を授業後に読
んで復習しておくこと

4時間

第12回 フィールドワークの実践②

地誌学の基本であるフィールドワークを行います。近鉄八尾駅周辺で
行います。また、八尾市の地誌についても解説します。

※感染状況等によって、内容を変更する場合があります。

Lerning Portalに掲載する第12回授業資料を授業後に読
んで復習しておくこと

4時間

第13回 地理・地誌を学ぶ・教える

地理や地誌を「学ぶ」ということはどういうことなのか、また、「学ぶ」こと
と一体化して「教える」とはどういった観点が必要なのかを考察します。
みなさんが小学校課程で学習した内容を再度、見直してみることで地
理学、地誌学の基本的な考え方を再確認します。また、その中で具体
的な学習の取り組みから地域をどのように見つめるのかを考察します。

Lerning Portalに掲載する第13回授業資料を授業後に読
んで復習しておくこと

4時間

第14回 方言と地域性（日本の地誌）

私たちが日常的に使っている方言。特に関西弁は有名です。講義で
は、大阪を事例にしながら大阪の各地で使われている方言の特徴や違
いについて考察します。方言の分布を考えることで地域性も考察するこ
とができます。また、方言周圏論や方言の位置付けの変化から社会全
体の方言や言葉、地域そのものに対する人々のまなざしの変容につい
ても考察します。

Lerning Portalに掲載する第14回授業資料を授業後に読
んで復習しておくこと

4時間
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第15回 沖縄の観光

日本屈指の観光地である沖縄県。日本人だけでなく、アジア各地から
観光客が来訪しています。那覇空港では国内線の利用であっても利用
できる免税店、外国からの観光客の誘致と満足度のアップを官民あげ
て取り組んでいます。日本人とアジア各国の観光客の観光の仕方にも
違いがあり、いかにこれらを取り込んでいくかが世界的な観光地である
ハワイとの差でもあると言えるでしょう。観光産業の視点から考察して
いきます。また、これまでの学習のまとめ、フィールドワークの方法、関
西にある地誌学を体感できるスポットを紹介します。ぜひ、時間を見つ
けて遊びがてら行って欲しいと思います。また、レポートの注意点につ
いても解説します。

Lerning Portalに掲載する第15回授業資料を授業後に読
んで復習しておくこと

4時間
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・グループワークやディスカッションなどを通じて、自分の考えや意見を出せるようにし、積極的に他者とコミュニケーションを図っていくようにすること。
・自己の専門分野や領域(法学・経済・政治など)と本講義の内容を関連づけながら、社会問題の解決に向けて具体的な方策を構想できるように主体的
に学習にのぞむこと。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

010

0303030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準
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参考書

①社会学 新版 (New Liberal Arts Selection), 長谷川公一, 有斐閣, 2019年
　※少々厚い本であるが、社会学における歴史から基本概念まで幅広く学ぶことができる。
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授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ◇社会学概説の授業ガイダンス
　・本講義の進め方や受講するにあたっての留意点(授業の内容や評
価方法など)についての確認を行う。
　・社会学とは何かを、具体的なトピックを分析することによって理解す
る。

事前学習：興味のあるニュースを探し、概要を調べておく。
事後学習：講義で学んだ社会学の基本理論・専門用語な
どについて補足事項を調べ、ノートやデータに整理してお
くこと。

4時間

第2回 ◇個人と社会／組織と集団
　・社会学からみた個人と社会、組織と集団における基本的な性質につ
いて考える。
　・実際におきた事件や社会的事象をトピックに取り上げ、それぞれの
立場や状況に応じて、どのように判断や対応が変わるのかを検討す
る。

事前学習：個人と社会、組織と集団に関わるトピックを探
し、概要を調べておく。
事後学習：講義で学んだ社会学の基本理論・専門用語な
どについて補足事項を調べ、ノートやデータに整理してお
くこと。

4時間

第3回 ◇学校と職業／学歴社会と教育政策
　・新しい時代の社会情勢はどのように変化するのか、学歴社会、既存
の職業や仕事はどのように変わっていくのかについて考える。
　・時代に合わせた教育政策とは何か、社会学的な視点からあらため
て検討する。

事前学習：新しい時代における教育改革に関わるトピック
を探し、概要を調べておく。
事後学習：講義で学んだ社会学・教育学の基本理論・専門
用語などについて補足事項を調べ、ノートやデータに整理
しておくこと。

4時間

－629－



第4回 ◇社会における格差問題／グループワーク
　・現代日本社会における様々な格差問題について検討し、その格差
がどこから生じているものなのかについて検討する。
　・関心のある分野、研究分野における様々な格差に注目し、それぞれ
の考えや意見を出し合う。

事前学習：自己の関心のある分野や領域に存在する様々
な格差について調べ、概要を発表できるようにしておくこ
と。
事後学習：講義で学んだ社会学の基本理論・専門用語な
どについて補足事項を調べ、ノートやデータに整理してお
くこと。

4時間

第5回 ◇家族とジェンダー
　・日本の家族形態が、社会状況に合わせてどのように変化してきたの
かを理解する。
　・家族及び性役割の変容を考察し、これからの時代における家族の在
り方について考える。

事前学習：家族問題に関わる事件やトピックについて調
べ、概要について説明できるようにしておくこと。
事後学習：講義で学んだ社会学の基本理論・専門用語な
どについて補足事項を調べ、ノートやデータに整理してお
くこと。

4時間

第6回 ◇マス・コミュニケーションと日本文化
　・これまでの日本社会においてマスコミがどのような影響を社会に与
えてきたのか、映像などを見ながら考察する。
　・マスコミがつくりあげてきた日本文化の特徴や、独自性をどのように
捉えるべきか、グループワークを通じて意見交換を行う。

事前学習：マスコミが大きく影響したと考えられる日本文化
について調べ、その概要を説明できるようにしておくこと。
事後学習：講義で学んだ社会学、メディア文化論などの基
本理論・専門用語などについて補足事項を調べ、ノートや
データに整理しておくこと。

4時間

第7回 ◇現代医療と生命倫理 
　・医療技術の進歩によって、現代社会はどのように変化しているのか
について、その影響を具体的に検討する。
　・社会学的な視点から生命倫理を考えた場合、どのような課題が残さ
れているのかを考える。

事前学習：第1回～第6回までの講義で取り上げた内容に
ついて、基本的事項を確認してくること。
事後学習：講義で学んだ社会学や医学に関する基本理
論・専門用語などについて補足事項を調べ、ノートやデー
タに整理しておくこと。

4時間

第8回 ◇福祉国家と社会福祉／少子高齢化問題
　・福祉国家の３つのモデルなどを参照に福祉国家体制について基本
的知識を学ぶ。
　・日本における少子高齢化問題の解決策を社会福祉の面から具体的
に検討する。

事前学習：少子高齢化問題に関連するニュースやトピック
を調べ、概要を説明できるようにすること。
事後学習：講義で学んだ社会学や社会福祉制度の基本理
論・専門用語などについて補足事項を調べ、ノートやデー
タに整理しておくこと。

