
文学 
 

開設大学 名古屋大学 科目コード 300101 

担当教員 吉武 純夫 

（准教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 金曜日：2 限（1030～1200） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 芸術・文学・表現 

教室 東山キャンパス全学教育棟本館Ｃ４３ 

履修条件 ギリシア神話に関心があり、神話の意味を考える意欲があること。 

募集定員 5 名 募集時期 4 月 

講義概要 ギリシア神話の考え方を知る。 

神話は、神々や英雄たちを主人公とした、荒唐無稽でありつつも何らかの真理を語る話であるの

が通例である。ギリシア神話の代表的なものをいくつか取りあげ、それぞれにこめられた意味を

理解する。それを通して、ギリシア神話とはどういう精神世界なのかを知る。  

≪ギリシア神話への招待≫ 

1.神話とは何か。 

2.世界の起源 —コスモロジー、人類の成立 

3.神々の神話 —ゼウスとヘラ、アルテミス、ヘルメス、神々の名誉と領分など 

4.英雄の神話 —オイディプスとアンティゴネ、ヘラクレスなど 

の順に話を進める。 

テキスト・ 

参考文献 

教科書 

ブルフィンチ著『ギリシア・ローマ神話』(岩波文庫)。 

アポロドーロス著『ギリシア神話』(岩波文庫)。  

参考書 

R.バクストン著『ギリシア神話の世界』(東洋書林、2007 年)。 

吉田・松村著『神話学とは何か』(有斐閣新書、1987 年)。 

西村賀子著『ギリシア神話：神々と英雄に出会う』(中公新書、2005 年)  

 

試験・評価

方法 

学期末試験(70％)と出席および随時提出物による。試験では、神話を具体的に記述しその意味を

的確に説明することができるかどうかを見る。履修取下げ制度は採用。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

2 冊の教科書の中の、前もって指定される神話を読み比べ、そこに何を読み取ることができるか

をじっくり考えてくる、という予習を毎回してもらいます。 



心理学Ⅱ 
 

開設大学 名古屋大学 科目コード 300102 

担当教員 狐塚 貴博 

（准教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 火曜日：3 限（1300～1430） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 東山キャンパス全学教育棟本館Ｃ３５ 

履修条件 本講義のテーマに興味、関心をもち、主体性をもって学ぶ意欲があること。 

募集定員 10 名 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 ストレスという用語が日常で頻繁に用いられるようになって久しい。しかし、ストレスが意味す

る内容は幅広く、また日常でストレスを感じずに生活することは困難である。よって、ストレス

自体を無くすのではなく、ストレスと上手く付き合い、理解を深めていくことは、日常生活を送

る上で有益なことと思われる。この授業では、心理学的観点からストレスに接近し、個人内のみ

ならず家族やコミュニティといった社会的文脈にまで拡張したテーマを扱う。心理学的観点から

のストレス・モデルを理解し、各自が日常生活に応用する手掛かりを得ることを到達目標とす

る。 

前半ではストレス学説を中心とした心理学的ストレス・モデルやライフイベント、心身との関連

から検討する。後半では家族や組織、コミュニティといった社会的文脈との関連、さらには、心

理的危機の理解や対応、支援、そしてストレスマネジメントといった実践的な側面から理解を深

めていく。具体的には以下のテーマに沿った進行を予定している。 

1. イントロダクション 

2. ストレスとは何か 

3. ライフイベントとの関連 

4. 心身との関連① 精神的ストレス反応 

5. 心身との関連② 身体的ストレス反応 

6. 個人的特性 

7. コーピング 

8. 家族とストレス① 家族ライフサイクル上の諸問題 

9. 家族とストレス② ストレス関連疾患 

10. 家族とストレス③ 家族支援の実践 

11. 心理的危機の理解① 学校、職場 

12. 心理的危機の理解② 災害 

13. 心理教育 

14. ストレスマネジメント 

15. まとめ 

テキスト・ 

参考文献 

教科書 

使用しない。必要に応じて資料を配布する。 

参考書 

各回のテーマに沿って、授業内で適宜紹介する。 

試験・評価

方法 

授業を 5 回以上欠席した者は「欠席」とする。毎回の小レポート（50％）、期末のレポート試

験（50％）、その他、授業外の研究参加に関するレポートも加点対象として総合的に判断する。

なお、学期途中で履修を取り下げる場合、担当教員の許可を必要とする。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

受講に当たっては、各回のテーマに即した内容の資料や文献を配布、提示するので、それらを読

んで復習や予習に役立てること。授業時間以外では、心理学に関する実験や調査に積極的な参加

を求める。心理学研究を体験し、研究方法や課題に関する理解を深める。 



現代社会と教育 
 

開設大学 名古屋大学 科目コード 300103 

担当教員 坂本 將暢 

（准教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 水曜日：1 限（845～1015） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 東山キャンパス全学教育棟本館Ｓ１Ｘ 

履修条件 教育に興味関心があることを条件とします。これまで受けてきた授業を振り返るだけでなく、客

観的に捉えることができることも条件とします。グループ作業・討論をすることがありますの

で、そのような作業に臆せず取り組めることも条件とします。 

募集定員 10 名 募集時期 4 月 

講義概要 本授業では、受講者に小・中学校で受けた授業を振り返らせながら、教育とは何を考えてもら

う。とくに、学ぶ立場から教える立場や、分析する立場に視点を移し、授業とは何か、学んでき

た授業の意義は何かを考えてもらう。授業全体を通して、社会における教育の役割、教師の責

任、授業の可能性を積極的に考えてもらう。 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書 

特になし 

参考書 

・授業研究と授業の創造（渓水社） 

・教育工学選書 II Lesson Study（ミネルヴァ書房） 

・パワフル・ラーニング（北大路書房） 

試験・評価

方法 

途中のレポート（2 回を予定）を 40％、 終レポートを 60％として評価します。 

いずれも、質と量をもとに評価します。また、既存の文書等からのコピー＆ペーストが確認でき

た場合、そのレポートは評価の対象から外します。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

全授業回数の 3 分の 2 以上の出席を確認できな場合、評価しません。 



教育と発達の心理 
 

開設大学 名古屋大学 科目コード 300104 

担当教員 平石 賢二 

（教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 月曜日：1 限（845～1015） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 東山キャンパス全学教育棟本館Ｓ２１ 

履修条件 本授業のテーマに関心を持ち，自らの問題として主体的に学ぶ姿勢があること。 

募集定員 5 名 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 本授業では，乳幼児期から成人期までの心理社会的発達の特徴と課題を学ぶことを目標とする。

ここでは特に個体としての発達的特徴だけでなく，世代間の相互性，個人と社会的文脈（家庭，

学校，社会，文化など）との相互作用や適合性，各発達段階におけるウェルビーイングのあり

方，などについて理解を深めることを目指している。特に児童期から青年期までは学校教育の影

響を強く受けているため，それに関する諸問題を取りあげる。また，本授業では授業外で実施さ

れている質問紙調査や実験などの心理学研究に参加し，心理学の研究課題や方法について学ぶこ

とも目標とする。 

  

1. イントロダクション 

2. 発達心理学の課題と方法 

3. 乳幼児期（１）：愛着形成とその障害 

4. 乳幼児期（２）：認知発達 

5. 児童期（１）：社会性の発達 

6. 児童期（２）：コンピテンスと学習動機づけ 

7. 思春期・青年期（１）：移行期としての発達的課題 

8. 思春期・青年期（２）：親子における共変関係，依存と自立 

9. 思春期・青年期（３）：友人関係 

10. 思春期・青年期（４）：自己，アイデンティティ 

11. 成人期（１）：成人形成期 

12. 成人期（２）：中年期 

13. 成人期（３）：老年期 

14. 教育・臨床実践における課題 

15. まとめ 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書 

特に指定しない 

参考書 

平石賢二（編著） 改訂版 思春期・青年期のこころ−かかわりの中での発達 北樹出版 2011

年 

小嶋秀夫・やまだようこ（編著）生涯発達心理学 放送大学教育振興会 2002 年 

試験・評価

方法 

期末試験（60%）,授業内容に関するレポート 1 回（20%）,研究参加体験(1 回以上)に関するレ

ポート 1 回(20%)により評価する。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

心理学の研究課題と研究方法を理解するために，授業外での実験や調査等の心理学研究に参加

し，体験することを求めます。授業中に紹介しますので，各自で興味のある研究に参加してみて

ください。また，毎回の授業内容に対応する箇所について，参考書等を用いて事前に予習してお

くこと。 



民主主義の歴史と現在 
 

開設大学 名古屋大学 科目コード 300105 

担当教員 佐藤 史人 

（教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 月曜日：1 限（845～1015） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 東山キャンパス全学教育棟本館Ｓ２０ 

履修条件 特になし 

募集定員 10 名 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 民主主義は、我々の社会の基本原理とされ、一見自明のもののように見えるが、実際には極めて

複雑で、多義的な存在である。それは、民主主義が具体的な社会関係の中で、それぞれの時代の

課題と格闘しながら、形成されてきたからである。この講義では、そうした民主主義の軌跡をた

どり、その可能性と限界を学ぶとともに、現代の民主主義が直面する課題を検討することによっ

て、我々が現代社会にどう向き合うべきかについて考え、議論するための基礎的な知識の習得を

目指す。 

本講義の前半期は、民主政と民主主義思想が歴史的にどのように展開したのかを後付け、後半期

は、具体的な論点に即して、現代社会における民主主義の可能性と課題について検討する。 

第 1 部 

1. 民主政の歴史的展開 

・古代アテナイの民主政、古代ローマの共和制 

・近代市民革命と民主主義（イギリス、アメリカ、フランス） 

・大衆社会の到来と近代民主政への批判 

・現代世界と民主主義 

第 2 部 

2. 現代の直接民主政 

・直接民主政と代表制 

・民主的意思決定と住民投票 

・ソーシャルメディアの発達と街頭行動の再生 

3. グローバル化と民主主義 

・シティズンシップと民主主義 

・ヨーロッパとポピュリズムの台頭 

テキスト・ 

参考文献 

教科書 

講義の際にプリントを配布する。 

参考書 

森正稔『変貌する民主主義』ちくま新書（筑摩書房、2008 年）。ISBN:9784480064240 

笹倉秀夫『法思想史講義』上巻・下巻（東京大学出版会、2007 年）。

ISBN:9784130323406、9784130323413 

その他講義の際に適宜指示する。 

試験・評価

方法 

学期末の筆記試験によって評価する（100％）。 

履修取り下げにあたり，履修取り下げ届は必要としない（期末試験を受験しなかった場合、評価

を「欠席」とする）。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

特になし 



市場経済と社会 
 

開設大学 名古屋大学 科目コード 300106 

担当教員 長尾 伸一 

（教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 月曜日：3 限（1300～1430） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 東山キャンパス全学教育棟本館Ｓ２Ｘ 

履修条件 特になし 

募集定員 10 名 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 経済と市場経済をめぐる学説や思想をたどりながら、現代の課題を明らかにする。 

経済（エコノミー）という言葉には二つの意味があります。「エコノミー・クラス」という時の

ように、この言葉には「節約」という使い方があります。また「日本経済」という用例のよう

に、衣食住という、生物としての人間の生活を支える社会的・集団的な活動を指す場合もありま

す。この二つはどちらも大変重要なので、それらについての考えという意味では、人間が物事を

学問的に考え始めた時から経済学は存在していたと見ることもできます。事実ギリシアの大哲学

者アリストテレースは社会科学に関する古典『政治学』（紀元前 4 世紀）の 初の部分で、後者

の意味の、社会的・集団的な活動としての経済を理論的に考察しています、西洋以外の古代イン

ドや古代中国でも、『実利論』（伝カウティリヤ著、紀元前 3 世紀？）や『塩鉄論』（桓寛編

著、紀元前一世紀）のように、現在の言葉で経済政策と呼ばれるような事柄を体系的に論じる著

作が書かれています。 

しかし現在大学で教えられている「経済学」という学問が生まれたのは、17 世紀から 18 世紀

にかけてのヨーロッパででした。そのため古代ギリシア、ローマの昔から存在していた法学、政

治学と異なって、経済学は社会科学のうち、近代に誕生した学問だと言えます。経済学は誕生以

来、経済成長が国家の力の増大や社会秩序の維持、人間の幸福の増進に役立つと考え、そのため

の政策を学問的に研究してきました。それはグラスゴー大学の教授アダム・スミスが法学・政治

学講義の中で、当時の社会の問題の大半は国家によるさまざまな法的、行政的規制でなく、経済

成長によって解決できると主張していることからもわかります。 

それとは対照的に現代は、人類の生存を脅かす地球環境の悪化を避けるため無条件な経済成長の

追求が難しく、また今世紀末には 100 億に達する世界人口を養うのに必要な資源、食糧、水な

どが不足するので、人口増加の抑制と資源・エネルギーの節約が急務となった時代です。本講義

では経済学の歴史をたどりながら、市場経済と経済学の今後の在り方を考えていきます。 

テキスト・ 

参考文献 

教科書 

講義中に指示する 

参考書 

講義中に指示する 

試験・評価

方法 

期末試験による 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

特になし 



図情報とコンピュータ 
 

開設大学 名古屋大学 科目コード 300107 

担当教員 北 栄輔 

（教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 月曜日：1 限（845～1015） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 社会・マスコミ・情報 

教室 東山キャンパス全学教育棟本館ＣＡＬＬ１ 

履修条件 履修条件は特に無い．関連する科目には、数学や情報リテラシー等をあげることができる． 

募集定員 10 名 募集時期 4 月 

講義概要 表計算ソフトウェア Excel と数式処理ソフトウェア Mathematica を用いた実習を行う．データ

解析を例に Excel の利用法について学習した後，数式処理ソフトウェアを利用して，グラフィッ

クス，アニメーション，作曲を行う方法について学習する．これらの実習を通して，総合的な判

断力と思考力を培う． 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書 

使用しない． 

参考書 

必要に応じて紹介する． 

試験・評価

方法 

・講義中に課すレポート 80%，講義への出席 20%として評価する． 

・レポートには，一般課題と努力課題があり，それらの完成度等により評価する． 

・履修取り下げ制度を採用する． 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

特になし 



図情報とコンピュータ 
 

開設大学 名古屋大学 科目コード 300108 

担当教員 北 栄輔 

（教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 月曜日：1 限（845～1015） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 社会・マスコミ・情報 

教室 東山キャンパス全学教育棟本館情報学部 SIS ラボ 

履修条件 履修条件は特に無い．関連する科目には、数学や情報リテラシー等をあげることができる． 

募集定員 10 名 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 数式処理ソフトウェア Mathematica を用いた実習を行う．数式処理ソフトウェアを利用して，

代数学，微分積分などの数学の実習を実施した後，グラフィックス，アニメーション，作曲を行

う方法について学習する．これらの実習を通して，総合的な判断力と思考力を培う． 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書 

使用しない． 

参考書 

必要に応じて紹介する． 

試験・評価

方法 

・講義中に課すレポート 80%，講義への出席 20%として評価する． 

・レポートには，一般課題と努力課題があり，それらの完成度等により評価する． 

・履修取り下げ制度を採用する． 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

特になし 



システム工学入門 
 

開設大学 名古屋大学 科目コード 300109 

担当教員 佐宗 章弘 

（教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 月曜日：1 限（845～1015） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 東山キャンパス全学教育棟本館ＣＡＬＬ３ 

履修条件 自習、レポート課題を行うため、ＥＸＣＥＬを使える環境にあることが必要である。 

募集定員 10 名 募集時期 4 月 

講義概要 本講義では、システム工学への入門として、多変量解析とよばれるデータ解析の方法を学ぶ。多

変量解析とは、いろいろな問題に現れる数値データ間の関係を明らかにして、大規模なデータの

中からその特徴を抽出し、評価や予測につなげるものである。これは、文系学生が将来直面する

であろう様々な問題に適用できる。本講義のねらいは、通常の文系学生が持つ知識をもとに必要

な数学的手法を学びつつ、多変量解析の考え方と方法を修得することである。 

・多変量解析の基礎知識 

01. 多変量解析とは 

02. 平均と分散 

03. 共分散と相関係数 

・重回帰分析：データ間の関係を予測する 

04. 単回帰分析 

05. 重回帰分析 

06. 結果の評価（決定係数、重相関係数） 

・中間発表：１、２で学んだことを自ら設定した課題に適用する 

07. 中間発表(1) 

08. 中間発表(2) 

・主成分分析：データ解析の「切り口」を見つける 

09. 主成分分析の基本的方法と第１主成分の求め方 

10. 特性方程式とその解法 

11. 結果の評価（寄与率、変量プロット、主成分得点） 

・正準相関分析：２組の変量群の関係を探る 

12. 正準相関分析の考え方と方法 

13. 結果の評価（構造係数、寄与率、冗長性係数） 

・ 終発表 ：これまでに学んだことを自ら設定した課題に適用する 

14. 終発表(1) 

15. 終発表(2) 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書 

特に指定しない。毎回資料を配布する。 

参考書 

実習 多変量解析入門（涌井良幸、涌井貞美著）技術評論社 

試験・評価

方法 

レポート試験と課題発表を評価し、１００点満点で６０点以上を合格とする。期末試験は実施し

ない。履修取り下げ制度を採用する。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

特になし 



物質世界の認識 
 

開設大学 名古屋大学 科目コード 300110 

担当教員 関 隆広（教授） 

鳴瀧 彩絵（准教授） 

澁谷 正俊（講師） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 木曜日：3 限（1300～1430） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 数学・物理・化学 

教室 東山キャンパス全学教育棟本館Ｓ２Ｘ 

履修条件 履修条件：特になし 

関連する科目：化学基礎 I、化学基礎 II 

募集定員 10 名 募集時期 4 月 

講義概要 私たちの身の周りを取りまくもの、生命組織も含めて、物質の観点からとらえれば、原子や分子

の結合体や集合体に他ならない。しかし、化学・材料研究の視点からは、無限ともいえる物質要

素の組み合わせと手段あり、その知見と魅力は広がる一方である。そこには自然に学ぶことで得

られるヒントも沢山ある。本授業では、有機材料系、薬理と関る分子系、無機材料系の３つの観

点から物質を眺め、物質・材料のもつ構造、特性、機能発現に関する理解を深めることにより、

物質科学全般に対する興味を深めることを目的とする。 

1. 材料ナノテクノロジー 

2. 高分子の世界---柔らかい材料の無限の魅力 

3. 分子間力と分子認識---分子は自発的に集まる？ 

4. 液晶の世界---ディスプレイだけではない、生命組織も液晶？ 

5. 分子レベルで見るにおい，味，色 

6. 分子の左右—薬の作用・副作用— 

7. 身近にある毒物 

8. なぜ薬で病気は治るのか 

9. 様々な原子が規則正しく集合！---無機結晶のもつ不思議と魅力 

10. 硬いだけではない？---とても多才な無機結晶 

11. 天然にない結晶を人工的につくる 

12. 身の回りで活躍する先端人工無機結晶 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書 

特になし。随時プリントを毎週用意する。 

参考書 

特になし。 

試験・評価

方法 

毎回のクイズ（40％）と３回のレポート提出（60％、締切と提出場所は授業中に指示）により

評価する。100 点満点で 60 点以上を合格とする。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

5 回以上休むと欠席扱いとする。 



現代の生命科学 
 

開設大学 名古屋大学 科目コード 300111 

担当教員 井原 邦夫（准教授） 

岩渕 万里（講師） 

金岡 雅浩（講師） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 金曜日：1 限（845～1015） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 生物 

教室 東山キャンパス全学教育棟本館Ｃ３２ 

履修条件 特になし 

募集定員 10 名 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 現代の「生命科学」における急速な発展は、私たちの実生活にも大きな影響を及ぼしています。

この講義では、ゲノム、遺伝子、再生医療、遺伝子組換え生物といった身近な問題について、

新トピックスを混じえて学んでいきます。また、現代生命科学において重要性が増すエピジェネ

ティクスについても理解を深めます。エピジェネティクスが生殖、細胞分化、進化などの生命現

象にどのように関与するのか、さらにはクローンや疾病との関わりについて学習します。これら

の講義を通して、生命の巧妙さや、私たちが向き合っていかなければいけない現代の諸問題につ

いて考えていきたいと思います。 

1. 遺伝子工学とは何か 

2. ゲノムの配列を決める 

3. 遺伝子を試験管内で増やす 

4. 遺伝子の働きを操作する 

5. 再生医療（１） 

6. 再生医療（２） 

7. 生命科学と食糧問題（３） 

8. 生命科学と食糧問題（４） 

9. エピジェネティクスとは何か？ 

10. エピジェネティクスと生命現象（１） 

11. エピジェネティクスと生命現象（２） 

12. エピジェネティクスと生命現象（３） 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書 

指定しない。 

参考書 

授業中に紹介する。 

試験・評価

方法 

出席点（30%）、授業への取り組み(20%)と、各担当教員が行う小テスト（課題またはレポート

など；50%）の合計点により判断する。 

履修を取り下げる場合は、履修取り下げ届を提出すること。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

特になし 



遺伝子の世界 
 

開設大学 名古屋大学 科目コード 300112 

担当教員 上口 智治（准教授） 

柴田 秀樹（准教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 木曜日：1 限（845～1015） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 生物 

教室 東山キャンパス全学教育棟本館Ｃ２５ 

履修条件 特になし 

募集定員 10 名 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 生物が見せる様々な生命現象は遺伝子の作用によっている。この講義ではまず、遺伝子概念の発

見に始まる分子生物学の基本概念を解説し、遺伝子の構造・複製・機能発現の仕組みについて理

解を深める。次いで遺伝子と人間社会との関わりを、技術や病気を題材にして紹介する。 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書 

特に指定しない 

参考書 

「分子遺伝学」第３版 ブラウン 東京化学同人 

「細胞の分子生物学」第 5 版 

試験・評価

方法 

学期末試験（自筆ノート持ち込み可）による。 

また学期末試験を受験しない者は「欠席」とする。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

特になし 



食と農の科学 
 

開設大学 名古屋大学 科目コード 300113 

担当教員 土井 一行（准教授） 

村井 篤嗣（准教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 火曜日：1 限（845～1015） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 生物 

教室 東山キャンパス全学教育棟本館Ｃ４３ 

履修条件 特になし 

募集定員 10 名 募集時期 4 月 

講義概要 食と農の科学は人類の食、環境、健康にかかわる総合科学である。本講義では、人類の食を支え

る農が、これまでにどのような発達過程をたどり、現状はどうなっているのかを理解するととも

に、そこにこめられている科学を学ぶ。これらにより、家畜や作物の生産に関する理解を深め、

今後どのように進化させていくべきかを考える。 

1. 作物生産の現状 

2. 作物の栽培（コメ） 

3. 作物の栽培（トマト） 

4. 作物の栽培（農業全般） 

5. 作物の栽培（防除） 

6. 遺伝子組換え作物の作出法 

7. 作物へのバイオテクノロジーの利用 

8. 家畜化と家畜生産の現状 （その１） 

9. 家畜化と家畜生産の現状 （その２） 

10. 家畜の改良 

11. 家畜の生産能力 

12. 家畜の生産と環境 

13. 家畜の生産と感染症 

14. 家畜の生産とバイオテクノロジー  

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書 

Ｗｅｂサイトや参考文献を解説に使用する。各授業において随時資料を配布する。 

参考文献 

１から５ 農林水産省（http://www.maff.go.jp/）（生産や農薬などのキーワード検索で情報

を得る） 

生井兵治ほか編 農学基礎セミナー 新版 農業の基礎 （農産漁村文化協会ＩＳＢＮ978-4-

540-02270-8、１８５０円、解説 

に使用する） 

６ 遺伝子組換え食品 （http://www.mhlw.go.jp/topics/idenshi/） 

遺伝子組換え技術の情報サイト （http://www 

試験・評価

方法 

期末試験を受験しない者は欠席とする 

出席確認を兼ねて小テストやアンケートを実施する（４０％）、期末試験（６０％） 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

特になし 



動植物の科学 
 

開設大学 名古屋大学 科目コード 300114 

担当教員 本道 栄一（教授） 

近藤 始彦（教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 水曜日：2 限（1030～1200） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 生物 

教室 東山キャンパス全学教育棟本館Ｓ２１ 

履修条件 特になし 

募集定員 10 名 募集時期 4 月 

講義概要 身の回りの植物や動物の成長や形作り、環境への応答や生体防御、様々な物質生産など、私たち

の生活に関わりの深い動植物の生命活動について学ぶ。 

講義の前半で植物、後半で動物を扱う。 初の講義では、真核生物の 小単位である細胞につい

て学び、次いで植物の基本構造・機能について概説する。植物の講義の後半では、 新の植物研

究について紹介し、植物の基本的な生命活動のみならず、応用生物工学的な側面の理解を促す。

動物では、体を構成するパーツを核酸レベルから構築し、動物体の三次元的な理解を目指す。次

いで、機能については循環系、免疫系、神経系に分けて概説し、動物の総合的な理解を促す。

後に、発生工学を含む動物工学の 新の話題を提供する。 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書 

特になし 

参考書 

特になし 

試験・評価

方法 

・出席を考慮しながら、期末試験で判断する。 

・履修取り下げ制度を採用する。 

・ガイダンスを除き、4 回以上授業を欠席した場合は「欠席」とする。（動物と植物でそれぞれ

2 回以内の欠席） 

・学期末試験を受験しない者は「欠席」とする。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

特になし 



動植物の科学 
 

開設大学 名古屋大学 科目コード 300115 

担当教員 大森 保成（准教授） 

中川 弥智子（准教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 水曜日：3 限（1300～1430） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 生物 

教室 東山キャンパス全学教育棟本館Ｃ１３ 

履修条件 特になし 

募集定員 10 名 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 動物と植物は、われわれにとって も身近な生物界のメンバーであり、様々な場面でわれわれの

生活と密接な関係をもって存在している。本講義では、この も身近な動物と植物を対象とし

て、生物個体のからだの構造と成り立ち、構造と機能との関係、生物同士のかかわりあい、なら

びに生物多様性などについて、いくつかのトピックスを挙げて説明することにより、生命と生物

の意味を総合的に考えることを目的とする。 

動物形態学、森林生態学をそれぞれ専門とする大学院生命農学研究科所属の２名の教員（大森保

成、中川弥智子）により、以下の内容でリレー式に講義を行う。 

1. 消化管の一般的構造（大森） 

2. 消化管、消化腺および付属器官の構造と消化機能（大森） 

3. 消化管ホルモンの発見と消化機能の調節（大森） 

4. 消化吸収の妙 ～胃・腸～（DVD）神経系による消化機能の調節（大森） 

5. 腸内フローラ ～解明！驚異の細菌パワー～（DVD）神経系による消化機能の調節（大森） 

6. 草食動物（ウシとウマ）における消化器の特徴（大森） 

7. 鳥類（ニワトリ）における消化器の特徴（大森） 

8. 生物多様性とは（中川） 

9. 多種多様な生物が創出・維持される仕組み（中川） 

10. 動植物の消失原因（中川） 

11. 生物多様性の低下がもたらす影響（中川） 

12. 生物多様性の持続的な利用（中川） 

13. 生物多様性の保全方法（中川） 

14. 生物多様性が特に高い熱帯雨林の紹介（DVD）（中川） 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書 

使用しない。講義中に資料を配布する。 

参考書 

必要に応じて講義の中で紹介する。 

試験・評価

方法 

履修取り下げ制度を採用する。期末試験と小レポート（６７％）、および出席確認を兼ねて行う

小テストあるいはアンケート（３３％）の総合点で成績を判断する。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

特になし 



地球惑星の科学 
 

開設大学 名古屋大学 科目コード 300116 

担当教員 山中 佳子（准教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 火曜日：1 限（845～1015） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 地球・環境・エネルギー 

教室 東山キャンパス全学教育棟本館Ｓ１０ 

履修条件 高校における地学の履修を前提としない． 

募集定員 10 名 募集時期 4 月 

講義概要 本科目では、惑星の中の地球について，身近な話題や 新の話題を取り上げながらその基礎的な

知識・考え方を習得することを目的とする．前半は我々が住む地球がどのようにしてできたの

か？地球はどんな惑星なのかなどを解説する．後半は地震や火山噴火がどうして起こるのか，そ

してそれらがどのような災害を引き起こすのか， 新の研究成果を紹介しながら地震や火山に対

する理解を深めてもらう． 

・太陽系の起源 

・地球の形 

・大陸移動 

・地球の年齢 

・地球の内部構造 

・地磁気 

・海洋底拡大説 

・プレートテクトニクス 

・地震・津波 

・重力 

・地殻変動 

・火山 

地球を中心に上記のテーマについて，できるだけ身近な現象などを絡めつつ紹介する． 

テキスト・ 

参考文献 

教科書 

特になし 

参考書 

資料は授業で配布する． 

試験・評価

方法 

履修取り下げ制度を採用 

学期末試験を受験しないものは欠席 

学期末試験（６０％），出欠をかねた小レポート（４０％）を総合的に判断 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

特になし 



地球惑星の科学 
 

開設大学 名古屋大学 科目コード 300117 

担当教員 鷺谷 威（教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 月曜日：1 限（845～1015） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 地球・環境・エネルギー 

教室 東山キャンパス全学教育棟本館Ｓ２１ 

履修条件 地球におよび地球の諸現象に関心のあること。 

募集定員 10 名 募集時期 4 月 

講義概要 私たちは地球環境下で地球資源に依存して生活しています。地球に関する正しい理解は、文系・

理系を問わず必要不可欠です。一方、地球はその大きさや複雑さゆえに理解の難しい対象でもあ

ります。地球科学は、基本的な考え方が否定されて新しい理論で置き換えられる、いわゆるパラ

ダイム転換を経験しており、現在でも多くの未解決問題を抱えています。本授業では、地球の成

り立ちや構造に加え、地球で起きる諸現象について講義するとともに、地球科学におけるいくつ

かの論争についても紹介します。歴史的な視点も交えながら、受講者それぞれが自分なりの地球

観を確立することを目指します。 

1. はじめに：地球と地球惑星科学 

2. 太陽系と地球の形成：太陽系と地球はどのようにしてできたのか？ 

3. 地球と生命の歴史：地球と生命はどう発展してきたのか？ 

4. 地球は内部構造：地球の中はどうなっているのか？ 

5. 地球を構成する物質：地球は何でできているのか？ 

6. 変動する地球：地球はどのように変動しているのか？ 

7. 地球の科学と観測：地球をどのように見て調べるのか？ 

7. 地球の観測：地球をどのように見るのか？ 

8. 地震：地震はどうして起きるのか？ 

9. 火山：火山はなぜ噴火するのか？ 

9. 自然災害と対策：自然災害にどう備えるべきか？ 

11. 地球の資源：地球が我々にどんな恵みをもたらしているのか？ 

12．地球に関する論争（１）：恐竜絶滅の原因は何か？ 

13．地球に関する論争（２）：大地は動いているのか？ 

14．地球に関する論争（３）：地球は温暖化しているのか？ 

テキスト・ 

参考文献 

教科書 

教科書は使用せず、必要に応じて資料を配布します。 

「地球の歴史（上）（中）（下）」鎌田浩毅著、中公新書 

「地球惑星科学入門」在田一則・他編著、北海道大学出版会 

試験・評価

方法 

毎回のレポート（50%）および期末試験（50%）により評価します。 

履修取り下げ制度を採用します。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

月曜１限の授業ですが、遅刻せずに来て下さい。 

質問は講義中でも時間外でも歓迎します。 



環境問題と人間 
 

開設大学 名古屋大学 科目コード 300118 

担当教員 村瀬 潤（准教授） 

太田 岳史（教授） 

竹中 千里（教授） 

小谷 亜由美（助教） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 木曜日：1 限（845～1015） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 地球・環境・エネルギー 

教室 東山キャンパス全学教育棟本館Ｓ２０ 

履修条件 特になし 

募集定員 10 名 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 人間は地球というシステムで日々の生活を営んでいる．環境問題を考える場合，「地球上の自然

環境がどの様に形成，維持されているのか？」，「人為的行為が環境にどの様な負荷を与え，ど

の様に対処すべきなのか？」という２つの視点が必要である．本講義では，地球を構成する気

圏、水圏、地圏と人間を含む生物圏の相互作用を通して，この２つの視点から環境問題をとら

え，人間社会のあり方を各自で考察する事を目的とする．それぞれの「視点」でのねらいは，以

下の通りである．１）地球上の自然環境がどの様に形成，維持されているのか？２）人間活動は

土壌圏にどのような負荷を与えているか？ 

下記は授業を箇条書きで整理したものであり，必ずしも毎回の講義内容と対応はしない． 

1. 地球大気の成り立ちと二酸化炭素問題  

2. 水循環と森林  

3. 北方林と熱帯林  

4. 大気汚染問題  

5. 成長の限界を考える 

6. 原発事故と放射能汚染問題 

7. 文明と土壌 

8. 近代史に見る土壌汚染（酸性雨，重金属汚染） 

9. 地球温暖化と土壌 

10. 土地利用変化と気候 

11. 大気循環と越境環境問題（１） 

12. 大気循環と越境環境問題（２） 

13. 試験および講評・解説等 

テキスト・ 

参考文献 

教科書 

特になし 

参考書 

ジム・ラブロック著 地球生命圏 ガイアの科学 工作舎 ISBN-10: 4875020988 

ドネラ・Ｈほか著 成長の限界 人類の選択 ダイヤモンド社 ISBN-10: 4478871051 

ヴァーノン・ギル・カーター、トム・デール 著 土と文明 家の光協会 ISBN-10: 

4259544683 

試験・評価

方法 

期末試験（ 終授業時間に実施）８０％ 

レポート（各教員の 終回に課題を指示）２０％ 

授業への取組状況を加味する場合もある．学期末試験を受験しない者は，欠席扱いとする． 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

私語は慎む． 

携帯電話の電源は切って受講のこと． 



都市と環境 
 

開設大学 名古屋大学 科目コード 300119 

担当教員 西澤 泰彦（教授） 

小松 尚（准教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 金曜日：2 限（1030～1200） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 地球・環境・エネルギー 

教室 東山キャンパス全学教育棟本館Ｃ３３ 

履修条件 歴史学、地理学、法学、政治学、社会学、土木工学、建築学、環境学、気象学のいずれかの分野

について、２つ以上の分野に興味関心があること。 

募集定員 10 名 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 都市と都市生活に関わる様々な問題について、環境という包括的なキーワードにより複眼的に眺

め、また、都市および都市環境を支える具体的な施設やシステムが持つ役割、都市が持つ遺産や

資産を考察することで、都市のあり方や都市環境の創造を考えることを目的とする。そして、そ

のような考察を通して、社会現象や自然現象と都市に対する考察力を養う。 

第 1 回：オリエンテーション。授業概要、参考書の紹介。都市と環境に関する話題提供。 

第 2 回以降は次の通り。 

前半：西澤泰彦担当。以下の内容で講義を行う。 

1. 都市が持つ物理的・社会的・文化的・歴史的状況を考える。 

2. 環境問題の構図と都市問題の関係を考える。  

3. 都市環境の維持向上のために作られた都市基盤施設や建築物の意味とそれらが現在持っている

問題点を考える。 

4. 各地で頻発している都市型災害を環境問題として考える。 

5. スクラップ・アンド・ビルドの社会システムによって生じた歴史的環境の破壊を紹介し、ま

た、都市に残された遺物が評価されることによって遺産となることを考える。 

後半：小松尚担当。以下の内容で講義を行う。 

1. 戦後から現代までの日本の都市と住宅の関係を理解する。（nLDK の成立を中心に） 

2. 戦後から現代までの日本の都市と住宅の関係を理解する。（郊外住宅地の成立を中心に） 

3. 人口減少・少子高齢社会における都市居住の現状や課題を理解する（その１）。 

4. 人口減少・少子高齢社会における都市居住の現状や課題を理解する（その２）。 

5. 災害時の居住について考える。 

6. これからの都市居住はどう変わり、それに対して何をすべきかについて考える 

テキスト・ 

参考文献 

教科書 

特になし 

参考書 

多数あるので、第 1 回目の授業で説明する。 

試験・評価

方法 

成績評価は期末試験の点数によっておこなう。 

期末試験は、教科書・参考書などを参照しながら答える論述式の試験とし、西澤担当分の授業内

容から 50 点分、小松担当分の授業内容から 50 点分を出題する。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

特になし 



都市と環境 
 

開設大学 名古屋大学 科目コード 300120 

担当教員 齋藤 輝幸（准教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 水曜日：3 限（1300～1430） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 地球・環境・エネルギー 

教室 東山キャンパス全学教育棟 A 館Ａ２１ 

履修条件 特になし 

募集定員 10 名 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 都市や建築におけるエネルギー消費に支えられた人間の諸活動と、都市および建築内における環

境問題との関わりを種々の側面から考え、それらの問題に対する都市・建築設備的な対応や環境

工学的な対応、人間の特性を踏まえた対処法などを学び、総合的な思考力を培う。  

1. 都市・建築における活動と環境問題 

都市・建築空間の拡大と近年の環境問題に対して、省エネルギー的視点の必要性を中心に講義す

る。また、環境問題を解決する糸口として、建物や建築設備におけるライフサイクル評価の意

義、都市環境問題の１つであるヒートアイランド現象に対する都市計画的な解決の可能性、およ

び都市環境の維持・改善のために適用されているいくつかの建築関連法規について講義する。 

2. 都市環境問題に対する都市・建築設備的な対応 

都市・建築における種々の未利用エネルギー・自然エネルギー利用システムの構成と特徴を示

し、それらに期待される効果と活用方法、普及のための課題などについて講義する。また、建

築・都市に導入される地域冷暖房システム、燃料電池、雨水・中水利用システムなどの概要と有

効性、都市空間において期待されている役割などについて講義する。 

3. 室内空気質問題と対応 

室内空気質問題が生じてきた背景と現状を示し、それらの問題を解決するために検討・整備され

てきた各種基準値や対応策などについて講義する。また、それらをふまえて建築物および冷暖

房・換気設備の果たすべき役割について講義する。  

以上のような講義を通して種々の環境問題があることを理解し、省エネルギーに関する考え方や

技術的な対応を学ぶとともに、現在および将来の日常生活やそれぞれの仕事に活かせるように考

えて欲しい。また、身近なあるいは社会的な環境問題と他の学問分野との関連性についても意識

するように心がけてほしい。 

テキスト・ 

参考文献 

教科書 

直接的な教材としては、毎回講義資料を配布する。 

参考書 

都市環境学（都市環境学教材編集委員会、森北出版）、地球環境建築のすすめ（日本建築学会

編、彰国社）、環境学研究ソースブック（名古屋大学環境学研究科編、藤原書店）、空気調和・

設備衛生の環境負荷削減対策マニュアル（空気調和・衛生工学会）、建築・都市エネルギーシス

テムの新技術（空気調和・衛生工学会編） 

試験・評価

方法 

レポート３０％、期末試験７０％ 

学期末試験を受験しない者は「欠席」とする。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

本講義は文系に対する理系教養科目であり、理系の一部の学科には履修を許可しない場合があ

る。 



大気水圏環境の科学 
 

開設大学 名古屋大学 科目コード 300121 

担当教員 角皆 潤（教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 火曜日：1 限（845～1015） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 地球・環境・エネルギー 

教室 東山キャンパス全学教育棟本館Ｃ２５ 

履修条件 特になし 

募集定員 10 名 募集時期 4 月 

講義概要 近年の地球環境をめぐる諸問題を理解する上で、大気や海洋を中心とした地球システムに対する

総合的・包括的理解が不可欠になっている。本講義では、まず大気環境や海洋環境に関する個別

のテーマを提示し、これを科学的に理解する上で必須となる基礎的な物理学・化学・生物学・地

学を学修し、これを用いて個別のテーマの本質を科学的に理解する作業を繰り返す。 終的に地

球環境の成り立ちや、それらの制御因子など、複雑系である地球環境に関する総合的な理解力を

身につける。 

各回毎に以下のテーマで講義を進める。 

1. 地球誕生と進化の歴史：なぜ地球には海と空気があるのか？ 

2. 太陽放射と赤外放射活性気体：なぜ地球と金星の環境は大きく異なるのか？ 

3. 地球の炭素循環と海洋の炭酸系：なぜ地球は金星にならずに済んだのか？ 

4. 栄養塩と一次生産：なぜ戻りガツオは美味しいのか？ 

5. 空気と海水の物理と化学１：なぜ海水は塩辛いのか？ 

6. 空気と海水の物理と化学２：なぜ金目鯛は赤いのか？ 

7. 海水の水平移流・鉛直混合：なぜヨーロッパは暖かいのか？ 

8. 酸化・還元反応と続成過程：化石燃料はいかにして蓄積されたのか？ 

9. 大気の物理と化学１：なぜ二酸化炭素が大気下層に溜まらないのか？ 

10. 大気の物理と化学２：なぜ大気中にオゾンが存在するのか？ 

11. 地球に住み続けるにはどのようにすれば良いのか？ 

以上。 

テキスト・ 

参考文献 

教科書 

指定しない。 

参考書 

Wallace S. Broecker 著「How to Build a Habitable Planet」（ISBN-13: 978-

0961751111） 

試験・評価

方法 

各回の小テスト（出席点を兼ねる）の合計、もしくは期末試験のうち、良い方をもって 終評価

とする。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

健康診断受診による欠席や、部活参加による欠席は基本的に救済しません。 



宇宙科学 
 

開設大学 名古屋大学 科目コード 300122 

担当教員 伊藤 好孝（教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 火曜日：1 限（845～1015） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 地球・環境・エネルギー 