4時間

第9回 ◇ＳＤＧｓと環境問題①
　・グループワークを通して、社会学の視点からSDGｓの基本理念を学
ぶ。
　・環境問題を身近に捉えるために、現代社会ではどのような工夫が必
要なのか、具体的に検討する。

事前学習：SDGｓに関わる基本的な事項について、本やイ
ンターネットなどを活用して調べてくる。
事後学習：講義で学んだ社会学や環境問題の基本理論・
専門用語などについて補足事項を調べ、ノートやデータに
整理しておくこと。

4時間

第10回 ◇ＳＤＧｓと環境問題②
　・グループワークを通して、社会学の視点からSDGｓの基本理念を学
ぶ。
　・環境問題を身近に捉えるために、現代社会ではどのような工夫が必
要なのか、具体的に検討する。

事前学習：実際に国内外で行われているSDGｓの取り組み
や今後検討されているプロジェクトなどについて調べてく
る。
事後学習：講義で学んだ社会学や環境問題の基本理論・
専門用語などについて補足事項を調べ、ノートやデータに
整理しておくこと。

4時間

第11回 ◇プレゼンテーション①
　・これまで調べてきた内容などについて個人発表を行う。
　・他者の発表を聞いて、自分なりの考えや意見を具体的に述べる。

事前学習：課題として出された内容について、客観的な
データを基に調べ学習を行ってくること。
事後学習：発表内容から得た社会学に関する基本理論・
専門用語などについて補足事項を調べ、ノートやデータに
整理しておくこと。

4時間

第12回 ◇プレゼンテーション②
　・これまで調べてきた内容などについて個人発表を行う。
　・他者の発表を聞いて、自分なりの考えや意見を具体的に述べる。

事前学習：課題として出された内容について、客観的な
データを基に調べ学習を行ってくること。
事後学習：発表内容から得た社会学に関する基本理論・
専門用語などについて補足事項を調べ、ノートやデータに
整理しておくこと。

4時間

第13回 ◇災害と防災 ／災害がもたらした新たな価値観と生活
　・災害によって社会構造がどのように変化するのか、国内外の事例を
取り上げ具体的に考察をする。
　・統計資料を見ながら、災害による影響を読み解く。
　・近年の防災対策についての傾向と課題について理解する。

事前学習：自分が経験した身近な災害や、関心のある防
災対策などについて調べ、概要を説明できるようにしてお
くこと。
事後学習：講義で学んだ災害社会学の基本理論・専門用
語などについて補足事項を調べ、ノートやデータに整理し
ておくこと。

4時間

第14回 ◇社会学における研究方法
　・理論的研究に加え、社会学で用いられる量的調査・質的調査などの
主要な研究方法について学ぶ。
　・調査結果(実際の調査データやグラフなど)からどのようなことが読み
取れるのか、グループワークなどを通じて情報を共有する。

事前学習：社科学における様々な調査方法について調
べ、概要を説明できるようにしておくこと。
事後学習：講義で学んだ社会学における調査方法の基本
理論・専門用語などについて補足事項を調べ、ノートや
データに整理しておくこと。

4時間

第15回 ◇社会学の総括　／理解度(確認)テスト
　・これまで本講義で取り上げてきた内容を理解度(確認)テストを通じて
総括し、知識の定着を図る。
　・国内外における社会課題の解決に向けて、今後どのようなプロジェ
クトが必要になってくるのか、具体的な構想について発表を行う。

事前学習：理解度(確認)テストに向けて、第1回～第14回
までの講義内容について基本事項を確認してくること。
事後学習：本講義全体で学んだ社会学の基本理論・専門
用語などについて補足事項を調べ、ノートやデータに整理
しておくこと。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 哲学概説Ⅰ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234山口　尚

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

―

経済学部専門教育科目
法学部専門教育科目

テーマ 哲学の歴史と課題——古代・近代・現代

授業の目的及び概要
西洋哲学史上の代表的な哲学者について基本的知識を身に付け、彼らの問題を内側から理解すること。また、古代哲学と近代哲学の特徴を全体とし
て感じ取り、そのうえで現代を生きるわれわれにとっての哲学的課題を自ら問い尋ねてゆくこと。それがこの授業の目的です。
授業はプラトン、アリストテレス、デカルト、カント等の原典翻訳に即して進められますが、受講生には、なじみのない固有名詞や難解な概念・論証を単に
情報としてインプットすることにとどまらず、哲学者たちの思考を追体験することで自分自身の思考のなかに血肉化することが期待されます。

学修の到達目標
１）西洋哲学史上の代表的な哲学者について、固有名詞とその鍵概念を知り、その内容について説明できる
２）古代哲学と近代哲学について、それぞれの特徴と相互の差異を俯瞰的に把握し、それを論述できる
３）以上１）２）を踏まえつつ、現代の哲学的課題を自分なりに把握し、アプローチの仕方を提案できる

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
教職資格取得希望者を主な対象としますが、それ以外の学生も履修できます。ただし、教員の免許状（中学校「社会」及び高等学校「公民」）取得希望者
には、「哲学概説Ⅱ〈哲学概論Ｂ〉」「倫理学概説Ⅰ・Ⅱ〈倫理学概論Ａ・Ｂ〉」もあわせて履修することを推奨します。

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
・提出物をコメントつきで返却する

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

私語厳禁。真摯な態度で臨むこと。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

040

00060

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

『シグマベスト 理解しやすい倫理』（藤田正勝著、文栄堂、2015年）

参考書

978-4-578-24209-3
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 哲学とは何か 【予習】
シラバスを読んでくること。
【復習】
再度シラバスを読み、自身に履修に適した科目か確認す
ること。

2時間

第2回 ギリシア哲学 【予習】
教科書pp. 40-44を読んで、その内容に即した問い・疑問を
3つ以上、用意してくること。
【復習】
返却した第１回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間

第3回 プラトンとイデア論 【予習】
教科書pp. 44-51を読み、プラトンに関する内容をまとめた
うえで、そのイデア論に対する賛否を自分なりに述べるこ
と。
【復習】
返却した第２回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間
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第4回 アリストテレスと哲学の体系 【予習】
教科書pp.51-56を読んで、その内容を踏まえつつ、古代ギ
リシア人の自然観・宇宙像について自分なりに調べてくる
こと。
【復習】
返却した第３回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間

第5回 アウグスティヌスとキリスト教 【予習】
教科書pp. 57-70を読んでキリスト教（思想）について大づ
かみに理解した上で、キリスト教徒が十字を切って祈るこ
との意味についてできるだけ詳しく調べてくること。
【復習】
返却した第４回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間

第6回 コペルニクスと科学革命 【予習】
教科書 pp. 198-201を参考に、「科学革命」について調べ
てくること。
【復習】
返却した第５回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間

第7回 デカルト『方法序説』およびベーコン『ノヴム・オルガヌム』と学問の方法 【予習】
教科書 pp. 201-207を読み、デカルトの演繹法とベーコン
の帰納法についてまとめてくること。
【復習】
返却した第６回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間

第8回 スピノザ『エチカ』およびライプニッツ『人間知性新論』と大陸合理論 【予習】
教科書 p.206「物心二元論」および、pp.209-210「合理論」
について読み、「物心二元論」にどのような難問があるか
考えてくること。
【復習】
返却した第７回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間

第9回 ロック『人間知性論』およびヒューム『人間本性論』と英国経験論 【予習】
教科書 pp.208-209を参考に、ジョン・ロックについて調べ
てくること。
【復習】
返却した第８回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間

第10回 カント『純粋理性批判』と形而上学 【予習】
教科書 pp.220-225を参考に、カントの「第一アンチノミー」
について調べてくること。
【復習】
返却した第９回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間

第11回 コント『実証哲学講義』とフランス革命 【予習】
教科書 pp.248-249を参考に、コントのフルネームと生涯に
ついて調べてくること。
【復習】
返却した第１０回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間

第12回 ウィリアム・ジェームズ『プラグマティズム』から考える 【予習】
アメリカ人とはどのような人々か？　その国民性について
自分なりに調べてくること。
【復習】
返却した第１１回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間

第13回 ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』から考える 【予習】
「世界」とは何か？　自分なりに定義してみること。
【復習】
返却した第１２回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間

第14回 サルトル『実存主義とは何か』から考える 【予習】
「ペーパーナイフ」について調べてくること。
【復習】
返却した第１３回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間

第15回 哲学の歴史と課題 【復習】
これまでのワークシートと教科書の対応範囲について抜
かりなく復習してくること。

2時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 哲学概説Ⅱ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234山口　尚

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

―

経済学部専門教育科目
法学部専門教育科目

テーマ 哲学の現代——社会理論・実存主義・分析哲学・構造主義・ヒューマニズム

授業の目的及び概要
現代の哲学へ入門するため、この授業では社会理論・実存主義・分析哲学・構造主義・ヒューマニズムの思想を学びます。具体的には、マルクス、キェ
ルケゴールやニーチェやハイデガー、ウィトゲンシュタイン、フーコー、シュヴァイツァーなどの思想を学びます。それぞれの哲学者がどのような問題関心
のもと・何を・どのように論じているのか、じっくり腰を据えて考えてゆきましょう。

学修の到達目標
１）それぞれの思想について、その哲学史的文脈を理解し、他者に説明できる
２）それぞれの哲学者の問題意識と創意とを、テキストに内在的に理解し、他者に説明できる
３）以上１）２）を踏まえて、自身の解釈を提示できる

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
教職資格取得希望者を主な対象としますが、それ以外の学生も履修できます。ただし、教員の免許状（中学校「社会」及び高等学校「公民」）取得希望者
には、「哲学概説Ⅰ〈哲学概論Ａ〉」「倫理学概説Ⅰ・Ⅱ〈倫理学概論Ａ・Ｂ〉」もあわせて履修することを推奨します。

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
・提出物はコメントを付して返却します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

予習復習にしっかりとりくむこと。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

030

00070

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

『シグマベスト　理解しやすい倫理』（藤田正勝著、文栄堂、2015年）

参考書

978-4-578-24209-3
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 西洋哲学史概観 【予習】
シラバスを読んでくること。
【復習】
再度シラバスを読み、自身の履修に適した科目か確認す
ること。

2時間

第2回 功利主義 【予習】
教科書pp. 238-242を読んで功利主義の思想をまとめてく
ること。
【復習】
返却した第１回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間

第3回 マルクス 【予習】
教科書pp.242-248を読んで、社会主義の思想について簡
潔にまとめてくること。
【復習】
返却した第２回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間

第4回 キェルケゴール 【予習】
教科書pp.255-257を読んで、キェルケゴールの思想をまと
めてくること。
【復習】
返却した第３回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間
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第5回 ニーチェ 【予習】
教科書pp.257-259を読んで、ニーチェの思想をまとめてく
ること
【復習】
返却した第４回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間

第6回 ハイデガー 【予習】
教科書pp.260-262を読んでハイデガーの思想をまとめてく
ること
【復習】
返却した第５回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間

第7回 ヤスパースとサルトル 【予習】
教科書pp.259-264を読んでヤスパースとサルトルの思想
をまとめてくること。
【復習】
返却した第６回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間

第8回 フロイトとユング 【予習】
教科書pp.264-267を読んでフロイトとユングの考えをまと
めてくること。
【復習】
返却した第７回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間

第9回 フランクフルト学派 【予習】
教科書pp.270-271を読んでフランクフルト学派の思想をま
とめてくること。
【復習】
返却した第８回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間

第10回 アーレント 【予習】
教科書p.282を読んでアーレントの思想をまとめてくること。
【復習】
返却した第９回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間

第11回 構造主義 【予習】
教科書pp.272-274を読んで構造主義の思想をまとめてくる
こと。
【復習】
返却した第１０回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間

第12回 ウィトゲンシュタイン 【予習】
教科書pp.269-270を読んでウィトゲンシュタインの思想を
まとめてくること。
【復習】
返却した第１１回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間

第13回 クーン 【予習】
教科書p.287を読みクーンの思想をまとめてくること。
【復習】
返却した第１２回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間

第14回 ポスト構造主義 【予習】
教科書を読みポスト構造主義の思想をまとめてくること。
【復習p.274】
返却した第１３回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間

第15回 現代のヒューマニズム 【予習】
教科書pp.275-280を読み現代のヒューマニズムの思想を
まとめてくること。
【復習】
返却した第１４回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 倫理学概説Ⅰ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234山口　尚

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

―

経済学部専門教育科目
法学部専門教育科目

テーマ 倫理思想の体得——中国思想と仏教から日本思想へ

授業の目的及び概要
近代以前の日本の倫理思想はおもに中国思想と仏教を背景として展開してきました。本講義では、このふたつの伝統思想についての踏み込んだ理解
のために、それぞれの思潮の思想家がどのような考えを提示したのかを確認します。そのうえで日本思想を学びます。

学修の到達目標
１）中国思想および仏教の基本事項について理解し、他者に説明できる
２）古代から近世までの日本思想史の流れを理解し、他者に説明できる
３）古典が読まれてきた仕方を理解し、自らもその読解に参入できる

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
教職資格取得希望者を主な対象としますが、それ以外の学生も履修できます。ただし、教員の免許状（中学校「社会」及び高等学校「公民」）取得希望者
には、「哲学概説Ⅰ・Ⅱ〈哲学概論Ａ・Ｂ〉」「倫理学概説Ⅱ〈倫理学概論Ｂ〉」もあわせて履修することを推奨します。

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
・提出物は原則として次の回の授業冒頭に返却します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

予習復習にしっかりとりくむこと。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

400

00060

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

『シグマベスト 理解しやすい倫理』（藤田正勝著、文栄堂、2015年）

参考書

978-4-578-24209-3
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 １　「倫理」と「倫理学」の異同について
２　高校「倫理」と日本思想史について