教室 東山キャンパス全学教育棟 A 館Ａ３１ 

履修条件 特に宇宙科学・天文学・惑星科学・素粒子物理に関連した分野を志望する学生だけでなく、理系

学生一般あるいは宇宙や素粒子に興味を持つ文系学生の聴講も歓迎。 

募集定員 10 名 募集時期 4 月 

講義概要 太古の昔より宇宙は人間にとって神秘の源泉であり、人間はそこから自然法則を学び今日まで物

理学を発展させてきた。近年では宇宙を見る「眼」は飛躍的に進歩し、光だけではなく、Ｘ線、

赤外線、電波をはじめガンマ線やニュートリノ等の素粒子、重力波という空間の歪みまで用いて

様々な角度から宇宙の解明が進み、現代の宇宙像は大幅に塗り替えられつつある。一方で宇宙空

間利用が進み、人間にとって宇宙は手の届かない別天地ではなくなりつつある。本講義では宇宙

の謎に挑む 前線の研究者が、 新の観測や理論に基づき、宇宙創生から地球のすぐそばの宇宙

空間に到るまで、宇宙の全体像を俯瞰する。 

1. イントロダクション ～宇宙科学概観～（伊藤 好孝） 

2. 新の天体形成論 （犬塚 修一郎） 

3. ビッグバンと宇宙背景放射 （杉山 直） 

4. 星間物質と銀河の進化 （金田 英宏） 

5. 星の一生と超新星爆発 （立原 研悟） 

6. ブラックホールを見る（仮）（中澤 知洋） 

7. 重力波天文学の夜明け（仮）（川村静児） 

8. 宇宙線で探る宇宙 （田島 宏康） 

9. 太陽系外惑星の探索 （阿部 文雄） 

10. 宇宙暗黒物質の正体を探る （伊藤 好孝） 

11. 爆発する太陽 （増田 智） 

12. 地球近傍の宇宙とオーロラ （平原 聖文） 

13. 電波で探る地球環境 （水野 亮） 

14. 太陽に影響される地球 （三宅 芙沙） 

15. 対象性の破れと宇宙の始まり・終わり (伊藤 好孝) 

テキスト・ 

参考文献 

教科書 

特になし 

参考書 

特になし 

試験・評価

方法 

毎回、講義の内容に関連して自分の意見を書き、あるいは自分で調べた結果を付したレポート

（Ａ４用紙１枚程度）の提出を求める。 

その成績を集計して 終成績とする。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

特になし 



特別講義（障害学入門） 
 

開設大学 名古屋大学 科目コード 300123 

担当教員 佐藤 剛介（特任講師） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 火曜日：2 限（1030～1200） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 東山キャンパス全学教育棟本館Ｃ３５ 

履修条件 特になし 

募集定員 10 名 募集時期 4 月 

講義概要 「障害者差別解消法」の施行などにより、障害者の社会的参画が国家レベルで推進されており、

障害や差別について考えることが、今改めて必要となっている。この課題に取り組んできたの

が、1980 年代に欧米諸国で成立した障害学である。障害学は、障害を個人の特性と本人を取り

巻く社会環境の相互作用によって生み出されるもの（「障害の社会モデル」）として提示した。

障害の社会モデルを踏まえることによって、社会の物理的環境や制度、観念等を問い直すことが

可能となる。本講義は、障害について基礎的知識を習得した、多様な人びととの共生の実現に寄

与することのできる人材育成を目的とする。 

本講義は、3 つのテーマによって構成される。「Ⅰ 障害に関する基礎的知識の習得」において

は、障害特性や障害学の展開、障害者に関する施策や思想の展開、動向や人々の行動特性等につ

いて学ぶ。「Ⅱ 障害者支援に関する実践」においては、体験型の授業を行う。「Ⅲ 障害者の

中の多様性、多様性の中の障害者」においては、性別、国籍、文化背景、婚姻状況等の差異を越

えて、人々が共生するための方策を探る。 

NOTE：授業の進行度や受講学生数によって、授業内容が前後するので、以下の順で授業進行す

るとは限らない。 

1. 障害に関する基礎的知識の習得 

・イントロダクション：障害とは何か 

・障害者の生活 

・障害に関する施策・思想の歴史的展開 

・障害における文化的差異 

2. 障害者支援に関する実践 

・障害者を支える機器 

・聴覚障害者支援に関する理解と実践 

・視覚障害者支援に関する理解と実践 

・肢体不自由障害者支援に関する理解と実践 

3. 障害者の中の多様性、多様性の中の障害者 

・障害とジェンダー・セクシュアリティ 

・社会的包摂（social inclusion）施策と障害者 

・ 支援に関わる制度のジレンマ 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書 

特になし 

参考書 

特になし 

試験・評価

方法 

・履修取り下げ制度を採用する。 

・中間レポート（30％）と期末レポート（70％）により評価を行う。 

・5 回以上授業を欠席した者、期末レポート試験を受験しない者は「欠席」扱いとする。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

特になし 



フランス文化学講義Ⅱa 
 

開設大学 名古屋大学 科目コード 300124 

担当教員 加藤 靖恵（准教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 金曜日：3 限（1300～1430） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 芸術・文学・表現 

教室 文学部棟 129 講義室 

履修条件 特になし 

募集定員 ５名 募集時期 4 月 

講義概要 時代や世代の異なる 3 名の日本人のフランス留学を描いた遠藤周作の小説『留学』をとりあげ，

フランスの社会，文化，宗教，文学と芸術についての知識を習得し，理解を深めるのと同時に，

日仏の比較をする。具体的な内容は以下の通りである。 

1. 遠藤周作について。 

2. フランスの風土と都市（パリ，ルーアンその他） 

3. フランスにおけるカトリックと文学（ジッド，モーリヤックなど） 

4. 宗教と罪（サドを中心に） 

5. キリスト教と美術（教会建築，彫刻） 

6. 『留学』に言及される作家とその作品 

7. 『留学』に言及される画家とその作品 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書は遠藤周作『留学』（新潮社文庫）。その他はプリント配布。 

試験・評価

方法 

平常点（授業中の発表と小レポート）50％ 終レポート試験 50％ 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

毎回テーマを設け，10 分程度の簡単な発表を課す（期間中基本的に一人一回）。 

また授業の 後に時間を設け，簡単なレポートを書く。フランス語未履修者も受講可。 



フランス文化学講義Ⅱb 
 

開設大学 名古屋大学 科目コード 300125 

担当教員 加藤 靖恵（准教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 水曜日：１限（845～1015） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 芸術・文学・表現 

教室 文学部棟 127 講義室 

履修条件 特になし 

募集定員 ５名 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 マルセル・プルーストの『失われた時を求めて』中の『囚われの女』をとりあげ，19−20 世紀

のフランスの社会，文化，文学，芸術についての理解を深める。その際に，この小説を題材にし

た映画も用いる。主な内容は以下の通り。 

1. プルーストの人と作品，時代背景と文学史上の位置づけ 

2. プルーストの恋愛観の特徴 

3. 恋愛と芸術 当時の女性のモードの変遷 

4. 画家とその作品が物語で果たす役割 

5. 架空の作曲家の七重奏曲の描写の分析。モデルとなった音楽作品の比較 

6. プルーストの文学論 

 

テキスト・ 

参考文献 

Proust,La Prisonnière (Gallimard, Folio の予定），プルースト『囚われの女』（岩波文庫） 

試験・評価

方法 

平常点 50％， 終レポート試験 50％ 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

毎回授業の 後に時間を設け，簡単なレポートを書く。フランス語未履修者も受講可。 



ラテン語学演習 a 
 

開設大学 名古屋大学 科目コード 300126 

担当教員 吉武 純夫（准教授） 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 木曜日：2 限（1030～1200） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 文系総合館 403 

履修条件 ラテン語初級を修めていることが必要である 

募集定員 ２名 募集時期 4 月 

講義概要 ≪ラテン語中級散文講読(A)≫ 

ローマの歴史と神話を題材にして書かれた、ラテン語の伝統ある購読教科書 Elementary Latin 

Translation を学習する．比較的易しい長文をすばやく読む練習である．併せて、『新ラテン文

法』後半も読み進む． 

●講読本については、学生はラテン語のテクストだけを見ながら和訳する．当然ながら、分から

ないことがあれば質問すること．内容と関連するローマの歴史および神話も考察する．春学期と

秋学期で、96 話全部を読む． 

●『新ラテン文法』については、毎回 20 分程度をかけて１課ずつ進める（４月第１回目は第

41 課から）． 

テキスト・ 

参考文献 

・Hillard & Botting 著、Elementary Latin Translation (London)． 

・松平･国原著、『新ラテン文法』(東洋出版）． 

試験・評価

方法 

平常点（３割）と定期試験(７割）．一度読んだ散文を、辞書等の助けなしに読めるかをテストす

る． 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

ラテン語初級を修めていることが必要である．このことについて質問があれば、sytk@nagoya-

u.jp (西洋古典学研究室・吉武)まで問合せてください． 



ラテン語学演習 b 
 

開設大学 名古屋大学 科目コード 300127 

担当教員 吉武 純夫（准教授） 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 木曜日：2 限（1030～1200） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 文系総合館 403 

履修条件 ラテン語初級を修めていることが必要である 

募集定員 ２名 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 ≪ラテン語中級散文講読(B)≫ 

ローマの歴史と神話を題材にして書かれた、ラテン語の伝統ある購読教科書 Elementary Latin 

Translation を学習する．比較的易しい長文をすばやく読む練習である．併せて、『新ラテン文

法』後半も読み進む． 

●講読本については、学生はラテン語のテクストだけを見ながら和訳する．当然ながら、分から

ないことがあれば質問すること．内容と関連するローマの歴史および神話も考察する．春学期と

秋学期で、96 話全部を読む． 

●『新ラテン文法』については、毎回 20 分程度をかけて１課ずつ進める（秋学期第１回目は、

春学期の(A)が終わったところから開始する)． 

テキスト・ 

参考文献 

・Hillard & Botting 著、Elementary Latin Translation (London)． 

・松平･国原著、『新ラテン文法』(東洋出版）． 

試験・評価

方法 

平常点（３割）と定期試験(７割）．一度読んだ散文を、辞書等の助けなしに読めるかをテストす

る． 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

ラテン語初級を修めていることが必要である．このことについて質問があれば、sytk@nagoya-

u.jp (西洋古典学研究室・吉武)まで問合せてください． 



ギリシア語学演習 a 
 

開設大学 名古屋大学 科目コード 300128 

担当教員 西村 賀子（非常勤講師） 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 火曜日：2 限（1030～1200） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 文系総合館 403 

履修条件 ギリシア語初級を修めていることが必要である． 

募集定員 ２名 募集時期 4 月 

講義概要 ≪ギリシア語中級散文講読(A)≫ 

ギリシアの歴史と神話を題材にして書かれた、ギリシア語の伝統ある講読教科書 Elementary 

Greek Translation を学習する．比較的易しい長文をすばやく読む練習である．併せて、『ギリ

シア語入門』後半も読み進む． 

●講読本については、学生はギリシア語のテクストだけを見ながら和訳する．当然ながら、分か

らないことがあれば質問すること.内容と関連するギリシアの歴史および神話も考察する．春学期

と秋学期で、55 話全部を読む． 

●『ギリシア語入門』については、毎回 20 分程度をかけて１課ずつ進める（４月第１回目は第

40 課から開始する）． 

テキスト・ 

参考文献 

・Hillard & Botting 著、Elementary Greek Translation (London)． 

・田中・松平著、『ギリシア語入門』(岩波書店）． 

試験・評価

方法 

平常点（３割）と定期試験(７割）．一度読んだ散文を、辞書等の助けなしに読めるかをテストす

る． 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

ギリシア語初級を修めていることが必要である．このことについて質問があれば、

sytk@nagoya-u.jp (西洋古典学研究室・吉武)まで問合せてください． 



ギリシア語学演習 b 
 

開設大学 名古屋大学 科目コード 300129 

担当教員 西村 賀子（非常勤講師） 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 火曜日：2 限（1030～1200） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 文系総合館 403 

履修条件 ギリシア語初級を修めていることが必要である． 

募集定員 ２名 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 ≪ギリシア語中級散文講読(B)≫ 

ギリシアの歴史と神話を題材にして書かれた、ギリシア語の伝統ある講読教科書 Elementary 

Greek Translation を学習する．比較的易しい長文をすばやく読む練習である．併せて、『ギリ

シア語入門』後半も読み進む． 

●講読本については、学生はギリシア語のテクストだけを見ながら和訳する．当然ながら、分か

らないことがあれば質問すること.内容と関連するギリシアの歴史および神話も考察する．春学期

と秋学期で、55 話全部を読む． 

●『ギリシア語入門』については、毎回 20 分程度をかけて１課ずつ進める（秋学期第１回目

は、春学期の(A)が終わったところから開始する）． 

テキスト・ 

参考文献 

・Hillard & Botting 著、Elementary Greek Translation (London)． 

・田中・松平著、『ギリシア語入門』(岩波書店）． 

試験・評価

方法 

平常点（３割）と定期試験(７割）．一度読んだ散文を、辞書等の助けなしに読めるかをテストす

る． 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

ギリシア語初級を修めていることが必要である．このことについて質問があれば、

sytk@nagoya-u.jp (西洋古典学研究室・吉武)まで問合せてください． 



家族発達臨床学講義Ⅰ 
 

開設大学 名古屋大学 科目コード 300130 

担当教員 永田 雅子（教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 集中講義：集中講義（3 日間）1-5 限（845～1800） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 教育学部第 3 講義室 

履修条件 2 年次以上 

募集定員 10 名 募集時期  

講義概要 発達にアンバランスを抱えた児およびその家族の課題とその支援についての理解を深めることを

目的とする。①発達のプロセスについての基礎的な理解②発達障害についての基礎的な理解③発

達のアンバランスさがある児のライフサイクルによる課題と支援④発達障害をもつ家族への支援

の４つについて中心に学んでいく。途中グループワークを取り入れながら進めていくため、意欲

的に講義に参加する学生を対象とする。なお、この講義は、発達障害児者支援に携わる児童精神

科医、作業療法士、言語聴覚士、臨床心理士など異なる職種の外部講師を招いて、オムニバス形

式で実施をする。 

1 日目 ＃1－＃5   発達障害概論（心理学および児童精神医学の立場から） 

          家族の誕生～乳幼児期までの発達と支援 

2 日目 ＃6-＃10    幼児期～学齢期までの発達と支援 

          OT（作業療法士）/保育士の立場から 

3 日目 ＃11－＃15 思春期以降の課題と支援 

          ST(言語聴覚士）/臨床心理士の立場から 

テキスト・ 

参考文献 

1．心の発達支援シリーズ 1 巻～6 巻 明石書店 2016             2．その

ほかの資料は講義中に適宜配布する。 

試験・評価

方法 

出席，小レポート（３回程度），試験成績の総合点で評価する。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

特になし 



経済政策 
 

開設大学 名古屋大学 科目コード 300131 

担当教員 飯島 信幸 （教授） 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 木曜日：2 限（1030～1200） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 経済学部第１講義室 

履修条件 特になし 

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 経済政策の基本概念、日本の財政の概要、金融政策の概要を学習し、その後、税の制度設計の基

本的考え方を学習することで、経済に占める税の役割、税制の背景・課題等の深度ある理解を通

じて我が国経済の政策課題に関する自主的探求力を育成することを目的とします。 

1.オリエンテーション・序論(経済政策の意義) 

2.財政総論、金融政策の概要 

3.租税政策総論 

4.租税政策各論—所得税 1 

5.租税政策各論—所得税 2 

6.租税政策各論—法人税 1 

7.租税政策各論—法人税 2 

8.租税政策各論—消費税 1 

9.租税政策各論—消費税 2 

10.租税政策各論—相続税 1 

11.租税政策各論—相続税 2 

12.国際課税—BEPS 等 

13.地方税 

14.税務行政(税制の執行) 

15.予備 

テキスト・ 

参考文献 

教科書は特に使用しない。参考書として「図説日本の財政〈平成 29 年度版〉」東洋経済新報社

2017 年 10 月、「図説日本の税制〈平成 29 年度版〉」財経詳報社 2017 年 9 月、国税庁 HP

税大講本等 

試験・評価

方法 

期末試験の成績を基本としつつ、講義への出席状況・参加姿勢等も踏まえて評価する。履修取り

下げ制度を採用しない。 

別途必要な

経費 

特になし。 

その他特記

事項 

毎回、原則、レジュメを NUCT に事前配付するので、NUCT 掲載の資料を持参すること(講師の

都合で NUCT で事前配付しない場合は、講義時の資料配付、スライドの映写等により講義を行

う。)。 



特殊講義（財務会計実務） 
 

開設大学 名古屋大学 科目コード 300132 

担当教員 野口 晃弘 （教授） 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 月曜日：5 限（1630～1800） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 未定 

履修条件 特になし 

募集定員 若干名 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 この講義では、日本公認会計士協会東海会から講師の派遣を受けて，日本の会計及び財務報告の

実務について学ぶ機会を提供し、それによって自主的探求力を育みます。 

1.序論 

2.会計基準の国際化と収斂 

3.修正国際基準 

4.収益認識 

5.公正価値評価 

6.金融商品 

7.キャッシュフローと資金繰り 

8.統合報告 

9.IT と会計 

10.企業結合 

11.リース 

12.報酬と年金 

13.税効果 

14.ビッグデータ時代の会計 

15.総括 

テキスト・ 

参考文献 

桜井久勝『財務会計講義』中央経済社 

試験・評価

方法 

出席及び講義への参加姿勢(60%) 提出課題(40%) 

別途必要な

経費 

特になし。 

その他特記

事項 

財務会計を修得済みか、それと同等（日商１級レベル）の知識が必要です。 

５回欠席すると「欠席」と評価します。 



特殊講義（財務・金融行政実務） 
 

開設大学 名古屋大学 科目コード 300133 

担当教員 飯島 信幸 （教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 木曜日：4 限（1445～1615） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 経済学部第１講義室 

履修条件 特になし 

募集定員 若干名 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 財政金融当局の行政官による所管行政についての講義を通じて、我が国経済が抱える政策課題及

び行政課題についての自主的探求力を育成することを目的とします。 

1.オリエンテーション・東海地域の経済—東海経済特徴と今後の課題等 東海財務局 

2.日本経済・財政の現状と課題                   東海財務局 

3.財政１—財政と税制—社会保障・税の一体改革           財務省 

4.財政２—日本の財政と私たちの暮らし               東海財務局 

5.財政３—関税政策                        財務省 

6.財政４—税関行政～税関の役割～                 名古屋税関 

7.財政５—国有財産—国有財産の概要、国有地の売却、身近な国有地  東海財務局 

8.財政６—税務行政について                    名古屋国税局 

9.国際政策—国際金融政策等                    財務省 

10.金融１—金融の役割と重要性、地域との関わり           東海財務局  

11.金融２—金融機能の安定、預金者保護               東海財務局 

12.金融３—金融機関の業務の健全性、適切性の確保のために      東海財務局 

13.金融４—金融商品分野の基礎知識・証券検査の実務         東海財務局 

14.金融５—金融サービスと利用者保護                東海財務局 

15.予備・まとめ 

テキスト・ 

参考文献 

毎回、原則、レジュメを NUCT に事前配付するので、NUCT 掲載の資料を持参すること(講師の

都合で NUCT で事前配付しない場合は、講義時の資料配付、スライドの映写等により講義を行

う。)。 

試験・評価

方法 

毎回、提出する講義内容に関するアンケート課題（50％）と期末試験（50％）の成績で評価す

る。履修取り下げ制度を採用しない。 

別途必要な

経費 

特になし。 

その他特記

事項 

講師の都合により授業の順序・内容等が変更されることがある。 



原子核物理学 I 
 

開設大学 名古屋大学 科目コード 300134 

担当教員 飯嶋 徹(教授) 

学年配当 3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 水曜日：1 限（845～1015） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 数学・物理・化学 

教室 名古屋大学東山キャンパス 

理学部 B 館５０１室 

履修条件 特になし 

募集定員 5 名 募集時期 4 月 

講義概要 本講義の目的とねらい: 

人類は古来より「万物の根源は何か？」を問い続け、 も基本的な下部構造として原子核さらに

は素粒子にたどり着いた。その探求は宇宙の初期の歴史を紐解く道でもある。本講義では、サブ

アトミック粒子と総称される素粒子･原子核の研究手法、その構造と反応、宇宙物理との関連を学

ぶ。 

講義内容: 

1. 基礎知識（単位、特殊相対論、角運動量、ファインマン図など） 

2. サブアトミック粒子の構造 

3. サブアトミック粒子の崩壊 

4. サブアトミック世界を探る道具－加速器と放射線検出器－ 

5. 弱い相互作用とニュートリノ物理 

6. 強い相互作用とクォーク物理 

7. サブアトミック物理と宇宙 

テキスト・ 

参考文献 

参考文献：1. 永江知文、永宮正治、2.「原子核物理学」裳華房、八木浩輔、その他講義時に適宜

指示する。 

試験・評価

方法 

日常点（出席およびレポート）と試験結果を総合的に判断する。 

別途必要な

経費 

なし。 

その他特記

事項 

担当者の Web ページ： 

http://www.hepl.phys.nagoya-u.ac.jp/~iijima.nagoya/ 



統計物理学 III 
 

開設大学 名古屋大学 科目コード 300135 

担当教員 紺谷 浩(教授) 

学年配当 3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 木曜日：2 限（1030～1200） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 数学・物理・化学 

教室 名古屋大学東山キャンパス 

理学部 C 館 517 室 

履修条件 特になし 

募集定員 5 名 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 本講義の目的とねらい: 

我々の住む世界を構成する物質は、無数の原子や分子が構成する多粒子系である。統計物理学と

は、ニュートン力学や量子力学などの微視的な物理法則に基づき、多粒子系の巨視的な性質を統

計的手法を駆使して明らかにする物理学体系である。本講義では、電子やヘリウム原子など量子

性の強い粒子系を対象とする「量子統計力学」の基礎を学ぶ。加えて、相互作用する多粒子系に

特有な物理現象の一つである「相転移現象」に関する基本的な講義を行う。 

講義内容： 

1. 理想量子気体の分布関数 

 1-1 フェルミ分布関数 

  1-2 ボース分布関数 

2. 理想フェルミ気体 

 2-1 有限温度の性質 

 2-2 磁気的性質 

3. 理想ボース気体 

 3-1 ボース・アインシュタイン凝縮 

 3-2 黒体輻射、格子振動 

4. 相転移現象 

 4-1 イジングスピン系 

 

テキスト・ 

参考文献 

長岡洋介「統計力学」岩波書店など 

試験・評価

方法 

学期末に試験を行う。そのほか、小試験を行うことがある。 

別途必要な

経費 

なし。 

その他特記

事項 

担当者の Web ページ： 

http://www.slab.phys.nagoya-u.ac.jp/kon/ 



物理化学 
 

開設大学 名古屋大学 科目コード 300136 

担当教員 篠原 久典（教授） 

学年配当 2 年 単位数 4 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 水曜日、木曜日：2 限（1030～1200）1 限 8451015 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 数学・物理・化学 

教室 名古屋大学東山キャンパス 

理学部 B 館 212 室 

履修条件 特になし 

募集定員 ５名 募集時期 4 月 

講義概要 化学全般の理解に必要な、物理化学の基礎を修得する。特に、熱力学の基本概念とその応用の理

解に力点をおく。熱力学は古くて新しい学問であり、化学だけでなく自然科学のありとあらゆる

分野で必修の学問体系である。特に、エネルギー、エントロピーとギブス関数の理解が再重要課

題である。また、熱力学の理解をより一層深めるために、統計(熱)力学の初歩も学習する。 後

に、化学反応速度論の基礎を修得する。ここでは、熱力学と統計(熱)力学が基礎となっている。 

テキスト・ 

参考文献 

Atkins' Physical Chemistry 10th Ed. Oxford University Press (2014). 

試験・評価

方法 

問題演習のレポートと中間・期末試験の結果で総合的に評価 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



無機化学特論 
 

開設大学 名古屋大学 科目コード 300137 

担当教員 高木 秀夫（准教授） 

学年配当 3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 月曜日：1 限（845～1015） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 数学・物理・化学 

教室 名古屋大学東山キャンパス 

理学部 A 館 322 室 

履修条件 学部基礎過程で無機化学と有機化学の基礎の他、量子化学／量子力学の基礎に関する講義を履修

している必要がある。 

募集定員 ５名 募集時期 4 月 

講義概要 化学現象は量子力学的原理に支配されていると考えられているが、基礎科目の授業ではその関わ

りがなかなか見えてこない。この講義では、量子力学的概念を化学現象と結びつけるために必要

な群論の基礎を解説することによって、受講者が分子軌道や電子遷移、分子振動の分析法に習熟

してもらうことを目的としている。 

この授業を履修することによって、受講者は「(1)各種の点群とその対称要素（操作）について説

明できる、(2)指標表に基づく色々な演算ができる、(3)簡単な分子や金属錯体の分子軌道が自在

に描ける、(4)色々な分子の基準振動モードをもとめることができる、(5)電子遷移の禁制と許容

が判断できる、(6)振動分光における許容と禁制が判断できる、(7)金属錯体の構造に応じて d−軌

道分裂の様子を描き、各軌道を帰属することができる」ようになることが期待される。具体的な

内容を以下に記す。 

1.群論入門１（分子の対称性と点群） 

2.群論入門２（指標表のなりたち・規約表現・指標表の性質） 

3.群論入門３（指標表の使い方／群軌道・分子軌道法の概念と指標表） 

4.群論入門４（分子の振動と指標表～IR・Raman 分光法入門） 

5.光の吸収と群論 （指標表と電子遷移～遷移ダイポールモーメントに基づく禁制遷移と許容遷

移の判定～） 

6.錯体化学と群論１（電子状態と項：球対称場から弱配位子場〜強配位子場） 

7.錯体化学と群論２（対称性の低下にともなう軌道分裂：Kugel 群と部分群） 

テキスト・ 

参考文献 

テキスト：高木秀夫著「量子論に基づく無機化学」名大出版会（2010） 

参考書：S.F.A.Kettle 著「Symmetry and Structure-a readable group theory for 

chemists」Wiley (1995)、高木秀夫著「基礎から学ぶ量子化学」三共出版（2012)など 

試験・評価

方法 

レポートの成績と期末試験の結果から総合的に評価する 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

この授業は数学に深く立ち入らないで、物理学や数学が苦手な人にも群論が理解できるように工

夫されているので、数学が苦手な方にも推奨する。この科目を履修するためには、学部基礎過程

で無機化学と有機化学の基礎の他、量子化学／量子力学の基礎に関する講義を履修している必要

がある。 



地球生物学 
 

開設大学 名古屋大学 科目コード 300138 

担当教員 大路 樹生（教授） 

門脇 誠二（講師） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 月曜日：2 限（1030～1200） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 生物 

教室 名古屋大学東山キャンパス 

理学部 E 館 101 教室 

履修条件 特になし 

募集定員 5 名 募集時期 4 月 

講義概要 地球の誕生以来、地球はダイナミズムを保ちながら現在まで「生きた」惑星として存在してい

る。そのダイナミズムを支えているのは、プレート運動と生命活動の両者である。 生命進化は地

球表層環境の進化と密接な関係を持ち、地球史の中で両者はあたかも「共進化」のように振る

舞ってきた。当講義では地球史について、生命進化を振り返りながら、特にその中で短時間に大

きな変化をもたらした現象を中心に講義する。また基礎的な地質的時間概念、人類進化に関して

も講義する。 

1. 生命と地球の「共進化」、化石化作用とタフォノミー、化石から知る生物多様度 

2. 地球と地層の年代を求める方法： その歴史、時間層序単位 

3. 初期地球と生命の誕生、 古の化石記録 

4. 大酸化イベントと真核生物の進化 

5. 多細胞動物の進化： エディアカラ紀の生物と環境 

6. カンブリア爆発： 左右相称動物の進化 

7. 生物多様度の変遷と大量絶滅 

8. 中生代の海洋変革 

9. 「生きている化石」の古生物学 

10. 生物地理学： 生物地理区の形成とプレートテクトニクス 

11. 古環境の推定法、現在と近未来の地球環境 

12. 人類の進化（１）：  ヒトの生物学的な位置づけ、猿人～原人の進化と気候変化の関係 

13. 人類の進化（２）： 原人と旧人段階の人類多様性、ホモ・サピエンスの出現と拡散、旧

人・新人交替劇 

14. 試験 

テキスト・ 

参考文献 

「フィールド古生物学」大路樹生著、東京大学出版会、2009 （参考文献） 

試験・評価

方法 

出席、小レポート、試験によって総合的評価 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

資料集を配布します。 



海洋生物学実習及び講義Ⅱ 
 

開設大学 名古屋大学 科目コード 300139 

担当教員 澤田 均 

（教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 集中講義：集中講義（～） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 生物 

教室 名古屋大学大学院理学研究科附属臨海実験所 

（三重県鳥羽市菅島４２９-６３） 

履修条件 生物学の基礎知識のある者が望ましい 

募集定員 10 名 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 ・目的 

磯の生物を採集し観察することにより、どういう生物がどこに棲息しているのか、またどのよう

に分類されるのか、について学習する。さらに、海産無脊椎動物の受精発生観察を通して、有性

生殖と個体発生のしくみに関する理解を深める。 

・内容 

 磯で海産動物を採集し、分類と形態観察を行う。さらに、ウニやホヤの受精と胚発生の観察を

行う。また、ホヤにおける自家不稔様式、アポトーシス、生殖細胞分化機構、プロテオーム解析

等に関する講義も行う。 

・授業形態 

 実習 

テキスト・ 

参考文献 

テキスト：なし。   

参考文献：実習中に紹介する。 

試験・評価

方法 

実習への出席、レポート、口頭発表による。 

別途必要な

経費 

合宿研修を行うので、参加者は研修費（約 10,000 円）を別途必要とする。なお、この研修費に

は食費、宿泊費、懇親会費、クリーニング代金が含まれている。支払いは現金のみ。 

その他特記

事項 

・当日は、近鉄名古屋駅から近鉄特急で鳥羽駅まで来て、普通列車に乗換えて次駅『中之郷駅』

で下車し（または 9:21 分発の急行「五十鈴川行き」に乗り、普通列車に乗換）、直結出口から

右手に進み、食堂「ちどり屋」の右手のコンクリート桟橋に午前 11 時 45 分に集合すること。

中之郷駅は無人駅であるが、IC カードリーダーはある。ただし、IC カードのチャージはできな

い。 

・持ち物として、タオル、洗面具（シャンプー、石鹸、洗剤等）、着替え、パジャマ（またはジ

ャージ）、補助食、水筒（ペットボトルでもよい）、保険証のコピー、ノート 



電気工学通論第２ 
 

開設大学 名古屋大学 科目コード 300140 

担当教員 古橋 武  

（教授） 

学年配当 3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 木曜日：2 限（1030～1200） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 工学部３号 321 講義室（予定） 

履修条件  

募集定員 10 名 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 本講座の目的およびねらい：コンピュータのハードウェアや電子機器などの基礎となるディジタ

ル回路理論の基本的事項を学ぶ．座学だけでなく，回路の製作演習を通して，ディジタル回路の

原理を習得する． 

達成目標：ディジタル回路の原理を理解し，カウンタ，レジスタなどの応用回路を設計・製作で

きる． 

授業内容 

１．AND, OR, NOT 回路 

２．論理回路設計 

３．NAND, NOR, XOR 回路 

４．カルノー図 

５．D フリップフロップ 

６．カウンタ回路設計 

７．JK フリップフロップ 

８．順序回路設計 

講義の進め方について：前半を座学，後半を製作演習とする．毎回ディジタル回路の製作課題を

出題する．受講生各自に製作課題を課す．前半の座学の内容を後半の製作演習で深く理解できる

構成とする．（受講生は，自分の設計・製作した回路が動く感動を味わいながら，楽しくディジ

タル回路を学ぶことができます．） 

テキスト・ 

参考文献 

プリント配布 

試験・評価

方法 

期末試験：60%  製作課題＋レポート：40% 

別途必要な

経費 

教材費：２５００円（ディジタル回路部品代） 

その他特記

事項 

 



建築史第１ 
 

開設大学 名古屋大学 科目コード 300141 

担当教員 西澤 泰彦 （教授） 

学年配当 2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 火曜日：4 限（1445～1615） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 芸術・文学・表現 

教室 ＥＳ総合館・ES025 講義室(予定) 

履修条件 日本史、世界史、地理の一般的知識 

募集定員 5 名 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 古代から近代に至る日本の建築について、建築様式・意匠、構造・材料、生産システム、政治・

経済・社会との関わりなど複数の視点から、その特徴と変遷を講ずる。 

特に次の点を理解し、建築・都市に関する計画・デザインや調査・分析に応用できる能力を身に

付ける。 

1)宗教建築や住宅を中心とした建築の様式・意匠の特徴と変遷。2)木造軸組構造を中心とした建

築構造・材料および生産システムの特徴と変遷。3)建築と都市との関係。4)東アジア諸国や西洋

の建築との関係。 

具体的な授業項目は次の通り。 

1．建築を語る視点と建築史：建築史学の学問としての位置付けを講ずる 

2．古代住居：竪穴住居と高床住居の特徴を講ずる 

3．初期の神社建築：仏教建築伝来以前の建築の特徴を講ずる 

4．仏教建築の流入：古代仏教建築の特徴を講ずる 

5．平城京と平安京：都城の特徴とそこに建てられた住宅を講ずる 

6．奈良・平安時代の宗教建築：仏教建築流入後の神社建築の変化を講ずる 

7．中世の宗教建築：大仏様・禅宗様の流入、神社建築の変化を講ずる 

8．中世の都市と住宅：京都など都市の変容と中世の住宅の特徴を講ずる 

9．城郭建築：戦国時代から江戸時代初期の城郭建築の特徴を講ずる  

10．江戸時代の都市：城下町など都市の特徴を講ずる  

11．江戸時代の宗教建築：霊廟建築の成立と仏教建築の変容を講ずる 

12．江戸時代の住宅—その 1：書院造と数寄屋造、大名屋敷の特徴を講ずる 

13．江戸時代の住宅—その 2：町家(都市住宅)と農家(農村住宅)の特徴を講ずる 

14．幕末・明治維新の建築：開国に伴って日本に流入した洋風建築を講ずる 

15．明治の建築：明治時代の新しい建築を講ずる 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書は、日本建築学会編『日本建築史図集』彰国社、を使う。 

参考書は、授業の中で説明する。 

試験・評価

方法 

学期末に行われる筆記試験(100 点満点)の成績により評価を行う。60 点以上合格。 

試験は，日本の建築における建築様式・意匠，構造・材料，生産システムの特徴と変遷を理解

し，他者に説明できる能力を問う内容とし，すべて，論述式とする。 

合格基準の目安として，木造軸組み構造の特徴や建築様式との関係，東アジア諸国から仏教建築

の流入や開国による洋風建築の流入とその影響，建築と都市との関係，住宅の変遷などが説明で

きることとする。 

 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

受講者の理解度を把握するため、成績評価とは無関係に、レポート課題を出題する。 

すべての講義項目を 初の講義にて配布する。それを参照しながらノートを作成すること。 



生物化学２ 
 

開設大学 名古屋大学 科目コード 300142 

担当教員 前島 正義（教授） 

堀尾 文彦（教授） 

学年配当 2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 月曜日：1 限（845～1015） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 生命科学 

教室 農学部講義棟 

第１２講義室 

履修条件  

募集定員 5 名 募集時期 4 月 

講義概要 本講義は、生物に共通する細胞での物質代謝とエネルギー獲得の概念，具体的な経路に関する理

解，そして代謝に関わる酵素の基本概念に関する理解，そして関連する数値計算にも習熟するこ

とを到達目標とする。 

具体的な内容は以下のとおりとし、分かりやすく解説する。 

パート１ 

 01. はじめに（食物から生体成分の素材とエネルギーを取り出す仕組み） 

 02. 代謝からみた細胞構造の特徴と意味 

 03. タンパク質を調べる（ゲノムサイエンス，分子の精製，機能解析） 

 04. 酵素反応速度論（酵素反応の特徴，反応速度を規定する要因，反応速度の測定， 

      ミカエリス・メンテン式） 

パート２ 

  05. 解糖経路 

 06. 糖質の異化代謝の調節 

 07. ペントースリン酸経路（グルコース酸化の第二経路） 

 08. クエン酸回路：代謝経路，役割，調節 

 09. 脂肪酸の酸化 

 10. 尿素サイクル 

パート３ 

 11. 酵素反応の阻害様式と解析法 

 12. 補酵素の種類と機能 

 13. 生体エネルギー論：ＡＴＰおよび高エネルギーリン酸化合物 

 14. ミトコンドリアでの酸化的リン酸化反応（ATP 合成の分子機構） 

 15. エネルギー転換効率とエネルギー生産の調節 

 

テキスト・ 

参考文献 

レーニンジャーの新生化学 第６版 上・下巻（廣川書店）／詳細プリント配布 

試験・評価

方法 

・出欠および理解度確認のためのレポートと定期試験により総合的に成績評価。 

・履修取り下げ制度を採用する。                              

・履修取り下げの有無に関わらず，定期試験を受験しない者は「欠席」とする。 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

 



生徒指導の心理学 
 

開設大学 愛知教育大学 科目コード 300201 

担当教員 黒川雅幸 

学年配当 ３年，４年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 水曜日：１限（910～1040） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 初回授業時に教務課窓口で連絡 

履修条件 3 年生以上の履修が望ましい。 

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 本講義では，生徒指導の基本的概念や理論，基礎的事項についての理解を深めるとともに，教育

実践に向けての基本的態度の育成を目標とする。なお，問題行動への対応だけではなく，その予

防という積極的な意味での指導のあり方についても授業で取りあげる。具体的な内容は以下の通

りである。 

1. オリエンテーション 

2. 生徒指導の意義と原理 

3. 教育課程と生徒指導 

4. 児童生徒の心理と児童生徒理解 

5. 学校における生徒指導体制 

6. 学校教育相談の意義と目的 

7. 学校と家庭・地域・関係機関との連携 

8. 生徒指導に関する法制度等 

9. 問題行動の理解 

10. 生徒指導の進め方 1（非行） 

11. 生徒指導の進め方 2（不登校） 

12. 生徒指導の進め方 3（いじめ） 

13. 生徒指導の進め方 4（虐待） 

14. 生徒指導の進め方 5（情報化社会への対応） 

15. 生徒指導の進め方 6（仲間関係） 

16．定期試験 

テキスト・ 

参考文献 

参考文献：文部科学省 (2010). 生徒指導提要 教育図書 

試験・評価

方法 

毎回授業内で課すレポート（思考力，関心，表現：30%）と特定のテーマに関するレポート（思

考力，関心，表現：20%）， 終試験の得点（知識/理解：50%）の合計で評価する。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

オフィスアワー：木曜 2 限。その他，受講生と調整して対応する。 

第 1 回の授業でオリエンテーションを実施するため、第 1 回の授業を欠席した場合，基本的には

履修を認めない。履修を希望していて，第 1 回の授業に出席できない場合は，第 1 回の授業より

前に研究室を訪問しておくこと。 



世界の教育とキャリア形成 
 

開設大学 愛知教育大学 科目コード 300202 

担当教員 京免徹雄 

学年配当 ３年，４年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 水曜日：２限（1050～1220） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 初回授業時に教務課窓口で連絡 

履修条件 3 年生以上の履修が望ましい。 

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 本授業では、諸外国の学校教育について、特に子どものキャリア形成支援（キャリア教育）に着