【予習】
シラバスを読んでくること。
【復習】
再度シラバスを読み、自身の履修に適した科目か確認す
ること。

2時間

第2回 １　『論語』とはどのような書物か
２　『論語』はどのように読まれてきたか

【予習】
教科書を読み、自分なりに調べ、次の3点について考えて
くること。
①『論語』とはどのような書物か？　②孔子とはどのような
人物か？　③『論語』を読むとはどういうことか？
【復習】
返却した第１回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間

第3回 仏教の起源 【予習】
教科書を読みpp.76-86を読み、仏教の思想についてまと
めてくること。
【復習】
返却した第２回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間

第4回 仏教の広がり 【予習】
教科書を読みpp.76-86を読み、仏教の思想についてまと
めてくること。
【復習】
返却した第３回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間
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第5回 朱子学と陽明学 【予習】
教科書pp.140-144を読んで朱子学と陽明学についてまと
めてくること。
【復習】
返却した第４回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間

第6回 神道 【予習】
教科書pp.112-117を読んで神道についてまとめてくること
【復習】
返却した第５回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間

第7回 聖徳太子 【予習】
教科書pp.118-119を読んで聖徳太子の思想についてまと
めてくること
【復習】
返却した第６回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間

第8回 最澄と空海 【予習】
教科書pp.120-122を読んで最澄と空海の思想についてま
とめてくること
【復習】
返却した第７回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間

第9回 鎌倉新仏教（１）――法然・親鸞・一遍 【予習】
教科書pp.124-130を読んで法然・親鸞・一遍の思想をまと
めてくること。
【復習】
返却した第８回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間

第10回 鎌倉新仏教（２）――栄西・道元・日蓮 【予習】
教科書pp.130-134を読んで栄西・道元・日蓮の思想をまと
めてくること。
【復習】
返却した第９回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間

第11回 林羅山・山崎闇斎・中江藤樹 【予習】
教科書pp.140-142を読んで林羅山・山崎闇斎・中江藤樹
の思想をまとめてくること
【復習】
返却した第１０回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間

第12回 伊藤仁斎・山鹿素行・荻生徂徠 【予習】
教科書pp.143-145を読んで伊藤仁斎・山鹿素行・荻生徂
徠について調べてくること。
【復習】
返却した第１１回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間

第13回 明六社と福沢諭吉 【予習】
教科書pp.154-156を読んで明六社と福沢諭吉についてま
とめてくること
【復習】
返却した第１２回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間

第14回 西田幾多郎 【予習】
教科書pp.163-164を読んで西田幾多郎についてまとめてく
ること。
【復習】
返却した第１３回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間

第15回 １　日本倫理思想史の振り返り
２　倫理思想史から倫理学へ

【復習】
ノート等に即してこれまでの授業内容について細密に確認
してくること。

2時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 倫理学概説Ⅱ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234山口　尚

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

―

経済学部専門教育科目
法学部専門教育科目

テーマ 倫理学の歴史と課題——青年期の心理と現代の課題

授業の目的及び概要
倫理学の主要な立場について基本的知識を身に付け、それぞれの立脚点や相互の対立点を理解すること。また、そのうえで現代の応用倫理学の諸問
題に触れ、われわれが直面している諸問題について倫理学的観点から考察を深めること。それがこの授業の目的です。

学修の到達目標
１）青年期の心理をめぐる諸問題を理解し、それを説明できる
２）現代の応用倫理学の諸問題について、事例を具体的に知り、１）の諸原理・諸原則と関連付けて捉えられる
３）とくに関心のある現代の問題について、倫理学的観点から論点を整理し、自身の立場を説得的に提示できる

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
教職資格取得希望者を主な対象としますが、それ以外の学生も履修できます。ただし、教員の免許状（中学校「社会」及び高等学校「公民」）取得希望者
には、「哲学概説Ⅰ・Ⅱ〈哲学概論Ａ・Ｂ〉」「倫理学概説Ⅰ〈倫理学概論Ａ〉」もあわせて履修することを推奨します。

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
・提出物はコメントをつけて返却します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

予習復習にしっかり取り組むこと。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

030

00070

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

『シグマベスト 理解しやすい倫理』（藤田正勝著、文栄堂、2015年）

参考書

978-4-578-24209-3
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 青年期の倫理と現代の課題 【予習】
シラバスを読んでくること。
【復習】
再度シラバスを読み、自身の履修に適した科目か確認す
ること。

2時間

第2回 人間とは何か 【予習】
教科書pp.11-15を読んで、人間とは何かをめぐる思想をま
とめてくること。
【復習】
返却した第１回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間

第3回 欲求と防衛機制 【予習】
教科書第1章第2節を読んで欲求と防衛機制についてまと
めてくること
【復習】
返却した第２回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間

第4回 エリクソンとライフサイクル 【予習】
教科書第1章第2節を読んでエリクソンのライフサイクル理
論についてまとめてくること。
【復習】
返却した第３回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間
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第5回 パーソナリティ 【予習】
教科書第1章第2節を読んでパーソナリティの心理学の要
点をまとめてくること。
【復習】
返却した第４回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間

第6回 青年期の課題 【予習】
教科書第1章第2節を読んで「青年期」とは何かについて自
分なりの理解を形成しておくこと。
【復習】
返却した第５回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間

第7回 生命の倫理（１） 【予習】
教科書pp.297-300を読んで生命倫理の問題についてまと
めてくること
【復習】
返却した第6回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間

第8回 生命の倫理（２） 【予習】
教科書pp.300-304を読んで生命倫理の問題についてまと
めてくること
【復習】
返却した第7回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間

第9回 環境の倫理（１） 【予習】
教科書pp.305-307を読んで環境倫理の問題についてまと
めてくること
【復習】
返却した第8回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間

第10回 環境の倫理（２） 【予習】
教科書pp.307-310を読んで環境倫理の問題についてまと
めてくること
【復習】
返却した第9回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間

第11回 家族をめぐる問題 【予習】
教科書pp.311-315を読んで家族をめぐる問題について調
べてくること。
【復習】
返却した第１０回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間

第12回 地域社会をめぐる問題 【予習】
教科書pp.316-317を読んで地域社会をめぐる問題につい
てまとめてくること
【復習】
返却した第１１回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間

第13回 情報の倫理 【予習】
教科書pp.318-321を読んで情報倫理の問題についてまと
めてくること
【復習】
返却した第１２回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間

第14回 文化と宗教の問題 【予習】
教科書pp.322-324を読んで情報倫理の問題についてまと
めてくること
【復習】
返却した第１３回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間

第15回 平和をめぐる問題 【予習】
教科書pp.325-327を読んで平和をめぐる問題についてま
とめてくること
【復習】
返却した第１４回ワークシートを確認し、加除訂正を行うこ
と。

2時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 宗教学概説　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234本多　真

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

―

経済学部専門教育科目
法学部専門教育科目

テーマ この講義では、宗教の歴史的な流れを理解しつつ、グローバルな状況の中でそれがどのように需要され今日に至っているのか学びます。

授業の目的及び概要
宗教文化、宗教対話、宗教慣習に関心を持ちつつ、宗教をめぐる現象を客観的に理解／分析することのできる力を身に着けることを目指します。

学修の到達目標
宗教がどのような歴史を経て、今日どのような形で現存し、社会とどのように共存しているのか、その概要について説明することができるようになる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
教職資格取得希望者を主な対象としますが、それ以外の学生も履修できます。