目して検討します。日本に在住していると日本の学校は当たり前のものとして感じがちですが、

実際のところ教育の形は国よって大きく異なっており、海外に目を向けると、多様な社会・文化

を背景に多様な教育が営まれています。一般化（共通点）と差異化（相違点）を意識して外国と

比較することで、日本の教育を相対化して捉えてみましょう。 

グローバル化が進展する時代において、国際感覚を備えた教員が求められています。世界の中で

の日本の教育の位置を自覚し、その成果と課題を認識した上で、自分自身が教員としてどのよう

な学校教育をつくっていくか、吟味してみてください。 

各回の授業は、原則として教員による 70 分程度の講義と、20 分程度のディスカッションを合

わせた形で進めていきます。講義でも数カ国を取り上げますが、それ以外にも各グループで興味

のある国について調べて発表してもらう予定です。また、総括討論では、それまでの学習をふま

えて、日本の教育の可能性とそこへの関わり方について丁寧に議論していきます。具体的な内容

は以下の通りです。 

1. ガイダンス 

2. 日本における学校教育とキャリア形成 

3. アメリカにおける学校教育とキャリア形成 

4. フランスにおける学校教育とキャリア形成 

5. ドイツにおける学校教育とキャリア形成 

6. 韓国における学校教育とキャリア形成 

7. 国際比較のプレゼンテーション 

8. 総括討論 

テキスト・ 

参考文献 

テキストはなく、資料を配布します。参考文献として以下を挙げておきます。 

・二宮 皓編『新版 世界の学校 教育制度から日常の学校風景まで』学事出版、2013 

試験・評価

方法 

中間レポート 20％、プレゼンテーション 20％、小レポート 10％、期末レポート 50％で評価

します。欠席は 1 回につき 2 点減点します。 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

・3 分の 2（10 回）以上の出席が単位認定の前提となり、遅刻は 2 回で欠席 1 回としてカウン

トします。 

・講義とプレゼンテーションの回数は受講者の人数によって変わることがあります（受講者が多

い場合、プレゼンが増えて講義が減る、少ない場合はその逆です）。 



教育実践の基礎理論 
ー教職への夢を育むー 

 

開設大学 愛知教育大学 科目コード 300203 

担当教員 倉本哲男 他 

学年配当 ３年，４年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 水曜日：２限（1050～1220） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 初回授業時に教務課窓口で連絡 

履修条件 3 年生以上の履修が望ましい。 

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 将来、学生が教壇に立つ際に直面するカリキュラム・授業論、学級・学校経営論、及び生徒指導

論などに関する学校教育実践の価値と重要性、或いはその「豊かさと美しさ、及び感動」につい

て知識を得る。また、事例検討などを方法論としながら講義を進め、現代の学校教育実践の成果

と課題について理解を深め、教職への夢を育むことを目的とする。  

1.子どもを育てる学級経営３つのポイント 

2.教員の行うコミュニケーション 

3.学級問題の社会学・入門 

4.地域を視野に入れた学校教育 

5.「チーム学校」に向けた専門家連携 

6.カリキュラム基礎 1:「授業づくり」の第一歩 

7.カリキュラム基礎 2:具体的な授業場面 

8.カリキュラム基礎 3:“楽しく深い授業”を創ろう】 

9.カリキュラム基礎 4:「１時間の授業計画」 

10.カリキュラム基礎 5:教材開発の方法・教材の活用方法 

11.学校マネジメントの視点から学級編成 project に取り組む① 

12.学校マネジメントの視点から学級編成 project に取り組む② 

13.日米の文化論からみる学校マネジメント・生徒指導 

14.学校で活かせるリーダーシップ論 

15.学校カリキュラムの開発と授業・学力論 

テキスト・ 

参考文献 

参考文献は、各回の授業で適宜指示する。 

試験・評価

方法 

 「学級経営（第１回~第 5 回）」「授業・カリキュラム（第 6 回～第 10 回）」「学校経営

（第 11 回～第 15 回）」の中で、授業内課題や事後の小レポートなどの提出を課します。成績

は、これらの提出物をもとに、知識・理解度を総合的に評価します。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

特になし 



子どもの思考 
 

開設大学 愛知教育大学 科目コード 300204 

担当教員 栗山和広 

学年配当 ３年，４年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 水曜日：２限（1050～1220） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 初回授業時に教務課窓口で連絡 

履修条件 3 年生以上の履修が望ましい。 

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 子どもと大人の思考とは全く異なるものなのであろうか。子どもはどのように考えているのか。 

子どもには，子どもなりの道筋のある一貫した考えのあることがわかっています。本講義では， 

子どもが日常生活や学校で学習するさいに，どのように考えているかについて考えます。 

具体的な内容は以下のとおり。 

1.子どもの思考とは 

2.認知発達理論 

3.情報処理理論 

4.状況的認知論 

5.メタ認知 

6.批判的思考 

7.記憶のモデル 

8.記憶方略の発達 

9.数の理解 

10.科学的概念 

11.読み 

12.書き 

13.社会的認識 

14.脳科学と教育 

15.まとめ 

 

テキスト・ 

参考文献 

授業中に紹介する 

試験・評価

方法 

授業へのとり組み，態度，意欲，テスト，により総合的に評価する。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



認知心理学 
 

開設大学 愛知教育大学 科目コード 300205 

担当教員 小嶋佳子 

学年配当 ３年，４年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 水曜日：２限（1050～1220） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 初回授業時に教務課窓口で連絡 

履修条件 3 年生以上の履修が望ましい。 

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 【授業目的】 

 学習を認知心理学の観点からとらえ，よりよい学習とはどのようなものか，認知心理学を教育

にどう活かすかについて検討します。 

【授業計画】 

1. オリエンテーション 

2. 心理学とは 

3．学習とは 

4～14. 以下の内容を取り上げる予定です。 

(1)赤ちゃんの学び 

(2)言葉の学習 

(3)コンピュータから人間の学習を考える 

(4)概念の学習 

(5)外国語の学習 

(6)熟達するとは 

(7)社会的文脈に埋め込まれた学習 

(8)IT を使った学習 

15. 再度，学習とは 

テキスト・ 

参考文献 

テキスト: 今井むつみ・岡田浩之・野島久雄 (著) 新・人が学ぶということ—認知学習論からの視

点— 北樹出版 

 

試験・評価

方法 

教科書の各章ごとに行う小テストと 終テストに基づき評価する。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

特になし 



学校経営と学校図書館 
 

開設大学 愛知教育大学 科目コード 300206 

担当教員 冨田 賢史 

学年配当 ３年，４年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 集中：集中（～） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 初回授業時に教務課窓口で連絡 

履修条件 3 年生以上の履修が望ましい。 

募集定員 20 募集時期 4 月 

講義概要 授業目標：現代の学校教育における学校図書館の位置づけを、学校図書館の理念やその教育的意

義から、学校図書館が担う役割や教育活動の内容を理解する。教育行政と学校図書館の関わりを

歴史的な背景や政策から、学校経営における学校図書館の位置づけや司書教諭の役割と、学校図

書館が機能するための資源と活動内容を、学校経営における司書教諭の任務から考える。 

１．オリエンテーション（対面または e ラーニング） 

２．学校図書館の存在意義（e ラーニング） 

３・４．教育行政と学校図書館（e-ラーニング） 

５．わが国における学校図書館の現状と課題（e ラーニング） 

６．学校図書館史からみる成立と発展（e ラーニング） 

７．学校経営と学校図書館（e ラーニング） 

８．学校図書館の経営（e ラーニング） 

９．司書教諭の任務と役割（e-ラーニング） 

１０．学校図書館の施設・整備（e ラーニング） 

１１．学校図書館メディアの意義と構成（e-ラーニング） 

１２～１５．学校図書館経営の方針・計画の作成（学校図書館現場の見学も含む，フィールド

ワーク） 

テキスト・ 

参考文献 

なし 

試験・評価

方法 

第１回（オリエンテーション）の際に説明する。 

別途必要な

経費 

システム利用料 2,000 円 

また，フィールドワーク会場となる学校・施設への交通費等は自費負担となる。 

その他特記

事項 

本科目は，本学に設置している学校図書館司書教諭科目 e ラーニングサイトにおける 

e ラーニングとフィールドワークで構成される。 

システム利用料の支払い方法については，受講許可の際に所属大学を通じて納付依頼文書を送付

するので，指定された様式を用いてオリエンテーションまでに振り込むこと。 

受講料の振り込み確認後に，サイトへのログインに必要な ID・パスワードを発行する。 

また，授業期間開始後の返金はいたしません。 

フィールドワークの日程などの連絡はオリエンテーションで説明する。 

連絡事項は e ラーニングサイトに掲 



学校図書館メディアの構成 
 

開設大学 愛知教育大学 科目コード 300207 

担当教員 天野 由貴 

学年配当 ３年，４年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 集中：集中（～） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 初回授業時に教務課窓口で連絡 

履修条件 3 年生以上の履修が望ましい。 

募集定員 20 募集時期 4 月 

講義概要 授業目標：知識基盤社会において教育課程が変化することにより、学校図書館に求められる役割

や機能も変化している。教育の展開に寄与するために学校図書館に必要なメディアとは何か、そ

の種類と特性を理解し、組織化や管理運営の方法を知る。 

１．オリエンテーション（対面または e ラーニング） 

２．学校図書館メディアの教育的意義（e ラーニング） 

３．学校図書館メディアの種類と特性・印刷メディア（e ラーニング） 

４．学校図書館メディアの種類と特性・視聴覚メディア（e-ラーニング） 

５．学校図書館メディアの種類と特性・電子メディア（e ラーニング） 

６．学校図書館メディアの構築（e ラーニング） 

７．メディアの選択と収集方針（e ラーニング） 

８．メディアの組織化と蔵書構成（e ラーニング） 

９．メディアの配架とレイアウト（フィールドワーク） 

１０．メディアの展示とサイン（フィールドワーク） 

１１．学校図書館メディアの目録（e-ラーニング） 

１２．学校図書館メディアの分類と件名（e ラーニング） 

１３．学校図書館システムの構築とネットワーク（e ラーニング） 

１４．学校図書館メディアの管理と運用（フィールドワーク） 

１５．学習活動と学校図書館メディアの活用（フィールドワーク） 

テキスト・ 

参考文献 

なし 

試験・評価

方法 

e ラーニングにおける確認テスト 50% （出席確認および内容の理解を測ります） 

フィールドワークにおける提出課題の評価 50% 

別途必要な

経費 

システム利用料 2,000 円 

また，フィールドワーク会場となる学校・施設への交通費等は自費負担となる。 

その他特記

事項 

本科目は，本学に設置している学校図書館司書教諭科目 e ラーニングサイトにおける 

e ラーニングとフィールドワークで構成される。 

システム利用料の支払い方法については，受講許可の際に所属大学を通じて納付依頼文書を送付

するので，指定された様式を用いてオリエンテーションまでに振り込むこと。 

受講料の振り込み確認後に，サイトへのログインに必要な ID・パスワードを発行する。 

また，授業期間開始後の返金はいたしません。 

フィールドワークの日程などの連絡はオリエンテーションで説明する。 

連絡事項は e ラーニングサイトに掲 



読書と豊かな人間性 
 

開設大学 愛知教育大学 科目コード 300208 

担当教員 伊藤 幸代 

学年配当 ４年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 集中：集中（～） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 初回授業時に教務課窓口で連絡 

履修条件 4 年生以上の履修が望ましい。 

募集定員 20 募集時期 4 月 

講義概要 授業目標：子どもの読書離れが問われている現代において、読書は、子どもの心を育むと共に

「読む」という行為を習慣づける、重要な学びの基礎である。また、読書指導や読書教育は学校

教育の中にきちんと位置づけていく必要性があり、司書教諭は読書環境としての学校図書館を整

備し、読書活動を推進する役割を担うことを理解する。 

１．オリエンテーション（対面または e ラーニング） 

２．子どもの読書状況と読書の意義（e ラーニング） 

３．子ども読書活動の推進（e ラーニング） 

４．読書と豊かな人間性（e-ラーニング） 

５．多様なメディアと読書（e ラーニング） 

６．発達段階と読書（e ラーニング） 

７．読書と学習（e ラーニング） 

８．読書指導と学校図書館（e ラーニング） 

９．読書環境の整備と読書指導計画（e ラーニング） 

１０．読書材の選択と提供（フィールドワーク） 

１１．読書指導の方法（フィールドワーク） 

１２．読書センターとしての学校図書館（フィールドワーク） 

１３．司書教諭の役割と読書活動（フィールドワーク） 

１４．読書と読解力・思考力の育成（e ラーニング） 

１５．生涯学習へつなぐ読書（e ラーニング） 

テキスト・ 

参考文献 

なし 

試験・評価

方法 

e ラーニングにおける確認テスト 50% （出席確認および内容の理解を測ります） 

フィールドワークにおける提出課題の評価 50% 

別途必要な

経費 

システム利用料 2,000 円 

また，フィールドワーク会場となる学校・施設への交通費等は自費負担となる。 

その他特記

事項 

本科目は，本学に設置している学校図書館司書教諭科目 e ラーニングサイトにおける 

e ラーニングとフィールドワークで構成される。 

システム利用料の支払い方法については，受講許可の際に所属大学を通じて納付依頼文書を送付

するので，指定された様式を用いてオリエンテーションまでに振り込むこと。 

受講料の振り込み確認後に，サイトへのログインに必要な ID・パスワードを発行する。 

また，授業期間開始後の返金はいたしません。 

フィールドワークの日程などの連絡はオリエンテーションで説明する。 

連絡事項は e ラーニングサイトに掲 



学習指導と学校図書館 
 

開設大学 愛知教育大学 科目コード 300209 

担当教員 冨田 賢史 

学年配当 ４年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 集中：集中（～） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 初回授業時に教務課窓口で連絡 

履修条件 4 年生以上の履修が望ましい。 

募集定員 20 募集時期 4 月 

講義概要 授業目標：教育課程の展開に寄与する学校図書館となるために、司書教諭は学校図書館の体系的

な活用と、情報リテラシー教育を指導し、探究的な学習活動を展開する役割を担う。生涯学習に

おいて、児童生徒が主体的な学習者になるよう、そのために必要な知識とスキルを身につけるた

めのプログラムはどのようなものかを学び、受講者自身が演習の中で、探究的な学習活動を創造

し理解を深める。 

１．オリエンテーション（対面または e ラーニング） 

２．教育課程の展開と学校図書館（e ラーニング） 

３．学習指導要領と学校図書館（e ラーニング） 

４．主体的な学習者の育成（e-ラーニング） 

５．学習・情報センターとしての学校図書館（フィールドワーク） 

６．学校図書館の活用と司書教諭の役割（フィールドワーク） 

７．教科学習における学校図書館の活用（e ラーニング） 

８．総合的な学習の時間における学校図書館の活用（e ラーニング） 

９．学校図書館における情報リテラシー教育（e ラーニング） 

１０．情報リテラシー教育の指導計画と方法（フィールドワーク） 

１１．指導内容の体系化とプログラム（フィールドワーク） 

１２．課題設定方法と学習プロセスの計画（フィールドワーク） 

１３．情報メディアの活用（フィールドワーク） 

１４．探究的な学習活動と新知識の発信（フィールドワーク） 

１５．学習プロセスの振り返りと評価（フィールドワーク） 

テキスト・ 

参考文献 

なし 

試験・評価

方法 

e ラーニングにおける確認テスト 50% （出席確認および内容の理解を測ります） 

フィールドワークにおける提出課題の評価 50% 

別途必要な

経費 

システム利用料 2,000 円 

また，フィールドワーク会場となる学校・施設への交通費等は自費負担となる。 

その他特記

事項 

本科目は，本学に設置している学校図書館司書教諭科目 e ラーニングサイトにおける 

e ラーニングとフィールドワークで構成される。 

システム利用料の支払い方法については，受講許可の際に所属大学を通じて納付依頼文書を送付

するので，指定された様式を用いてオリエンテーションまでに振り込むこと。 

受講料の振り込み確認後に，サイトへのログインに必要な ID・パスワードを発行する。 

また，授業期間開始後の返金はいたしません。 

フィールドワークの日程などの連絡はオリエンテーションで説明する。 

連絡事項は e ラーニングサイトに掲 



情報メディアの活用 
 

開設大学 愛知教育大学 科目コード 300210 

担当教員 天野 由貴 

学年配当 ３年，４年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 集中：集中（～） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 初回授業時に教務課窓口で連絡 

履修条件 3 年生以上の履修が望ましい。 

募集定員 20 募集時期 4 月 

講義概要 授業目標：学校図書館における多様な情報メデイアの特性と活用方法の理解を図り、司書教諭の

役割と共に考える。また、高度情報社会における基本的なリテラシーである情報リテラシーの育

成の重要性と学校における情報メデイアの活用のあり方について、体験を通じて理解を深める。 

１．オリエンテーション（対面または e ラーニング） 

２．情報メディアとは何か（e ラーニング） 

３．情報メディアと高度情報化社会（e ラーニング） 

４．情報メディアと「知る権利」（e-ラーニング） 

５．学校図書館と著作権（e ラーニング） 

６．情報モラルと著作権（e ラーニング） 

７．インターネットの概要と活用（e ラーニング） 

８．インターネットとデータベース検索（e ラーニング） 

９～１０．学校図書館におけるメディア（フィールドワーク） 

１１．学校図書館と情報リテラシー教育（e ラーニング） 

１２．探究学習と情報メディアの活用（e ラーニング） 

１３．教科横断型の情報検索・課題設定と思考力の育成（フィールドワーク） 

１４．教科横断型の情報検索・表現力の育成と言語活動（フィールドワーク） 

１５．情報メディアの活用と生涯学習（e ラーニング） 

テキスト・ 

参考文献 

なし 

試験・評価

方法 

e ラーニングにおける確認テスト 50% （出席確認および内容の理解を測ります） 

フィールドワークにおける提出課題の評価 50% 

別途必要な

経費 

システム利用料 2,000 円 

また，フィールドワーク会場となる学校・施設への交通費等は自費負担となる。 

その他特記

事項 

本科目は，本学に設置している学校図書館司書教諭科目 e ラーニングサイトにおける 

e ラーニングとフィールドワークで構成される。 

システム利用料の支払い方法については，受講許可の際に所属大学を通じて納付依頼文書を送付

するので，指定された様式を用いてオリエンテーションまでに振り込むこと。 

受講料の振り込み確認後に，サイトへのログインに必要な ID・パスワードを発行する。 

また，授業期間開始後の返金はいたしません。 

フィールドワークの日程などの連絡はオリエンテーションで説明する。 

連絡事項は e ラーニングサイトに掲 



基礎有機化学Ⅰ 
 

開設大学 名古屋工業大学 科目コード 300301 

担当教員 高木 繁（工学研究科教授） 

学年配当 1 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 火曜日：3･4 時限（1030～1200） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 数学・物理・化学 

教室 御器所キャンパス 5111 教室 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 授業の目的・達成目標 

ボルハルト・ショアーの現代有機化学（上）の第１章から第５章まで講義する。有機化学は急速

に発展しつつある活力に満ちた分野である。有機反応というと暗記ものという意識が強いかもし

れないが、実際は明快な理論に基づいている。また、その構造について理解することにより、有

機反応の面白さをより実感することができる。この講義では、有機化学の基礎となる結合に関す

る基礎的な理解、アルカン・シクロアルカンの性質・構造・反応の理解ができるようになること

を目的としている。この授業を通して、有機化学への興味が高まり、その明快な理論を様々な反

応に自ら応用できるようになることを 終的な目標とする。達成目標：炭素の混成軌道と構造，

反応の関係を説明できるようになる。立体化学の概念と光学異性体について説明できるようにな

る。 

授業計画 

1. 有機化学における化学結合の基礎 

2. 原子軌道の概念     

3. 炭素の混成軌道 

4. 官能基（達成目標，炭素の混成軌道と構造について説明できるようになる。） 

5. アルカンの命名法 

6. アルカンの構造と性質 

7. アルカンの立体配座（達成目標，炭化水素の命名（順位則）ができるようになる。立体配座に

ついて説明できるようになる。） 

8. ラジカル   

9. アルカンのラジカル反応 

10. アルカンのラジカル的ハロゲン化（達成目標，混成軌道に基づき，炭化水素のラジカル反応

を説明できるようになる。） 

11. シクロアルカンの構造と性質 

12. シクロアルカンの立体化学（達成目標，シクロアルカンの安定性とその立体異性体について

理解する。） 

13. キラルとアキラル,絶対配置と Fischer 投影式 

14. ジアステレオマーとメソ体 

15. 光学分割（達成目標，光学異性体について理解する。） 

16. 試験 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書:ボルハルト・ショアー 「現代有機化学（上）」化学同人 

参考書:なし 

試験・評価

方法 

成績評価の方法:試験により行う。 

成績評価の基準:６０点以上を合格とする。 

 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

高校の化学の知識を必要とする。 



物理化学 
 

開設大学 名古屋工業大学 科目コード 300302 

担当教員 小野 克彦（工学研究科准教授） 

学年配当 2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 月曜日：1･2 時限（850～1020） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 数学・物理・化学 

教室 御器所キャンパス 2341 教室 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 授業の目的・達成目標 

基礎化学で学んだ熱力学の基礎概念をいろいろな条件下に適用し、その熱力学的表現法とそこに

存在する法則を学ぶ。特にギブズの自由エネルギーについて概観する。 

授業計画 

1.～3. 相の安定性と相転移 熱平衡の判定基準 

達成目標１：代表的な相図と熱力学的相境界を理解する 

4.～6. 相転移の分類 規則－不規則転移など 

達成目標２：クラウジウス－クラペイロンの式から蒸気圧の温度変化の求め方を修得する 

7.～9. 1.から 6.の部分の演習問題＋混合の熱力学 

達成目標３：ラウールの法則、束一的性質などを理解する 

10.～12. 相律および自発的な化学反応 熱力学的観点 

達成目標４：化学平衡の圧力・温度効果を理解する 

13.～15. ギブズの自由エネルギーの概論＋総復習 

達成目標５：ギブズの自由エネルギーについて理解する 

16. 定期試験 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書:アトキンス 物理化学（上）第１０版 

参考書:基本化学熱力学 展開編 蒲池幹治 著（三共出版） 

試験・評価

方法 

成績評価の方法:定期試験によって評価する 

成績評価の基準:熱力学に基づく相変化についての修得を必要とする。定期試験を５段階で評価す

る。 

 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

１．教科書（第４章～第６章）で予習と復習を行うこと 

２．熱力学の基礎（教科書 第２章～第３章）を復習し、理解しておくこと 

 



物質科学Ⅰ 
 

開設大学 名古屋工業大学 科目コード 300303 

担当教員 安達 信泰（工学研究科教授） 

学年配当 2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 水曜日：1･2 時限（850～1020） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 御器所キャンパス 2331 教室 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 授業の目的・達成目標 

【授業の目的】固体中の化学結合や結晶構造について，またそれらと固体の物理的な性質（物

性）がどのように関連しているかについて学ぶ。 【授業の達成目標】達成目標１：結晶構造の表

現方法および結晶構造の決定方法について説明ができ、固体物性を結晶構造的観点から理解でき

る。達成目標２：物質の光学特性、磁気特性、電気的特性の基本概念を学び、身の回りに使われ

ている電子デバイスの理解を深める。 

授業計画 

1.～4. 固体構造化学の基礎とその実際  ブラベ単位格子やミラー指数といった結晶構造表現の

基礎，配位の形，格子エネルギーといった結晶配列の基礎につて学び，これらの決定方法基礎と

しての X 線回折法について説明する。また、結晶転移など結晶の熱変化またこれらを示した状態

図の見方について説明する。また，結晶欠陥など不完全結晶について説明し，固体物性との関係

についてふれる。 

5. レポート or 中間試験  

6.～15. 固体の光学的性質（光の吸収、反射、透過、屈折率について学び、誘導放出によるレー

ザーの原理）、固体の電気的性質（金属、半導体、絶縁体の電気的特性を決める要因、電子デバ

イスへの応用例）固体の磁気的性質（常磁性と反磁性、強磁性と反強磁性、磁性材料の基礎）を

説明する。 

16. ：定期試験 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書：「材料の科学と工学」キャリスター著（培風館） 

参考書：「入門固体化学」Smart 他著（化学同人）、近角聡信「物性科学入門」 裳華房 

 

試験・評価

方法 

成績評価の方法：各トピックスに関するレポート(または中間試験）および期末試験により総合評

価する。ただし、期末試験の受験は、必須で、６０％以上の理解でＣ判定以上とする。 

成績評価の基準：100-90 点 秀 89-80 点 優 79-70 点 良 69-60 点 可 59 点以下 

不可 

 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

予習、復習を前提とする。課題問題を自分で解くことによって理解を深める努力をすること。 



反応工学 
 

開設大学 名古屋工業大学 科目コード 300304 

担当教員 南雲 亮（工学研究科准教授） 

学年配当 3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 金曜日：5･6 時限（1300～1430） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 御器所キャンパス 0112 教室 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 授業の目的・達成目標 

化学反応によって反応原料から目的生成物を得るとき、どのような形状の反応器を用いるか、ま

たどのような操作条件（反応物濃度、温度、圧力など）で反応させるかによって、得られる目的

生成物の収率や選択率は変わってしまう。製造コストに見合った量や純度の目的生成物を得るに

は、そもそも反応の前段階で反応器の種類や大きさを設計し、 適に近い操作条件を予測してお

かなければならない。 

そこで本講義は、均一系（液相および気相）の反応プロセスを対象に、工業的な反応装置を設計

して所定の目標値を達成するための化学工学的アプローチを修得することを目的とする。 

具体的には、反応装置の設計に必要な反応速度論の基礎、反応器の設計方程式の導出方法とその

適用例、与えられた反応に対する 適な反応器や操作条件の決定方法、の主に３項目について講

義する。なお本講義では、平成 28 年度および平成 29 年度に開講された「反応工学」とほぼ同

一の授業内容を学習する。 

授業計画 

1. 反応工学とは 

2. 反応器の種類 （回分式反応器と連続式反応器） 

3. 量論式と量論関係 

4. 回分式反応器の設計方程式 

5. 連続式反応器の設計方程式① 

6. 連続式反応器の設計方程式② 

7. 反応器設計の具体的な方法 

8. 連続式反応器の多段化 

9. 自触媒反応への応用 

10. 連続式反応器へのリサイクル流れの導入 

11. 複合反応における反応速度論 

12. 定常状態近似の考え方 

13. 複合反応における反応器設計の指針 

14. 複合反応の解析法① 

15. 複合反応の解析法② 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書：使用しない。 

参考書：「化学工学 改訂第 3 版 －解説と演習－」 化学工学会監修 （朝倉書店）、 

“Chemical Reaction Engineering” 2nd Ed., O. Levenspiel (Wiley) 

試験・評価

方法 

成績評価の方法：授業の進捗に応じた課題の提出と定期試験によって評価する。 

成績評価の基準：所定の反応に適した反応器の種類を決定し、その反応器が適している理由につ

いて、反応原料の転化率や目的生成物濃度、必要な処理時間や反応器体積の観点から説明できる

かなどを、課題と定期試験で総合的に評価する。100 点満点で 90 点以上を S、80－89 点を

A、70－79 点を B、60－69 点を C、59 点以下を D とする。 

 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

理論式の導出過程において高校レベルの微分積分を多く用いるが、この点については授業中に随

時復習する。 



有機化学Ⅳ 
 

開設大学 名古屋工業大学 科目コード 300305 

担当教員 柴田 哲男（工学研究科教授） 

学年配当 3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 水曜日：5･6 時限（1300～1430） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 数学・物理・化学 

教室 御器所キャンパス 0222 教室 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 授業の目的・達成目標 

本講義は自然界に存在する多官能性化合物（炭水化物），ヘテロ環化合物やアミノ酸，ペプチ

ド，タンパク質，核酸など自然界に存在する含窒素高分子を基礎として学び，さらに発展として

医薬、生理活性物質の歴史的背景や作用機序などを学ぶことにより 、生命の仕組みを分子レベル

で理解することを目的とする。 

 有機分子は生命の営みに重要な役割を担っている。これらの有機分子と生命との関わり合いに

ついて、基礎的理解を深める。医薬品などの生理活性物質は、生命と関わり合いのある重要な有

機分子である。 私たちは病気にかかったときに医薬品のお陰で病状から解放された健康な体を取

り戻すことが出来る。こうした医薬品が発明発見されてきた過程は、人間が生命への挑戦してき

た歴史であり興味深い。講義後半では、生理活性物質の発見から医薬品開発に到る歴史を知ると

ともに、生理活性物質の作用機序の基礎を学ぶ。 

授業計画 

1. 自然界に存在する多官能性化合物（炭水化物） 

2. ヘテロ環化合物 

3. アミノ酸，ペプチド，タンパク質，核酸 

4. 創薬化学の歴史 

5. β-ラクタム系抗生物質 1 

6. β-ラクタム系抗生物質 2 

7. サルファ剤 

8. キノロン系抗菌薬 

9. ヒスタミン H2-受容体拮抗薬 1 

10. ヒスタミン H2-受容体拮抗薬 2 

11. DNA を標的とするがんの薬 1 

12. DNA を標的とするがんの薬 2 

13. 抗ウイルス薬 1 

14. 抗ウイルス薬 2 

15. 総括 

16. 試験 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書:「創薬」山崎恒義・堀江透 編 （丸善） 

参考書:「現代有機化学」ボルハルト ショアー 下 （化学同人） 

試験・評価

方法 

成績評価の方法:期末試験 

成績評価の基準:試験において 60 点以上を合格とする 

 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

有機化学の基礎知識を有すること 



材料物性基礎 
 

開設大学 名古屋工業大学 科目コード 300306 

担当教員 西野  洋一 （工学研究科教授） 

種村 眞幸（工学研究科教授） 

小野 晋吾（工学研究科准教授） 

学年配当 1 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 火曜日：3･4 時限（1030～1200） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 数学・物理・化学 

教室 御器所キャンパス 2311 教室 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 授業の目的・達成目標 

材料の種々の特性は、その結晶構造や構成原子の性質に由来している。したがって、原子的なレ

ベルで材料を見る目を養うことは、これから材料について学ぶうえできわめて大切である。この

講義では、材料工学の も基礎である結晶学、材料の構造と物性、力学物性や電子物性の初歩に

ついて平易に解説する。 

授業計画 

1. 結晶の定義と分類 

2. 金属の代表的な結晶構造 

3. 結晶学的記述と X 線回折 

4. 結晶格子欠陥 

5. 転位の基本的性質 

6. 弾性，塑性および破壊 

7. 完全結晶の理論強度 

8. 総括+中間試験 

9. エネルギー準位 

10. キャリア輸送 

11. 光と固体の相互作用１ 

12. 光と固体の相互作用２ 

13. 材料物性評価の基礎 

14. 荷電粒子と固体の相互作用１ 

15. 荷電粒子と固体の相互作用２ 

16. 総括+期末試験 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書:特になし 

参考書:幸田成康著 「金属物理学序論」 （コロナ社） 

佐久間健人・井野博満著 「材料科学概論」 （朝倉書店） 

試験・評価

方法 

成績評価の方法:中間試験（50 点）及び期末試験（50 点）を行う。 

成績評価の基準:中間試験及び期末試験の合計が 60 点以上を合格とする。 

 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



電気化学 
 

開設大学 名古屋工業大学 科目コード 300307 

担当教員 栗田 典明 （工学研究科准教授） 

呉 松竹（工学研究科准教授） 

学年配当 3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 火曜日：1･2 時限（850～1020） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 数学・物理・化学 

教室 御器所キャンパス 2321 教室 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 授業の目的・達成目標 

機能変換の一つである電気エネルギー（または電気ポテンシャル）と化学エネルギー（または化

学ポテンシャル）の変換は環境材料の分野の大きなテーマである。また、エネルギーの変換にと

どまらず、材料の開発・製造・使用に際しては多くの電気化学現象が現れる。ここでは、これら

を理解するのに必要な電気化学の基礎について学ぶ。従来の水溶液電解質に重点を置いた電気化

学に偏らず、電子伝導性物質とイオン伝導性物質からなる多相系の物理化学的性質の解析という

観点から、より一般性のある形で電気化学を学び、化学センサー、燃料電池、半導体デバイス、

金属腐食、電解採取プロセスなどのしくみを理解し、さらに新しい応用を開発する能力を養う。 

授業計画 

1. 水溶液内イオン平衡（酸塩基反応、酸化還元反応） 

2. 水溶液内イオン平衡（錯化反応、溶解度平衡） 

3. 電池の起電力と平衡電位（電池、接触電位、電気化学ポテンシャル） 

4. 電池の起電力と平衡電位（半電池、電極電位と活量、照合電極、起電力の測定） 

5. 電池の起電力と平衡電位（荷電粒子に働く力、イオンの移動度） 

6. 電池の起電力と平衡電位（イオン電流と電気化学ポテンシャル勾配、イオンの輸率） 

7. 電池の起電力と平衡電位（拡散電位、濃淡電池） 

8. 電極反応速度（電極界面の電気二重層、界面における電荷移動過程） 

9. 電極反応速度（Butler-Volmer の式、交換電流密度） 

10. 電極反応速度（過電圧、分極） 

11. 金属の腐食と妨食（腐食電位、腐食の熱力学） 

12. 金属の腐食と妨食（電位-pH 図） 

13. 金属の腐食と妨食（電位と腐食速度の関係、腐食の制御と妨食、腐食の電極反応速度論） 

14. 電解工学（電解反応の基礎、水電解、アルミニウム・亜鉛の電解採取、銅の電解精製） 

15. まとめ 

16. 期末テスト 

 

テキスト・ 

参考文献 

参考書:「現代電気化学」田村・松田著（丸善）、「アトキンス物理化学第８版（上下）」

P.W.Atkins 著、千原秀昭・中村亘男訳（東京化学同人） 

試験・評価

方法 

成績評価の方法:期末試験による。 

成績評価の基準:期末試験の解答により理解度を評価する。 

 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



反応速度論 
 

開設大学 名古屋工業大学 科目コード 300308 

担当教員 奥村 圭二（工学研究科准教授） 

学年配当 3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 木曜日：5･6 時限（1300～1430） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 数学・物理・化学 

教室 御器所キャンパス 0112 教室 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 授業の目的・達成目標 

 工業材料は使用環境に応じて高度で様々な特性が要求されるが、材料の強度、靭性といった特

性および価格はその製造プロセスに大きく依存する。 

  高温反応場を利用した素材製造プロセスにおいて、化学反応を取り扱うためには、化学熱力学

と反応速度論の知識が必要不可欠である。高温反応では、化学熱力学に従って反応が進行する

が、ほとんどの場合、反応は異相間で起こる不均一反応である。例えば、自然界に存在する金属

は、単体で存在することは稀であり、酸化物、硫化物などの状態で産出されるため、多くの金属

材料製造プロセスは、高温反応を利用した分離・精製プロセスを経て金属単体にまで還元され

る。 

 本講義では、反応速度論の基礎的事項と不均一反応系の反応速度の一般的な取り扱について習

得する。また、金属製錬の実プロセスを例として反応速度論の理解を深める。  

授業計画 

1. 序論（反応速度論について）  

2.～4. 反応速度の解析 

  反応速度の数学的表現、反応次数、速度式と速度定数 

5.～7. 反応速度の理論 

  衝突論、遷移状態理論、単分子反応論 

8. ～10. 反応予測と速度過程 

 律速過程、界面現象と反応速度 

11.～14. 金属製錬プロセスにおける反応速度論 

 金属製錬プロセスの概要、ガス－メタル間反応、スラグ－メタル間反応、モデリング 

15. 総括＋期末試験 

テキスト・ 

参考文献 

参考書:冨永博夫、河本邦仁：「反応速度論」：昭晃堂 

慶伊富長：「反応速度論」：東京化学同人、 

小宮山宏：「速度論」：朝倉書店、 

金属化学入門シリーズ 2「鉄鋼製錬」日本金属学会 

試験・評価

方法 

成績評価の方法:演習レポート及び期末試験 

成績評価の基準:授業の目標達成度 

 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

前回までの講義を次回までに十分復習しておくこと。 



材料強度学 
 

開設大学 名古屋工業大学 科目コード 300309 

担当教員 西野  洋一 （工学研究科教授） 

学年配当 3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 木曜日：7･8 時限（1440～1610） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 数学・物理・化学 

教室 御器所キャンパス 0113 教室 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 授業の目的・達成目標 

授業の目的： 金属をはじめとする結晶材料の特性の一つとして塑性変形しやすいという性質があ

る。結晶中の原子は規則正しく並んでいるが，ところどころに原子配列の乱れがある。このミク

ロな格子欠陥，つまり転位が結晶中を運動することによって，マクロな塑性変形が起きるのであ

る。このような結晶塑性のメカニズムと材料強化の基本原理について，主として原子論的な観点

から明らかにする。 

達成目標： 工業的に用いられる構造材料や機能材料の変形と強度に関する基本的性質を転位論に

基づいて理解するとともに，高強度材料など材料開発への応用力を養成する。 

授業計画 

1. すべり変形と転位  

2. 転位のすべり運動と上昇運動  

3. 転位に働く力と応力  

4. 転位の増殖(フランク･リード機構)  

5. 転位の運動と塑性ひずみ  

6. 転位間の相互作用  

7. 転位の分解および反応  

8. 単結晶の降伏理論  

9. 多結晶の降伏現象  

10. 加工硬化 

11. 加工硬化の機構  

12. 合金の強化機構  

13. 転位と溶質原子の相互作用 

14. 固溶硬化  

15. 析出および分散強化 

16. 総括+期末試験 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書：プリントを配布する。 

参考書：「金属物理学序論」 幸田成康著 （コロナ社）、 

「若い技術者のための機械･金属材料 第２版」 矢島悦次郎 他共著 （丸善） 

試験・評価

方法 

成績評価の方法：中間試験（30 点）及び期末試験（70 点）を行う。 

成績評価の基準：中間試験及び期末試験の合計が 60 点以上を合格とする。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



電気・電子材料 
 

開設大学 名古屋工業大学 科目コード 300310 

担当教員 大原 繁男（工学研究科教授） 

学年配当 3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 金曜日：5･6 時限（1300～1430） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 数学・物理・化学 

教室 御器所キャンパス 5228 教室 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 授業の目的・達成目標 

電気・電子器機や情報貯蔵器機は近代高度情報社会の大きな担い手であり、日常生活や製品のな

かに多くの電気・電子材料が用いられている。材料の開発が社会を変革することは、AI や情報通

信器機のこの数十年の発展と影響をみても明らかである。 

【授業の目的】 

機能材料の利用と開発のためには、ミクロな視点からの物質の理解が必要である。この講義で

は、電気・電子機能材料のうち、電子の電場・磁場中で運動と磁性体および超伝導体について、

原子・電子といったミクロな視点から基礎的なことを学ぶことを目的とする。 

【達成目標】 

1.結晶内電子の状態として、バンド構造やフェルミ面を理解した上で、電子比熱、電気伝導、有

効質量、ホール効果について説明できる。 

2.原子内電子の状態を理解をした上で、原子が持つ磁気モーメントを説明できる。 

3.固体の磁性を分類し、その特徴を説明できる。 

4.代表的な固体の磁性について、そのしくみを説明できる。 

5.超伝導の基本的な性質として、完全反磁性、磁束の量子化を説明できる。 

授業計画 

1. イントロダクション なぜ電気伝導や磁性を学ぶのか 

2. 復習①：結晶とは何か（§2.1）、原子中の電子の状態（§6.1）、結晶中の電子状態（§

6.3-6.6） 

3. 復習②：ブリユアン領域、フェルミエネルギー（§6.7, 6.8）、電子比熱 

4.  電場（電界）中の固体電子の運動、有効質量（§6.9, 6.10 前半） 

5.金属と絶縁体、正孔（§6.10 後半） 

6. 磁場（磁界）中の固体電子の運動、ホール効果（§6.11） 

7. 中間試験 

8. 磁場（磁界）、磁束密度、磁気モーメント、磁化とは何か、磁性体の分類（§9.1、§9.3） 

9. 角運動量と磁気モーメント、原子内電子による磁気モーメント（§9.2） 

10. ランジュバン常磁性とパウリ常磁性（§9.4） 

11. 強磁性①（§9.5 前半） 

12. 強磁性②（§9.5 後半） 

13. 超伝導の基本的性質、ロンドン方程式、完全反磁性、磁束の量子化 

14. クーパー対 

15. 期末試験 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書:「物性科学」坂田亮（培風館） 

参考書:「超伝導物理入門」御子柴宣夫、鈴木克生（培風館） 

試験・評価

方法 

成績評価の方法:小レポート、中間試験と期末試験によって行い、合計点により達成度を判断す

る。6 割以上の得点により単位を認定する。 

成績評価の基準:小レポート（10 点）、中間試験（40 点）と期末試験（50 点）の合計点が 60

点以上の場合に単位を認定する。 

 

別途必要な

経費 

 

その他特記  



事項 



シミュレーション工学 
 

開設大学 名古屋工業大学 科目コード 300311 

担当教員 尾形 修司（工学研究科教授） 

学年配当 3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 金曜日：5･6 時限（1300～1430） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 数学・物理・化学 

教室 御器所キャンパス 5224 教室 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 授業の目的・達成目標 

【授業の目的】 

産業界では，マルチスケールな物理学を様々に組み合わせたシミュレーションが行われ，ナノテ

ク・材料・システムの開発に活用されている．本授業では，スポコンを大規模に用いた実例など

を通じて，シミュレーションの有用性を理解する． 

【達成目標】 

産業界の諸現象は，マルチスケールな物理学の基礎的方程式により記述可能と理解すること．ス

パコンを活用するシミュレーションを通じて数値的に現象を可視化することで，材料やシステム

の設計や解析が進展すると理解すること． 

授業計画 

1. スパコンの発展史 

2-6. ナノスケールでのシミュレーション 

7-11. メソスケールでのシミュレーション 

12-15. マクロスケールでのシミュレーション 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書：特になし 

参考書：適宜案内する 

試験・評価

方法 

成績評価の方法：レポート課題の評価点の合計が６０点以上（100 点満点）を合格とする. 

成績評価の基準：各レポートは，課題を理解できていること，論理的に回答が説明されているこ

と，前提となっている仮定が述べられていること，により評価する． 

 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

授業の復習が必要である． 



熱物性論 
 

開設大学 名古屋工業大学 科目コード 300312 

担当教員 林 好一（工学研究科教授） 

学年配当 3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 火曜日：3･4 時限（1030～1200） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 数学・物理・化学 

教室 御器所キャンパス 5215 教室 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 授業の目的・達成目標 

未定（旧カリキュラムの内容は以下の通り） 

 多数の原子・分子の集団である巨視的物質の構造や物理化学的性質を考察する上で基本となる統

計熱力学的な考え方を学習する。 

 具体的な達成目標は以下のとおりである。 

・熱は分子や原子の運動に行き着くことを理解する。 

・エネルギーが分子や原子にどのように分配されているのかを知る。 

・エントロピーの概念を把握するとともに温度、圧力、化学ポテンシャルのような熱力学的な量

が統計力学の観点からどのように理解されるのかを理解する。 

・固体の比熱、気体の分子運動、熱放射、電子物性を統計力学的に扱うことができる。 

授業計画 

未定（旧カリキュラムの内容は以下の通り） 

1. 序論(1)（統計力学のはじめに） 

2. 統計力学の基本的な考え方(1)【所有（エネルギー）の分配】 

3. 統計力学の基本的な考え方(2)【振動子系の統計力学（ミクロカノニカル分布）】 

4. 統計力学の基本的な考え方(3)【振動子系の統計力学（カノニカル分布）】 

5. 統計力学の基本的な考え方(4)【分配関数、温度】 

6. 統計力学の基本的な考え方(5)【定常振動、振動数スペクトル】 

7. 統計力学の基本的な考え方(6)【理想気体、マックスウエル-ボルツマン速度分布】 

8. 統計力学の基本的な考え方(7)【カノニカル分布の特徴、状態密度】 

9. 統計力学の基本的な考え方(8)【平衡状態の統計力学的意味、ゆらぎ、等重率の原理】 

10. 統計力学の応用例(1)【熱放射、固体の比熱】 

11. 統計力学の応用例(2)【フェルミ-ディラック統計】 

12. 統計力学の応用例(3)【ボーズ-アインシュタイン統計、ボルツマン統計】 

13. 平衡条件と巨視的状態量(1)【エントロピー】 

14. 平衡条件と巨視的状態量(2)【カノニカル分布、温度】   

15. 平衡条件と巨視的状態量(3)【圧力と T-p 分布、化学ポテンシャルと大きなカノニカル分

布】 

※【 】内は key words 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書:未定 

試験・評価

方法 

成績評価の方法:未定 

成績評価の基準: 

未定（旧カリキュラムの内容は以下の通り） 

・統計力学での熱の本質を理解できているか 

・エネルギーが分子や原子にどのように分配されているのか理解できるか 

・エントロピーの概念を把握できているか 

・エントロピーと温度、圧力、化学ポテンシャルのような熱力学的な量の関係を理解できるか 

・固体の比熱、気体の分子運動、熱放射、電子物性を統計力学的に説明できるか 

 

別途必要な

経費 

 



その他特記

事項 

未定 

 



構造・機械材料 
 

開設大学 名古屋工業大学 科目コード 300313 

担当教員 渡邉 義見（工学研究科教授） 

佐藤 尚（工学研究科准教授） 

学年配当 3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 火曜日：5･6 時限（1300～1430） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 数学・物理・化学 

教室 御器所キャンパス 5211 教室 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 授業の目的・達成目標 

材料の知識があって初めて，新しい機能・特性を有する機械部品の設計や製造，さらにはその利

用が可能となる．このように，材料学は，機械工学の も重要な基礎の一つであるといえる． 

材料の性質は材料の成分と材料組織によって決まり，材料組織は材料の成分と製造プロセスに

よって決まる．すなわち材料の性質＝（材料の成分）×（材料の組織）材料の組織＝（材料の成

分）×（製造プロセス）と表すことができる．本講義では，材料の組織と機械的性質に重心をお

き，機械材料の基礎を学んでいく．そのため，材料科学の知識をもとに，材料強度および機能材

料について学ぶ．特に材料強度を考える上で重要な格子欠陥と転位については，講義の前半で詳

しく勉強する． 

授業計画 

1. 講義の概要，結晶における面および方向の表し方(立方晶のミラー指数，六方用指数) 教科書

20 頁～28 頁  

2. 応力とひずみの関係と格子欠陥（多結晶金属の降伏と変形，格子欠陥） 

 教科書 90 頁～95 頁，30 頁～41 頁  

3. 金属の塑性変形と転位（すべり変形の結晶学，単結晶金属におけるすべりの幾何学，双晶変

形，金属の理想強度と転位，転位における原子配列 その 1） 

 教科書 91 頁～107 頁 

4. 金属の塑性変形と転位（転位における原子配列 その 2，バーガース・ベクトル，転位のまわ

りの弾性場） 教科書 107 頁～116 頁 

5. 金属の塑性変形と転位（転位の自己エネルギー，転位に働く力，すべり運動，交差すべり，部

分転位とその性質，上昇運動） 

 教科書 116 頁～125 頁 

6. 材料の強度と強化方法（加工硬化と回復・再結晶）  

 教科書 126 頁～132 頁 

7. 材料の強度と強化方法（結晶粒の微細化，固溶強化）  

  教科書 133 頁～138 頁 

8. 材料の強度と強化方法（析出強化） 

 教科書 139 頁～146 頁 

9. 材料の強度と強化方法（マルテンサイト変態，複合強化） 

  教科書 173 頁～179 頁，146 頁～147 頁，212 頁～214 頁 

10. 材料評価法（繰り返し変形と疲労，クリープ，衝撃強さ，摩耗，硬さ測定）教科書 150 頁

～168 頁 

11. 材料各論（アルミニウムおよびアルミニウム合金） 

 教科書 187 頁～192 頁 

12. 材料各論（銅および銅合金，チタンおよびチタン合金） 

 教科書 192 頁～200 頁 

13. 材料各論（マグネシウムおよびマグネシウム合金，アモルファスおよび準結晶，金属間化合

物，電磁材料）教科書 202 頁～211 頁，186 頁～187 頁 

14. 材料各論（ハイダンピングマテリアル，生体材料，アクチュエート材料） 教科書 200 頁

～202 頁 

15. 講義の総括と顔試験 

 



テキスト・ 

参考文献 

教科書:渡辺義見，三浦博己，三浦誠司，渡邊千尋著，「図でよくわかる機械材料学」, コロナ社 

試験・評価

方法 

成績評価の方法:期末試験の点数により成績評価を行う．期末試験は 100 点満点で採点する． 

成績評価の基準:90 点以上・・・秀，80 点から 89 点・・・優，70 点～79 点・・・良，60

点～69 点・・・可，59 点以下・・・不可． 

 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

毎回，「提出を義務としない宿題」を出し，翌週の講義の頭，簡単に解答を説明する．自ら問題

を解くことにより，力を付けて欲しい．ただし，解答の説明は，宿題の正誤をチェックするため

に行うので，その丸写しする時間はもうけない． 

授業中に私語，内職，居眠りをしないで欲しい． 

講義は教科書を中心に，パワーポイントで説明する．色鉛筆（各色ボールペン）があると便利．

また，講義を聞き流すのではなく，適宜，ノートをとって欲しい． 

講義中の撮影および録音を禁止する．違反したものは不正受講者として対応する． 

 



エネルギー材料 
 

開設大学 名古屋工業大学 科目コード 300314 

担当教員 井手 直樹（工学研究科准教授） 

宮崎 秀俊（工学研究科准教授） 

学年配当 3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 水曜日：1･2 時限（850～1020） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 数学・物理・化学 

教室 御器所キャンパス 2321 教室 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 授業の目的・達成目標 

【授業の目的】 

エネルギー変換システムやエネルギー貯蔵システムに関連した固体物理学や金属材料学について

学び、熱電材料等のエネルギー材料について理解を深める。 

【達成目標】 

①熱電現象の基本概念を理解し、キャリアやフォノンの輸送現象に関する基礎知識を習得する。 

②結晶成長技術を学び、凝固・結晶成長プロセスなどの基礎知識を習得する。 

授業計画 

1. 熱電材料 

2.3. 熱電現象(ペルチェ効果、ゼーベック効果、トムソン効果) 

4. 電荷と熱の輸送の現象論 

5. 熱電材料の性能指数 

6. 格子熱伝導 

7. 固体の熱膨張 

8. ★中間試験 

9. 結晶成長技術の概要 

10. 結晶成長の基礎・結晶の核生成 

11. 結晶成長の基礎・物質や熱の輸送 

12. 結晶成長の基礎・結晶成長のための統計熱力学 

13. 結晶成長の方法・バルク体を中心に 

14. 結晶成長の方法・薄膜を中心に 

15. 周辺技術 

16. ★期末試験 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書:必要に応じてプリントを配布する 

参考書:「熱電変換」坂田亮著（裳華房）、 

「熱電変換材料」日本セラミックス協会・日本熱電学会編(日刊工業新聞社)、 

「結晶成長 」齋藤幸夫著（裳華房）、 

「結晶は生きている」黒田登志雄著（丸善） 

試験・評価

方法 

成績評価の方法:中間試験および期末試験を総合して評価する。 

成績評価の基準:中間試験（配点 50 点）  

期末試験（配点 50 点）  

中間試験および期末試験の総合得点が 60 点以上を合格とする。 

 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

特になし 



溶融プロセス工学 
 

開設大学 名古屋工業大学 科目コード 300315 

担当教員 渡邉 義見（工学研究科教授） 

学年配当 3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 水曜日：3･4 時限（1030～1200） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 数学・物理・化学 

教室 御器所キャンパス 5217 教室 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 授業の目的・達成目標 

溶融加工とは，鋳造，溶接，溶断，溶射，射出成形など，物質の溶融・凝固現象を利用した加工

法の総称である．ここでは，圧接など溶融を伴わない接合法も溶接に含める．講義の前半では状

態図の復習も行う．動画を含め，現場の写真を用い，分かりやすく溶融プロセス工学を学んでゆ

く．また， 新の 3D プリンター技術に関しても紹介する． 

授業計画 

1. 第 1 章 溶融加工法の原理と特徴  1.1 溶融加工法の定義，1.2 溶融加工法の分類，1.3 

溶融加工法の利用例 

2. 第 2 章 凝固と状態図 2.1 凝固の基本的事項 

3. 第 2 章 凝固と状態図 2.2  非平衡凝固，2.3 ケーススタディー 

4. 第 3 章 金属の溶解 3.1 電気エネルギー熱源，3.2 化学的エネルギー熱源，3.3 金属の溶

解に必要な熱エネルギー 

5. 第 4 章 鋳造加工法 4.1 鋳造加工とは 

6. 第 4 章 鋳造加工法 4.2 模型の製作，4.3 造型法（鋳型の作製） 

7. 第 4 章 鋳造加工法 4.4 鋳造欠陥，4.5 鋳造方案，4.6 特殊鋳造法  

8. 第 4 章 鋳造加工法 4.7 鋳鉄，4.8 アルミの鋳造および鋳造アルミ合金，4.9 急冷法 

9. 第 5 章 溶接加工 5.1 溶接・接合の概要，5.2 ろう付け，5.3 融接  

10. 第 5 章 溶接加工 5.4 固相溶接法，5.5 溶接による組織変化，5.6 溶接箇所の後処理

11. 第 6 章 粉末成形 6.1 粉末成形の概要，6.2 圧粉成形，6.3 焼結現象， 

12. 第 6 章 粉末成形 6.4 金属粉末射出成形，6.5 粉末製造法，6.6 セラミックス製品の

製造法  

13. 第 7 章 プラスチック成形 7.1 プラスチックとは，7.2 射出成形，7.3 紡糸法，7.4

炭素繊維複合材料(CFRP)の製造法，7.5 発泡樹脂成形  

14. 第 8 章 先端溶融プロセス工学 

15.16. 講義の総括と試験 

テキスト・ 

参考文献 

教科書:渡辺，三浦，三浦，渡邊「図でよくわかる機械材料学」, コロナ社 

試験・評価

方法 

成績評価の方法:100 点満点の期末試験． 

成績評価の基準:90 点以上・・・秀，80 点から 89 点・・・優，70 点～79 点・・・良，60

点～69 点・・・可，59 点以下・・・不可． 

 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

授業中に私語，内職，居眠りをしないで欲しい．板書を写すことは教育的に意味のあることで

す．技術者には図面を正確に写す能力も要求されています． 

講義中に写す時間を与えますので，その場で板書して下さい． 

講義中の撮影や録音は禁止します．見つけた場合，不正行為と見なして対処しますので，絶対に

行わないでください． 



磁性材料 
 

開設大学 名古屋工業大学 科目コード 300316 

担当教員 日原 岳彦（工学研究科教授） 

学年配当 3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 金曜日：5･6 時限（1300～1430） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 数学・物理・化学 

教室 御器所キャンパス 0113 教室 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 授業の目的・達成目標 

授業の目的：本講義では、電子、通信、情報など広い分野で利用されている機能材料、特に磁性

材料について、材料設計の指針や応用について習得することを目的とする。 達成目標： 磁性材

料の基本的概念、磁性体の磁化過程など、磁性材料を開発し応用する上で重要な基礎知識を習得

する。  

授業計画 

1. 磁界と磁化 （磁性の基礎的概念、諸量の定義） 

2.～5. 局在モーメントと遍歴磁性 

6.～8. 磁気異方性と磁区構造 （結晶磁気異方性、磁歪と弾性エネルギー、形状異方性） 

9.～12. 強磁性体の磁化 （磁性材料の磁化過程、磁壁移動と回転磁化） 

13.～15. 磁性材料 （軟磁率材料と硬磁性材料、材料開発の指針） 

16. 期末試験 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書:必要に応じてプリントを配布する 

参考書:「磁気工学の基礎(I,II)」太田恵造（共立全書）、 

「強磁性体の物理(上、下)」近角聡信（裳華房） 

試験・評価

方法 

成績評価の方法:中間試験と期末試験の成績による。 

成績評価の基準:試験の成績に応じて評価する。60 点以上を合格とする。 

 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

特になし 



制御工学Ⅰ 
 

開設大学 名古屋工業大学 科目コード 300317 

担当教員 山田 学（工学研究科教授） 

学年配当 2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 水曜日：3･4 時限（1030～1200） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 御器所キャンパス 0112 教室 

履修条件 工業力学，微分積分，常微分方程式を習得していること 

募集定員 若干名 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 授業の目的・達成目標 

制御とは，対象とする物理系が目的に適合した動作をするように，所要の動作を何らかの方法で

加えることです．「制御」の中で，装置によって自動的に行われる制御が自動制御であり，現在

の機械に不可欠な技術です．ここでは，自動制御系の中で， も重要な「フィードバック制御

系」を取り上げ，その基本を習得させることを目的とします． 

授業計画 

制御工学では，フィードバック制御系解析の基礎となる制御系（制御対象や制御装置）の数学的

記述を中心に，制御の概念，解析手法，実施上の諸問題を扱います．具体的には以下の予定で講

義を行います．（現在検討中の部分もあり，変更する部分もあります．） 

1. 制御とは  －自動制御の方式と機械への適用 

2. 動的システムと数式モデル  －微分方程式 

3.～4. 数学的準備 －ラプラス変換へ 

5. 制御対象の応答 －ラプラス変換による微分方程式の解法 

6. 制御対象の特性の記述 －伝達関数とその基本要素 

7.～8. 制御システムの解析 －ブロック線図とシステムの結合 

9. 中間試験 

10.～11. システムの安定性と安定判別 －特性方程式と安定性 

12.～14. 周波数応答とは －正弦波でとらえるシステムの特性 

15. まとめ 

16. 期末試験 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書:「システムと制御」早川義一編著（新インターユニバーシティ オーム社） 

参考書:「自動制御とは何か」示村悦二郎著（コロナ社） 

試験・評価

方法 

成績評価の方法:中間試験と期末試験により総合的に評価する． 

成績評価の基準:中間試験と期末試験の成績が一定基準を満たすこと． 

 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

微積分，常微分方程式，工業力学を前提とするので，これらの内容をを良く理解しておいてくだ

さい． 



エンジン工学Ⅰ 
 

開設大学 名古屋工業大学 科目コード 300318 

担当教員 古谷 正広（工学研究科教授） 

学年配当 3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 金曜日：7･8 時限（1440～1610） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 地球・環境・エネルギー 

教室 御器所キャンパス 0232 教室 

履修条件 熱力学などの基礎知識を有すること 

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 授業の目的・達成目標 

これまでに学んできた熱力学などの基礎科目を援用して，往復ピストン式内燃機関の構成とそこ

で起こる現象について講義し，主として物理的な側面から，現在この分野の関係者のあいだで一

般性があるとされている解釈を説明して，理解の助けとする．それらによって，機械工学に関連

する現象が論理的に把握する能力を養成する． 

授業計画 

1.～2. ：歴史，動作原理 

3.～6. ：熱サイクル論，出力評価，損失 

7. ：発熱量，化学エネルギー，熱解離 

8.～9. ：ガス交換 

10.～12. ：火花点火機関 

13.～14. ：圧縮着火機関 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書:内燃機関 田坂 英紀 (森北） 

参考書:「内燃機関講義 上巻」長尾不二夫（養賢堂） 

試験・評価

方法 

成績評価の方法:定期試験，レポート 

成績評価の基準:ピストン式内燃機関の動作原理と燃焼現象を理解し，性能評価ができること． 

 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

Web site に資料と演習問題を置くので各自でダウンロードして，予習と復習に利用して下さ

い． 



電磁波工学 
 

開設大学 名古屋工業大学 科目コード 300319 

担当教員 榊原 久二男（工学研究科教授） 

学年配当 3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 火曜日：7･8 時限（1440～1610） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 御器所キャンパス 2321 教室 

履修条件 電気磁気学の基礎知識を有すること 

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 授業の目的・達成目標 

Maxwell の方程式を基礎とする動電磁気（電磁波）をベクトル場として理解する。また，

Maxwell の方程式の も基本となる場合の解である平面波について学び，電磁波の基本的な考え

方と基礎事項を習得する。さらに，演習問題を解くことを通じて現象の理解を深め, 応用力を養

う。 

 【達成目標】 

1. Maxwell の方程式を理解し，電磁現象について説明できる。 

2. Maxwell の方程式から平面波を導き，その性質を理解し説明できる。 

3. 電磁波の境界条件を理解し，これを用いて空間の電磁界分布を導出・説明できる。 

 【関連科目】 

学んだ内容を用いる科目：電磁気学，ベクトル解析，電気磁気学 I, II，振動波動 

理解の助けになる科目：マイクロ波工学，電波法規 

授業計画 

1. ガイダンス，電磁波工学の概要，基礎知識の確認，ベクトル解析の基礎 

2. ガウスの発散定理，ストークスの定理 

3. 連続の方程式，変位電流を導入したアンペアの法則，ファラデーの法則 

4. 電磁界を支配する方程式と Maxwell の方程式 

5. 電磁現象におけるエネルギー保存の法則 

6. 媒質中の電磁波と境界条件 

7. 中間試験とその解説 

8. 第①回～⑥回までの内容の理解度の確認 

9. 自由空間中の Maxwell の方程式の解（平面波） 

10. 調和振動電磁界の複素表現 

11. 平面波の偏波 

12. 位相速度と群速度の関係 

13. 完全導体面における平面波の反射 

14. 期末試験とその解説 

15. 理解度確認 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書:「電気・電子学生のための電磁波工学」稲垣直樹(丸善) 

参考書:特に定めない 

試験・評価

方法 

成績評価の方法:中間試験(50 点)と期末試験(50 点)により，合わせて 60％以上の理解で C 判定

以上とする。但し, 期末試験の受験資格は，中間試験を受けていることとする。 

中間試験で達成目標１についての理解度を，期末試験で本科目における学習内容全体（１，２，

３）の理解度を評価する。 

成績評価の基準:■ 中間試験（ 100 点満点，全体の 50 点になるように換算） 

● ベクトル解析の計算ができる。 【 30％（達成目標１）（授業 １，２ ) 】 

● 数式で表された Maxwell の方程式の物理的意味を理解 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

授業計画、成績評価及び基準の詳細は、第 1 回目の授業時間のガイダンスにて説明。 



半導体デバイス工学 
 

開設大学 名古屋工業大学 科目コード 300320 

担当教員 江川 孝志 （工学研究科教授） 

学年配当 3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 火曜日：5･6 時限（1300～1430） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 御器所キャンパス 5227 教室 

履修条件 電気磁気学及び電子物性の基礎知識を有すること 

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 授業の目的・達成目標 

[目的] 

半導体技術者として必要な集積回路プロセス技術に関して、基本デバイスの動作原理、要素プロ

セス技術について学ぶ。 

[達成目標] 

１．バイポーラトランジスタの動作原理を理解し、説明できる。 

２． MOS トランジスタの動作原理を理解し、説明できる。 

３． MESFET の動作原理を理解し、説明できる。 

４．要素プロセス技術を理解し、説明できる。 

５．集積回路の要素プロセス技術を理解し、説明できる。 

授業計画 

1. ガイダンス、p-n 接合 

2. バイポーラトランジスタ 

3. バイポーラトランジスタ 

4. 絶縁物／半導体界面  

5. MOS トランジスタ 

6. 金属／半導体界面（オーミック接触） 

7. 金属／半導体界面（ショットキー接触） 

8. MESFET 

9. 発光デバイス 

10. 太陽電池 

11. プロセス技術（酸化、拡散、リソグラフィ技術及びエッチング技術） 

12. プロセス技術（絶縁膜及び金属堆積技術） 

13. 結晶成長技術 

14. 集積回路の製造技術 

15. 期末試験及び解説とレポート課題 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書:新インターユニバーシティ｢電子デバイス｣水谷 孝編著（オーム社） 

参考書:｢電子デバイス｣梅野正義編著（オーム社）、 

｢半導体デバイス｣南日、川辺、長谷川訳（産業図書） 

試験・評価

方法 

成績評価の方法:レポート（ 20 点）期末試験における配点（ 80 点） 

１． p-n 接合２． バイポーラトランジスタ 

３． 絶縁物／半導体界面及び MOS トランジスタ 

４． 金属／半導体界面及び MESFET 

成績評価の基準: 終評価は、レポート（ 20 点）、期末試験（ 80 点）とし合計の点数が 60 

点以上の得点で単位を与える。 

 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

授業計画、成績評価及び基準の詳細は１回目の講義のガイダンスで説明する。 



成形プロセス工学 
 

開設大学 名古屋工業大学 科目コード 300321 

担当教員 北村 憲彦（工学研究科教授） 

学年配当 3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 金曜日：3･4 時限（1030～1200） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 御器所キャンパス 2323 教室 

履修条件 塑性力学の基礎知識を有すること 

募集定員 若干名 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 授業の目的・達成目標 

塑性加工は，型を用いて，金属材料を粘土細工のように変形させて成形する方法です．その特徴

は，生産が高く，材料歩留まりがよく，冷間加工では高い精度や加工硬化による強化も期待でき

ます．自動車をはじめ多くの部品を低コストで作ろうとすると，生産加工の行き着く先は塑性加

工になります．本講義と例題を解くことを通じて，材料や型の気持ちになって，材料流動や工具

面圧を感じられるような洞察力を養い，生産の基盤を支えるエンジニアになってください． 

授業計画 

1. 塑性加工の概説，塑性力学（加工の力学）の復習 

2. 塑性加工用材料と工具材料 

3. 圧延加工（加工法の特徴と平面ひずみ圧縮のスラブ法） 

4. 押出し加工（加工法の特徴とスラブ法解析） 

5. 引抜き加工（加工法の特徴とスラブ法解析） 

6. せん断加工と曲げ加工（加工法の特徴と簡易計算） 

7. 絞り加工（加工法の特徴とスラブ法解析） 

8. すべり線場法の基礎 

9. 圧子押込みの平面ひずみ変形（すべり線場法） 

10. 鍛造（加工法の特徴とスラブ法解析） 

11. 上界定理と上界法接近法の基礎 

12. 上界速度場によるホドグラフの描き方 

13. 上解法の応用（押出し加工および鍛造加工） 

14. 塑性力学の原理・原則と成形プロセス 

15. 総括と理解の確認（試験） 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書:「塑性加工入門」日本塑性加工学会編（コロナ社） 

参考書:「塑性加工学改訂版」小坂田宏造・森謙一郎編著（養賢堂）＜ 新，演習問題と解答あ

り．お勧めします．＞、 

「機械工学便覧 B2 加工学・加工機器」日本機械学会（丸善） 

試験・評価

方法 

成績評価の方法:演習問題，レポート，試験 

成績評価の基準:演習問題とレポート（20 点）＋試験（80 点） 

 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

板書とパワーポイントなどで教科書の図などを説明する． 

講義には，必ず関数電卓を持参のこと．作図の時にはできれば，コンパスや定規を使用して下さ

い． 

 



コンピュータアーキテクチャⅠ 
 

開設大学 名古屋工業大学 科目コード 300322 

担当教員 津邑 公暁（工学研究科准教授） 

学年配当 2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 月曜日：3･4 時限（1030～1200） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 御器所キャンパス 0211 教室 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 授業の目的・達成目標 

コンピュータのハードウエア的およびソフトウエア的な動作、およびその繋がりについて学習す

る。本授業は、ユーザからはソフトウエアしか見えないコンピュータを、ハードウエアとハード

ウエアをコントロールするソフトウエアという観点から解説することにより、情報技術者として

の基礎的な知識を習得することを目的とする。 

授業計画 

1. イントロダクション 

2. 性能と電力 

3. 命令：演算とオペランド 

4. 命令：符号付き数と命令表現 

5. 命令：論理演算と条件判定命令 

6. 命令：Ｃ言語と手続き呼び出し 

7. 命令：プログラムの翻訳と起動 

8. 命令：配列とポインタ 

9. 算術演算：加減算，乗算 

10. 算術演算：除算 

11. 算術演算：浮動小数点演算 

12. 基本的な算術論理演算ユニット 

13. プロセッサ：データパスの構築 

14. プロセッサ：単純な実装方式 

15. まとめ 

16. 期末試験 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書：パターソン＆ヘネシー：”コンピュータの構成と設計（上）” 日経ＢＰ社 

参考書：パターソン＆ヘネシー：”コンピュータの構成と設計（下）” 日経ＢＰ社 

試験・評価

方法 

成績評価の方法：レポートおよび定期試験 

成績評価の基準：レポート提出２０点、試験８０点とし、６０点以上を合格とする。なお出席率

が７０％未満(遅刻は出席 0.5 回とカウント)の場合、もしくは出欠調査で不正を行った場合は、

試験の受験資格を失う。 

 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

履修にあたっての注意：論理回路とプログラミングの知識は必須である。また比較的広範囲の授

業を行うので、予習復習は必須である。 



コンピュータアーキテクチャⅠ 
 

開設大学 名古屋工業大学 科目コード 300323 

担当教員 船瀬 新王（工学研究科准教授） 

学年配当 2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 火曜日：3･4 時限（1030～1200） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 御器所キャンパス 5238 教室 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 授業の目的・達成目標 

コンピュータのハードウエア的およびソフトウエア的な動作、およびその繋がりについて学習す

る。本授業は、ユーザからはソフトウエアしか見えないコンピュータを、ハードウエアとハード

ウエアをコントロールするソフトウエアという観点から解説することにより、情報技術者として

の基礎的な知識を習得することを目的とする。 

授業計画 

1. イントロダクション 

2. 性能と電力（～1.8） 

3. 命令：演算とオペランド（～2.3） 

4. 命令：符号付き数と命令表現（～2.5） 

5. 命令：論理演算と条件判定命令（～2.7） 

6. 命令：Ｃ言語と手続き呼び出し（2.8 + α（C 言語知識の補足）） 

7. 命令：プログラムの翻訳と起動（2.10, 2.12） 

8. 命令：配列とポインタ（2.13, 2.14） 

9. 算術演算：加減算，乗算（～3.3） 

10. 算術演算：除算（3.4） 

11. 算術演算：浮動小数点演算（3.5） 

12. 基本的な算術論理演算ユニット（B.5, B.6?） 

13. プロセッサ：データパスの構築（4.1～4.3） 

14. プロセッサ：単純な実装方式（4.4） 

15. まとめ 

16. 期末試験 

括弧の中身は教科書の章立てに一致します． 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書：パターソン＆ヘネシー：”コンピュータの構成と設計（上）” 日経ＢＰ社 

参考書：パターソン＆ヘネシー：”コンピュータの構成と設計（下）” 日経ＢＰ社 

試験・評価

方法 

成績評価の方法：レポートおよび定期試験 

成績評価の基準：レポート提出２０点、試験８０点とし、６０点以上を合格とする。なお出席率

が７０％未満(遅刻は出席 0.5 回とカウント)の場合、もしくは出欠調査で不正を行った場合は、

試験の受験資格を失う。 

 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

履修にあたっての注意：広範囲の授業を行うので、予習復習は”必須”である。 



コンピュータアーキテクチャⅠ 
 

開設大学 名古屋工業大学 科目コード 300324 

担当教員 中村 剛士（工学研究科准教授） 

学年配当 2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 金曜日：5･6 時限（1300～1430） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 御器所キャンパス 1222 教室 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 授業の目的・達成目標 

コンピュータのハードウエア的およびソフトウエア的な動作、およびその繋がりについて学習す

る。本授業は、ユーザからはソフトウエアしか見えないコンピュータを、ハードウエアとハード

ウエアをコントロールするソフトウエアという観点から解説することにより、情報技術者として

の基礎的な知識を習得することを目的とする。 

授業計画 

1. イントロダクション 

2. 性能と電力 

3. 命令：演算とオペランド 

4. 命令：符号付き数と命令表現 

5. 命令：論理演算と条件判定命令 

6. 命令：Ｃ言語と手続き呼び出し 

7. 命令：プログラムの翻訳と起動 

8. 命令：配列とポインタ 

9. 算術演算：加減算，乗算 

10. 算術演算：除算 

11. 算術演算：浮動小数点演算 

12. 基本的な算術論理演算ユニット 

13. プロセッサ：データパスの構築 

14. プロセッサ：単純な実装方式 

15. まとめ 

16. 期末試験 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書:パターソン＆ヘネシー：”コンピュータの構成と設計（上）” 日経ＢＰ社 

参考書:パターソン＆ヘネシー：”コンピュータの構成と設計（下）” 日経ＢＰ社 

試験・評価

方法 

成績評価の方法:定期試験 

成績評価の基準:試験を 100 点とし、60 点以上を合格とする。なお、出席率が７０％未満(遅刻

は出席 0.5 回とカウント)の場合、もしくは出欠調査で不正を行った場合は、試験の受験資格を失

う。 

 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

履修にあたっての注意：論理回路とプログラミングの知識は必須である。また比較的広範囲の授

業を行うので、予習復習は必須である。 



構造デザイン学Ⅰ 
 

開設大学 名古屋工業大学 科目コード 300325 

担当教員 井戸田 秀樹（工学研究科教授） 

学年配当 1 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 火曜日：3･4 時限（1030～1200） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 御器所キャンパス 5214 教室 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 授業の目的・達成目標 

構造力学の体系的な学習の前段階として，建築物や工業生産品における構造の意味と役割を具体

的事例を通して理解する．力と形を工学的な視点から観察し，それを通して力学への興味を喚起

するとともに，安全性や合理性の重要さ，構造とデザインとのかかわり，経済性との関連など，

ものづくりに対する も基本的な姿勢と概念を認識することが目的である．また，力学の基礎に

ついては，１級建築士試験で対象となる静定構造物の断面力図が書け、片持梁を基本とした簡単

な変形が求められる段階までの習得を目指す． 

授業計画 

1. 講義概要，構造デザインとは 

2. 構造を見つける，建築物・工業生産品に見る構造とデザイン  

3. 力の３要素，モーメント，力の合成と分解、力のつりあい 

4. 構造体のモデル化，支点と反力（１） 

5. 支点と反力（２） 

6. 断面力の種類，静定と不静定，安定と不安定，軸力 

7. せん断力 

8. 曲げモーメント（１） 

9. 曲げモーメント（２）＋中間試験 

10. トラス構造（１） 

11. トラス構造（２） 

12. 断面の応力度（１） 

13. 断面の応力度（２） 

14. 梁・ラーメンの変形 

15. 構造デザインを断面力で考える 

16. 期末試験 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書:特に指定しない 

参考書:齋藤公男著：「空間・構造・物語」，彰国社、 

マリオ・サルバドリー著，「建物はどうして建っているか 構造-重力とのたたかい」，鹿島出版

会、 

A. ホルゲイト著：「構造デザインとは何か」，鹿島出版会、 

渡辺邦夫著：「飛躍する構造デザイン」，学芸出版社 

試験・評価

方法 

成績評価の方法:各講義ごとに課すレポートおよび期末試験 

成績評価の基準:各講義ごとに課すレポート＋中間試験(50%)および期末試験(50%)を総合して評

価し、理解度 60％以上に対して C 判定以上とする。 

 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

原則として各講義ごとに演習課題を課す．演習課題を行うための講義外学習時間を必要とする． 



建築・デザイン史Ⅰ 
 

開設大学 名古屋工業大学 科目コード 300326 

担当教員 麓 和善（工学研究科教授） 

学年配当 2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 火曜日：5･6 時限（1300～1430） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 御器所キャンパス 5211 教室 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 ◎授業の目的・達成目標  

日本建築の形成発展に関する建築史の役割とその学問体系を、建築遺構や文献史料等をとおして

具体的に講述し、日本建築の伝統的特質を理解させる。 

◎授 業 計 画  

1. 建築学における歴史の意義 

2. 原始住居 

3. 神社建築の成立 

4. 古代建築 飛鳥時代(仏教建築－伽藍配置の変遷) 

5. 同    同  ( 同  －六朝・隋様式の伝来) 

6. 同   奈良時代( 同  －唐様式の伝来) 

7. 同   平安時代( 同  －日本化の過程) 

8. 神社建築の展開 

9. 中世建築 鎌倉時代(仏教建築－大仏様) 

10. 同    同  ( 同  －唐様) 

11. 同    同  ( 同  －和様) 

12. 同   室町時代( 同  －折衷様) 

13. 同   建築技術の発達 

14. 近世建築 安土桃山時代(城郭建築) 

15. 同   江戸時代(仏教建築－明様式の伝来と様式の多様化) 

16. 期末試験 

テキスト・ 

参考文献 

教科書「日本建築史図集」（彰国社） 

参考書「日本建築史序説」（太田博太郎 著）（彰国社） 

   「古建築入門講話」（川勝政太郎 著）（河原書店） 

試験・評価

方法 

試験による 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

休日等を利用し､日頃から文化財建造物の見学を自主的に行うことが望ましい。 



環境生態学 
 

開設大学 名古屋工業大学 科目コード 300327 

担当教員 増田 理子（工学研究科教授） 

学年配当 2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 金曜日：5･6 時限（1300～1430） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 御器所キャンパス 2321 教室 

履修条件  

募集定員 10 募集時期 4 月 

講義概要 授業の目的・達成目標 

目的） 

生態系の仕組みと生物と環境の相互作用を認識するための知識を学ぶ 

達成目標） 

１．さまざまな生物界についての知識を理解できる 

２．生物の進化過程から生物と環境の相互関係を理解できる 

３．生物と環境の相互関係に関するモデル理論を理解できる 

４．土木工学と環境の接点を学ぶ 

授業計画 

1.～2. 身近な生物やさまざまな生物界について学ぶ 

｢達成目標１」生物界の多様性についての知識を深める 

3.～6. 地球上の生物の進化から歴史的な背景を通じて生態系の重要性を学ぶ 

｢達成目標２」生態系を動かしている仕組みについて理解する 

7.～13. 生態系の仕組みを多様な生態系の現状を認識しつつ学ぶ 

「達成目標３」身近な生態系の保全についても認識する 

14.～15. 土木工学と生態系の接点について学ぶ 

16. 期末試験と解説 

｢達成目標４」工学倫理の観点から現在の土木工学が取り組んでいる環境への取り組みを学びつ

つ、人間社会分野で学んだことを基礎とし、これからの土木技術者に要求される倫理を習得する 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書:そのつど紹介する 生態学入門など 

参考書:そのつど紹介する チョウの生物学、生命の進化など 

試験・評価

方法 

成績評価の方法:レポート 2 回 建設分野と環境保護の相互関連および技術者倫理についてのレポ

ート 

期末試験 達成目標 1 から 4 までの試験問題で評価する  

授業参加 7 割以上の学生を評価対象とする。 

成績評価の基準:レポート 2 回 各 10 点 技術者倫理に関するレポートが 10 点未満のものは不

可とする。期末試験 80 点とする。60%以上の点数の取得を合格とする 

なお、授業参加が７割未満の学生は評価対象としない 

 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

積極的な参加を希望する 



プロジェクトマネジメント 
 

開設大学 名古屋工業大学 科目コード 300328 

担当教員 越島 一郎（工学研究科教授） 

学年配当 2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 木曜日：1･2 時限（850～1020） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 御器所キャンパス 2321 教室 

履修条件  

募集定員 10 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 授業の目的・達成目標 

【授業の目的】 

プロジェクトとして遂行する上で重要な「人・物・金・時間」の管理方法に関して概説し、ケー

ススタディを通して具体的に習得することを目的とする。 

【達成目標】 

①対象をプロジェクトとして捉えることが出来る。 

②管理プロセスに従い PM 手法を選択し適用できる。 

授業計画 

1. プロジェクトマネジメントとシステム思考 

対象をシステムとして捉える方法を理解し、システム設計・管理手法を適用出来る。 

2. プロジェクトマネジメントと組織 

業務遂行のための組織設計並びにプロジェクト遂行のための組織に関して説明する。 

3. 要求定義、要求分析 

要求定義に関して、性能要求並びにシステムエンジニアリングプロセスの各タスクを説明する。 

4. 要求・作業・成果物 

5. プロジェクトスケジューリング：PERT・CPM、山積み・山崩し 

6. ワークパッケージ 

7. 進捗管理とコスト推参 

8. 変更管理 

9. リスクマネジメント 

10. ケーススタディ（１）  

ケース SOW の分析と WBS,SBS のプロトタイピング  

11. ケーススタディ（２）  

プロトタイプ WBS, SBS の発表とケースとの比較 

12. ケーススタディ（３）  

WBS と CBS,OBS,SBS,TBS を組み合わせる。 

13. ケーススタディ（４） 

14. ケーススタディ（５）  

15. ケーススタディ成果発表（成果物提出） 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書:エンジニアリング振興協会. エンジニアリングマネジメント, 2007 

試験・評価

方法 

成績評価の方法:成果発表と 3 つのレポートで評価する。 

成績評価の基準:成果発表を 50 点満点、レポートを 50 点満点として、合計が 60 点以上を合格

とする。なお、欠席が 4 回以上の者は成績評価を行わない。 

 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

1)プロジェクトマネジメント手法を短時間のうちに習得するため、復習を必ず行うこと。 

(2)ケーススタディでは、チームを編成してミニ・プロジェクトを実行するので、欠席はチームに

対して重大な効率低下を引き起こすことを了解すること。One for Team, Team for One! 