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
フロアから寄せられた質問にその場で答えます。また講評についても授業時に対応します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

まずは身近にある宗教行事、宗教文化、伝統的慣習について考えてみてください。
また、政治、経済、医療と宗教の関係について考えてみてください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

060

010030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

毎回、資料を準備します。

参考書

①本当にわかる宗教学，井上順孝，日本実業出版社，2011年
②宗教学キーワード，島薗進，有斐閣，2006年

特にありません。

①9784534048127
②9784641058835

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 イントロダクション：宗教について考える ・講義概要の説明。
・あなたがイメージする宗教とはいったい何を指しています
か。考えてみてください。
・世界に宗教を信じる人はどのくらいいるのか、調べてお
いてください。

2時間

第2回 人間と宗教 ・前回講義の内容を復習してきてください。
・以下のことを考えてみてください。
「時代が便利になっても宗教は無くなりません。どうしてで
しょう？」「人間は生きたり、死んだりすることに際し、「物
語」を必要とします。なぜ「物語」を必要とするのでしょ

2時間

第3回 宗教：一神教について ・前回講義の内容を復習してきてください。
・この講義では世界三大宗教について触れます。
・ユダヤ教、キリスト教、イスラームについて学びます。

1.5時間

第4回 宗教：多神教、無神論について ・前回講義の内容を復習してきてください。
・ヒンドゥー教、仏教について学びます。

2時間

第5回 宗教は命をどう見るか① ・前回講義の内容を復習してきてください。
・生命操作、中絶、自死について、宗教がこれらをどう見て
いるか考えてみましょう。

2時間

第6回 宗教は命をどう見るか② ・前回講義の内容を復習してきてください。
・生命操作、中絶、自死について、宗教がこれらをどう見て
いるか考えてみましょう。

2時間

第7回 宗教は命をどう見るか③ ・前回講義の内容を復習してきてください。
・生命操作、中絶、自死について、宗教がこれらをどう見て
いるか考えてみましょう。

2時間
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第8回 課題対応と宗教① ・前回講義の内容を復習してきてください。
・社会がかかえる課題に取り組む宗教者は多くいます。
・社会がかかえる課題に積極的に取り組む宗教とそうでな
い宗教があります。積極的に取り組む宗教はどんな宗教
か、考えてみましょう。

2時間

第9回 課題対応と宗教② ・前回講義の内容を復習してきてください。
・社会がかかえる課題に取り組む宗教者は多くいます。
・社会がかかえる課題に積極的に取り組む宗教とそうでな
い宗教があります。積極的ではない宗教はどんな宗教
か、考えてみましょう。

2時間

第10回 伝統文化と宗教① ・前回講義の内容を復習してきてください。
・伝統文化の多くは宗教性と結びついています。
・どんな伝統文化が宗教と結びついているか、考えてみま
しょう。

2時間

第11回 伝統文化と宗教② ・前回講義の内容を復習してきてください。
・伝統文化の多くは宗教性と結びついています。
・どんな伝統文化が宗教と結びついているか、考えてみま
しょう。

2時間

第12回 経済と宗教 ・前回講義の内容を復習してきてください。
・宗教は「お金」をどう捉えてきたのでしょう。お金と宗教は
どうかかわってきたのか、考えてみましょう。

2時間

第13回 発表：ディスカッション① ・前回講義の内容を復習してきてください。
・テーマを設定したうえで、論議をおこないます。論議に向
けた準備をしてください。

2時間

第14回 発表：ディスカッション② ・前回講義の内容を復習してきてください。
・テーマを設定したうえで、論議をおこないます。論議に向
けた準備をしてください。

2時間

第15回 講義総括 ・前回講義の内容を復習してきてください。 2時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 心理学概説　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

234上田　智巳

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

―

経済学部専門教育科目
法学部専門教育科目

テーマ 心理学入門、心理学を学ぶための基礎

授業の目的及び概要
心理学は人間の心について科学的に研究する学問です。この授業では、心理学入門として、心理学の基礎的な概念、心の様々な働き、心理学が扱う
研究領域や研究アプローチの方法などについて広く学んでいきます。

学修の到達目標
心理学の研究方法（心の働きを測定するための科学的な方法）が理解できるようになる。
心の仕組みや働き、個人差などについての様々な現象、概念、理論が理解できるようになる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
教職資格取得希望者を主な対象としますが、それ以外の学生も履修できます。

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
小テストについては、実施後に正解と解説を公開します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

「授業の目的及び概要」欄にも記したように、心理学は人間の心について科学的に研究する学問です。心を科学的に研究するには、心の働きを客観的
に測定する必要があります。直接触れたり見たりすることができない対象（心）をどのようにして客観的に測定するのかという点が、心理学のおもしろさ
の一つではないかと思います。また、研究の結果、心の働きには、わたしたちの常識・予想とは異なる、意外な面も多くあることが示されています。この
こともまた、心理学を学ぶおもしろさとして挙げられます。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

500

00500

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキスト指定は行いません。必要な資料を適宜配布します。

参考書

心理学（新版），無藤隆・森敏昭・遠藤由美・玉瀬耕治，有斐閣，2018年

なし

9784641053861

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 この講義の概要、全体像について学びます。 【予習】シラバスの内容をよく確認しておいてください。
【復習】この回の配布資料、ノートを読み直し、講義で得た
知識を確認してください。

3時間

第2回 心理学の歴史と研究方法について学びます。 【予習】前回の授業資料、ノートを読み直し、前回の内容を
整理しておいてください。
【復習】この回の授業資料、ノートを読み直し、講義で得た
知識を確認してください。

3時間

第3回 感覚・知覚について学びます。 【予習】前回までの授業資料、ノートを読み直し、前回まで
の内容を整理しておいてください。
【復習】この回の授業資料、ノートを読み直し、講義で得た
知識を確認してください。

3時間

第4回 記憶について学びます。 【予習】前回までの授業資料、ノートを読み直し、前回まで
の内容を整理しておいてください。
【復習】この回の授業資料、ノートを読み直し、講義で得た
知識を確認してください。

3時間

第5回 前回に続き、記憶について学びます。 【予習】前回までの授業資料、ノートを読み直し、前回まで
の内容を整理しておいてください。
【復習】この回の授業資料、ノートを読み直し、講義で得た
知識を確認してください。

3時間

第6回 推論について学びます。 【予習】前回までの授業資料、ノートを読み直し、前回まで
の内容を整理しておいてください。
【復習】この回の授業資料、ノートを読み直し、講義で得た
知識を確認してください。

3時間
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第7回 知能について学びます。 【予習】前回までの授業資料、ノートを読み直し、前回まで
の内容を整理しておいてください。
【復習】この回の授業資料、ノートを読み直し、講義で得た
知識を確認してください。