なお、原則として再試験は実施しない。ただし例外として実施する場合があるので掲示等に注意

すること。 



 



荷重・振動学 
 

開設大学 名古屋工業大学 科目コード 300329 

担当教員 井戸田 秀樹（工学研究科教授） 

梅村 恒（工学研究科准教授） 

学年配当 3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 月曜日：3･4 時限（1030～1200） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 御器所キャンパス 2421 教室 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 授業の目的・達成目標 

建築構造物に作用する外力をその生起過程から概説し,構造設計上問題となる各外力の特徴を構造

物の応答との関係で理解する.さらに,それぞれの外力に対応する構造設計規準等に記述される荷重

の諸規定の考え方を講述するとともに,構造設計の基本となる荷重算定の方法の基本，安全性確保

の考え方等を習得する.なお,日本国内で構造設計上重要な位置づけである地震荷重の理解には,振動

学の基本を習得することが不可欠であるため,振動学の講述に大きなウェイトを置いている. 

授業計画 

1. 荷重設定の工学的意味:建築構造設計において,荷重外力のレベルを設定することの工学的意味

を理解し,荷重外力論習得の必要性を講述する. 

2. 固定荷重,積載荷重:固定荷重と積載荷重の力学的な特徴を述べ,設計荷重への導入過程を講述す

る.特に,積載荷重が持つ時間的・空間的な変動性について十分理解する 

3. 雪荷重(1):降雪のメカニズム,雪の持つ物理的性質を述べる.また,地上積雪深の統計データに基

づき,再現期待値の考え方を具体的な演習問題を通して理解する. 

4. 雪荷重(2):地上積雪深を用いた設計荷重の考え方を解説し,屋根上積雪深を評価する上で必要な

種々の影響係数を講述する. 

5. 風荷重:風の発生メカニズム,風による被害例を紹介し,耐風設計の重要性を認識する.また,風の持

つ高さ方向分布など,風荷重の持つ基本特性を講述する. 

6. 振動(1): も基本的な振動モデルである 1 自由度系の自由振動式を誘導し，その解析方法に

ついて講述する。 

7. 振動(2): 1 自由度系が地震動や風を受けた場合の，非定常的な応答の求め方について講述す

る。 

8. 振動(3): 耐震設計の基礎となる地震応答スペクトルについて述べ，設計用応答スペクトルの考

え方について講述する。 

9. 振動(4): 多自由度系の自由振動の運動方程式を誘導し，各次固有角振動数及びモードベクトル

の導出方法について講述する。 

10. 振動(5): 減衰の考え方について解説し，多自由度系のランダム地動入力に対する応答につい

て講述する。 

12. 地震荷重： 応答スペクトル法を用いたモーダルアナリシスの考え方に基づく地震荷重につ

いて概説する。 

13. 建築構造物のリスク評価(1):確率・統計論に基づく安全性の定量的な評価手法の基礎につい

て述べるとともに，限界状態設計法の基本について習得する． 

14. 建築構造物のリスク評価(2):不確定な外力下にさらされる建築構造物のリスクを定量的に評

価する手法を講述し,構造性能の説明責任について理解する. 

15. 総復習 

16. 期末試験 

 

テキスト・ 

参考文献 

参考書:日本建築学会：建築物荷重指針・同解説、丸善 

試験・評価

方法 

成績評価の方法:講義時に課すおよび期末試験 

成績評価の基準:講義時に課すレポート(30%)および期末試験(70%)を総合し、60％以上、70％

以上、80％以上、90％以上の各理解度に対しそれぞれ C、B、A、S 判定とする。 

 



別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

原則として各講義ごとに演習課題を課す．演習課題を行うための講義外学習時間を必要とする 



都市・地域計画学 
 

開設大学 名古屋工業大学 科目コード 300330 

担当教員 秀島 栄三（工学研究科教授） 

学年配当 3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 月曜日：7･8 時限（1440～1610） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 御器所キャンパス 0111 教室 

履修条件  

募集定員 10 募集時期 4 月 

講義概要 授業の目的・達成目標 

【授業の目的】 

現代日本の社会状況は，都市に人口や資本が過度に集積し，国土・地域のバランスが崩れている

面がある．このような社会的課題の解決のために様々な法定計画が策定されている．本講義では

計画論の見地から，国土・地域・都市のあり方，都市計画および関連する法制度について講述す

る． 

【達成目標】 

計画論，法制度の観点から国土計画，地域計画および都市計画の意義と方法論を説明できる． 

授業計画 

1．概説 

2．都市の定義と都市計画の目的について 

3．都市計画思想と諸外国における近代以降の都市計画について 

4．我が国における都市計画法制度について 

5．都市計画法でいう都市計画の内容と制度の概要について 

６．都市計画の立案と都市計画調査について 

７．都市計画区域と線引きについて 

８．都市計画にかかわる財政制度について 

９．地域地区制について 

10．市街地開発事業について 

11．緑地，公園，都市景観について 

12．都市環境計画，都市防災計画について 

13．都市交通計画について 

14．都市施設整備について 

15．都市施設整備の実際について 

16．期末試験 

テキスト・ 

参考文献 

教科書:加藤 晃・竹内伝史 編著：新・都市計画概論 改定２版，共立出版． 

参考書:特に指定しない． 

試験・評価

方法 

成績評価の方法:レポート課題と期末試験により評価する． 

成績評価の基準:評価の基準：レポート(30％)と期末試験(70％)により評価する．合計で 60 点以

上を合格とする． 

 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

特段の予習は要求しないが，復習をするとともに日頃から地域の話題，都市計画の話題について

関心を高めておくこと． 



サービスマネジメント 
 

開設大学 名古屋工業大学 科目コード 300331 

担当教員 越島 一郎（工学研究科教授） 

学年配当 3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 火曜日：5･6 時限（1300～1430） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 御器所キャンパス 1621 教室 

履修条件  

募集定員 10 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 授業の目的・達成目標 

【授業の目的】 

わが国では、今後ますます”モノつくりのソフト化”が進行するものと考えられる。ここで重要

な概念は、モノの提供ではなく”サービス”の組み込みである。このため、本講義では、サービ

スの特性を理解したうえで、サービス活動に関わるために必要となる基本知識を教授する 。 

【達成目標】 

以下の 3 点を目標とする。 

①サービスの特性を理解し、事例をもって説明できる。 

②サービスマネジメントについての分析・設計・評価ができる 

③顧客満足と従業員満足の関係を理解し、サービス経営のための組織を説明することができる。 

授業計画 

1. ガイダンス 

科目の目的と、サービスマネジメントの全体像を説明する。 

2. 顧客価値とサービス 

顧客がサービスの価値を決めることを中心として、顧客満足・事例について解説する。 

3. サービスの特徴とサービス価値 

商品としてのサービスの特徴を解説する。 

4. サービスの構成要素 

顧客価値の視点から、サービス商品は”サービスの束”として提供することが求められているこ

とを解説する。 

5. サービスの束と BSC による戦略策定 

各人が提出した”サービスの束”を基に BSC を用いて”新しいカフェチェーン”の創業を目指

したグループ討議を開始する。 

6. サービスの束と BSC による戦略策定 

各人が提出した”サービスの束”を基に BSC を用いて”新しいカフェチェーン”の創業を目指

したグループ討議を行い、次週に発表とする。 

7. BSC による戦略策定 グループ発表 

.8 サービス・デリバリー・システム 

9. サービスマネジメント１ 

3 週にわたり、サービスを商品とする企業に求められるサービスマネジメントに関して解説す

る。 今週は、サービス組織と組織学習について 

10. サービスマネジメント２ 

BtoSc(Business to Suported Customer)のコンセプトを説明し、サービス対象の構造化の重

要性を説明 

11. サービスマネジメント３ 

サービスと人の関係から、真実の瞬間・ホスピタリティ等を解説する。 

12. サービス・マーケティング 

課題の発表と講評。 

13. サービス品質の測定１ 

2 週にわたり、サービス品質の測定方法に関して解説する。 

14. サービス品質の測定２ 15. 授業総括 

 

テキスト・ 教科書:近藤隆雄，サービスマネジメント入門—ものづくりから価値づくりの視点へ，生産性出



参考文献 版，2007 

参考書:小山周三, サービス経営戦略, NTT 出版、2005 

適宜、コピー等を e-ラーニングを通して配布 

試験・評価

方法 

成績評価の方法:レポートで評価する。 

成績評価の基準:5 回のレポートを 100 点満点として、合計が 60 点以上を合格とする。なお、

欠席が 4 回以上の者は成績評価を行わない。 

 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

特になし 



建築保存修復学 
 

開設大学 名古屋工業大学 科目コード 300332 

担当教員 麓 和善（工学研究科教授） 

学年配当 3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 金曜日：5･6 時限（1300～1430） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 御器所キャンパス 2421 教室 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 授業の目的・達成目標 

文化財建造物の保存修復に関する具体的な専門知識とその思考法を修得する。計画立案，問題解

決，事後評価といった保存修復プロジェクトを遂行するうえでの一連の過程の考察と実践を通じ

て，文化財保存修復の技術体系，認識論，方法論に対する総合的な理解を深める。 

授業計画 

1. 文化財保存とは何か－歴史的建造物の保存と活用－ 

2. 文化財保護の歩み 1 古社寺保存法 

3. 文化財保護の歩み 2 国宝保存法 

4. 文化財保護の歩み 3 文化財保護法 

5. 修理の考え方と技術 1 試行錯誤の時代 

6. 修理の考え方と技術 2 修理技術の確立 

7. 修理の考え方と技術 3 科学技術の導入と修理技術の国際化 

8. 修理に伴う調査 1 実測調査・破損調査 

9. 修理に伴う調査 2 仕様調査・技法調査 

10. 修理に伴う調査 3 痕跡調査・史料調査 

11. 伝統技術の保存 1 屋根葺(本瓦葺・桧皮葺・柿葺) 

12. 伝統技術の保存 2 木工(規矩・継手仕口) 

13. 伝統技術の保存 3 左官(土壁・漆喰彫刻) 

14. 伝統技術の保存 4 装飾技法(漆塗・彩色・飾金具) 

15. 文化財修理現場見学もしくは修理工事映像記録の上映 

16. 期末試験 

テキスト・ 

参考文献 

教科書:プリントを配付する。 

試験・評価

方法 

成績評価の方法:試験による。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

休日等を利用し､日頃から文化財建造物の見学を自主的に行うことが望ましい 



生体機能科学 
 

開設大学 名古屋工業大学 科目コード 300333 

担当教員 吉村 篤司（工学研究科教授） 

学年配当 2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 月曜日：7･8 時限（1440～1610） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ スポーツ・健康・医療 

教室 御器所キャンパス 5211,5212 教室 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 授業の目的・達成目標 

生体が示す特有な反応が生命現象であるが、生命現象を科学するためには生体が示すしくみ（機

能）を理解する必要がある。ここでは、生体のもつ基本的なしくみを学習し、生命現象を学ぶた

めの基礎を提供するものである。内容は、下記のテーマに従って、複数教官がオムニバス形式で

講義する。 

達成目標 

１．酸素と栄養素の運搬を理解する。 

２．神経とホルモンを介しての生体の調節を理解する。 

３．栄養分をエネルギーに変換するしくみを理解する。 

４．外部と内部情報の獲得を理解する。 

５．物質の生成過程と工学的利用法を理解する。 

授業計画 

1. 血液（血液成分、循環と移動、尿生成と腎臓、血液凝固、免疫と解毒）  

2. 体液（組織液およびリンパ、酸と塩基平衡、生理反応と酸と塩基平衡） 

3. 呼吸（肺と換気調節、ガス交換、呼吸困難、生理反応と呼吸） 

4 .循環系（心臓と神経支配、循環の神経調節、生理反応と循環調節） 

5. 消化、吸収（消化、吸収過程と作用、栄養素） 

6. 代謝（エネルギー代謝、抗酸化物質、生理反応とエネルギー代謝）、 

7. 体温と発汗調節（体温調節、環境と体温調節、発汗調節、体温調節の異常） 

8. 内分泌とホルモン（内分泌の概念、ホルモンの合成、分泌、生理反応とホルモン、ストレスと

ホルモン） 

9. 骨格筋（骨格筋の収縮特性、筋のエネルギー、筋と神経支配、疲労） 

10. 骨（骨構造、骨代謝、骨粗鬆症、生理反応と骨代謝） 

11. 神経系（神経細胞とシナプス、末梢神経系、中枢神経系、生理反応と神経系の影響 

12. 感覚器（平衡感覚と視覚、感覚情報処理、生理反応と感覚器の影響） 

13. 生体材料・分子機能 I 

14. 生体材料・分子機能 II 

15. 麻酔作用（脳、全身麻酔、局所麻酔、研究法の実際） 

16. 試験・授業評価 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書:講義の中で必要な資料を配布する。 

参考書:なし。 

試験・評価

方法 

成績評価の方法:担当教官のテストまたはレポート等で評価する。 

成績評価の基準:担当教官のテストまたはレポート等の得点を合計して評価する。 

 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

履修にあたっての注意事項：第一回目の授業で２クラスに分けるので、必ず出席すること。 



生体機能科学 
 

開設大学 名古屋工業大学 科目コード 300334 

担当教員 花井 淑晃（工学研究科准教授） 

学年配当 2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 金曜日：7･8 時限（1440～1610） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ スポーツ・健康・医療 

教室 御器所キャンパス 5214,5211,5234 教室 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 授業の目的・達成目標 

 生体が示す特有な反応が生命現象であるが、生命現象を科学するためには生体が示すしくみ（機

能）を理解する必要がある。本講義は、生体のもつ基本的なしくみを学習し、生命現象を学ぶた

めの基礎を提供するものである。内容は、下記のテーマに従って、複数教官がオムニバス形式で

講義する。 

１．酸素と栄養素の運搬を理解する。 

２．神経とホルモンを介しての生体の調節を理解する。 

３．栄養分をエネルギーに変換するしくみを理解する。 

４．外部と内部情報の獲得を理解する。 

５．物質の生成過程と工学的利用法を理解する。 

授業計画 

1. 血液（血液成分、循環と移動、尿生成と腎臓、血液凝固、免疫と解毒） 

2. 体液（組織液およびリンパ、酸と塩基平衡、生理反応と酸と塩基平衡） 

3. 呼吸（肺と換気調節、ガス交換、呼吸困難、生理反応と呼吸） 

4. 循環系（心臓と血管、心臓と神経支配、循環の神経調節） 

5. 消化、吸収（消化、吸収過程と作用、栄養素） 

6. 代謝（エネルギー代謝、抗酸化物質、生理反応とエネルギー代謝） 

7. 体温と発汗調節（体温調節、環境と体温調節、発汗調節、体温調節の異常） 

8. 内分泌とホルモン（内分泌の概念、ホルモンの合成、分泌、生理反応とホルモン） 

9. 骨格筋（骨格筋の収縮特性、筋のエネルギー、筋と神経支配、疲労） 

10. 骨（骨構造、骨代謝、骨粗鬆症、生理反応と骨代謝） 

11. 神経系（神経細胞とシナプス、末梢神経系、中枢神経系、生理反応と神経系の影響） 

12. 感覚器（平衡感覚,視覚、嗅覚、聴覚、味覚） 

13. アミノ酸とタンパク質の構造および構造解析 

14. 生体高分子（核酸、タンパク質など）の工学的利用法 

15. 総括＋試験・授業評価 

 

テキスト・ 

参考文献 

 

試験・評価

方法 

成績評価の方法:試験により評価する。本講義は３（４）人の教員によるオムニバス形式であるの

で各教員は 100 点満点で採点し、平均値が 60 点以上で合格とする。 

成績評価の基準:60~69 点：可、70~79 点：良、80~89 点：優、90~100 点：秀 

 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

講義中に指示する。 



工学倫理 
 

開設大学 名古屋工業大学 科目コード 300335 

担当教員 瀬口 昌久（工学研究科教授） 

学年配当 3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 金曜日：1･2 時限（850～1020） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 御器所キャンパス 0111 教室 

履修条件 「文部科学省戦略的大学連携支援事業」の連携校（愛知工業大学，大同大学）の受講希望者を優

先して受け入れる。 

募集定員 ４名程度以下 募集時期 4 月 

講義概要 授業の目的・達成目標 

１．授業の目的：技術者として的確な倫理的判断を下すことができるようになるために、技術が

社会や自然に及ぼす影響や効果、および、技術者が社会に対して負っている責任を理解する。  

２．到達目標：「倫理規定」、「フェイルセーフ」、「事故の原因追求と責任追及」といった

キーワードを理解し、技術に関わる倫理的問題について適切な理解と意見を述べることができ

る。 

授業計画 

1. 工学倫理とは何か、この学が必要とされる社会的背景を理解する。 

2. 工学倫理の必要性をスペースシャトル・チャレンジャー号爆発事故から学ぶ。 

3. 工学倫理の必要性をスペースシャトル・コロンビア号事故から学ぶ。 

   [ 到達目標１：工学倫理が必要とされる社会的背景を説明できる ] 

4. フォード社ピント事故などを通して費用便益計算と設計の安全性について学ぶ。 

5. 車の安全性とチャイルドシートの問題を通して製造物責任について学ぶ。 

6. シュレッダー事故を通し消費生活製品安全法について学ぶ。 

7. JCO 臨界事故と福島原発事故を通して、リスク評価の問題を考える。 

8. 石原産業フェロシルト問題を通して環境と技術倫理の問題を理解する。 

  [ 費用便益計算、製造物責任、コンプライアンスについて知識と理解をする ] 

9. 倫理綱領と企業倫理について学ぶ。 

10. 線引き問題を学び、グループディスカッションをする。 

11. ギルベインゴールドを見てディスカッションをする。 

12. 公益通報者保護法やセブンステップガイド および研究者倫理について学ぶ。 

  [ 線引き法、セブンステップガイド、倫理ホットラインなど倫理的問題の対処法が理解でき

る ] 

13. 実務者（技術者）による工学倫理講義 

14. 事例分析のプレゼンテーション（２） 

15. 事例分析のプレゼンテーション（３）  

  [ 事故のケーススタディを通して、倫理的な問題点について適切な意見を述べることができ

る ] 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書:『はじめての工学倫理』（第三版）（齋藤了文・坂下浩司編）昭和堂  

参考書:『技術者倫理の世界』（第三版）（藤本温編著）森北出版 

試験・評価

方法 

成績評価の方法:毎回のワークシートを 15 点、レポートを 25 点満点で計算し合計 40 点満点

とし、小テストを 60 点、合計１００点満点として評価する。  

成績評価の基準:それぞれの到達目標に達しているかどうかで成績評価を実施する。小テストはす

べての目標への到達度を測ることで成績を評価する。 

 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

新聞、テレビ、インターネットなどを通じて、技術に関わる問題や事故に関わるニュースに関心

を広げること。 



管理工学 
 

開設大学 名古屋工業大学 科目コード 300336 

担当教員 鷲見 克典（工学研究科教授） 

学年配当 3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 金曜日：1･2 時限（850～1020） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 御器所キャンパス 5212 教室 

履修条件  

募集定員 ５名 募集時期 4 月 

講義概要 授業の目的・達成目標 

【授業の目的】 

 近の経済をはじめとする様々な環境の急激な変化にともない，工学技術者は専門とする工学

分野だけでなく，経営の点からものごとを見ることが非常に重要となってきている。本講義で

は，経営学，経営工学等の視点から，ひと，もの，かね，情報といった要素をもとに，企業経営

からものづくり，組織や人の管理にいたるまで，さまざまな対象への解決のためのアプローチ手

法や考え方を紹介する。 

【達成目標】 

・工学技術者として知っておくべき経営学，経営工学の考え方を説明できる。 

・経営システム上の種々の問題に対して，適切なアプローチ方法を選択できる。 

・自らの専門分野を，生産システム，経営システムの広い視点から位置づけることができる。 

授業計画 

経営システム工学に関するひと，もの，かね，情報の各要素より，主として以下のテーマについ

て社会工学科教員による１コマ完結のオムニバス授業を行なう。順不同。 

1. 待ち時間の科学 

2. 変化をつかまえるとは 

3. 現場改善起点の経営戦略 

4. 組織と集団の社会学 

5. 企業を取り巻く環境変化 

6. 品質を管理するとは 

7. 生産管理システム 

8. マネジメントとこころの科学 

9. 不安全行動を管理する前に 

10. 問題解決とシステムづくり 

11. プロジェクトマネジメント 

12. 想定外事象とリスクマネジメント 

13. マーケティング 

14. 統計的データ解析 

15. ERP で学ぶ企業情報プロセス  

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書:授業中に指示する 

参考書:授業中に指示する 

試験・評価

方法 

成績評価の方法:各回に実施される小レポートあるいは試験で評価する。 

成績評価の基準:14 回の授業で毎回実施されるレポートあるいは試験の得点ウェイトは均等であ

り，その平均（合計）が 60％以上の得点率を合格とする。 

 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

授業内容と受講生自身の専門分野とを関係づけながら受講すること。 



管理工学 
 

開設大学 名古屋工業大学 科目コード 300337 

担当教員 神田 幸治（工学研究科准教授） 

学年配当 3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 金曜日：1･2 時限（850～1020） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 御器所キャンパス 0232 教室 

履修条件  

募集定員 ５名 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 授業の目的・達成目標 

【授業の目的】 

 近の経済をはじめとする様々な環境の急激な変化にともない，工学技術者は専門とする工学

分野だけでなく，経営の点からものごとを見ることが非常に重要となってきている。本講義で

は，経営学，経営工学等の視点から，ひと，もの，かね，情報といった要素をもとに，企業経営

からものづくり，組織や人の管理にいたるまで，さまざまな対象への解決のためのアプローチ手

法や考え方を紹介する。 

【達成目標】 

・工学技術者として知っておくべき経営学，経営工学の考え方を説明できる。 

・経営システム上の種々の問題に対して，適切なアプローチ方法を選択できる。 

・自らの専門分野を，生産システム，経営システムの広い視点から位置づけることができる。 

授業計画 

経営システム工学に関するひと，もの，かね，情報の各要素より，以下のテーマについて都市社

会工学科教員による１コマ完結のオムニバス授業を行なう。順不同。 

1. 待ち時間の科学 

2. 変化をつかまえるとは 

3. 現場改善起点の経営戦略 

4. 組織と集団の社会学 

5. 企業を取り巻く環境変化 

6. 品質を管理するとは 

7. 生産管理システム 

8. マネジメントとこころの科学 

9. 安全行動を管理する前に 

10. 問題解決とシステムづくり 

11. プロジェクトマネジメント 

12. 想定外事象とリスクマネジメント 

13. マーケティング 

14. 統計的データ解析 

15. ERP で学ぶ企業情報プロセス  

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書:授業中に指示する 

参考書:授業中に指示する 

試験・評価

方法 

成績評価の方法:各回に実施される小レポートあるいは試験で評価する。 

成績評価の基準:14 回の授業で毎回実施されるレポートあるいは試験の得点ウェイトは均等であ

り，その平均（合計）が 60％以上の得点率を合格とする。 

 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

授業内容と受講生自身の専門分野とを関係づけながら受講すること。 



工学概論 
 

開設大学 豊橋技術科学大学 科目コード 300401 

担当教員 本学各教員 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 月曜日：2 限（1030～1200） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 A-114 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 工学の先端技術について各分野の専門家の講義を聞くことにより，現代の科学技術について学

び，未来に向けてどのような技術革新が展開されているかを学ぶ。さらに，各課程の学問の内

容・研究テーマなどを理解し，これから工学を学んでいくための心構えを学ぶ。 

各課程における学問の内容・研究テーマ等に加え関連科学技術の 前線を，課程ごとに紹介す

る。 

>機械工学課程 

>電気・電子情報工学課程 

>情報・知能工学課程 

>環境・生命工学課程 

>建築・都市システム学課程 

テキスト・ 

参考文献 

 

試験・評価

方法 

各課程担当の講義終了後，レポートや試験等で講義の理解度の評価をする。それらを総合して成

績とする。 

本講義には全て出席するとともに，レポートは必ず提出すること。出席は毎回，必ず取る。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



電気計測 
 

開設大学 豊橋技術科学大学 科目コード 300402 

担当教員 岡田 浩 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 水曜日：4 限（1440～1610） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 A-303 

履修条件  

募集定員 3 募集時期 9 月 

講義概要 種々の物理・化学現象を電気的に計測するための基礎的な知識について理解を深める．また、計

測の手段となるセンサならびに各種の計測装置，計算機との接続法，インターフェイスと信号電

送技術、応用計測技術について講義する。実際の計測の場で活用できる応用力を養うことを目標

とする． 

1-4 週目 電子計測の基礎 

5-7 週目 センサ 

8-9 週目 データ変換 

10 週目 電子計測器 

11-12 週目 ディジタル計測制御システム 

13-14 週目 測定値と制御信号の伝送 

15 週目 応用計測 

16 週目 試験 

【予習・復習内容】 

予め教科書の講義内容該当範囲を一読しておく。受講内容を簡潔にノートにまとめるとともに、

テキストの章末問題などを解き、学習内容、疑問点をクリアーにし、問題解決能力を高める。 

   

【レポート課題】 

随時、各講義内容に関連した課題を出す。 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書：「電気・電子計測」（新インターユニバーシティ） 

     田所嘉昭編著（オーム社） 

     ※参考資料などは、随時配布する。 

参考書：Introduction to Instrumentation and Measurements 2nd Edition 

     著者：Robert B. Northrop（CRC Press） 

試験・評価

方法 

レポート 20％，期末試験 80％とし，これらの合計で評価する． 

評価基準：原則的にすべての講義に出席したものにつき、下記のように成績を評価する． 

S：達成目標をすべて達成しており，かつ試験・補習・レポートの合計点（100 点満点）が 90

点以上 

A：達成目標を 80%達成しており，かつ試験・補習・レポートの合計点（100 点満点）が 80

点以上 

B：達成目標を 70%達成しており，かつ試験・補習・レポートの合計点（100 点満点）が 70

点以上 

C：達成目標を 60%達成しており，かつ試験・補習・レポートの合計点（100 点 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



離散数学基礎 
 

開設大学 豊橋技術科学大学 科目コード 300403 

担当教員 石田 好輝 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 月曜日：4 限（1440～1610） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 数学・物理・化学 

教室 F1-103 

履修条件  

募集定員  募集時期 9 月 

講義概要 離散構造を持つシステムをモデル化し、分析するツールとして、グラフ・ネットワーク理論の基

礎を習得する。 

計算機を用いた問題解決の対象となるシステムの多くは、グラフ・ネットワークなどの離散構造

をしている。そこで、離散構造を持つシステムをモデル化し、分析するツールとして、グラフ・

ネットワーク理論を取り上げる。 

１週目—３週目 数学的準備と離散数学の基礎概念（集合， 写像， 関数，数学的帰納法， 背理

法，鳩の巣原理(ディリクレの抽出し論法)） 

４週目—６週目 グラフの基礎概念 

・路，閉路，連結性 

・木、カットセット 

・オイラ－路、オイラ－閉路とハミルトン路、ハミルトン閉路 

７週目—８週目 平面グラフと双対グラフ 

９週目—１０週目 ネットワーク設計とグラフの連結性 

1１週目—１２週目 短路問題入門 

・動的計画法と 短路問題 

・閉路がない場合 

・ダイクストラ法 

１３週目—１５週目 ２部グラフのマッチング 

・2 部グラフのマッチングとは 

・完全マッチング 

・ 大マッチング 

16 週目 定期試験 

テキスト・ 

参考文献 

教科書・・・講義内容を記したプリントを配布します。 

試験・評価

方法 

期末試験・レポート(80%+20%)で評価する。 

評価基準：原則的にすべての講義に出席したものにつき、下記のように成績を評価する。 

  S：達成目標をすべて達成しており，かつテスト・レポートの合計点（100 点満点）が 90 点

以上 

 A：達成目標を 80％達成しており，かつテスト・レポートの合計点（100 点満点）が 80 点

以上 

 B：達成目標を 70％達成しており，かつテスト・レポートの合計点（100 点満点）が 70 点

以上 

 C：達成目標を 60％達成しており，かつテスト・レポートの合計点（100 点満点）が 60 点

以上 

 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

毎回の講義内容を復習するとともに,次週の内容について配布資料（プリント）等を参考に予習し

てくること。 



知能情報学概論 
 

開設大学 豊橋技術科学大学 科目コード 300404 

担当教員 本学各教員 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 火曜日：5 限（1620～1750） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 A-203 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 コンピュータによる知能情報の処理やその基盤となる情報科学およびこれらに関連する研究分野

ついて理解を深めることを目的として、視聴覚、神経認知、計算機化学、人工知能、人工生命、

ヒューマン・ロボット・インタラクション(HRI)などについて入門的に概説する。 

1) 鯉田 講義の概要、神経生理学の基礎 

2) 鯉田 視覚神経科学の研究手法 

3) 鯉田 論文の輪読 

4) 青野 データサイエンス：マルチメディアデータ処理を通して 

5) 土屋 自然言語処理入門 

6) 秋葉 機械翻訳のしくみ 

7) 井佐原 多言語情報処理 

8) 梅村 機械学習アルゴリズム入門 

9) 渡辺 統計的学習理論の概観 

10)高橋 化学と人工知能 

11)村越 神経情報科学 

12)北崎 バーチャルリアリティ序論 

13)福村 ヒトの随意運動の制御モデル 

14)松井 聴覚の計算モデル化とその応用 

15)中内 視覚認知情報学について 

テキスト・ 

参考文献 

講義資料の提供方法については、各担当教員より連絡。参考図書、参考文献は講義内で紹介す

る。 

試験・評価

方法 

成績の評価法：１３名の担当者それぞれが出す課題レポート（各１００点満点の平均）により評

価する。 

評価基準： 

S：達成目標をすべて達成しており，かつテスト・レポートの合計点（100 点満点）が 90 点以

上 

A：達成目標を 80％達成しており，かつテスト・レポートの合計点（100 点満点）が 80 点以

上 

B：達成目標を 70％達成しており，かつテスト・レポートの合計点（100 点満点）が 70 点以

上 

C：達成目標を 60％達成しており，かつテスト・レポートの合計点（100 点満点）が 60 点以

上 

【達成目標】 

１．知能情報学とは何 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



情報工学概論 
 

開設大学 豊橋技術科学大学 科目コード 300405 

担当教員 本学各教員 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 月曜日：4 限（1440～1610） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 A-109 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 コンピュータによる知能情報の処理やその基盤となる情報科学およびこれらに関連する研究分野

ついて理解を深めることを目的として、情報メディア、知能ロボット、アルゴリズム、ネット

ワーク、計算機アーキテクチャなどについて入門的に概説する。 

各教員の専門にしたがって，わかりやすく 新の話題を提供する。 

1) 南 ガイダンス(情報工学とは？) 

2) 南 情報工学と脳 

3) 南 認知神経工学研究 

4) 藤戸 アルゴリズム入門 

5) 栗山 CG 技術の基礎と変遷 

6) 菅谷 コンピュータビジョン 

7) 大村 ユビキタス技術による日常生活・作業支援 

8) 岡田 HRI(Human-Robot Interaction)技術とその応用 

9) 金澤 画像処理と 3 次元計測技術 

10)三浦 知能ロボットのための情報処理技術 

11)石田 人工知能の 近の動向 

12)河合 東三河サイエンスカフェ—生涯学習としての情報教育— 

13)後藤 計算分子科学と機械学習 

14)栗田 高精度分子シミュレーションを用いた創薬 

15) （未定） 

テキスト・ 

参考文献 

参考図書、参考文献は講義内で紹介する。 

試験・評価

方法 

成績の評価法：１３名の担当者それぞれが出す課題レポート（各１００点満点の平均）により評

価する。 

評価基準： 

S：達成目標をすべて達成しており，かつテスト・レポートの合計点（100 点満点）が 90 点以

上 

A：達成目標を 80％達成しており，かつテスト・レポートの合計点（100 点満点）が 80 点以

上 

B：達成目標を 70％達成しており，かつテスト・レポートの合計点（100 点満点）が 70 点以

上 

C：達成目標を 60％達成しており，かつテスト・レポートの合計点（100 点満点）が 60 点以

上 

【達成目標】 

１．情報工学とは何か 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



分子生物学 I 
 

開設大学 豊橋技術科学大学 科目コード 300406 

担当教員 梅影 創 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期 1＞ 水曜日,木曜日：1 限（850～1020）5 限 16201750 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 生物 

教室 A-106 

履修条件 前期１（水:4/11～6/6，木:4/12～6/7)水・木の２限出席しないと単位は与えられない。 

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 分子生物学の基礎を理解する。 

1 講 オリエンテーション 

2 講  3 章 タンパク質（１） 

3 講 3 章 タンパク質（１） 

4 講 4 章 DNA、染色体、ゲノム（１） 

5 講 4 章 DNA、染色体、ゲノム（１） 

6 講 5 章 DNA の複製、修復、組換え（１） 

7 講 5 章 DNA の複製、修復、組換え（２） 

8 講 6 章 ゲノム情報の読み取り（１） 

9 講 6 章 ゲノム情報の読み取り（２） 

10 講 6 章 ゲノム情報の読み取り（３） 

11 講 7 章 遺伝子発現の調節（１） 

12 講 7 章 遺伝子発現の調節（１） 

13 講 7 章 遺伝子発現の調節（１） 

14 講 8 章 タンパク質、DNA、RNA の操作（１） 

15 講 8 章 タンパク質、DNA、RNA の操作（２）（動物細胞は含まない） 

テキスト・ 

参考文献 

教科書として Molecular biology of the cell, 6th edition を貸与する。 

試験・評価

方法 

評価基準：下記のように成績を評価する。 

 S：テストの得点（100 点満点）が 90 点以上 

 A：テストの得点（100 点満点）が 80 点以上 

 B：テストの得点（100 点満点）が 70 点以上 

 C：テストの得点（100 点満点）が 60 点以上 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

事前に教科書を読み、疑問点を明らかにしておくこと。 



遺伝子工学 
 

開設大学 豊橋技術科学大学 科目コード 300407 

担当教員 田中 照通 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 水曜日：1 限（850～1020） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 生物 

教室 A-202 

履修条件  

募集定員  募集時期 9 月 

講義概要 生物は多種多様であるが、それぞれの生命における生命現象の基本部分は共通のシステムで運営

されている。 

本講義では、生命現象の基本法則を学ぶとともに、生命現象を分子レベルから理解するための基

本を身につける。また、遺伝子操作という概念と方法論とを併せて理解することで、これからの

時代において必要な分子生物学的な素養を身につける。 

・基本生体分子の復習 

・生命の３界と代表生物種 

・遺伝暗号 

・ゲノム・遺伝子の定義 

・遺伝情報の流れとセントラルドグマ 

・生命現象の基本法則 

・タンパク質の生合成の詳細 

・遺伝子の転写調節 

・宿主-ベクター系 

・遺伝子操作の道具たち 

・制限酵素 

・遺伝子発現制御 

・遺伝子組み換え体の作り方（方法論と具体例） 

・DNA の解析（PAGE, DNA seq., PCR) 

・RNA の解析（RT, hybridization) 

・タンパク質の解析（SDS-PAGE, Edman 分解, 質量分析） 

・タンパク質工学 

・ 近の話題から（ゲノムプロジェクト、クローン動物、遺伝子治療、遺伝子発現制御の実際） 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】 

・生化学（第 5 版）ホートン（東京化学同人） 

・生化学（第 5 版）コーン・スタンプ（東京化学同人） 

教科書として生物学共通で使用する「ホートンの生化学」を指定していますが、もし、他の教科

書（とみなせるもの）を有している場合には新規購入はしなくても大丈夫です。ただし、大学の

学部に対応する内容を掲載しているものに限ります。（高校や高専に対応したものはここでは教

科書とはみなしません） 

【参考書】 

・微生物学 著者：スタニエラ（培風館） 

・ Recombinant DNA 著者：Watson et al（ 

試験・評価

方法 

各授業時におけるミニテスト（2 割）と 2 回の定期試験（8 割）の結果によって成績を評価す

る。各ミニテストでの成績が 50%に満たない回はその授業は「欠席」とみなす。「欠席」が 4

回以上ある場合は履修放棄として扱う。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

・授業で使用する資料は教科書に載っているものが大半なので、原則として配布は行わない。教

科書に記載されていないもので必要なものはその都度配布する。欠席した場合において、後日に

おいて配布はしない。また電子媒体による配布は行わない。（もし電子媒体を希望する場合は、

教科書の電子版を各自の責任において購入すること。） 

・授業では「出欠」をとります。「4 回」以上を欠席した場合は「履修放棄」とみなす。 



・「復習」は，授業時に(ほぼ毎回)実施するミニテストによって行う。このミニテストは授業内

容の把握のために行うもので難易 



計測制御工学 
 

開設大学 豊橋技術科学大学 科目コード 300408 

担当教員 田中 三郎 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 金曜日：5 限（1620～1750） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 A2-201 

履修条件  

募集定員  募集時期 9 月 

講義概要 環境・生命工学課程では、機械、電気、化学、生物学、環境衛生工学、などの従来の工業技術の

総合的理解のうえに、環境・生命工学分野の発展を支える技術を学ぶを目標にしている。このた

めの基礎として、計測・制御法は極めて重要である。本講義ではエコロジーに関係する各種の計

測法および制御の原理を理解することを目標とする。 

 講義前半では計測法、回路設計について講述し、後半では制御工学の基礎を学ぶ。 

１-２週目     計測の基礎、誤差、単位 

３-５週目   電気計器、 電圧計、電流計の原理、デジタル計器の動作 

６-７週目    電圧、電流、抵抗、電界、波形、磁界の計測 

８－９週目     力、歪み、圧力、温度の計測 

１０-１１週目   演算増幅器（OP アンプの基礎）及び設計法 

１２－１３週目     制御の基礎 ラプラス変換 

１４-１５週目 伝達関数、フィードバック理論 

テキスト・ 

参考文献 

［教科書等］講義進度に応じて参考資料を配布する。 

試験・評価

方法 

レポートおよび演習(20%)と期末試験(80%)の結果により評価する。 

評価基準：原則的にすべての講義に出席したものにつき、下記のように成績を評価する。 

 S：達成目標をすべて達成しており，かつテスト・レポートの合計点（100 点満点）が 90 点

以上 

 A：達成目標の 80%を達成しており，かつテスト・レポートの合計点（100 点満点）が 80

点以上 

 B：達成目標の 70%を達成しており，かつテスト・レポートの合計点（100 点満点）が 70

点以上 

 C：達成目標の 60%を達成しており，かつテスト・レポートの合計点（1 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



研究各論 
（イギリスの文学・文化史） 

 

開設大学 愛知県立大学 科目コード 300501 

担当教員 榎本 洋（外国語学部准教授） 

学年配当 2 年 単位数 4 単位 

開講日程 ＜通年＞ 火曜：4 限（1430～1600） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 長久手キャンパス 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 古代から現代までのイギリス文学を概観することで各ジャンルを代表する作家について基本的な

知識を身につけること。それにより文学と歴史的背景に親しむ。また、英語のテキストを用いる

ことで、大量の文を読むことを目的とする。イギリス文学・文化の知識が身につき、英文を読む

ことに抵抗がなくなり読解力がつく。  

時代の背景の説明から、ここの重要な作家、作品の特徴の解説。その他の作家との関係など。 

＜前期＞ 

１：序 英文学史について  

２：古代英語文学の世界   

３：古代英語の散文世界   

４：中世文学とその宗教的背景 

５：チョーサーの『カンタベリー物語』 

６：アーサー王伝説 

７：エリザベス朝とその世界 

８～１０：シェイクスピアとその演劇世界 

１１：エリザベス朝の詩人たち 

１２：革命と文学 

１３：王政復古期の演劇 

１４：ドライデンとその仲間 

１５：まとめ 

＜後期＞ 

１：18 世紀の文学背景 

２：近代小説の勃興   

３：オーガスタン時代の詩人たち   

４：前ロマン主義の詩人たちと感性の革命 

５：イギリスロマン主義とその特徴 

６：ロマン主義の詩人たち 

７：オースティンと女流作家たち 

８：ヴィクトリア朝の背景と国民文学の成立 

９：ディケンズとヴィクトリア朝の小説 

１０：19 世紀の詩人と世紀末文学 

１１：モダニズム文学の成立 

１２：Ｔ・Ｓ・エリオットの仕事 

１３：戦後イギリス文学とモダニズムの遺産 

１４：グローバル時代のイギリス文学と国際ブッカー賞 

１５：まとめ 

テキスト・ 

参考文献 

Ronald Carter & John MaRae,  The Penguin Guide to Literature in English (2,700?) 

初の授業で必ず購入してもらう。後期から新たに受講する学生は必ず教員にコンタクトをとる

こと（部数把握のため）。教科書は 初の授業で購入してもらいます。   

イギリス史に関しては山川出版から、『イギリス史』という本が出ている。世界史に関しては，

『世界の歴史』という同一の本が河出文庫（24 巻）と中公文庫（30 巻）から出ている。文学史

一般に関しては次の 

試験・評価 テスト（９５％） 態度（５％） 



方法 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

指示された文献はすべて読むこと。 

「研究各論（イギリスの文学・文化史）」というのが本講義のタイトルだが、似たような名称の

講義が数多くあるので言明させてもらうが、本講義は「イギリス文学史」の講義と考えてくださ

い。但し、イギリス社会・歴史にも興味のある学生にも役に立つはずです。その点は食わず嫌い

のないようにしてください。 

初の授業でテキストを購入してもらいます。 



研究各論 
（英語史） 

 

開設大学 愛知県立大学 科目コード 300502 

担当教員 中村 不二夫（外国語学部教授） 

学年配当 2 年 単位数 4 単位 

開講日程 ＜通年＞ 水曜：2 限（1030～1200） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 長久手キャンパス 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 英語の歴史の中で、発音や意味がどのように変化したか、語彙がどのようにして豊富になったか

を講じ、現代英語を深く理解させる。これにより、英語の歴史的変遷を学ばせ、英語学的知見を

身につけさせる。発音と意味の変化、語彙の変化に焦点を当てた前期に対し、後期は、英語の歴

史の中で文法と形態がどのように変化し現代に至っているかを講じ、現代英語を深く理解させる

ことが目標である。これにより、現代英文法と英語の歴史的変遷を学ばせ、英語学的知見を身に

つけさせる。   

なぜ woman と women の-o-の発音が異るのか。breath と breathe の th の発音が異なるの

はなぜか。 

watch, clerk, either の発音がイギリスとアメリカで違っているのはなぜか。every other day

は、なぜ「すべてのその他の日」でなく「一日おきに」の意味であるのか。これらの疑問の多く

はこの授業が謎を解き明かしてくれる。授業では、上のような素朴な「なぜ」を足がかりに、そ

の謎解きのために英語の歴史を探る。英語史の知識を蓄積させ、現代英語を深く理解させる。  

動詞 be, have の疑問文や否定文は、なぜ do の助けが要らないのか。be afraid of はもともと

受身形であったが、どのように証明できるのか。Look you. / Mind you.は命令文のようで、命

令文ではない。何者か。book - books なのに、なぜ 1 頭でも 8 頭でも deer か、gooth - 

geeth なのになぜ roof - reef でないのか。old - older - oldest の一方で elder/eldest 

(brother)が存在する。なぜか。go - went - gone の活用の中で異質な綴り字の went が過去

形に収まっている理由はなぜか。my/your+self, our/your+selves の一方でなぜ him+self, 

them+selves か。上のような現代英語の素朴な疑問を出発点とし、その謎解きのために英語の歴

史を探る。英語史の知識を蓄積させ、現代英語を深く理解させる。 

＜前期＞ 

第 1 回 導入 履修上の注意 

第 2 回 インド・ヨーロッパ語族における英語の位置 

第 3 回 外面史と時期区分 

第 4 回 英語史研究の意義と変化の４領域 

第 5 回 文字と発音 

第 6 回 子音変化：古代･中世 

第 7 回 子音変化：近代･現代 

第 8 回 母音変化：古代･中世 

第 9 回 母音変化：近代･現代（前半） 

第 10 回 母音変化：近代･現代（後半） 

第 11 回 語彙発達：古代･中世 

第 12 回 語彙発達：近代･現代 

第 13 回 意味変化：意味の拡大、一般化、意味の縮小、特殊化 

第 14 回 意味変化：意味の良化、悪化 

第 15 回 まとめ 教授者の今年度国際会議発表から--Diachrony of Ways of Expressing 

Cardinal Numbers 

定期試験  

＜後期＞ 

第 1 回 導入 履修上の注意 教授者の本年度国際会議発表から—Diachrony of Ways of 

Expressing Ordinal Numbers 

第 2 回 古英語演習（_Language Laboratory Course in Old English_, 名詞の語尾変化） 



第 3 回 古英語演習（_Language Laboratory Course in Old English_, 形容詞の語尾変化） 

第 4 回 古英語演習（_Language Laboratory Course in Old English_, 動詞の語尾変化） 

第 5 回 中英語演習 （The Canterbury Tales の一節を読む 1 行－42 行） 

第 6 回 中英語演習 （The Canterbury Tales の一節を読む 43 行－78 行） 

第 7 回 中英語演習 （The Canterbury Tales の一節を読む 118 行－162 行） 

第 8 回 形態変化： 名詞、代名詞、形容詞 

第 9 回 形態変化： 副詞、弱変化動詞、強変化動詞 

第 10 回 文法変化： 名詞、代名詞、形容詞 

第 11 回 文法変化： 副詞、前置詞、接続詞、間投詞 

第 12 回 文法変化： 動詞の時制・相 

第 13 回 文法変化： 動詞の態、助動詞 

第 14 回 文法化・イディオム化・構文化 

第 15 回 まとめ 

定期試験 

テキスト・ 

参考文献 

(1) プリント配布。 (2) 辞書は、_Merriam-Webster's Collegiate Dictionary_, 12th edition

のように、語源や歴史的説明が書かれている辞書の 新版を持参すること。 参考文献は随時紹

介 

試験・評価

方法 

期末試験 (70%)、授業への積極さ・学習態度 (30%)の合計による。講義科目ではあるが、双方

向的な授業を目指すため、受講生からの質問を高く評価する。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

(1) 細部は初回の授業で指示する。 (2) 実用のための科目ではないが、英語を深く知るための重

要な授業である。 (3) 前期に学ぶ知識なしに後期のみ受講することは、多くの困難を伴うため、

前期授業にも出席すること。  

次時に学ぶ内容を予告するので、初見の単語の意味を調べるなど必ず予習したうえで授業に臨む

こと。 



研究各論 
（イギリスの政治・外交） 

 

開設大学 愛知県立大学 科目コード 300503 

担当教員 奥田 泰広（外国語学部准教授） 

学年配当 2 年,3 年 単位数 4 単位 

開講日程 ＜通年＞ 火曜：4 限（1430～1600） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 長久手キャンパス 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 ＜前期＞近代イギリス外交史に関する専門的知識が習得される。 

イギリス外交について歴史的な観点から講義していく。とくに「国家戦略とインテリジェンスの

相互作用」に着目し、第一次世界大戦から第二次世界大戦にいたる時代を中心に取り上げる。こ

の激動の時代にイギリスはその民主主義体制を強化していき、緊急事態を乗り越える柔軟さを身

につけることになった。そうした時代を学ぶため、取り上げる事例は楽しいものとは言えない

が、現実を見つめるリアリズムを養うには 適のテーマである。   

第１回 ガイダンス 

第２回 外交とインテリジェンス 

第３回 イギリス近代史のなかで 

第４回 世界初の「ＮＳＣ」・帝国防衛委員会の成立 

第５回 現代イギリス情報部の始まり—ＭＩ５とＳＩＳの成立— 

第６回 第一次世界大戦とイギリス情報部 

第７回 アメリカ情報部への影響 

第８回 第一次世界大戦と大英帝国 

第９回 ヴェルサイユ体制とイギリス外交 

第 10 回 宥和政策の時代 

第 11 回 第二次世界大戦と英米関係 

第 12 回 第二次世界大戦と戦後構想 

第 13 回 現代的インテリジェンスと９・１１ 

第 14 回 イラク戦争と戦後調査委員会 

第 15 回 まとめ  

＜後期＞イギリス現代政治史に関する発展的知識が習得される。 

イギリスの政治と外交について歴史的な観点から講義していく。後期では、第二次世界大戦後の

イギリス政治について国際関係史の視点から再検討する。第二次世界大戦後のイギリスは、その

国力の低下によって国際政治における発言力も低下したように見える。しかし、詳細に検討して

いくと、イギリスは相変わらず、現代の国際社会において多方面で存在感を示してきており、決

定的な役割を果たしたこともあった。とはいえ、遠く離れたアジアでは、冷戦初期の段階でイギ

リスの影響力は大きく低下したことも確かである。講義では、外交史研究の一例として冷戦初期

アジアにおけるイギリス外交も詳細に取り上げる。  

第１回 ガイダンス 戦後イギリスの政治と外交 

第２回 アトリー政権と福祉国家 

第３回 戦後コンセンサス（１） 

第４回 戦後コンセンサス（２） 

第５回 戦後コンセンサス（３） 

第６回 戦後コンセンサス（４） 

第７回 サッチャー政権期：フォークランド戦争 

第８回 サッチャー政権期：香港返還交渉 

第９回 サッチャー政権期：対欧米外交 

第 10 回 サッチャー後のイギリス政治 

第 11 回 ニューレイバーの時代 

第 12 回 キャメロン政権期の政治と外交 

第 13 回 北アイルランド問題 



第 14 回 スコットランド問題 

第 15 回 まとめ 

テキスト・ 

参考文献 

奥田泰広『国家戦略とインテリジェンス』（ＰＨＰ研究所、2016 年、オンデマンド版［ASIN

コード：B01EYDRQ1E］）  

適宜指示する。 

試験・評価

方法 

小テストを４回実施する（各 25％）。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

授業開始後 10 分以上遅刻した場合は欠席扱いとする。 

小テストを４回実施するので、授業についてよく復習しておくこと。 



研究各論 
（イギリスの歴史） 

 

開設大学 愛知県立大学 科目コード 300504 

担当教員 正木 慶介（外国語学部准教授） 

学年配当 2 年 単位数 4 単位 

開講日程 ＜通年＞ 火曜：2 限（1030～1200） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 長久手キャンパス 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 イギリスの歴史に様々な角度からアプローチし、多元的な歴史的視野と柔軟な歴史的思考力の修

得を目指します。特に、イギリス史が、イングランド、ウェールズ、スコットランド、アイルラ

ンドという 4 つの地域の動的な関係性から織り成された歴史であることに注目したいと思いま

す。また、イギリスの歴史を、ヨーロッパ的な文脈やグローバル・コンテクストの中に位置付け

て理解し、場合によっては反対に、イギリス国内のローカルでミクロな視点から考察します。 

＜前期＞古代・中世・近世のイギリスの歴史を、通史的かつテーマ的に検討します。  

第１回：イントロダクション 

第２回：ローマン・ブリテン 

第３回：複合君主とノルマン・コンクエスト 

第４回：王権と諸侯の対立、および議会の萌芽 

第５回：百年戦争とバラ戦争 

第６回：宗教改革と主権国家体制 

第７回：三王国戦争／ピューリタン革命 

第８回：名誉革命と古来の国制 

第９回：第二次英仏百年戦争と財政＝軍事国家 

第 10 回：映画視聴 

第 11 回：映画視聴（続き） 

第 12 回：イングランド・スコットランド合同とジャコバイト 

第 13 回：政党政治の形成 

第 14 回：シャリバリと民衆文化 

第 15 回：まとめ                                  

試験   

＜後期＞近現代のイギリスの歴史を、通史的かつテーマ的に検討します。  

第１回：産業革命と近代世界システム 

第２回：都市化と市民社会の開花 

第３回：アメリカ独立革命とフランス革命 

第４回：急進主義と保守主義：諸階層の政治参加 

第５回：アイルランド合同とカトリシズム 

第６回：民主化と政党政治の展開 

第７回：反穀物法同盟とチャーティスト運動 

第８回：イギリス帝国とパクス・ブリタニカ  

第９回：二つの世界大戦 

第 10 回：映画視聴 

第 11 回：映画視聴（続き） 

第 12 回：戦後福祉国家体制とサッチャリズム 

第 13 回：二つのレファレンダム：スコットランド独立問題と Brexit 問題 

第 14 回：特別講義「20 世紀イギリスの女性」（仮題） 

第 15 回：まとめ 

試験 

テキスト・ 

参考文献 

特に指定しません。授業中にプリントを配布します。 

授業中に適宜指示・紹介しますが、一点だけ以下に挙げておきます。 

近藤和彦『イギリス史 10 講』（岩波書店［岩波新書］、2013 年） 



試験・評価

方法 

試験（55%）＋ 平常点(45%) 

＊詳しくは授業中に説明します。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

予習よりも復習に時間を割いてください。復習の際には、授業中に配布されたプリントをよく読

み返し、必要に応じて、教員が紹介した文献に目を通すようにして下さい。 



研究各論 
（アメリカの歴史） 

 

開設大学 愛知県立大学 科目コード 300505 

担当教員 久田 由佳子（外国語学部教授） 

学年配当 2 年 単位数 4 単位 

開講日程 ＜通年＞ 火曜：4 限（1430～1600） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 長久手キャンパス 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 今日、アメリカ社会に存在する様々な問題は、歴史と無関係ではありえない。植民地時代以来の

歴史を概観することによって、アメリカ社会の多様性やアメリカ社会が抱える問題について理解

を深められるようにする。 

植民地時代から建国初期の時代までの歴史を概観する。植民地時代については、ポカホンタスや

ピルグリムなど後世に神話化された人々の実像にも迫る。独立革命から建国初期の時代について

は、連合規約から合衆国憲法へといった国家機構の整備の問題に加えて、近年の社会史研究の成

果も紹介する。  

第１回：はじめに—「コロンブスの交換」  

第２回：英領北米植民地の形成—南部・ニューイングランド 

第３回：英領北米植民地の形成—ニューイングランド・中部 

第４回：イギリスの北米植民地政策—航海法体制と「有益なる怠慢」 

第５回：七年戦争後におけるイギリスの植民地政策転換—「有益なる怠慢」の終焉 

第６回：反英闘争から独立革命へ 

第７回：独立宣言 

第８回：連合規約から合衆国憲法制定へ 

第９回：ワシントン政権の誕生 

第 10 回：フランス・イギリスとの外交問題と内政 

第 11 回：ジェファソン政権の誕生—「1800 年の革命」 

第 12 回：1812 年戦争 

第 13 回：市場革命—北部の場合 

第 14 回：市場革命—南部の場合 

第 15 回：まとめ 

定期試験  

後期は、19 世紀前半から 1950 年代までを概観する。今日のアメリカ社会のありようにも影響

を与えている様々な問題を明らかにする。19 世紀初頭にはじまった工業化が人々の生活にどの

ような影響を与えたか、南北戦争と南部再建、19 世紀後半から 20 世紀にかけての移民の大量

流入とその影響、革新主義時代、ニューディール、1950 年代、公民権運動といった問題を扱

う。  

第１回：南部奴隷制社会 

第２回：セクション間の対立 

第３回：奴隷制廃止運動と婦人参政権運動 

第４回：リンカン政権誕生から南北戦争の勃発 

第５回：南北戦争 

第６回：南部再建 

第７回：「ジムクロウ」と「分離すれども平等」の原則 

第８回：金ぴか時代—移民・労働者の場合 

第９回：金ぴか時代—農民・先住民の場合 

第 10 回：革新主義時代  

第 11 回：大恐慌とニューディール 

第 12 回：マッカーシーイズム   

第 13 回：ブラウン事件判決 

第 14 回：公民権運動 



第 15 回：まとめ 

定期試験 

テキスト・ 

参考文献 

和田光弘編著『大学で学ぶアメリカ史』（ミネルヴァ書房、2014 年）  

参考書については、授業中に適宜指示する。また資料等を配布する。 

試験・評価

方法 

出席状況(リアクションペーパー）20％、筆記試験 80％で評価する。 

授業回数 15 回のうちの 3 分の 1 以上を欠席した者は、筆記試験受験資格を失う。ただし病気な

どのやむを得ない事情がある場合は、教員に相談すること。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

授業は講義形式ですすめるが、ビデオ教材（英語音声のみで、日本語字幕のないものもある）や

オリジナルの英語の資料等も適宜用いるため、ある程度の英語のリスニング能力と読解能力が要

求される。 

毎回授業の終わりに、受講者には質問や感想等をリアクションペーパーに記入してもらう。その

内容に対する回答や補足説明は、次回の授業の 初におこなう。 

授業内容は連続しているので、通年で履修することが望ましい。 

授業の前後に、教科書の該当する箇所を読んで、理解を深めておくこと。 

 



研究概論 
（フランス語圏社会） 

 

開設大学 愛知県立大学 科目コード 300506 

担当教員 伊藤 滋夫（外国語学部准教授） 

学年配当 1 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 火曜：4 限（1430～1600） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 長久手キャンパス 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月,9 月 

講義概要 この授業の目的は、フランス語圏専攻の学生として、３年次以降のより専門性の高い授業を理解

し、研究演習を選択し、卒業論文の作成に取りかかる上で必要不可欠な、フランスの地理・歴史

に関する基礎的事項を、フランス語圏諸国また他のヨーロッパ諸国との比較もまじえながら把握

することである。  

まずフランスの地理を概観し、その後、古代から現代までの歴史を展望する。おもに、16 世紀

以降の近現代史に重点を置く。   

第１回：オリエンテーション、フランスの地理 

第２回：ローマ支配下のガリア 

第３回：フランク王国 

第４回：中世のフランス－カペー朝の伸長 

第５回：中世後期の危機 

第６回：１６世紀のフランス 

第７回：１７世紀のフランス 

第８回：１８世紀のフランス 

第９回：フランス革命と第一共和政 

第１０回：ナポレオンと第一帝政 

第１１回：復古王政と七月王政 

第１２回：第二共和政と第二帝政 

第１３回：第三共和政とベル・エポック 

第１４回：第一次世界大戦と現代史の幕開け 

第１５回：まとめ  

定期試験 

テキスト・ 

参考文献 

福井憲彦（編）『新版世界各国史 12 フランス史』（山川出版社） 

適宜、資料プリントを配布する。 

試験・評価

方法 

期末試験の成績（80%）、授業での学習態度（20%） 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

授業内容を復習すること。 



研究概論 
（フランス語学） 

 

開設大学 愛知県立大学 科目コード 300507 

担当教員 岸本 聖子（外国語学部講師） 

学年配当 1 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 水曜：2 限（1030～1200） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 長久手キャンパス 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月,9 月 

講義概要 フランス語学について基礎知識を得る.フランス語学の各分野について学び,フランス語とはどうい

う言語かについて知識を深め,またどのように分析できるのかについて概要を知る.  

フランス語学は言語学と絡み,非常に多くの研究分野があるが，そのうち伝統的に代表的な分野に

ついて講義形式で学びを進める. 

1. フランス語学とは 

2. フランス語圏 

3. フランス語史 (1) 

4. フランス語史 (2) 

4. 音声学・音韻論 (1) 

5. 音声学・音韻論 (2) 

6. 形態論 

7. 統辞論 

8. 意味論・語彙論 (1) 

9. 意味論・語彙論 (2) 

10. 意味論・語彙論 (3) 

11. 語用論 (1) 

12. 語用論 (2) 

13. 語用論 (3) 

14. 文体論  

15. まとめ 

テキスト・ 

参考文献 

教科書：駿河台出版社『フランス語学概論』（髭郁彦、川島浩一郎、渡邊淳也著）  

参考書：朝日出版社『フランス語を知る、ことばを考える』（石野好一著） 

駿河台出版社『フランス語学小事典』（髭郁彦、川島浩一郎、渡邊淳也編著） 

試験・評価

方法 

授業中の貢献度(30%)  

終レポート(70%) 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

面白いと思った内容や言語現象は各自で整理することをおすすめする.  

予習をする必要はないが,関心の高い分野については関連書籍を検索したり,読み進めておく. 



研究概論 
（フランス語圏文学・文化） 

 

開設大学 愛知県立大学 科目コード 300508 

担当教員 原 潮巳（外国語学部准教授） 

学年配当 1 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 火曜：4 限（1430～1600） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 長久手キャンパス 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 フランス語圏専攻の学生として、3 年次以降のより専門性の高い授業を理解し、研究演習を選択

し、卒業論文を作成するために必要なフランス語圏の文学・文化に関する基礎的事項を、他の言

語圏と比較しながら学ぶ。  

中世から現代までのフランス語で書かれた代表的な文学作品、及びその他の文化的事象（絵画、

建築及び装飾芸術、映画、音楽等）について学ぶ。さらに、非ヨーロッパ地域のフランス語圏

（旧インドシナ、カリブ海、アフリカ）の文学・文化についても概観する。  

第 1 回：全体の導入、及びフランス語・フランス文明の成立過程（古代・中世）   

第 2 回：フランス語圏の文学・文化（中世） 

第 3 回：フランス語圏の文学・文化（ルネサンス）哲学・小説・詩 

第 4 回：フランス語圏の文学・文化（ルネサンス）演劇・絵画・音楽 

第 5 回：フランス語圏の文学・文化（17 世紀）哲学・小説・詩 

第 6 回：フランス語圏の文学・文化（17 世紀）演劇・絵画・音楽 

第 7 回：フランス語圏の文学・文化（18 世紀）哲学・小説・詩 

第 8 回：フランス語圏の文学・文化（18 世紀）演劇・絵画・音楽 

第 9 回：フランス語圏の文学・文化（19 世紀）ロマン主義 

第 10 回：フランス語圏の文学・文化（19 世紀）写実主義・自然主義 

第 11 回：フランス語圏の文学・文化（19 世紀）象徴主義 

第 12 回：フランス語圏の文学・文化（20 世紀前半）前衛 

第 13 回：フランス語圏の文学・文化（20 世紀後半）前衛以降 

第 14 回：フランス語圏の文学・文化（現代）哲学・小説・詩 

第 15 回：フランス語圏の文学・文化（現代）演劇・絵画・音楽、及び全体のまとめ 

定期試験 

テキスト・ 

参考文献 

随時プリントして配布する。 

授業中に随時指示する。 

試験・評価

方法 

授業への取り組み方（10％）と筆記試験の成績（90％）から、総合的に評価する。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

授業中に取ったノートを基にして、復習をしっかり行うこと。 

自分の興味に合せて、授業中に紹介した本や CD・DVD を鑑賞することが望ましい。  

欠席、遅刻をしないこと。ノートを綿密に取ること。 



スペイン語圏研究概論 
（スペイン） 

 

開設大学 愛知県立大学 科目コード 300509 

担当教員 奥野 良知（外国語学部教授） 

学年配当 1 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 火曜：5 限（1610～1740） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 長久手キャンパス 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 この授業の目的は、スペインの言語、文化、政治、経済、社会などの点での特徴を学ぶととも

に、そのような特徴がどのような経路（過去＝歴史）に依存して形成されてきたのかを学ぶこと

にあります。 

やや先走っていえば、スペインという国家の大きな特徴は、言語・文化、政治、経済、社会など

様々な点で地域的な多様性が非常に大きいという点にあります。しかも、近年では、いくつかの

地域でスペインからの独立運動が盛んになってきています。そしてそれを受けて、現在は憲法改

正論議も盛んになってきています。 

では、スペインの地域的な多様性とはどのようなものなのでしょうか。そのような特徴は、どの

ような経路（過去＝歴史）に依存して形成されてきたのでしょうか。そもそも、スペインという

国やスペイン人は、いつから存在しているのでしょうか。現在の憲法改正論議は、どのような点

を巡って行われているのでしょうか。  

このような点を考察することがこの授業の目的です。 

またこの授業ではイベリア半島の多様性を学ぶことと併せて、日本列島の多様性についても学ん

でいきます。日本は単一民族単一言語という神話にどっぷり浸かりながら、イベリア半島の多様

性を学んでも意味がありません。 

第Ⅰ部： スペインの概要を扱います。 

第Ⅱ部： スペインの言語文化・政治・経済・社会などの点でのスペインの地域的多様性につい

て考察します。 

第Ⅲ部： その地域的多様性がどのような経路に依存して現在の姿になっているのかを考察して

いきます。 

第１回：ガイダンス、導入スライド（スペインの地域的多様性）、ビデオ（カタルーニャ） 

第 I 部 スペインの概要 

第２回：人口、GNP、地域、県、自治州、言語分布、気候、教育制度、etc. 

第３回：国政と政党、カタルーニャ議会と政党、バスク議会と政党、スペイン・ナショナリズム

と地域ナショナリズム（総説）、右と左（総説） 

第４回：王家の変遷、歴代首相、政治体制の変遷 

第 II 部 スペインの地域的多様性 

第５回： 言語の多様性（ヨーロッパの言語的多様性） 

第６回： 言語の多様性（イベリア半島の言語的多様性） 

第７回： 自治州の多様性 

第８回： 経済の多様性 

第９回： ナショナリズムの多様性 

第１０回： 国民国家、ネイション、エスニシティー 

第 III 部 多様性の要因 

第１１回： アンダルスの多様性と「キリスト教諸国」の多様性 

第１２回： キリスト教諸国から複合王政としてのスペイン王国へ 

第１３回： 刈取り人戦争（カタルーニャの反乱）とスペイン継承戦争 

第１４回： 第二共和制、内戦、フランコ独裁 

第１５回：まとめ（総復習） 

試験 

テキスト・ 

参考文献 

立石博高『スペイン歴史散歩—多文化多言語社会の明日に向けて』行路社、2004 年。 

立石博高編『スペイン・ポルトガル史』山川出版社、2000 年。 



立石博高他編『スペインの歴史』昭和堂、1998 年。 

立石博高・奥野良知『カタルーニャを知るための 50 章』明石書店、2013 年。 

萩尾生『現代バスクを知るための 50 章』明石書店、2012 年。 

関哲行・立石博高・中塚次郎編『世界歴史大系スペイン史 １ 古代～近代』山川出版社、

2008 年。 

関哲行・立石博高・中塚次郎編『世界歴史大系スペイン史 ２ 近現代・地域からの視座 

試験・評価

方法 

筆記試験 70％、授業への積極さ（質問や学習態度等）15％、課題（manaba への質問・コメン

ト等）15％ 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

予習： 指定した文献の指定箇所について、manaba に質問・コメントを記入する。 

義務教育ではありません。興味もやる気もない人は受講の受講はお断りします。 



スペイン語圏研究概論 
（ラテンアメリカ） 

 

開設大学 愛知県立大学 科目コード 300510 

担当教員 小池 康弘（外国語学部教授） 

学年配当 1 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 木曜：1 限（850～1020） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 長久手キャンパス 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 この授業は「スペイン語圏専攻の学生ならば 低限これだけは知っておくべき」と思われる、基

礎的かつ重要な知識を幅広くみにつけることを目的としている。 

この授業は、1 年次後期から始まる「基礎演習 II」（必修科目）や、2 年次から始まる研究各論へ

の誘導も兼ねており、それらの授業の理解を深める上で下地づくりとなるものである。学生は各

教員の専門分野や経験等を知ることを通じて、研究分野の面白さや意義を理解し、「これは面白

い！」「もっと知りたい！」と感じられる何かを見つけてほしい。 

本学で中南米を専門とする 5 名の教授陣がこの授業を担当し、それぞれの専門分野に関する も

基礎的な入門講義を行う。概ね 1 名の教員が 3 回の講義を担当する形となる。 

時間的広がりとしては、1 万年以上昔の先史時代から現代に至るまで扱われ、空間的広がりとし

てはブラジルを含めた中南米全体（場合によってはそれ以外の地域も）が対象であり、学問領域

的には、地理学、考古学、歴史学、文化人類学、宗教学、文学、文化学、社会学、政治学など

様々な専門分野に触れることになる。この授業を一通り受け終わる頃には、受講者全員が中南米

に関して基本的かつ幅広い知識を身につけているはずである。ほぼ毎回、授業の 後に５～10

分程度の確認テストを行うので、できるだけ休まずに出席することが望ましい。 

正式なプログラムは初回の授業で配布される。ほぼ毎回、授業の 後に５～10 分程度の確認テ

スト（小テスト）を行うが、実施方法や配点などは教授者ごとに多少異なる。担当教授者は以下

の通りであるが、順番は入れ替わる場合もあるので初回授業で配布するプログラムを参照するこ

と。 

・小池康弘（第 1 回～3 回、第 13 回～15 回）  ・杉山三郎（第 4 回～5 回）   ・谷口智

子（第 6 回～8 回） 

・高阪香津美（第 9 回）  ・田中敬一（第 10 回～12 回）    

第１回：イントロダクション 

・この授業で何を学ぶか、有意義な授業にする準備、心構え。ラテンアメリカとはどのような地

域か？（大まかなイメージをつかむ） 

第２回：ラテンアメリカの地理概観 

第３回：ラテンアメリカの歴史概観 

第４回：古代文明の形成～スペイン人による征服まで 

・新大陸に人類が初めて足を踏み入れた 1 万 5 千年前から、独自の古代文明形成史、スペイン人

の征服までの人類史をつかむ。 

第５回：メソアメリカ古代文明の紹介 

・現在のメキシコ・中米に栄えたマヤ、テオティワカン、アステカなどメソアメリカ古代文明の

紹介 

第６回：アメリカ原産の食べ物の歴史（カカオ、トマト、唐辛子、ジャガイモなど） 

第７回：先スペイン期のアンデス文明 

第８回：植民地時代以降のアンデスの近代史 

第９回：ブラジル入門（ブラジルと日本） 

第 10 回：イスパノアメリカの文化と文学(1)  

・先スペイン期から征服期−（ネサワルコヨトルの詩と『ヌエバ・エスパニャ征服正史』） 

第 11 回：イスパノアメリカの文化と文学(2)  

・植民地社会と独立−（植民地バロックの建築と文学） 

第 12 回：イスパノアメリカの文化と文学(3)  

・国民芸術の模索−（「メキシコ近代壁画運動」を通して） 



第 13 回：現代ラテンアメリカの社会の諸問題 

第 1４回：ラテンアメリカの政治・経済・国際関係 

第 15 回：まとめ 

テキスト・ 

参考文献 

・世界地理がわかる地図帳（高校で使用したものでもよい）を各自用意すること。 

・以下の事典は価格が高い（7500 円程度）ため、必ずしも全員購入を強制するものはないが、

中南米を詳しく勉強したい人には購入することを勧める。大学 4 年間、さらに卒業後もずっと役

立つものである。 

大貫良夫ほか監修 『新版 ラテンアメリカを知る事典』 平凡社   

菊池努、畑惠子編著『ラテンアメリカ・オセアニア』ミネルヴァ書房 

国本伊代『概説ラテンアメリカ史』新評論 

杉山三郎、嘉幡茂、渡部森哉 『古代メソアメリカ・アンデス文明への誘い』 

試験・評価

方法 

・各教員が授業 1 回につき 10 点満点で確認テスト（小テスト）を行う（15 週で 150 点満点

となる）。その実施方法は、①毎回の授業の 後 5～10 分程度で小テストを行う方式、②それ

ぞれの教員の 終担当日に 15～20 分程度で「まとめの小テスト」を行う方式、のいずれかとな

る。難問ではなく、「授業をしっかり聴いて理解できているか」「必要な基礎知識が身についた

か」を確認するテストである。これらの合計点を 100 点満点に換算する。 

・上記に加えて、「ラテンアメリカノート」の作成、提出を義務づける。提出した者には、上記

の得点に 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

この授業で学ぶことは基本中の基本であるので、全員がしっかり学んでほしい。そのため、毎回

授業ノートを取り、きちんと振り返り、知識の抜け、漏れがないように復習すること。参考文献

として紹介された本は、あらかじめ読んでおくことを強くすすめる。 

ほぼ毎回確認テスト（小テスト）があるので、できるだけ欠席しないこと。欠席回数が 4 回以上

になると単位取得は難しい。なお、特別な事情で欠席せざるを得ない場合には必ず教授者に連絡

すること。 



研究各論 
（ラテンアメリカ政治・経済） 

 

開設大学 愛知県立大学 科目コード 300511 

担当教員 小池 康弘（外国語学部教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 金曜：1 限（850～1020） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 長久手キャンパス 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 ラテンアメリカ諸国の政治・経済・国際関係を理解、分析する能力を養うため、その前提として

特に 1800 年頃から近年までのラテンアメリカ政治・経済の流れを、国際情勢とも関連づけなが

ら概観し、この地域の政治経済面の特質がどのように形成され、変容してきたか学ぶ。   

本授業は前期で完結する（後期は同一の曜日・時限で「南北アメリカ国際関係」が開講され

る）。 

ラテンアメリカ政治史の大きな流れをつかみ、過去の歴史がその後のラテンアメリカ政治、社会

の形成や国際関係にどう影響しているかという視点を持ってもらうため、独立運動が本格化する

1800 年頃から約 200 年間のラテンアメリカにおける政治、社会、経済、国際関係の主な出来

事とその影響を理解する。 

これをふまえて、後期は同一曜日・時限で「南北アメリカ国際関係」が開講されるので、そちら

もあわせて履修することをすすめたい。   

取り上げるテーマは以下の通り。若干変更される可能性もある（初回授業でプログラム配布予

定）。 

（１）ラテンアメリカ政治・経済の特徴と研究の視点 

（２）ラテンアメリカの独立～カウディーリョ政治～近代化思想 

（３）ラテンアメリカにおける国際紛争と外国干渉 

（４）第二次産業革命と一次産品輸出経済体制の発展 

（５）対米関係とラテンアメリカのナショナリズム 

（６）近代化の進展にともなう政治社会の変動 

（７）メキシコ革命と PRI 体制 

（８）世界恐慌はラテンアメリカの政治・経済体制へどう影響したか 

（９）ラテンアメリカの革命運動（キューバ革命を中心に） 

（１０）権威主義体制とは。軍事政権の成立過程 

（１１）1980 年代ラテンアメリカの経済危機と民主化 

（１２）ラテンアメリカにおけるネオリベラリズム政策とそのインパクト 

（１３）冷戦終結後のラテンアメリカ政治の潮流変化(1990 年代～2000 年代初頭） 

（１４）近年のラテンアメリカ政治・経済動向 

（１５）まとめ 

テキスト・ 

参考文献 

1. 基礎知識として、国本伊代『概説ラテンアメリカ史』（新評論）。 

2. 専門知識として、松下洋、乗浩子編『ラテンアメリカ 政治と社会』（新評論）。 

上記のうち 1. は必ず 5 月連休明けまでに読んでおくこと。2. は授業に関連する部分を 4 月～7

月上旬の間に各自で読むこと。授業の中でこれらの教科書を読むことはない（プリントを配布し

て進める）。   

国本伊代『メキシコの歴史』（新評論） 

小池康弘編『現代中米・カリブを読む』（山川出版社） 

ロバート・パスター著、鈴木康久訳『アメリカの中南米政策』（明石書店） 

松 

試験・評価

方法 

①中間試験 30％ ② 終試験 70％ 

いずれも事前に問題を公表し、それについて試験時間内でショートレポートを作成する形式であ

る。 

別途必要な

経費 

特になし 



その他特記

事項 

授業の復習を兼ねて、各自がラテンアメリカ政治史ノートを作成する。授業は高校世界史レベル

の知識があった方が理解しやすいので、特に大航海時代以降の世界史（1500 年頃～）のおおま

かな流れを各自で勉強してほしい。 

高校教科書レベルの世界史（近現代史）の知識があることが前提であるが、苦手な人でも理解で

きるように適宜解説をくわえる。ただし受講者も事前準備として、毎回の授業で取り上げる時代

の世界史知識の整理、確認をしてくること。 



研究各論 
（スペイン史） 

 

開設大学 愛知県立大学 科目コード 300512 

担当教員 奥野 良知（外国語学部教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 4 単位 

開講日程 ＜通年＞ 木曜：5 限（1610～1740） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 長久手キャンパス 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 人名や年代を暗記することが歴史学ではありません。歴史学は、現在と過去との絶えざる対話で

す。この授業では、以下のことを体感することを目標としています。 

① 歴史（経緯/経路/過去）を知らずに現在のことは分かりません。 

対象が何であれ、その現在の特徴は、それがたどって来た経路（経緯/過去/歴史）によって規定

されています。 

② 現在のことを知らずに歴史は分かりません。 

歴史学とは、現在を生きる私たち一人一人が自分の「問い」を過去に投げかけていく営みです。

ですから、現在のことを知らなければ、過去に問いかけようがありません。 

③ 現在を相対化する面白さ。  

現在当たり前だと思っている「常識」も、以前はまったく違っていたということが多々ありま

す。  

④ 史料に立ち返って調べることの重要性 

史料に立ち返って様々な角度から検討しない歴史とは、学術的な歴史、「歴史学」の歴史ではあ

りません。それは単なる「妄想」、下手をすると単なる「政治的プロパガンダ」です。 

ただし、「妄想としての歴史」の歴史も「歴史学」の研究対象に成り得ます。 

⑤ 学際的学問としての歴史学 

歴史学は、「問い」に基づいて対象に切り込んでいく際に、様々な人文社会科学の概念や理論を

使います。この意味で、歴史学は非常に学際的な学問です。 

時代順にイベリア半島の歴史を考察していきますが、毎回「問い」と「要旨」を提示しながら進

めていきます。「問い」がない歴史は「歴史学」とはいえません。また、授業のポイントを示す

ための「要旨」も毎回初めに示していきます。 

問いの例 

◎ この科目名は「スペインの歴史」となってはいるものの、この科目名は本当にこれで良いのだ

ろうか？ 

◎ そもそも、いつからスペインという国家は存在していたのか？ 

◎ いわゆるスペイン帝国はなぜ繁栄し衰退したのか？ 

◎ なぜ、スペインには様々な点での驚くほどの地域的多様性があるのか？ 

◎ スペインでは、なぜカタルーニャだけに産業革命を生じたのか？ 

◎ なぜ内戦が生じてしまったのか？等々です。 

「問い」は無数にあります。 

＜前期＞ 

第１回： ガイダンス、「第１章 イントロダクション： 現在のスペイン」 

第２回： 「第２章 711 年までのイベリア半島」（先住民～ローマ支配下） 

第３回： 「第２章 711 年までのイベリア半島」（西ゴート期） 

第４回： 「第３章 第一次ターイファ時代までのアンダルス（３宗教の共存）」 

第５回： 「第４章 後退期のアンダルス」 

第６回： 「第５章 『キリスト教諸国』の成立」（アストゥリアス王国、他） 

第７回： 「第５章 『キリスト教諸国』の成立」（ナバーラ王国、カタルーニャ諸伯領、他） 

第８回： 「第６章 『キリスト教諸国』と『スペイン王国』」（前半） 

第９回： 「第６章 『キリスト教諸国』と『スペイン王国』」（後半） 

第１０回： 「第７章 カトリック両王と二つの Corona」（総論） 

第１１回： 「第７章 カトリック両王と二つの Corona」（経済構造の違い） 



第１２回： 「第７章 カトリック両王と二つの Corona」（統治構造の違い） 

第１３回： 「第８章 『スペイン帝国』の繁栄とは？」（統治構造、他）  

第１４回： 「第８章 『スペイン帝国』の繁栄とは？ 」（宗教政策、他） 

第１５回：まとめ（前期のまとめ） 

前期試験 

＜後期＞ 

第１回： ガイダンス、「第９章『スペイン帝国』の衰退」（その要因） 

第２回： 「第９章『スペイン帝国』の衰退」（カタルーニャの反乱、他） 

第３回： 「第１０章  スペイン継承戦争とその結果」（２つの顔：内戦と国際戦争） 

第４回： 「第１０章  スペイン継承戦争とその結果」（その結果） 

第５回： 「第１１章  18 世紀のスペイン 啓蒙的諸改革の実態」 

第６回： 「第１２章  スペイン独立戦争とカディス議会」 

第７回： 「第１３章  自由主義国家体制の模索」 

第８回： 「第１４章  第一共和制」 

第９回： 「第１５章  王政復古体制」 

第１０回： 「第１６章  プリモ・デ・リベーラ独裁」 

第１１回： 「第１７章  第二共和制」 

第１２回： 「第１８章  内戦」 

第１３回： 「第１９章  フランコ独裁体制」 

第１４回： 「第２０章  民主化」 

第１５回： 後期のまとめ 

後期試験 

テキスト・ 

参考文献 

立石博高編『スペイン・ポルトガル史』山川出版社（2000 年）。 

各自、入手しておいて下さい。 

ただし、この本に書いてある内容がすべて正しいという訳ではありません。 

内容がすべて正しい本などというものは、学問ではあり得ません。すべては仮説です。 

立石博高『スペイン歴史散歩 多文化多言語社会の明日に向けて』行路社、2004 年。 

立石博高他編『スペインの歴史』昭和堂、1998 年。 

立石博高・中塚次郎編『スペインにおける国家と地域』国際書院、2002 年。 

立石博高・奥野良知編『カタルーニャを知るための 50 章』明石 

試験・評価

方法 

筆記試験 70％、授業への積極さ（質問や学習態度等）15％、課題（manaba への質問・コメン

ト 

等）15％ 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

予習：毎回、『スペイン・ポルトガル史』の指定部分を読んで、その部分の質問・コメントを提

出する。 

留学等の特別の事情がない限り、原則として半期のみの受講は認めません。留学等の事情により

前期のみの履修となる人は、次の年度に必ず後期分を履修して下さい。 

義務教育ではありません。興味もやる気もない人の受講はお断りします。 

大学受験の時の受験科目が世界史でなかった人も特に問題なく受講できます。ご心配なく。 



研究各論 
（ラテンアメリカ史） 

 