4時間

第8回 学習について学びます。 【予習】前回までの授業資料、ノートを読み直し、前回まで
の内容を整理しておいてください。
【復習】この回の授業資料、ノートを読み直し、講義で得た
知識を確認してください。

4時間

第9回 感情について学びます。 【予習】前回までの授業資料、ノートを読み直し、前回まで
の内容を整理しておいてください。
【復習】この回の授業資料、ノートを読み直し、講義で得た
知識を確認してください。

4時間

第10回 適応と精神的健康について学びます。 【予習】前回までの授業資料、ノートを読み直し、前回まで
の内容を整理しておいてください。
【復習】この回の授業資料、ノートを読み直し、講義で得た
知識を確認してください。

4時間

第11回 性格について学びます。 【予習】前回までの授業資料、ノートを読み直し、前回まで
の内容を整理しておいてください。
【復習】この回の授業資料、ノートを読み直し、講義で得た
知識を確認してください。

5時間

第12回 集団の心理（同調行動と権威への服従など）について学びます。 【予習】前回までの授業資料、ノートを読み直し、前回まで
の内容を整理しておいてください。
【復習】この回の授業資料、ノートを読み直し、講義で得た
知識を確認してください。

5時間

第13回 集団の心理（集団における意思決定など）について学びます。 【予習】前回までの授業資料、ノートを読み直し、前回まで
の内容を整理しておいてください。
【復習】この回の授業資料、ノートを読み直し、講義で得た
知識を確認してください。

5時間

第14回 発達について学びます。 【予習】前回までの授業資料、ノートを読み直し、前回まで
の内容を整理しておいてください。
【復習】この回の授業資料、ノートを読み直し、講義で得た
知識を確認してください。

5時間

第15回 これまでの講義内容を全体的に振り返ります。 【予習】前回までの授業資料、ノートを読み直し、前回まで
の内容を整理しておいてください。
【復習】これまでの授業資料、ノートを読み直し、講義で得
た知識を総復習してください。

6時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 インターンシップ（学外研修）　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234前鶴　政和

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

実習

―

経済学部専門教育科目

テーマ インタ－ンシップ（就業体験学習）を通じて社会、働く意味、そして自分を知る。

授業の目的及び概要
インターンシップは、授業のない夏季休暇期間（８・９月）や春季休暇期間（２・３月）において、企業や地方公共団体などでの実習（＝就業体験）を行うも
ので、実習を通じて社会や職業への理解を深め、将来の進路や職業の選択に向けた社会観・職業観を養成する。企業、団体、事業所等への派遣にあ
たっては、学内で事前のガイダンスと研修を実施し、インターンシップの意義・目的についての理解を深めた後、受入事業所において、2週間（実働１０日
間）以上の実習を行う。実習終了後、体験レポートを作成することで、インターンシップの成果と課題を認識する。

学修の到達目標
企業・団体・事業所等における一定期間の就業体験を行い大学における学習と社会での実習経験を結びつけることで、将来の社会的・職業的自立を意
識することを目標とする。さらに、主体的な職業選択に向けた動機づけを行うとともに、社会観・職業観を含む就業力を育成し、希望進路の実現に不可
欠な就職活動に対する意識を高める。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
実習中に作成する日誌は、提出後、担当者から返却する。返却した日誌を元に自身を振り返って、次の実習に活かすこと。

アクティブ・ラーニング
の取組み

PBL（課題解決型学習）／プレゼンテーション、発表、報告／実習、フィールドワーク、学外見学

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

＜重要＞この科目を履修する際には、必ず、キャリアセンターで開催する説明会に参加して、インターンシップの基本的な意義目的について理解してお
くこと。
なお、インターンシップは実習先において社会人としてのマナーが厳しく問われる。そのため、欠席・遅刻、早退は論外である。自覚して臨んでほしい。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

050050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

なし

参考書

指定テキストはありません。
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 イントロダクション
授業の目的、授業の進め方、成績評価の方法など、授業の概要を説明
する。併せて、インターンシップの意義と目的について概要を説明す
る。

【予習】事前学修として、シラバス等の内容を確認してお
く。（30分程度）
【復習】事後学修として、説明があった内容について再確
認しておく。（30分程度）

1時間

第2回 事前研修①
ゲスト講師による講義とグループワークを通じて、ビジネス社会で求め
られる素養、ビジネスマナー、コミュニケーションスキルを養い、社会人
にとって必要な素養・能力等を理解する。

【予習】事前学修として、社会人としての基本的な部分を事
前に準備しておく。（30分程度）
【復習】事後学修として、講義とグループワークの内容につ
いて再確認しておく。（30分程度）

1時間

第3回 事前研修②
ゲスト講師による講義とグループワークを通じて、ビジネス社会で求め
られる素養、ビジネスマナー、コミュニケーションスキルを養い、社会人
にとって必要な素養・能力等を理解する。

【予習】事前学修として、社会人としての基本的な部分を事
前に準備しておく。（30分程度）
【復習】事後学修として、講義とグループワークの内容につ
いて再確認しておく。（30分程度）

1時間

第4回 事前研修③
ゲスト講師による講義とグループワークを通じて、ビジネス社会で求め
られる素養、ビジネスマナー、コミュニケーションスキルを養い、社会人
にとって必要な素養・能力等を理解する。

【予習】事前学修として、社会人としての基本的な部分を事
前に準備しておく。（30分程度）
【復習】事後学修として、講義とグループワークの内容につ
いて再確認しておく。（30分程度）

1時間

第5回 インターンシップ派遣先企業等において実習①（1日目）
インタ－ンシップ派遣先企業等にて就業体験を行い、業務報告として実
習日誌を作成することで、社会人としての行動規範を身につけ、ビジネ
スに関する基本的な素養を培う。

【予習】事前学修として、派遣先に関わる業界の最新動向
や今後の展望などについて調べる。（30分程度）
【復習】事後学修として、就業体験結果について実習日誌
にまとめ、次の就業体験に活かしていく。（30分程度）

1時間

第6回 インターンシップ派遣先企業等において実習②（２日目）
インタ－ンシップ派遣先企業等にて就業体験を行い、業務報告として実
習日誌を作成することで、社会人としての行動規範を身につけ、ビジネ
スに関する基本的な素養を培う。

【予習】事前学修として、引き続き派遣先に関わる業界の
最新動向や今後の展望などについて調べる。（30分程度）
【復習】事後学修として、就業体験結果について実習日誌
にまとめ、次の就業体験に活かしていく。（30分程度）

1時間
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第7回 インターンシップ派遣先企業等において実習③（3日目）
インタ－ンシップ派遣先企業等にて就業体験を行い、業務報告として実
習日誌を作成することで、社会人としての行動規範を身につけ、ビジネ
スに関する基本的な素養を培う。

【予習】事前学修として、引き続き派遣先に関わる業界の
最新動向や今後の展望などについて調べる。（30分程度）
【復習】事後学修として、就業体験結果について実習日誌
にまとめ、次の就業体験に活かしていく。（30分程度）