開設大学 愛知県立大学 科目コード 300513 

担当教員 谷口 智子（外国語学部准教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 4 単位 

開講日程 ＜通年＞ 金曜：1 限（850～1020） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 長久手キャンパス 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 ＜前期＞およそ 1 万 2 千年前、モンゴロイドの一部がベーリング陸橋を渡り、南北アメリカ大陸

を長い間かけて移動、定住し、さまざまな言語集団に分かれ、独自の文明や歴史・文化を形成し

ていった。メソアメリカ、アンデスの諸文明の栄枯盛衰を中心に、大航海時代のヨーロッパ列強

による植民地支配や近代独立期以降を経て現代に至るまで、ラテンアメリカ史について包括的に

講義する。テキストの他に、配付資料や DVD 教材も用いる。  

スペイン語やスペイン語圏の地域研究に関わる教科の一貫として、ラテンアメリカの歴史につい

ての受講者の知識と理解力を深める。  

第１回：ラテンアメリカとは何か(定義の説明、研究史の流れ、地域区分) 

第２回：古代人の世界（１）モンゴロイドの移動とアメリカ大陸への入植 

第３回：各民族分布地図 

第４回：メソアメリカの先スペイン期（１）：古代メソアメリカの世界 

第５回：メソアメリカの先スペイン期（２）：メキシコ中央高原の都市国家の盛衰 

第６回：メソアメリカの先スペイン期（３）：ユカタン半島におけるマヤの都市国家の盛衰 

第７回：アンデスにおける先スペイン期（１）：古代アンデスの世界 

第８回：アンデスにおける先スペイン期（２）：プレ・インカ時代の都市国家の盛衰 

第９回：アンデスにおける先スペイン期（３）：インカ帝国 

第１０回：旧世界と新世界の出会い 

第１１回：イベリア国家による植民地統治と開発 

第１２回：１６世紀の変動 

第１３回：成熟する植民地社会 

第１４回：反乱の世紀１７世紀 

第１５回：まとめ  

＜後期＞大航海時代のヨーロッパ列強による植民地支配や近代独立期以降を経て現代に至るま

で、ラテンアメリカ史について包括的に講義する。後期は特殊講義的にある程度トピックを絞

り、各自好きなテーマで発表させる機会を設ける（例えば、「キューバ革命」「タキ・オンコイ

運動」についてなど）。  

ラテンアメリカの歴史についての受講者の知識と理解力を深める。後期はラテンアメリカ史概説

の後、ミニゼミ方式で受講生にも好きなテーマで発表する機会を与える。  

第１回：ラテンアメリカ諸国の独立 

第２回：輸出主導の経済成長 

第３回：対米関係 

第４回：ラテンアメリカの歴史と文化におけるキリスト教 

第５回：ブラジル社会とカトリック教会 

第６回：映画「ミッション」 

第７回：ラテンアメリカのプロテスタント 

第８回：ブラジルのアフロ・カトリック宗教 

第９回：ラテンアメリカにおけるカトリック教会と国家 

第１０回：グアダルーペの聖母信仰 

第１１回：グアダラハラを征服した日本人 

第１２回：侍たちのメキシコ—メキシコ榎本植民史 

第１３回：新世界に伝播した日本宗教 

第１４回：トピック 



第１５回：まとめ   

※授業計画はあくまでもサンプルです。 

テキスト・ 

参考文献 

＜前期＞１、杉山三郎ほか編、『古代メソアメリカ・アンデス文明への誘い』、風媒社、2011

年。 

２、増田義郎他著、『物語ラテンアメリカの歴史』、中公新書、1998 年。 

テキストは事前購入のこと。その他、配付資料や DVD 教材も用いる。  

国本伊代著、『ラテンアメリカ史』、新評論、1992 年。 

大貫良夫他編著、『新版 ラテンアメリカを知る事典』、平凡社、2013 年。 

以上の教材も使用する場合があるので、自宅での予習・復習用に各自購入のこと。 

＜後期＞国本伊代著、『ラテンアメリカ史』、新評論、1992 年。 

増田 

試験・評価

方法 

＜前期＞授業参加とクラスへの貢献度(15％)、期末試験(85％)で成績評価する。 

＜後期＞授業参加とクラスへの貢献度(15％)、発表（45％）、授業中に行うミニテスト(40％)

で成績評価する。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

教科書を事前に読んで授業に出席すること。授業中に前回習ったことなど質問・ミニテストする

場合があるので、教科書や関連文献を読んでおく方が望ましい。  

テキストの他に、配付資料や DVD 教材を用いる。後期の授業の 後の数週間、各自テーマを選

ばせ、発表を割り当てるので各自準備をしてくること。 



研究各論 
（ドイツ史） 

 

開設大学 愛知県立大学 科目コード 300514 

担当教員 池田 利昭（外国語学部准教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 4 単位 

開講日程 ＜通年＞ 火曜：4 限（1430～1600） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 長久手キャンパス 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 現在のドイツを知るために必要な、神聖ローマ帝国時代＝中・近世ドイツの歴史を政治、文化、

社会の各方面から理解できる。  

神聖ローマ帝国の歴史を国制、政治、社会、文化の各面から検討する。 

                             ＊＊＊ 

講義形式で行う。 

毎回授業プリントを配布する。 

授業の終了前に、授業に関する質問・感想票を提出してもらい、それをもって出席とみなす。 

質問には、次の授業の冒頭で答える。  

＜前期＞ 

第 1 回 オリエンテーション、中世初期のヨーロッパ 

第 2 回 神聖ローマ帝国(以下、帝国）の成立と中世初期の皇帝支配 

第 3 回 11 世紀の社会 

第 4 回 叙任権闘争からシュタウフェン時代へ 

第 5 回 中世後期のヨーロッパ 

第 6 回 領邦国家の形成—ランデスヘルシャフトと領邦等族— 

第 7 回 自治都市の興隆と都市同盟 

第 8 回 ハプスブルク家の登場—ルドルフの国王即位とオーストリアの獲得— 

第 9 回 カール 4 世と「金印勅書」—選帝侯と帝国国制— 

第 10 回 中世後期ドイツの都市社会 

第 11 回 ハプスブルク帝国の出現—フリードリヒ 3 世からカール 5 世まで— 

第 12 回 マクシミリアン 1 世時代の帝国改造—帝国の制度化— 

第 13 回 ルターの宗教改革理念とその展開 

第 14 回 宗教改革と皇帝、諸侯、民衆の対応 

第 15 回 まとめ 

＜後期＞ 

第 1 回 ドイツとオスマン帝国 

第 2 回 対抗宗教改革と「宗派化」の時代 

第 3 回 三十年戦争の勃発と展開 

第 4 回 三十年戦争の終結 

第 5 回 三十年戦争後の帝国 

第 6 回 絶対主義時代のヨーロッパ 

第 7 回 領邦絶対主義と「社会的規律化」—「善きポリツァイ」の理念と現実— 

第 8 回 絶対主義的統治下の貴族と民衆—ドイツの「臣民」考— 

第 9 回 オーストリアの台頭—バロック・カトリシズム、対トルコ戦争の勝利— 

第 10 回 プロイセンの台頭—カルヴィニズム、グーツヘルシャフト、軍国主義— 

第 11 回 オーストリアとプロイセンの対立 

第 12 回 帝国の「縮小」と第三のドイツ—中小帝国等族と「ドイツ的自由」— 

第 13 回 18 世紀ドイツの文化と社会 

第 14 回 ナポレオン支配と帝国の終焉 

第 15 回 まとめ 

 

テキスト・ なし。  



参考文献 適宜紹介する。 

試験・評価

方法 

質問・感想票(15％）と学期末レポート（85％）によって評価する。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

配布された授業プリントに基づいて、次回の授業までに前回の授業内容を復習すること。 



研究各論 
（ドイツ文化） 

 

開設大学 愛知県立大学 科目コード 300515 

担当教員 山本 順子（外国語学部教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 4 単位 

開講日程 ＜通年＞ 水曜：2 限（1030～1200） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 長久手キャンパス 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 表現主義時代の芸術の特徴を概観する 

第一次と第二次世界大戦に挟まれたワイマール期は現代芸術がその発端を持つ時代である。戦争

の傷跡、大恐慌の不安、大量生産品の流通、など社会的な背景を踏まえながら、前衛芸術の手法

や目的、大衆文化の興隆、メディアの刷新といった、その後の 20 世紀文化の土台となった現象

をたどる。  

＜前期＞ 

第１回: 美学史的展望 

第２回: モデルネ 近代社会の変遷 

第３回: 表現主義とは 名称と影響関係 

第４回: 現代美術の展開 

第５回: 表現主義の諸相 

第６回: カンディンスキー『青騎士』 

第７回: ヴォリンガー『抽象と感情移入』 

第８回: 第一次世界大戦の体験表象 

第９回: ダダの誕生 

第１０回: 諸メディアの発展 

第１１回: 映画初期作品 

第１２回: 映画理論「大衆の装飾」「カリガリからヒトラーへ」 「視覚的人間」 

第１３回: 映画理論「複製技術時代の芸術」 

第１４回: 表現主義論争 創造と頽廃 

第１５回: 筆記試験 

＜後期＞ 

第１回: 表現主義映画概観 

第２回: 『カリガリ博士』 

第３回: クラカウアーの『カリガリ博士』評 

第４回: 群衆演出 

第５回: 歴史的意識と革命『ニーベルンゲン』 

第６回: 『ポチョムキン』 

第７回: 戦争と映画" 

第８回: 無意識と夢 "Nerven""Geheimnisse einer Seele" 

第９回: ピュグマリオン効果 ロッテ・ライニガー 

第１０回: 大都市と犯罪 フィルム・ノワール 

第１１回: パプスト『パンドラの箱』 

第１２回: フリッツ・ラング『ドクトル・マブゼ』『M』 

第１３回: ドイツ映画の流れ 

第１４回: ドイツ映画の現状 

第１５回: 筆記試験  

 

テキスト・ 

参考文献 

プリントを配布する  

適宜紹介する 

試験・評価

方法 

筆記試験(80%)及びプリント(20%) 



別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

具体的な作品の鑑賞 



研究概論 
（中国文学・文化） 

 

開設大学 愛知県立大学 科目コード 300516 

担当教員 工藤 貴正（外国語学部教授） 

学年配当 1 年,2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 木曜：3 限（1250～1420） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 長久手キャンパス 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月,9 月 

講義概要 中国の「近代」は伝統と西洋化（＝近代）との相剋の過程でどのように展開し、どのような終結

を迎えたのかを学習していく。文語文と口語文、北京と上海という大都市を中心に結成される文

学結社、戦争や革命と政治、プロレタリ文学の提唱など軸に中国近代文学の特徴を概説する。  

中国文学について概論する。授業では、前半の 4 回を中国の古典文学の特徴について概説を加

え、中国人にとって伝統とは何なのかを考えてみる。後半の 11 回を中国の近代文学の特徴につ

いて概説し、アジアにおける近代の意味を考えてみる。授業では、時期区分ごとにその時代背景

を視覚的に認識するために、映画化された有名な作品をビデオで鑑賞する。  

第１回：中国文学の性質について 

第２回：中国古典文学と詩(詩経・楚辞・唐詩・宋詞)について 

第３回：中国古典文学と小説・戯曲について(1) 

第４回：中国古典文学と小説・戯曲について(2) 

第５回：「近代」とは何か・近代文学と伝統文学 

第６回：近代文学の黎明期(厳復・林琴南・梁啓超） 

第７回：文学革命前夜（秋瑾・魯迅・周作人) 

第８回：文学革命（胡適・陳獨秀・魯迅・周作人） 

第９回：文学研究会と創造社について 

第１０回：創造社と厨川白村創造そう第二期創造社について 

第１１回：中国映画の鑑賞 

第１２回：革命文学派と第三期創造社について 

第１３回：左翼作家連盟とプロレタリア文学 

第１4 回：海派と京派文学・淪陥区・大後方・解放区文学について 

第 15 回：毛沢東『文芸講話』と人民文学・まとめ  

期末試験 

テキスト・ 

参考文献 

工藤貴正著「中国近代文学概要」『現代中国への道案内Ⅱ』白帝社、2014 年再版 

試験・評価

方法 

授業への積極的参加を 20％、学年末試験の成績を 70％、レポート 10％で評価する。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

出席時間数が 3 分の 2 に満たない(５回以欠席した)場合、定期試験の受験資格を与えない。 

必ず講義の前にテキストを読んでおくこと。 



研究概論 
（中国政治・経済） 

 

開設大学 愛知県立大学 科目コード 300517 

担当教員 西野 真由（外国語学部准教授） 

学年配当 1 年,2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 火曜：3 限（1250～1420） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 長久手キャンパス 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月,9 月 

講義概要 改革・開放政策実施以降、目覚ましい成長をとげた中国経済の軌跡とその要因、さらに、急速な

成長の結果生じた諸問題について理解する。 

1978 年の改革・開放以来、中国は急成長を遂げているが、その一方で、所得格差の拡大、環境

汚染の広がりなど、様々な問題が発生している。本講義では、目覚ましい成長を遂げた中国経済

の軌跡について改革・開放政策実施以降に焦点をあて講義する。また、経済成長の過程で発生し

た様々な問題についても考察する。授業内容をより深く理解するために、ビデオ教材や新聞記事

などを使用し、講義を進める予定である。  

第１回：イントロダクション  

第２回：基礎データから見る中国 

第３回：計画経済から市場経済の導入へ 

第４回：改革・開放以降の中国農村の変容 

第５回：農業と食料問題 

第６回：地域間格差と貧困問題 

第７回：西部大開発と移民政策 

第８回：地域間の人口移動（戸籍制度と出稼ぎ現象） 

第９回：産業発展と企業改革 

第 10 回：日中貿易 

第 11 回：グローバル化の中の中国企業 

第 12 回：日系企業の中国展開 

第 13 回：日系企業の中国進出の課題 

第 14 回：環境問題 

第 15 回：まとめ 

定期試験 

テキスト・ 

参考文献 

工藤貴正・樋泉克夫編『現代中国への道案内Ⅱ』白帝社 

加藤弘之・上原一慶編著（2004）『中国経済論』ミネルヴァ書房               

その他、適宜授業中に紹介する。 

試験・評価

方法 

期末テストもしくはレポートの提出（７０％）、授業中の課題、小テスト（３０％） 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

次回の授業範囲について、事前に教科書を読んでおくこと。 

講義で学んだことに関連してさらに自分で調べてみること。 

日頃から関連書籍、新聞、インターネットなどを利用して情報収集に努めること。 



研究概論 
（中国歴史・社会） 

 

開設大学 愛知県立大学 科目コード 300518 

担当教員 黄 東蘭（外国語学部教授） 

学年配当 1 年,2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 火曜：2 限（1030～1200） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 長久手キャンパス 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 この講義は、一、二年生を対象に、歴史学・社会学の観点から中国社会の諸特徴とその変化を

テーマ別に紹介しつつ、中国社会の歴史的生い立ち、日中関係の歴史を概説し、中国研究を行う

ための予備的知識の習得を目標とするものである。  

多民族国家中国の歴史、現在、および日中関係の歴史と現在を概説する。 

第一回 オリエンテーション 空間としての中国 

第二回 多民族国家中国——その歴史的形成 

第三回 マジョリティ側の視点——中国の少数民族政策 

第四回 マイノリティ側の視点——ウィグル族の事例 

第五回 中国の「家」と日本の「イエ」     

第六回 遺産相続慣行の日中比較（討論） 

第七回 中国の女性——社会的地位の変化                            

第八回 中国の女性——美意識の変化            

第九回 男女平等とは何か（討論）      

第十回 毛沢東時代の中国——都市と農村    

第十一回 グローバル化のなかの中国——Made in China から Created in China へ   

第十二回 日中関係①——戦争の時代        

第十三回 日中関係②——戦争の終結と日中関係の現在    

第十四回 歴史に向き合い、歴史を乗り越えるために（討論）    

第十五回 まとめ   

 

テキスト・ 

参考文献 

使用しない。プリントを配布する。 

プリントを配布し、参考書を指定する。 

試験・評価

方法 

期末レポート（１００％） 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

授業で取り上げられた問題について思索し、自分なりの意見を持つように心がけ、指定された文

献・資料を読み、理解を深めてほしい。講義の内容について積極的に質問することが望まれる。 

出席回数が三分の二に満たない場合、成績は「不可」となる。 

授業の内容に関連する書物を読むこと。 



研究概論 
（東アジア社会） 

 

開設大学 愛知県立大学 科目コード 300519 

担当教員 小座野 八光（外国語学部准教授） 

学年配当 1 年,2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 火曜：5 限（1610～1740） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 長久手キャンパス 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 東南アジア諸国はそれぞれひとつの独立国を構成する一方、国内では多くのエスニックグループ

が独自の個性を発揮している。本講ではまず国民国家インドネシアを構成する各エスニシティに

ついて、言語、宗教、さらに相続･婚姻･居住の形態などに注目しながら考察したい。次いでマ

レーシア、シンガポールにおける中国系、インド系などの外来系エスニシティについて、かつて

の植民地支配との関係に留意して概観することとする。 

以下の手順で通常の講義形式をとる。 

1. インドネシアの各エスニックグループについての考察。 

2. マレーシア・シンガポールの各エスニックグループについての考察。 

3. 外来系エスニックグループ(アラブ･インド･中国系の各サブグループ)の考察。 

第 １ 回： オリエンテーション 

第 ２ 回： 総論：ナショナリティとエスニシティ 

第 ３ 回： インドネシアにおけるエスニシティの問題 

第 ４ 回： ジャワ人の社会・文化・言語（１） 

第 ５ 回： ジャワ人の社会・文化・言語（２） 

第 ６ 回： スンダ人・マドゥラ人 

第 ７ 回： スマトラ系諸エスニシティ 

第 ８ 回： その他のエスニシティ 

第 ９ 回： ムラユ人と多民族国家マレーシア 

第１０回： 中国系・インド系・アラブ系 

第１１回： ナショナル・インテグレーションとシンガポールの分離 

第１２回： 東マレーシアとブルネイ 

第１３回： シンガポーリアン概念と英語 

第１４回： イギリス・オランダの植民地支配とエスニシティ 

第１５回： まとめ 

テキスト・ 

参考文献 

毎回講義に際してプリントを配布する。 

講義に際して適宜指示する。 

試験・評価

方法 

期末テストを評価の中心とする。 期末テスト(95%)、宿題、課題等提出物(5%)。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

高校の世界史(欧米、アジアともに)の近現代史部分の知識が必要となる。よく復習しておくこ

と。 



研究各論 
（世界経済論） 

 

開設大学 愛知県立大学 科目コード 300520 

担当教員 山口 雅生（外国語学部准教授） 

学年配当 2 年 単位数 4 単位 

開講日程 ＜通年＞ 木曜：3 限（1250～1420） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 長久手キャンパス 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 ＜前期＞世界経済の貿易の広がりとそれを支える諸制度の歴史と現状を理解し、今後の世界経済

の展開を考えられるようになる。 

現在、TPP に象徴されるように、財・サービスの貿易の自由化をより広い経済圏で進めていく政

策が採用されている。市場競争の共通ルールをできるだけ広い地域で設定されることで、市場競

争がさらに促進され消費者にはより多種多様な製品選択が可能となる。しかしそこにはその競争

の優劣によって所得の配分を決めていくというシステムを前提としているために、市場の評価を

受ける者は所得が多く配分されるが、市場の評価を受けない者は所得が少なく配分される。ブレ

トンウッズ体制時代や WTO が発足するまでは、このような国際的な市場競争はある程度管理さ

れていると同時にケインズ的な福祉国家主義政策によって社会保障制度が確立されて、国民全体

として所得が成長しその分配も適切に配分され、人々の安定的な生活が保障される仕組みがあっ

た。しかし、ブレトンウッズ体制が崩壊し同時に先進各国の経済成長率が鈍化するもとで、ケイ

ンズ的な福祉国家主義政策から新自由主義的政策へと転換が進み、貿易の自由化の進展と社会保

障制度の後退が生じた。また旧共産圏諸国の市場経済化と 1995 年の WTO の発足以降、ますま

す市場原理主義的な考え方に傾倒しつつある（ 近のブレクジットやトランプ政権の誕生は、市

場原理主義とは違った新たな流れではある）。そのような中で、現在はグローバルな市場競争に

取り残されるならば人々の生活が脅かされる不安が高まっており、厳しい生活を強いられる人が

増え、市場原理主義的な経済システムへの矛盾にも目が向けられつつある。 

 世界経済論（前期）では、産業革命以後の世界貿易の広がりとそれを支える諸制度を丁寧にみ

ていきながら、どのような議論と経緯で、現在の WTO 体制に至ったのかを、主に先進国の観点

から概観する。さらに今後の市場競争の展開がどのように進んで行くのか、主要産業と生産技術

の変化を軸にみていく。  

第 1 回．イントロダクション 

第 2 回．国際貿易と国際収支の基礎 

第 3 回．産業革命からパックスブリタニカ時代：イギリス・ドイツ・アメリカの競争的地位 

第 4 回．戦間期の経済：戦後処理・世界大恐慌・ブロック経済化 

第 5 回．ブレトンウッズ体制：IMF・GATT 体制の構築（埋め込まれた自由主義） 

第 6 回．戦後世界経済とブレトンウッズ体制の崩壊：アメリカ・ドイツ・日本の競争的地位 

第 7 回．変動相場制と新しい IMF 体制 

第 8 回．日本とアメリカの経済構造と日米貿易摩擦問題 

第 9 回．ベルリンの壁崩壊：旧共産圏諸国の市場経済化と市場原理主義 

第 10 回．GATT から WTO 体制へ 

第 11 回．アメリカのニューエコノミーと各国の IT 産業・金融産業における競争的地位 

第 12 回．ニューエコノミーと所得不平等  

第 13 回．世界金融危機と経済成長の長期停滞論 

第 14 回．研究技術開発と自動車・情報・人工知能・ロボット産業における世界的競争 

第 15 回．まとめ 

定期試験  

＜後期＞①自由貿易のメリットとデメリットを理解する。②現在の自由貿易を支える WTO 体制

の特徴と矛盾点を理解し、今後の自由貿易の在り方を考えられるようになる。 

 世界経済論（後期）では、現在の自由貿易システムを支える WTO について、詳しくみていく

とともに、日本が進めてきている自由貿易協定や TPP などの地域貿易協定の具体的な内容もみて

いく。 



 また自由貿易の利益を説明する経済学の考え方（貿易理論）を分かりやすく説明し、その考え

方の前提条件が実際に満たされているのかどうかを検討するとともに、自由貿易によって利益を

得る人と不利益を被る人がいることを説明する。農業や環境は、単なる経済的利益にとどまら

ず、私たちの豊かな自然や住環境を提供してくれており、貿易の自由化によってそれが脅かされ

ると経済的利益以上の損失が生まれる可能性があることもみていく。また現在の貿易は、多国籍

企業の直接投資行動や海外生産によっても拡大しており、その特徴について統計も含めてみてい

く。 

 後に、WTO 体制と自由貿易の矛盾点について、その制度的な問題、グローバルインバラン

ス、所得分配の観点からみていきながら、ブレクジットやトランプ政権誕生の背景や今後の自由

貿易の在り方を考える。  

第 1 回．イントロダクション 

第 2 回．GATT のウルグアイラウンドから WTO へ 

第 3 回．WTO と地域主義・2 国間主義の自由貿易協定 

第 4 回．TPP 

第 5 回．貿易モデルによる貿易利益 

第 6 回．貿易モデルの前提条件を問う：市場調整の限度、所得再分配、 

第 7 回．自由貿易と農作物の輸入自由化を考える 

第 8 回．自由貿易と環境問題 

第 9 回．直接投資と貿易：絶対優位の時代 

第 10 回．1980 年代以降の日本の貿易構造と直接投資：対外純資産の増加 

第 11 回．グローバルインバランス 

第 12 回．GATT・WTO 体制に含まれる矛盾 

第 13 回．グローバル化と国内経済の安定：所得分配問題 

第 14 回．ブレクジットとトランプ政権誕生の背景 

第 15 回．まとめ 

定期試験 

テキスト・ 

参考文献 

特になし。 

授業中に随時文献を紹介しますが、次の文献の一部の議論は講義に取り入れる予定です。『経済

のことが基礎からわかる本』山口雅生著、『グローバル化経済の構図と矛盾』菊本義治他著、

『グローバル化時代の日本経済』菊本義治他著 

試験・評価

方法 

期末試験（90％）、授業への貢献度（10％） 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

講義の内容をノートに書き留めることが望ましい。 

「政治・経済研究入門」を履修しておくことが望ましい。 

日頃より経済ニュースに親しむ。 

参考文献や配布した資料・講義ノートに目をとおす。 

講義の中で出される問題提起や質問について、じっくり考えながら復習する。 



研究各論 
（国際政治学） 

 

開設大学 愛知県立大学 科目コード 300521 

担当教員 木下 郁夫（外国語学部教授） 

学年配当 2 年,3 年 単位数 4 単位 

開講日程 ＜通年＞ 金曜：2 限（1030～1200） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 長久手キャンパス 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 ＜前期＞ 

国際政治の理論、実践、構造について、歴史と関連づけて理解する。 

国際政治経済の主要なダイナミズムを、国民国家を基盤とするナショナリズムと世界市場の論理

であるトランスナショナリズムのせめぎあいとして捉え、重商主義、自由主義、帝国主義、全体

主義、覇権、グローバリゼーションなどの意味を解き明かす。さらに、人権や民主化といった人

間の尊厳との関連について理解を深める。 

第１回：世界システム 

第２回：相互依存 

第３回：帝国主義 

第４回：人身売買 

第５回：大恐慌 

第６回：経済的ナショナリズム 

第７回：ブレトンウッズ諸制度 

第８回：普遍的人権 

第９回：南北問題 

第１０回：覇権の衰退 

第１１回：開発独裁 

第１２回：民主化 

第１３回：持続可能な開発 

第１４回：グローバリゼーション 

第１５回：グローバル社会の将来 

定期試験 

＜後期＞ 

国際政治の歴史を理論モデルに依拠しながら説明できる。 

国際政治学の諸理論、すなわち勢力均衡、ゲーム理論、覇権安定論、市民社会論、ポスト実証主

義等について解説したのちに、応用例として軍縮・軍備管理問題を取り上げ、第二次世界大戦以

前の理論・実践、核兵器の開発、抑止、核不拡散、平和運動等を検討する。   

  

第１回：はじめに 

第２回：国家中心アプローチ 

第３回：力の分布 

第４回：力の移行 

第５回：ゲーム理論 

第６回：トランスナショナリズム 

第７回：実証主義、批判理論、ポストモダニズム 

第８回：軍縮・軍備管理概論 

第９回：核戦略の概念 

第１０回：核戦略の変遷 

第１１回：核不拡散レジーム 

第１２回：様々な核軍縮・軍備管理レジーム 

第１３回：核の傘 

第１４回：Ｎ番目国問題 



第１５回：平和運動 

定期試験 

テキスト・ 

参考文献 

特になし。  

下記サイトに情報を掲示するので、開講日までにアクセスできるようにしておいていただきた

い。 

http://www.qinoshita.com 

試験・評価

方法 

定期試験(70%)、各回授業での小クイズ(30%) 

別途必要な

経費 

特になし。 

その他特記

事項 

・講義形式で行う。 

・ＵＮＩＰＡを通じて各回の小クイズを行うのでアクセスできるようにしておくこと。  

・授業資料を入手しておく。 

・キーワードをリストし、理解する。 

・毎回のポイントをまとめる。 



研究各論 
（国際法Ｉ） 

 

開設大学 愛知県立大学 科目コード 300522 

担当教員 山下 朋子（外国語学部講師） 

学年配当 2 年 単位数 4 単位 

開講日程 ＜通年＞ 水曜：1 限（850～1020） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 長久手キャンパス 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 ＜前期＞国際法とは伝統的には、国家間の関係を規律する法（”Inter-national” law）であ

る。しかし現代の国際法は国際機構（国連など）、個人、企業や NGO など国家以外の主体の行

動を規律している。本講義は国際法（あるいは法律全般）を初めて学ぶ者を対象に、国際法の基

本構造および紛争解決手続を示すことで、日頃マスメディアやインターネットで目にする様々な

国際問題について、法的な観点から考えるための力を涵養することを目的とする。ここで学ぶ内

容は、国際協力、外交、ジャーナリズム等の国際的キャリアへと進むうえでも必須の内容であ

る。  

国際法の扱う内容は実に様々である。そのため、本講義では国際法の基本構造を理解する上で必

要となる論点を中心に扱う。基本的には講義スタイルを採るが、講義中の質問を奨励し、講義中

の講師からの問いかけに積極的に回答する姿勢が求められる。また学生自らが国際問題について

法的な分析が行えるようになることを目標として、グループワークを行う、当該トピックについ

て 先端の研究を行う外部研究者（ゲストスピーカー）を招くなどする予定である。 

第 1 回：講義概要の説明、イントロダクション：「国際法」とは何か？ 

第 2 回：国家(1)：国家の構成要素（第 2 章） 

第 3 回：国家(2)：グループワーク：ISIL は国家なのか？（第 2 章） 

第 4 回：国際社会と国際法：国際関係の現実と国際法（第 1 章） 

第 5 回：国際法の存在形態：国際法はどのようにして作られるの？（第 5 章） 

第 6 回：条約法(1)：条約の締結手続（第 6 章） 

第 7 回：条約法(1)：条約を解釈するための条約とは？（第 6 章） 

第 8 回：国際社会における権限配分の仕組み：国家管轄権とは？（第 2 章の４と第７章） 

第 9 回：国際法と国内法の関係：国内法が国際法に違反する場合は？（第７章） 

第 10 回：場所的にみた管轄(1)：陸の国際法（第 9 章） 

第 11 回：場所的にみた管轄(2)：海の国際法(1)（第 10 章） 

第 12 回：場所的にみた管轄(3)：海の国際法(2)（第 10 章） 

第 13 回：場所的にみた管轄(4)：空と宇宙の国際法（第 11 章） 

第 14 回：国際環境法(1)：京都議定書、パリ協定って？（第 15 章） 

第 15 回：国際環境法(2)：生物・遺伝資源の保全に関する国際ルール（資料配付）；捕鯨問題

（資料配付） 

定期試験   

＜後期＞本講義は前期の研究各論（国際法 I）の内容を踏まえつつも、国際法（あるいは法律全

般）を初めて学ぶ者を対象に、国際法の基本構造および紛争解決手続を示すことで、日頃マスメ

ディアやインターネットで目にする様々な国際問題について、法的な観点から考えるための力を

涵養することを目的とする。ここで学ぶ内容は、国際協力、外交、ジャーナリズム等の国際的

キャリアへと進むうえでも必須の内容である。  

本講義では国際安全保障や「人」や国際法の基本構造を理解する上で必要となる論点を中心に扱

う。基本的には講義スタイルを採るが、講義中の質問を奨励し、講義中の講師からの問いかけに

積極的に回答する姿勢が求められる。また学生自らが国際問題について法的な分析が行えるよう

になることを目標として、グループワークを行う、外部研究者（ゲストスピーカー）を招くなど

する予定である。 

第 1 回：講義概要の説明、前期のつづき 

第 2 回：国際法上の責任(1)：国が果たす責任とは？（第 8 章） 

第 3 回：国際法上の責任(2)：国の責任を追及する国際的手段とは？ 



第 4 回：「個人」に関する国際法(1)：国籍、外国人の地位（第 12 章 pp.222-225） 

第 5 回：「個人」に関する国際法(2)：国際人権法（第 12 章 pp.226-243） 

第 6 回： 「個人」に関する国際法(3)：難民問題 

第 7 回：武力紛争法(1)：戦争の時に市民はどうなるの？（第 18 章 pp. 358-370） 

第 8 回：武力紛争法(2) ： テロリズムと国際法（資料配付） 

第 9 回：国際刑事法(1)：東京裁判から現在まで（第 13 章） 

第 10 回： 国際刑事法(2)：国際刑事裁判所（ICC）制度 

第 11 回：「力」の行使と国際法：Use of Force 禁止の意味？（第 17 章 pp.338-353） 

第 12 回：軍備管理の国際法：核兵器は国際法的にどうなのか？（第 18 章 pp. 370-376） 

第 13 回（12 月 26 日）：集団安全保障システム(1)：国際連合（資料配付） 

第 14 回（1 月 9 日）：集団安全保障システム(2)：国連平和維持活動（PKO）（資料配付） 

第 15 回（1 月 16 日）：まとめ  

 

テキスト・ 

参考文献 

中谷和弘ほか『国際法 第 3 版』（有斐閣、2016 年）  

教科書の他に、各自で１つ「条約集」を用意すること。著しく古い（5 年以上前のもの）あるい

は特定の分野に限定した条約集（人権、経済、国際機構）でなければ、なんでも良いが、できれ

ば 新版（2018 年版）のものを入手することを勧める。主な条約集には以下のものがある（シ

ラバス執筆時点で 新のもの）。 

薬師寺公夫ほか（編）『ベーシック条約集〔2017 年版〕』（東信堂、2017 年） 

位田隆一・ 上敏樹（編）『コンサイス条約集〔第 2 版〕』（三省堂、2015 年) 

岩 

試験・評価

方法 

(1)主要成績評価方法(6 割）：期末試験または期末レポート 

(2)副次的評価方法（4 割）：グループワークへの参加度、講義への貢献度や毎回の講義のリアク

ションペーパー 

S:国際法に関する基礎的知識を十分に習得した上で国際法に基づいて自説を精密に展開できる。

A:国際法に関する基礎的知識を習得し、国際法に基づいたものの見方をすることができる。B:国

際法に関する基礎的知識を理解し、国際法の教科書の内容を理解できる。C:国際法に関する基礎

的知識をある程度理解し、国際法の教科書の基本的な部分については理解できる。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

講義では教科書＋αの内容を扱うので、事前に教科書の該当箇所および配付資料を読み、理解で

きない箇所を明確にしておくことが望ましい。また日常からマスメディアやインターネットを通

じて情報収集を行い、現在生じている国際問題について国際法の観点から考えるようにするこ

と。  

初回にシラバス詳細版を配布し、講義の進め方、予習範囲や成績評価の方法について詳しく説明

する。講義自体は日本語で行うが、必要に応じて配布される英文資料の読解が必要となる。 



研究各論 
（民族言語研究） 

 

開設大学 愛知県立大学 科目コード 300523 

担当教員 高橋 慶治（外国語学部教授） 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 火曜：5 限（1610～1740） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 長久手キャンパス 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月,9 月 

講義概要 世界の言語のさまざまな現象について検討し、言語の多様性を理解する。また、その多様な言語

を支える文化について考える。   

世界にはさまざまな民族がさまざまな地域に居住している。現代社会において英語が世界共通語

となっている現状はあるものの、それぞれの民族が日常的に用いている言語は、きわめて多様な

ものであり、我々の予想をはるかに越える音声や文法を持っている。前期はさまざまな言語現象

と文化について考える。 

第 1 回 イントロダクション 

第 2 回 世界の言語 

第 3 回 危機言語 

第 4 回 言語と状況 

第 5 回 親族名称 

第 6 回 色彩語彙 

第 7 回 意味分析 

第 8 回 言葉遊び（なぞなぞ、Pig Latin など） 

第 9 回 言葉遊び（回文、いろは歌など） 

第 10 回 言語と社会 

第 11 回 言語接触 

第 12 回 さまざまな文法 

第 13 回 類型論 

第 14 回 多様化する言語、統一化される言語 

第 15 回 まとめ 

テキスト・ 

参考文献 

教科書は使用しない。 

授業中に参考図書を指示する。また、必要に応じてプリントを配布する。 

試験・評価

方法 

学期末のレポート（50%）および後期中に随時課す課題（全体で 50%）によって評価する。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

授業での討論に参加できるよう、授業中に指定する書籍を読む。また、レポートを書く上で授業

の各回に行われた議論について復習が必要である。  

言語学についての基礎的な知識が必要である。 

なお、上記の授業計画は進度の目安であり、変更もありうる。 



研究各論 
（宗教学） 

 

開設大学 愛知県立大学 科目コード 300524 

担当教員 谷口 智子（外国語学部准教授） 

学年配当 2 年,3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 木曜：4 限（1430～1600） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 長久手キャンパス 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月,9 月 

講義概要 宗教への関心が、先進国、途上国問わず世界的に高まっている。キリスト教やイスラームをはじ

め、宗教が生活の中に根付いているだけでなく、政治や経済に及ぼす影響が少なくない。地域紛

争や民族問題に宗教的要素がかかわっているのは、地域や民族が宗教と切っても切れない関係に

あるからだ。 

一方、私たち日本人の生活や社会では、宗教への関心やかかわりが減少している。生活の中の宗

教も次第に影が薄くなっている。宗教に関する知識や学問体系を教育として受ける機会も少な

い。マスメディアを通して宗教がらみの事件が報道されたりする一方、スピリチュアリズムや占

いなどは流行っている。宗教に関する情報量が増える中で、実際に宗教に関する正しい知識を持

ちえる現代日本人は少ない。したがって宗教に関する偏見や先入観を排除して、できるだけ正確

に宗教の意味や役割を把握することが重要である。この授業では世界の多様な宗教について、宗

教学のキーワードを通して理解することを目的とする。  

世界の多様な宗教について宗教の意味や役割を把握するための導入教育を行う。宗教学入門とし

て、宗教学のキーワードを通して世界の多様な宗教を学ぶ。講義（12 回）とゼミ発表（2

回）、および試験・レポート（3200-4000 字）の三つを行う。  

第一回 オリエンテーション（宗教とは何だろう） 

第二回 なぜ人は祈るのか（祈り） 

第三回 なぜ儀礼はあるのか（儀礼） 

第四回 なぜ祭りに熱中するのか（祭り） 

第五回 なぜ修行がブームになるのか（修行） 

第六回 現代に生きる神話的世界（神話と宗教） 

第七回 人は死んだらどこへ行くのか（死後の世界） 

第八回 神がかりと憑物の世界（シャマニズム） 

第九回 聖なる旅の目的は何だろう（聖地と巡礼） 

第十回 宗教現象を研究する（宗教学の諸領域） 

第十一回 宗教団体は善か悪か（多様な教団） 

第十二回 日本人は無宗教か（現代日本の宗教） 

第十三回 発表 

第十四回 発表 

第十五回 まとめ 

テキスト・ 

参考文献 

石井研士著、『プレステップ宗教学』、弘文堂、2010 年。 

棚次正和・山中弘編著、『宗教学入門』、ミネルヴァ書房、2005 年。 

試験・評価

方法 

授業参加とクラスへの貢献度（15％）、発表やコメントに対する評価（15％）、期末レポート

（70％） 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

毎回異なる章の異なるテーマで授業を進めるので、事前に教科書を読んでくること。授業時に指

示する課題は毎回調べて提出すること。発表やレポート（試験）の準備は入念に行うこと。 

発表では、講義中に派生した様々な課題について各自調べ、発表すること。発表の際はパワーポ

イントを使用すること。 



研究各論 
（民族音楽学） 

 

開設大学 愛知県立大学 科目コード 300525 

担当教員 エドガー・ライト・ポープ 

（外国語学部教授） 

学年配当 2 年,3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 木曜：2 限（1030～1200） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 芸術・文学・表現 

教室 長久手キャンパス 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 This class will introduce students to the field of ethnomusicology, to the music of 

various countries and peoples, and to the cultures of which music is a part. The goal 

is to gain an understanding of the basic concepts of ethnomusicology, while studying 

the sounds, styles, histories, and meanings of music in some of the many "music 

cultures" of the world. 

Through lectures, recorded music examples, videos, photographs, reading, and live 

demonstrations, students will learn about music and its cultural context, including the 

relationships between music and language, history, ritual, dance, and drama. The 

course content will include not only "traditional" music styles, but also "popular" music 

styles that have emerged in modern times in response to colonialism, technological 

change, and the spread of consumer cultures. The concepts and history of the 

academic discipline of ethnomusicology will be introduced in the context of research 

on specific music cultures of Africa, Europe, the Americas, and Asia. 