1時間

第8回 インターンシップ派遣先企業等において実習④（4日目）
インタ－ンシップ派遣先企業等にて就業体験を行い、業務報告として実
習日誌を作成することで、社会人としての行動規範を身につけ、ビジネ
スに関する基本的な素養を培う。

【予習】事前学修として、引き続き派遣先に関わる業界の
最新動向や今後の展望などについて調べる。（30分程度）
【復習】事後学修として、就業体験結果について実習日誌
にまとめ、次の就業体験に活かしていく。（30分程度）

1時間

第9回 インターンシップ派遣先企業等において実習⑤（5日目）
インタ－ンシップ派遣先企業等にて就業体験を行い、業務報告として実
習日誌を作成することで、社会人としての行動規範を身につけ、ビジネ
スに関する基本的な素養を培う。

【予習】事前学修として、引き続き派遣先に関わる業界の
最新動向や今後の展望などについて調べる。（30分程度）
【復習】事後学修として、就業体験結果について実習日誌
にまとめ、次の就業体験に活かしていく。（30分程度）

1時間

第10回 インターンシップ派遣先企業等において実習⑥（6日目）
インタ－ンシップ派遣先企業等にて就業体験を行い、業務報告として実
習日誌を作成することで、社会人としての行動規範を身につけ、ビジネ
スに関する基本的な素養を培う。

【予習】事前学修として、引き続き派遣先に関わる業界の
最新動向や今後の展望などについて調べる。（30分程度）
【復習】事後学修として、就業体験結果について実習日誌
にまとめ、次の就業体験に活かしていく。（30分程度）

1時間

第11回 インターンシップ派遣先企業等において実習⑦（7日目）
インタ－ンシップ派遣先企業等にて就業体験を行い、業務報告として実
習日誌を作成することで、社会人としての行動規範を身につけ、ビジネ
スに関する基本的な素養を培う。

【予習】事前学修として、引き続き派遣先に関わる業界の
最新動向や今後の展望などについて調べる。（30分程度）
【復習】事後学修として、就業体験結果について実習日誌
にまとめ、次の就業体験に活かしていく。（30分程度）

1時間

第12回 インターンシップ派遣先企業等において実習⑧（8日目）
インタ－ンシップ派遣先企業等にて就業体験を行い、業務報告として実
習日誌を作成することで、社会人としての行動規範を身につけ、ビジネ
スに関する基本的な素養を培う。

【予習】事前学修として、引き続き派遣先に関わる業界の
最新動向や今後の展望などについて調べる。（30分程度）
【復習】事後学修として、就業体験結果について実習日誌
にまとめ、次の就業体験に活かしていく。（30分程度）

1時間

第13回 インターンシップ派遣先企業等において実習⑨（9日目）
インタ－ンシップ派遣先企業等にて就業体験を行い、業務報告として実
習日誌を作成することで、社会人としての行動規範を身につけ、ビジネ
スに関する基本的な素養を培う。

【予習】事前学修として、引き続き派遣先に関わる業界の
最新動向や今後の展望などについて調べる。（30分程度）
【復習】事後学修として、就業体験結果について実習日誌
にまとめ、次の就業体験に活かしていく。（30分程度）

1時間

第14回 インターンシップ派遣先企業等において実習⑩（10日目）
インタ－ンシップ派遣先企業等にて就業体験を行い、業務報告として実
習日誌を作成することで、社会人としての行動規範を身につけ、ビジネ
スに関する基本的な素養を培う。

【予習】事前学修として、引き続き派遣先に関わる業界の
最新動向や今後の展望などについて調べる。（30分程度）
【復習】事後学修として、就業体験結果について実習日誌
にまとめ、これまでの実習内容の振り返りを行い、体験レ
ポートの作成に活かす。（30分程度）

1時間

第15回 体験レポートの作成・提出
インタ－ンシップ派遣先企業等にて行った就業体験について、体験レ
ポートを作成し、インターンシップの成果と課題を振り返り、社会人とし
て必要なビジネススキル等について復習を行う。

【予習】事前学習として、これまでの実習内容の振り返りを
行い、体験レポートの作成に活かす。（30分程度）
【復習】事後学修として、社会、働く意味、そして社会人とし
ての自らのあり方について考える。（30分程度）

1時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 海外インターンシップ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

1234前鶴　政和

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

実習

―

経済学部専門教育科目

テーマ 東南アジアやオーストラリアでの就業体験を通じ、異文化理解を深め、グローバルマインドを養う。

授業の目的及び概要
海外インターンシップは、授業のない夏季休暇期間（８・９月）や春季休暇期間（２・３月）において、ベトナム(ハノイ・ホーチミン)、タイ（バンコク）、インドネ
シア（ジャカルタ）、フィリピン（マニラ）、カンボジア（プノンペン）、オーストラリア（メルボルン）などの日系企業等での就業体験するプログラムである。海
外での実習を通じて将来の進路や職業の選択に向けた社会観・職業観を養成するとともに、グローバル人材で求められる素養や態度、価値観について
理解を深める。海外の企業、団体、事業所等への派遣にあたっては、学内での事前ガイダンス受講を必須とする。

学修の到達目標
海外インターンシップは、海外の日系企業・事業所等における就業体験を行い、大学における学習と社会での実習経験を結びつけることで、将来の社
会的・職業的自立を意識することを目標とする。さらに、異文化社会における就業体験により、海外でのワークスタイル、海外勤務の職務特性、現地ス
タッフとの協働について理解を深め、グローバル人材で求められる素養や態度、価値観を培う。また、英語コミュニケーション能力の向上、国際的視野
の涵養、海外で活躍できるグローバル人材への準備、そして、最終的には日本国内外での広いフィールドで活躍できることを目指す。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
実習中に作成する日誌は、提出後、担当者から返却する。返却した日誌を元に自身を振り返って、次の実習に活かすこと。

アクティブ・ラーニング
の取組み

PBL（課題解決型学習）／プレゼンテーション、発表、報告／実習、フィールドワーク、学外見学

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

海外現地での円滑なコミュニケーションには、一定レベルの英語コミュニケーション能力が必要。そのため、研修前か研修後のTOIEC®受験（IPも可）を
必須とする。
この科目を履修する際には、必ず、キャリアセンターで開催する説明会に参加して、海外インターンシップの基本的な意義目的について理解しておくこ
と。
なお、海外インターンシップは国内でのインターンシップと同様に、社会人としてのマナーが厳しく問われる。さらに、派遣先地域・国の治安状況は比較
的安定しているものの、日本国内とは異なることを肝に銘じておく。そのた

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

050050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

なし

参考書

指定テキストはありません。
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 イントロダクション・ガイダンス
授業の目的、授業の進め方、成績評価の方法など、授業の概要を説明
する。併せて、インターンシップの意義と目的について概要を説明す
る。

【予習】事前学修として、シラバス等の内容を確認してお
く。（30分程度）
【復習】事後学修として、説明があった内容について再確
認しておく。（30分程度）

1時間

第2回 事前研修①（ビジネスマナー講座）
ゲスト講師による講義とグループワークを通じて、ビジネス社会で求め
られる素養、ビジネスマナー、コミュニケーションスキルを養い、社会人
にとって必要な素養・能力等を理解する。

【予習】事前学修として、社会人としての基本的な部分を事
前に準備しておく。（30分程度）
【復習】事後学修として、講義とグループワークの内容につ
いて再確認しておく。（30分程度）

1時間

第3回 事前研修②（現地事情理解講座）
ゲスト講師による講義を通じて渡航先の政治・経済事情、文化、歴史に
関する理解を深める。

【予習】事前学修として、現地の歴史・文化・経済などの情
報や治安に関する新聞・ニュースに接し、雇用や社会情勢
に関心を高めておく。（30分程度）
【復習】事後学修として、講義とグループワークの内容につ
いて再確認しておく。（30分程度）

1時間

第4回 事前研修③（危機管理講座）
海外の治安状況を踏まえ、危機管理に対する基本事項を理解する。

【予習】事前学修として、現地の歴史・文化・経済などの情
報や治安に関する新聞・ニュースに接し、雇用や社会情勢
に関心を高めておく。（30分程度）
【復習】事後学修として、講義とグループワークの内容につ
いて再確認しておく。（30分程度）

1時間
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第5回 海外インターンシップ派遣先企業等において実習①（1日目）
海外インタ－ンシップ派遣先企業等にて就業体験を行い、業務報告とし
て実習日誌を作成することで、社会人としての行動規範を身につけ、ビ
ジネスに関する基本的な素養を培う。

【予習】事前学修として、派遣先に関わる業界の最新動向
や今後の展望などについて調べる。（30分程度）
【復習】事後学修として、就業体験結果について実習日誌
にまとめ、次の就業体験に活かしていく。（30分程度）

1時間

第6回 海外インターンシップ派遣先企業等において実習②（2日目）
海外インタ－ンシップ派遣先企業等にて就業体験を行い、業務報告とし
て実習日誌を作成することで、社会人としての行動規範を身につけ、ビ
ジネスに関する基本的な素養を培う。

【予習】事前学修として、引き続き派遣先に関わる業界の
最新動向や今後の展望などについて調べる。（30分程度）
【復習】事後学修として、就業体験結果について実習日誌
にまとめ、次の就業体験に活かしていく。（30分程度）

1時間

第7回 海外インターンシップ派遣先企業等において実習③（3日目）
海外インタ－ンシップ派遣先企業等にて就業体験を行い、業務報告とし
て実習日誌を作成することで、社会人としての行動規範を身につけ、ビ
ジネスに関する基本的な素養を培う。

【予習】事前学修として、引き続き派遣先に関わる業界の
最新動向や今後の展望などについて調べる。（30分程度）
【復習】事後学修として、就業体験結果について実習日誌
にまとめ、次の就業体験に活かしていく。（30分程度）

1時間

第8回 海外インターンシップ派遣先企業等において実習④（4日目）
海外インタ－ンシップ派遣先企業等にて就業体験を行い、業務報告とし
て実習日誌を作成することで、社会人としての行動規範を身につけ、ビ
ジネスに関する基本的な素養を培う。

【予習】事前学修として、引き続き派遣先に関わる業界の
最新動向や今後の展望などについて調べる。（30分程度）
【復習】事後学修として、就業体験結果について実習日誌
にまとめ、次の就業体験に活かしていく。（30分程度）

1時間

第9回 海外インターンシップ派遣先企業等において実習⑤（5日目）
海外インタ－ンシップ派遣先企業等にて就業体験を行い、業務報告とし
て実習日誌を作成することで、社会人としての行動規範を身につけ、ビ
ジネスに関する基本的な素養を培う。

【予習】事前学修として、引き続き派遣先に関わる業界の
最新動向や今後の展望などについて調べる。（30分程度）
【復習】事後学修として、就業体験結果について実習日誌
にまとめ、次の就業体験に活かしていく。（30分程度）

1時間

第10回 海外インターンシップ派遣先企業等において実習⑥（6日目）
海外インタ－ンシップ派遣先企業等にて就業体験を行い、業務報告とし
て実習日誌を作成することで、社会人としての行動規範を身につけ、ビ
ジネスに関する基本的な素養を培う。

【予習】事前学修として、引き続き派遣先に関わる業界の
最新動向や今後の展望などについて調べる。（30分程度）
【復習】事後学修として、就業体験結果について実習日誌
にまとめ、次の就業体験に活かしていく。（30分程度）

1時間

第11回 海外インターンシップ派遣先企業等において実習⑦（7日目）
海外インタ－ンシップ派遣先企業等にて就業体験を行い、業務報告とし
て実習日誌を作成することで、社会人としての行動規範を身につけ、ビ
ジネスに関する基本的な素養を培う。

【予習】事前学修として、引き続き派遣先に関わる業界の
最新動向や今後の展望などについて調べる。（30分程度）
【復習】事後学修として、就業体験結果について実習日誌
にまとめ、次の就業体験に活かしていく。（30分程度）

1時間

第12回 海外インターンシップ派遣先企業等において実習⑧（8日目）
海外インタ－ンシップ派遣先企業等にて就業体験を行い、業務報告とし
て実習日誌を作成することで、社会人としての行動規範を身につけ、ビ
ジネスに関する基本的な素養を培う。

【予習】事前学修として、引き続き派遣先に関わる業界の
最新動向や今後の展望などについて調べる。（30分程度）
【復習】事後学修として、就業体験結果について実習日誌
にまとめ、次の就業体験に活かしていく。（30分程度）

1時間

第13回 海外インターンシップ派遣先企業等において実習⑨（9日目）
海外インタ－ンシップ派遣先企業等にて就業体験を行い、業務報告とし
て実習日誌を作成することで、社会人としての行動規範を身につけ、ビ
ジネスに関する基本的な素養を培う。

【予習】事前学修として、引き続き派遣先に関わる業界の
最新動向や今後の展望などについて調べる。（30分程度）
【復習】事後学修として、就業体験結果について実習日誌
にまとめ、次の就業体験に活かしていく。（30分程度）

1時間

第14回 海外インターンシップ派遣先企業等において実習⑩（10日目）
海外インタ－ンシップ派遣先企業等にて就業体験を行い、業務報告とし
て実習日誌を作成することで、社会人としての行動規範を身につけ、ビ
ジネスに関する基本的な素養を培う。

【予習】事前学修として、引き続き派遣先に関わる業界の
最新動向や今後の展望などについて調べる。（30分程度）
【復習】事後学修として、就業体験結果について実習日誌
にまとめ、これまでの実習内容の振り返りを行い、体験レ
ポートの作成に活かす。（30分程度）

1時間

第15回 レポート作成・提出
企業実習の総括を行うことで、海外インターンシップの成果と課題を認
識する。

【予習】事前学習として、これまでの実習内容の振り返りを
行い、体験レポートの作成に活かす。（30分程度）
【復習】事後学修として、社会、働く意味、そして社会人とし
ての自らのあり方について考える。（30分程度）

1時間
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