第 1 回  Introduction to Ethnomusicology 

第 2 回 Introduction to African music 

第 3 回 Music of West Africa (Ghana) 

第 4 回 Music of West Africa (Nigeria) 

第 5 回 Music of Southern Africa 

第 6 回 Music of the Black Atlantic: from Africa to the Americas 

第 7 回 African American Music of the U.S.A. (Jazz) 

第 8 回 African American Music of the U.S.A. (Blues) 

第 9 回 Introduction to Southeast Asian Music 

第 10 回 Music of Vietnam 

第 11 回 Music of Thailand 

第 12 回 Music of Indonesia (Javanese gamelan) 

第 13 回 Music of Indonesia (Balinese gamelan) 

第 14 回 Music of Indonesia (Kecak and Jegog) 

第 15 回 Summary 

テキスト・ 

参考文献 

Copies of readings will be distributed in class, and links to online readings will be 

posted on UNIPA.  

Other reference materials will be announced in class. 

試験・評価

方法 

Class participation (20%), weekly quizzes (40%), final exam (40%) 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

Course-related materials will be distributed in class or made available on UNIPA. 

Students should review this material in preparation for weekly quizzes and for the 

final exam. 

Lectures, readings, quizzes, and final exam will be in English. Students may a 



研究各論 
（南アジア文化研究） 

 

開設大学 愛知県立大学 科目コード 300526 

担当教員 エドガー・ライト・ポープ 

（外国語学部教授） 

学年配当 2 年,3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 木曜：2 限（1030～1200） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 芸術・文学・表現 

教室 長久手キャンパス 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月,9 月 

講義概要 This class will introduce students to the music, dance, and musical drama traditions 

of South Asia, in particular those of India, Pakistan and Sri Lanka. The goal is to gain 

an understanding of the sounds, instruments, performing techniques, theories, styles, 

histories, and meanings associated with some of the many performing arts genres of 

this region. 

Through lectures, recorded music examples, videos, photographs, reading, and live 

demonstrations, students will learn about the musical performing arts of South Asia 

and their cultural context, including the relationships between music and language, 

history, ritual, dance, and drama. The course content will include not only "traditional" 

music styles, but also "popular" music styles that have emerged in modern times in 

response to colonialism, technological change, and the spread of consumer cultures. 

第 1 回  Introduction to South Asian music 

第 2 回 Indian classical music: history and culture  

第 3 回 Indian classical music: rhythmic structure (tala)  

第 4 回  Indian classical music: melodic structure (raga） 

第 5 回 Indian classical music in the modern world 

第 6 回 Islamic music of South Asia (1) 

第 7 回 Islamic music of South Asia (2) 

第 8 回 Music and dance of Sri Lanka (1) 

第 9 回 Music and dance of Sri Lanka (2) 

第 10 回 South Asian classical dance and musical theater   

第 11 回 Regional traditions of dance and musical theater 

第 12 回 South Asian popular music: film music  

第 13 回 South Asian popular music: non-film genres 

第 14 回 South Asian popular music and globalization 

第 15 回 Summary 

テキスト・ 

参考文献 

Copies of readings will be distributed in class, and links to online readings will be 

posted on UNIPA. 

Other reference materials will be announced in class. 

試験・評価

方法 

Class participation (20%), weekly quizzes (40%), final exam (40%) 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

Course-related materials will be distributed in class or made available on UNIPA. 

Students should review this material in preparation for weekly quizzes and for the 

final exam. 

Lectures, readings, quizzes, and final exam will be in English. Students may a 



国語学概説 
 

開設大学 愛知県立大学 科目コード 300527 

担当教員 福沢 将樹（日本文化学部教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 木曜：3 限（1250～1420） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 長久手キャンパス 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月,9 月 

講義概要 日本語に関する研究のうち、主として語彙、文法についての基本的な概念を体系的に理解させ

る。 

この科目では、日本語の語彙・文法の基本的な概念を整理し、更に言語全体の見方を再整理す

る。 

第１回：イントロダクション  

第２回：言語の単位１/語彙１ 語と単語・意味、語彙量 

第３回：語彙２/文法１ 語構成と単語、語種 

第４回：文法２ 活用とその諸問題 

第５回：文法３ 品詞とその諸問題 

第６回：文法４/語彙 4 複合語とその諸問題 

第７回：文法５/言語の単位２ 文節・文の成分とその諸問題 

第８回：連体 

第９回：文法６ 自他 ボイス 

第 1０回：文法７ アスペクトとテンス 

第１１回：文法８ 命題とモダリティ、人称 

第１２回：文法９ 敬語 

第１３回：文法１０ 主語 

第１４回：言語の単位３/文章・談話 文と文章 

第１５回：まとめ 

テキスト・ 

参考文献 

プリントを配布する。 

初回プリントほかで適宜紹介する。 

試験・評価

方法 

試験による（100％）。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

参考書の該当しそうな部分に目を通しておくことが望ましい。 



歴史文化学概論 
 

開設大学 愛知県立大学 科目コード 300528 

担当教員 池内 敏 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 木曜：1 限（850～1020） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 長久手キャンパス 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月,9 月 

講義概要 中学校には歴史の授業があり、高校には日本史、世界史の授業があった。本授業では、歴史学的

なものの見方とはどういうものか、歴史学的な分析とはどういうものなのか、を体得していただ

く。本授業で扱う歴史的事象は、ある意味では極めて限定的なものだが、まずは限定的な素材を

対象にしてものごとを深く剔って歴史学的に理解するということを具体的に把握し、そこからさ

らに一般化できるようにする。 

現在、日韓間には様々な懸案が山積しているが、その一つに竹島問題がある。本授業は、竹島問

題の歴史的分析によって、竹島問題とは何なのかを具体的に明らかにする。領土問題は主題では

ない。竹島が日本領なのか韓国領なのかということは本授業では副次的なものでしかなく、そう

した単純化する思考様式は歴史学の方法論とはまるで別物であることを理解していただくつもり

である。  

（1）竹島問題と歴史学 

（2）于山島は独島と一致するか（韓国側主張の検証①） 

（3）17 世紀に日本の竹島に対する領有権は確立したか（日本側主張の検証①） 

（4）元禄竹島一件①（日本と韓国の解釈はなぜ正反対なのか） 

（5）川上健三『竹島の歴史地理学的研究』について 

（6）元禄竹島一件②（安龍福英雄論の起源） 

（7）『隠州視聴合記』の解釈をめぐって 

（8）空白の 400 年（日本政府が黙殺する論点） 

（9）古地図にみる竹島（日本側主張の検証②） 

（10）近代地図にみる竹島（海図には領土は描かれないか） 

（11）竹島の日本領編入と韓国側主張の検証② 

（12）サンフランシスコ講和条約と政府見解の応酬 

（13）竹島は「わが国固有の領土である」の意味 

（14）竹島論争史小史 

（15）総括的な考察 

テキスト・ 

参考文献 

池内敏『竹島 もうひとつの日韓関係史』中公新書、2016 年 

池内敏『日本人の朝鮮観はいかにして形成されたか』講談社、2017 年 

試験・評価

方法 

毎回の授業に際して疑問・意見・感想を手短かに書いていただく（40％）。その上で、期末テス

トを行う（60％）。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

事前に教科書をきちんと読み込んでから授業に臨むこと。 

高校卒業程度の漢文能力、現代国語の能力は必須。 



教育史Ⅰ 
 

開設大学 愛知県立大学 科目コード 300529 

担当教員 内田 純一（教育福祉学部教授） 

学年配当 1 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 火曜：3 限（1250～1420） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 長久手キャンパス 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 授業を通じて、自分が経験してきた学校教育のルーツ、そして、近年推し進められている教育関

連施策のルーツを知ることにより、現在の学校教育において「普通」（当たり前）と思われてい

る事柄を捉え直し、近年における教育関連施策の動向をより深く把握する目（客観的・複眼的に

捉える力）を獲得できるようにする。 

日本における学校教育（特に義務教育）の歴史をみる。その際、取り上げる時期を、①明治 30

〜40 年代（近代学校教育の普及・定着）、②昭和 20 年代前半（戦後の新教育）、③昭和 30〜

40 年代（高度経済成長期の教育）、④20 世紀末〜21 世紀（新自由主義による教育改革）の四

つに絞る。なお、具体的に日本の教育史をみる前に、「歴史を学ぶ意味」を考えてもらう話をす

る。 

第１回：歴史を学ぶ意味とは①—暗記力から思考力へ— 

第２回：  同 上②—体験を越えて— 

第３回：  同 上③—歴史に学ぶ— 

第４回：近代学校教育の普及・定着①—義務教育制度の整備— 

第５回：    同 上②—学校の管理・運営と施設・設備— 

第６回：    同 上③—教育の内容・方法と教科外活動— 

           ＊グループ討論・発表（１）＋小テスト（１） 

第７回：戦後の新教育①—終戦直後の状況— 

第８回：  同 上②—学習指導要領の刊行— 

第９回：  同 上③—カリキュラム改善の動き— 

第 10 回：高度経済成長と教育①—教育内容の現代化— 

第 11 回：  同 上②—教育の荒廃— 

     ＊グループ討論・発表（２）＋小テスト（２） 

第 12 回：新自由主義と教育改革①—臨教審の設置— 

第 13 回：  同 上②—「ゆとり教育」のねらい— 

第 14 回：  同 上③—総合的な学習と学校選択制— 

     ＊グループ討論・発表（３） 

第 15 回：まとめ、期末レポートの説明 

※テーマ②、テーマ④、テーマ⑤の終了時に（計３回）、それまでに扱ったテーマについての 

  「意見・感想」を、グループで話し合ってまとめ、発表してもらう。 

※テーマ②、テーマ④の終了時に（計２回）、小テスト「これまでを振り返って」を行う。  

 

テキスト・ 

参考文献 

特に指定はしない。テキストの代わりになる資料（各テーマに対応）を適宜配付する。 

授業の中で適宜紹介する。 

試験・評価

方法 

授業中の小テスト（２回）５０％、期末レポート５０％。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

各授業回のテーマに関する基本的な情報を事前に調べ、大まかなイメージを持っておくこと。 

２週間以上にわたって同じ配付資料を使用する場合、２週目の授業に臨むに当たり、事前に配付

資料に目を通しておくこと。 

配付資料の内容全てを授業時間内に詳しく説明できない（重要なポイントに絞って説明をする）

ので、省略した部分については授業後に確認すること。 



公的扶助論 
 

開設大学 愛知県立大学 科目コード 300530 

担当教員 野田 博也（教育福祉学部准教授） 

学年配当 1 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 木曜：5 限（1610～1740） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 長久手キャンパス 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月,9 月 

講義概要 ・公的扶助の意義について、現代の貧困との関連から理解を促す。 

・公的扶助の制度と理論から、長所と短所、近年の論点に関する理解を促す。 

・社会保障を含む他の政策・活動と公的扶助との関係について理解を促す。 

公的扶助は貧困問題の事後的な解決策であり、社会保障の 終的なセーフティネットに位置づけ

られている。この授業では、公的扶助が対象とする貧困の考え方やその実態について踏まえたう

えで、公的扶助という制度の仕組み、関連する社会福祉政策などとの関係について考察を進め

る。特定の事業について解説をするのではなく、給付条件（コンディショナリティ）などのよう

に、各事業に共通する視点から議論を進める。また、公的扶助関連の課題に関する履修者のプレ

ゼンテーションないしグループワークを行い、学生の積極的な参加を求める。なお、現実の動向

を知るために、新聞やネット記事、ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ映像なども可能な限り扱う。 

1.ガイダンス 

2.公的扶助の史的展開  

3.生活保護の概要 

4.貧困と社会的排除 

5.貧困証明 

6.給付の量と基準 

7.給付の期間と形態 

8.求められる行為 

9.第三者による私的生活への介入  

10.給付を受ける場 

11.プレゼンテーション又はグループワーク①：稼働年齢層の公的扶助 

12.プレゼンテーション又はグループワーク②：非稼働年齢層の公的扶助 

13.プレゼンテーション又はグループワーク③：排除されやすい集団の公的扶助 

14.公的扶助の展望 

15.まとめ 

定期試験 

テキスト・ 

参考文献 

特に指定しない（毎回レジメを配布して進める） 

・岩田正美 (2007) 『現代の貧困 ワーキングプア／ホームレス／生活保護』ちくま新書.  

・湯浅誠 (2008) 『反貧困』 岩波書店. 

・稲葉剛 (2013) 『生活保護から考える』岩波書店.  

・R.Lister (2004) Poverty. Polity Press. （＝2011. 松本監訳『貧困とは何か』明石書店） 

試験・評価

方法 

授業態度 10％程度 

プレゼンテーション 40％程度 

期末テスト 50％ 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

・授業開始 30 分以降は遅刻とし、3 回の遅刻で 1 回の欠席とみなす。 

・出欠管理のため、学生証は毎回持参すること。 

参考書に挙げている新書（岩田、湯浅、稲葉）のいずれかは予め読んでおくことが望ましい。 



ロボットビジョン 
 

開設大学 愛知県立大学 科目コード 300531 

担当教員 村上 和人（情報科学部教授） 

学年配当 3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 木曜：1 限（850～1020） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 社会・マスコミ・情報 

教室 長久手キャンパス 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月,9 月 

講義概要 ロボットの視覚機能を創発するために，画像をコンピュータ上で処理したり認識したりするため

の基礎理論と具体的な処理手順や処理方法について理解・説明できる． 

画像をコンピュータで扱うためには，連続的な値を離散的な値に変換して扱う必要がある．講義

では，まず，画像処理の応用事例を概観し，画像処理とはどのようなことを行うことか概念的な

点を学ぶ．次いで，標本化・量子化など画像の表現方法について学び，ディジタル画像処理を行

う上での基礎事項を学ぶ．さらに，雑音除去，２値化処理，エッジ検出など，基礎的な処理手法

について，数学や物理などの理論的な背景と合わせて処理手順や処理手法を学び，なぜそのよう

な手法で処理できるのか理解を深める． 後に，これらのローレベルの画像処理とミドルレベ

ル，ハイレベルの画像処理との差異について概観し，ロボットの視覚機能の創発へと結びつけ

る．授業の 後に行うまとめプリントにより，授業で学んだ重要ポイントについて説明できるよ

うにする． 

第 1 回 ディジタル画像 

第 2 回 濃度値の統計量 

第 3 回 画像の鮮鋭化 

第 4 回 平滑化 

第 5 回 雑音の除去 

第 6 回 画像の復元 

第 7 回 画像再構成 

第 8 回 幾何学的変換 

第 9 回 画像処理のモデル 

第 10 回 領域分割手法－2 値化－ 

第 11 回 領域分割手法－エッジ検出－ 

第 12 回 線の検出と面の検出 

第 13 回 2 値画像処理・形状特徴計測 

第 14 回 ロボットの視覚機能 

第 15 回 まとめ・ロボットビジョンの課題 

定期試験 

テキスト・ 

参考文献 

とくに指定しない． 

田村 秀行 編著：“コンピュータ画像処理”，オーム社 

鳥脇 純一郎  著：“画像理解のためのディジタル画像処理[I]”，昭晃堂 

FEST Project 編集委員会 編：“新実践画像処理”，リンクス 

谷口慶治 編，「画像処理工学」（基礎編），共立出版 

試験・評価

方法 

評価基準： 画像処理の基礎的な処理手順と処理手法が理解できていること． 

評価方法：定期試験（80％））および授業の 後に行うまとめプリントの提出状況・受講態度

（20%）を総合して評価する． 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

授業で出てきた専門用語の意味を深く調べるなど，復習をしておくこと． 

広い範囲におよぶ分野のため，応用事例についてはインターネット等を利用して広く調べておく

こと． 

関連科目： 画像情報処理論Ⅱ，情報科学応用実験（メディア・ロボティクス），ヒューマンイン

ターフェース論 

受講要件： ヒューマンインターフェース論を履修していること． 



総合講義：死と看護 
 

開設大学 愛知県立大学 科目コード 300532 

担当教員 片岡 純、片平 正人ほか 

学年配当 4 年 単位数 1 単位 

開講日程 ＜後期＞ 水曜：1 限（850～1020）2 限 10301200 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ スポーツ・健康・医療 

教室 守山キャンパス 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月,9 月 

講義概要 保健医療福祉における現代的課題の一つである「死と看護」について学修し、人間の死と看護に

ついて、より広い視野で考察を深める。 

1. 日本および世界各国における尊厳死・安楽死の概念や実態と法制化などの動向を理解する。 

2. 高齢者終末期の特徴、死にゆく高齢者と家族への看護の実際を理解する。 

3. 終末期ケアの概念、終末期がん患者の身体的・心理社会的苦痛とケアを理解する。 

4. 日本の終末期医療の現状、終末期がん患者の全人的苦痛とケアおよび家族ケアを理解する。 

保健医療福祉における現代的課題の一つである「死と看護」について、より広い視野で総合講義

を行い理解を深める。講義や討議を通して、看護活動のために必要な多角的な視点を養う。 

授業はオムニバス形式で行う。 

第 1 回 安楽死と尊厳死：日本と世界各国の動向 (片平）  

第 2 回 認知症とリビングウィル（片平）  

第 3 回 日本の終末期医療の現状（片岡） 

第 4 回 高齢者の終末期の特徴とケア：日本人の価値感・文化を踏まえた、老衰といわれる高齢

期の終末期とそのケア （下園） 

第 5 回 "終末期高齢者の家族に対する看護：高齢者の死を受け止めるプロセスにおける家族看護

と死後のグリーフケア （下園） 

第 6 回 終末期がん患者の全人的苦痛とケア（片岡）  

第 7 回 終末期がん患者の家族のケア（片岡）  

第 8 回 まとめ 

テキスト・ 

参考文献 

特に使用しない。 

授業で紹介する。 

試験・評価

方法 

各講師が提示した課題から関心があるテーマを一つ選択してレポートを提出する。提出されたレ

ポート（90％）、授業参加度（10％）で評価する。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

授業時間の３分の２以上の出席がなければ成績評価を受けられないので注意する。 

講義や討議を通して、「死と看護」について広い視野で考え理解を深めるためには、オムニバス

形式の各授業に主体的に参加し思考することが大切である。授業内容で関心のあるテーマについ

て、予習・復習をして参加する。 



総合講義：家族と看護 
 

開設大学 愛知県立大学 科目コード 300533 

担当教員 片平 正人ほか 

学年配当 4 年 単位数 1 単位 

開講日程 ＜後期＞ 月曜：2 限（1020～1200）3 限 12501420 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ スポーツ・健康・医療 

教室 守山キャンパス 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月,9 月 

講義概要 保健医療・福祉における現代的課題である「家族と看護」をテーマに、現代の家族システムや、

さまざまな臨床現場で求められる家族の役割（適応）についてより広い視野から総合的に学び、

家族看護学の立場から医療者が行う必要がある援助方法に関する知識を修得することができる。 

授業目的を達成するために、それぞれの領域の専門的立場からオムニバス形式で授業する。授業

の内容は授業計画に示すが、学生自身がこれまでに看護学実習などを通して学んできた経験を生

かし、より深い理解につながるように、グループワークなども取り入れながら授業を進める。 

第 1 回 システムとしての家族（牛島） 

第 2 回 家族が埋め込まれている環境（Social embeddedness）（牛島） 

第 3 回 家族看護学の視点から捉える小児とその家族への看護（柴） 

第 4 回 入院児の家族への支援（柴） 

第 5 回 精神疾患を持つ家族が求めるリカバリー支援（山田） 

第 6 回 精神科における家族看護とチーム連携（山田） 

第 7 回 糖尿病患者と家族へのケア（患者のライフコースと家族）（片平） 

第 8 回 糖尿病患者と家族へのケア（家族のコミュニケーションパターン）（片平） 

テキスト・ 

参考文献 

使用しない  

授業内で紹介する。 

試験・評価

方法 

レポート評価 

各担当教員から出題されたレポート課題のうち、学生が選択し、提出した２つのレポートの得点

平均を 

評価点とする。 

※レポート課題のテーマ、様式等については、担当教員が授業の中で指示する。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

（予習・復習）  

各看護分野の実習などで受け持った事例の家族の役割について振り返り、本授業との関連につい

て  

分析・考察する。 



日本美術史概説Ａ 
 

開設大学 愛知県立芸術大学 科目コード 300601 

担当教員 本田 光子 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 火曜日：４限（1430～1600） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 芸術・文学・表現 

教室 新講義棟大講義室 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 【講義の目的】 

 身近にありながらよく知らない、知りたいけれども敷居の高そうな日本の古美術について、ス

ライドを見ながら一歩深く学びます。それぞれの時代を代表する作品を取り上げ、それらが生み

出された社会的背景、技法の特徴、作品に見出されてきた意味や位置付けを考察し、理解を深め

ます。 

 この講義をひととおり聴講し、毎回のコメントペーパーとレポート執筆に積極的に取り組むこ

とで、日本美術の流れや基本的な知識を習得し、自分が感じた魅力を他者へと伝える文章力をつ

けることができます。さらに、日本と東アジア地域・世界との関わりに関心が広がり、自身の制

作／研究活動をより広い視点から省みる姿勢が身につくでしょう。 

【到達目標】 

・日本の美術について通史的理解をもち、基本的な知識を習得する 

・日本と東アジア地域・世界の関わりに関心をもつ 

・自身の制作活動を、より歴史的・社会的に広い視点から省察する姿勢を身につける 

・作品に感じた魅力を他者へと伝える文章力をつける 

  

【スケジュール】 

概説 A（前期）では先史時代から室町時代までを、主に時代様式・ジャンル別に概観します。第

1 回目の授業で詳細なシラバスを配布し、授業の進め方と成績評価について説明するので必ず出

席すること。 

第 1 回 イントロダクション 

第 2 回 縄文・弥生・古墳時代 

第 3 回 飛鳥時代 

第 4 回 法隆寺金堂壁画模写展示館（学内施設）見学 

第 5・６回 奈良時代（１）・（２） 

第 7〜９回 平安時代（１）〜（３） 

第 10 回 平安〜室町時代の工芸 

第 11 回 鎌倉時代 

第 12・13 回 室町時代（１）・（２） 

第 14 回 洛中洛外図 

第 15 回 まとめ 

テキスト・ 

参考文献 

◆ 教科書 山下裕二・高岸輝監修『日本美術史』（美術出版社、2014 年）2,940 円 

◇ 参考書 授業内で参考文献一覧を配布する。 

試験・評価

方法 

レポート（2,000 字程度）100％ 

・詳細は第一回目の授業で説明します。必ず配布資料を参照すること。 

・レポートは授業後に直接教員へ手渡してください。開講期間内であればいつでも受取ります。

終締切は 後の授業日です。 

・ 終締切一ヶ月前までは希望があれば添削して返却します。その場合、添削をもとに再提出す

ることも可能です。再提出されたレポートの点数を成績として登録します。 

・ なお授業への３分の２以上の出席が単位取得のための必須条件です。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

【受講のルール】 

・  授業でプロジェクターを用いるため、携帯電話・IT 機器の使用は自粛願います。 



・  毎回コメント欄付きの出席票を配布、回収する。 

・  授業外学習として、美術館・博物館や寺社等へ足を運び実際に作品を見ること。 

・  配布資料および関連資料は授業専用ウェブサイトに保管する。欠席者は各自でダウンロー

ド・印刷すること。URL は授業内で提示する。  

【留意事項】 

質問・相談等は、事前にアポイントメントを取ってください（メールアドレスは配布用シラバス

に記載）。本田研究室は芸術学棟 1 階です。 



日本美術史概説 B 
 

開設大学 愛知県立芸術大学 科目コード 300602 

担当教員 本田 光子 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 火曜日：４限（1430～1600） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 芸術・文学・表現 

教室 新講義棟大講義室 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 【講義の目的】 

 身近にありながらよく知らない、知りたいけれども敷居の高そうな日本の古美術について、ス

ライドを見ながら一歩深く学びます。それぞれの時代を代表する作品を取り上げ、それらが生み

出された社会的背景、技法の特徴、作品に見出されてきた意味や位置付けを考察し、理解を深め

ます。 

 この講義をひととおり聴講し、毎回のコメントペーパーとレポート執筆に積極的に取り組むこ

とで、日本美術の流れや基本的な知識を習得し、自分が感じた魅力を他者へと伝える文章力をつ

けることができます。さらに、日本と東アジア地域・世界との関わりに関心が広がり、自身の制

作／研究活動をより広い視点から省みる姿勢が身につくでしょう。 

【到達目標】 

・日本の美術について通史的理解をもち、基本的な知識を習得する 

・日本と東アジア地域・世界の関わりに関心をもつ 

・自身の制作活動を、より歴史的・社会的に広い視点から省察する姿勢を身につける 

・作品に感じた魅力を他者へと伝える文章力をつける  

  

 【スケジュール】 

概説 B（後期）では江戸時代から近代までを、主に流派別・ジャンル別に概観します。第１回目

の授業で詳細なシラバスを配布し、授業の進め方と成績評価について説明するので必ず出席する

こと。 

第 1 回 イントロダクション 

第 2・３回 狩野派（１）・（２） 

第 4 回 桃山の漢と和〜長谷川等伯・海北友松、かぶきの造形 

第 5 回 浮世を描く〜岩佐又兵衛と風俗画 

第 6 回 美意識の系譜〜琳派 

第 7 回 海外との出会い〜南蛮美術と洋風画 

第 8 回 やまと絵の系譜〜土佐派と住吉派 

第 9 回 江戸時代の宗教美術と工芸 

第 10 回 心と形〜南画と写生画 

第 11 回 「奇想」の絵師たち 

第 12・13 回 浮世絵（１）・（２） 

第 14 回 継承か断絶か〜幕末・明治の美術 

第 15 回 まとめ 

テキスト・ 

参考文献 

◆教科書 山下裕二・高岸輝監修『日本美術史』（美術出版社、2014 年）2,940 円 

◇ 参考書 授業内で参考文献一覧を配布する。  

 

試験・評価

方法 

レポート（2,000 字程度）100％ 

・詳細は第一回目の授業で説明します。必ず配布資料を参照すること。 

・レポートは授業後に直接教員へ手渡してください。開講期間内であればいつでも受取ります。

終締切は 後の授業日です。 

・ 終締切一ヶ月前までは希望があれば添削して返却します。その場合、添削をもとに再提出す

ることも可能です。再提出されたレポートの点数を成績として登録します。 

・ なお授業への３分の２以上の出席が単位取得のための必須条件です。   

 



別途必要な

経費 

・詳細は第一回目の授業で説明します。必ず配布資料を参照すること。 

その他特記

事項 

【受講のルール】 

・  授業でプロジェクターを用いるため、携帯電話・IT 機器の使用は自粛願います。 

・  毎回コメント欄付きの出席票を配布、回収する。 

・  授業外学習として、美術館・博物館や寺社等へ足を運び実際に作品を見ること。 

・  配布資料および関連資料は授業専用ウェブサイトに保管する。欠席者は各自でダウンロー

ド・印刷すること。URL は授業内で提示する。  

【留意事項】 

 質問・相談等は、事前にアポイントメントを取ってください（メールアドレスは配布用シラバス

に記載）。本田研究室は芸術学棟 1 階です。 



西洋美術史概説Ａ 
 

開設大学 愛知県立芸術大学 科目コード 300603 

担当教員 高梨 光正 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 水曜日：４限（1430～1600） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 芸術・文学・表現 

教室 新講義棟大講義室 

履修条件 西洋美術史概説 B と合わせて履修すること。 

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要  

 〈授業の目的〉 

古代からバロックまでの西洋美術（建築・彫刻・絵画）の歴史的展開をたどる。 

〈到達目標〉 

・西洋美術の展開について作品イメージを通して全体的な理解を得ることができる。 

・西洋美術史に登場するキーワードと重要な芸術家についての知識を得ることができる。 

・美術の背景にある都市や社会の歴史についての知識を得ることができる。   

 〈授業内容〉 

原始時代からルネサンス初期までの西洋美術の大まかな流れを、視覚的に辿っていゆく。知識と

しての美術史ではなく、色形に人類はどのような意味を与えてきたかを歴史的に見て行く。 

〈スケジュール〉 

1. 問い：過去の美術を学ぶことは君たちにとっていかなる意義を持ちうるか？美術と美術史 

2. 古い美術を知るために必要なこと 

3. 先史美術、古代エジプトの美術、美術の起源 

4. 古代ギリシアの美術 

5. 古代ローマの美術 

6. 初期キリスト教美術：ビザンティンと初期中世 

7. 中世都市と大聖堂の創造：ロマネスク 

8.中世都市と大聖堂の創造：ゴシック 

9.キリスト教図像 

10. ルネサンスの起源：ジョット 

11. ルネサンスの成熟期：マザッチョと初期ルネサンス 

12.フランドル絵画 

13. ボッティチェッリとその時代 

14. 彫刻の革新：ドナテッロと初期ルネサンス彫刻 

15.レポートの書き方 

テキスト・ 

参考文献 

（教科書） H.W.ジャンソン＋A.F.ジャンソン『西洋美術の歴史』（創元社）3570 円 

（参考書） 『世界美術大全集』全 28 巻（小学館） 〔図書館開架にあり〕   

 

試験・評価

方法 

論述課題提出による評価（１００％） 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 

【受講のルール】  

毎回出席をとる。出席回数が半分に満たない場合は失格とする。 

【留意事項】 

 ･上記の教科書『西洋美術の歴史』は学期初めに必ず購入することが望ましい。 

･授業には必ず教科書とノートを持参すること。「西洋美術史概説 B」も合わせて受講すること。

新講義棟大講義室   

    

 



西洋美術史概説Ｂ 
 

開設大学 愛知県立芸術大学 科目コード 300604 

担当教員 高梨 光正 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 水曜日：４限（1430～1600） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 芸術・文学・表現 

教室 新講義棟大講義室 

履修条件 西洋美術史概説 A と合わせて履修すること。 

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 〈授業の目的〉 

バロックから 20 世紀までの西洋美術（建築・彫刻・絵画）の歴史的展開をたどる。 

〈到達目標〉 

・西洋美術の展開について作品イメージを通して全体的な理解を得ることができる。 

・西洋美術史に登場するキーワードと重要な芸術家についての知識を得ることができる。 

・美術の背景にある都市や社会の歴史についての知識を得ることができる。   

   

 〈授業内容〉 

盛期ルネサンスから近代までの西洋美術の大まかな流れを、主に視覚的にたどる。西洋美術の歴

史が、表現内容と表現技法をいかに組み合わせながら、そも新居見を与えていったかを歴史的に

検証する。 

〈スケジュール〉 

1.盛期ルネサンス：レオナルド 

2.盛期ルネサンス：ミケランジェロ 

3.盛期ルネサンス：ラファエッロ 

4.マニエリスムの美術 

5.ティツィアーノとヴェネツィア派 

6.北方ルネサンス：デューラー、クラーナハ、ブリューゲル 

7.イタリア・バロック 

8.北方バロック：ルーベンス、レンブラント、フェルメール 

9.フランス・アカデミズム 

10.スペイン・バロックとイギリス：ベラスケス、ヴァン・ダイク 

11.18 世紀の美術：イタリア 

12.18 世紀の美術：フランス 

13. 新古典主義 

14.19 世紀美術と美的判断（まとめ）   

 

テキスト・ 

参考文献 

（教科書） H.W.ジャンソン＋A.F.ジャンソン『西洋美術の歴史』（創元社）3570 円 

（参考書） 『世界美術大全集』全 28 巻（小学館） 〔図書館開架にあり〕 

試験・評価

方法 

論述課題による評価（１００％） 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

【受講のルール】  

 毎回出席をとる。出席回数が半分に満たない場合は失格とする。  

【留意事項】 

上記の教科書『西洋美術の歴史』は購入することが望ましい。 

･授業中は必ず教科書とノートを持参すること。「西洋美術史概説 A」と合わせて受講すること。

 



現代アート概説Ａ 
 

開設大学 愛知県立芸術大学 科目コード 300605 

担当教員 小西 信之 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 水曜日：５限（1610～1740） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 芸術・文学・表現 

教室 新講義棟大講義室 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 〈授業の目的〉 

 19 世紀末から 20 世紀中葉に至る欧米の近現代美術の歴史を概観する。 

〈到達目標〉 

 19 世紀中葉から 20 世紀中葉までの欧米の近現代アートの歴史的流れを把握し、主要なアー

ティストと動向の歴史的意味を理解する。 

  

〈スケジュール〉 

第 1 回〜第 2 回 導入：現代アートとは何か？（その 1） 

第 3 回〜第 4 回 写真の発明と印象派・後期印象派 

第 5 回〜第 7 回 フォーヴィスム、キュビスム、表現主義 

第 8 回〜第 10 回 構成主義、バウハウス 

第 11 回〜第 13 回 ダダとシュルレアリスム 

第 14 回〜第 15 回 アメリカン・シーンと抽象表現主義 

テキスト・ 

参考文献 

（参考書）『カラー版 20 世紀の美術』（美術出版社）等。他は講義中に随時指示する 

試験・評価

方法 

レポート（50％）、平常点（50％） 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

この概説は A と B を通して取ることが望ましい。 

（教室）新講義棟・大教室 



現代アート概説Ｂ 
 

開設大学 愛知県立芸術大学 科目コード 300606 

担当教員 小西 信之 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 水曜日：５限（1610～1740） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 芸術・文学・表現 

教室 新講義棟大講義室 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 〈授業の目的〉 

 20 世紀中葉から現在に至る現代アートの歴史を概観する。 

〈到達目標〉 

 20 世紀中葉から現在までの現代アートの歴史的展開を知り、主要な動向とアーティストの活

動の歴史的意味を理解する。  

〈スケジュール〉 

第 1 回 導入：現代アートとは何か？（その 2） 

第 2 回〜第 5 回 ネオ＝ダダ、ポップ・アート、ミニマル・アート、ランド・アート 

第 6 回〜第 9 回 ニュー・ペインティング、シミュレーショニズム、 

第 10 回〜第 12 回 マルチカルチュラリズム、ポスト・コロニアリズム、リレーショナル・

アート 

第 13 回〜第 14 回  戦後日本のアートの動向 

第 15 回 21 世紀におけるアートの可能性   

 

テキスト・ 

参考文献 

（参考書）『カラー版 20 世紀の美術』（美術出版社）、 

『現代アート辞典』（同前）等。他は講義中に随時指示する。 

試験・評価

方法 

レポート（50％）、平常点（50％） 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

この概説は A と B を通して取ることが望ましい。 

（教室）新講義棟・大教室 



デザイン・工芸論Ａ 
 

開設大学 愛知県立芸術大学 科目コード 300607 

担当教員 デザイン・工芸科教員 

学年配当 1 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 金曜日：３限（1250～1420） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 芸術・文学・表現 

教室 芸術資料館演習室 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 【授業目的】 

デザイン･工芸分野における様々な表現や成果・知見を見聞することで、その社会的役割や歴史、

意義等を理解し、当該分野における研究者・表現者の一員としての見識を養うことを目的とす

る。 

【到達目標】 

各教員の制作活動や理念、教育方針に触れ、自身の視野を拡大するとともにその志向性について

の自覚を深めることを目標とする。   

  

【授業内容】および【スケジュール】 

デザイン・工芸学を含む総合的な講座であり、デザイン専攻、陶磁専攻の全員が分担して講義を

行う。 

デザイン・工芸科教員スタッフの制作活動や理念、教育方針などに触れながら、幅広いデザイ

ン・工芸分野における専門性や知見および歴史を理解することができるよう授業が展開される。 

（１）佐藤直樹（ガイダンス） 

（２）森真弓 

（３）梅本孝征 

（４）太田公典 

（５）佐藤直樹 

（６）田上知之介 

（７）（８）中島聡 

（９）長井千春 

（１０）（１１）柴崎幸次 

（１２）佐藤文子 

（１３）本田敬 

（１４）梅本孝征 

（１５）太田公典 

テキスト・ 

参考文献 

適宜指示する。 

試験・評価

方法 

受講状況およびレポートを総合評価する。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

【受講のルール】 

 出席回数が開講回数の 3 分の 2 に満たない場合は評価・採点の対象とならない。   

 【留意事項】  

 「受講ルール」の遵守を前提として各期末にレポート提出を課す。   

 



デザイン・工芸論Ｂ 
 

開設大学 愛知県立芸術大学 科目コード 300608 

担当教員 デザイン・工芸科教員 

学年配当 1 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 金曜日：３限（1250～1420） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 芸術・文学・表現 

教室 芸術資料館演習室 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 【授業目的】 

デザイン･工芸分野における様々な表現や成果・知見を見聞することで、その社会的役割や歴史、

意義等を理解し、当該分野における研究者・表現者の一員としての見識を養うことを目的とす

る。 

【到達目標】 

各教員の制作活動や理念、教育方針に触れ、自身の視野を拡大するとともにその志向性について

の自覚を深めることを目標とする。  

 【授業内容】および【スケジュール】 

デザイン・工芸学を含む総合的な講座であり、デザイン専攻、陶磁専攻の全員が分担して講義を

行う。 

デザイン・工芸科教員スタッフの制作活動や理念、教育方針などに触れながら、幅広いデザイ

ン・工芸分野における専門性や知見および歴史を理解することができるよう授業が展開される。 

（１）（２）小松誠 

（３）（４）関口敦仁 

（４）太田公典 

（５）夏目知道 

（６）（７）デザイン専攻客員教授 

（８）（９）友岡秀秋 

（１０）石井晴雄 

（１1）（１２）白木彰 

（１３）今尾泰三 

（１４）（１５）水津功   

 

テキスト・ 

参考文献 

適宜指示する。 

試験・評価

方法 

 

 受講状況およびレポートを総合評価する。    

 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

【受講のルール】  

出席回数が開講回数の 3 分の 2 に満たない場合は評価・採点の対象とならない。    

【留意事項】  

「受講ルール」の遵守を前提として各期末にレポート提出を課す。    

  

 



デザイン史Ａ 
 

開設大学 愛知県立芸術大学 科目コード 300609 

担当教員 森 仁史 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 金曜日：４・５限（1430～1740） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 芸術・文学・表現 

教室 新講義棟大講義室 

履修条件 デザイン史 B と合わせて履修すること。 

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 【授業目的・到達目標】 

日本のデザインの成り立ちと力量の根源を探り、この習得を通じてデザインを理解、把握する力

を養う。なお、デザイン史 B と合わせて履修すること。二つの講義は全体でデザインの流れの概

観を構成している。  

【講義内容】 

近代日本デザインのうち、「もの」のデザインの歩みを概観し、日本のデザインが身につけた特

性と魅力を探り、そこからあるべきデザインの姿、方向について考える。このために、日本のデ

ザインが国際交流が進む 19 世紀以降、様々な条件、伝統のもとで、どんな展開をたどっていっ

たかを具体的に学ぶ。これらの歴史的パースペクティブに基づくことで、受講生が表現としての

デザインを解析し、発展させる能力を身につける。講義では近代のデザインが自己表現として発

展した姿を追うので、ファイン・アートを志す学生にも得るところがあるはずである。とくに近

代日本においては、デザインも「美術」も「工芸」を含む伝統世界から離脱しながら、成り立っ

てきた過程を理解する必要がある。このことは日本デザインの特性であり、21 世紀における新

たな魅力の源泉となっているからだ。 

テキスト・ 

参考文献 

・近代日本デザイン史（美学出版）2005 年 ・講義資料（当日配布）   

 

試験・評価

方法 

評価割合 平常点 10％、レポート点 15％、期末テスト 75％ 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

講義への出席を前提としてレポート提出を求める。 



デザイン史Ｂ 
 

開設大学 愛知県立芸術大学 科目コード 300610 

担当教員 森 仁史 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 金曜日：４・５限（1430～1740） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 芸術・文学・表現 

教室 新講義棟大講義室 

履修条件 デザイン史Ａと合わせて履修すること。 

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 【授業目的・到達目標】 

日本のデザインの成り立ちと力量の根源を探り、この習得を通じてデザインを理解、把握する力

を養う。なお、デザイン史 A と合わせて履修すること。二つの講義は全体でデザインの流れの概

観を構成している。   

  

【授業内容・スケジュール】 

日本における古代から現代までの場のデザインの歩みを学ぶ。庭園と住まいを中心に古代以来、

人々は空間をどのようにデザインしてきたか、日本はどんな特性を発揮してきたか、その歴史的

経過を探る。これは人間の宇宙観、美意識に基づく行為とその所産なので、今なお我々が環境に

感ずる見方や考え方に大きな影響を及ぼしている。このため、こうした場のデザインの発生、展

開の機縁を具体的に学ぶなかから、受講生が人間の空間構成を鑑賞し、考える基礎や構想力を身

に着けることを目指す。当然、日本と他文化との接触の諸相や我々の底流に潜む日本の風土特有

の感覚や思想、さらにはそれらの近、現代における変容も学ぶことになる。できるだけ、具体的

な図像を提示して理解を深めるようにする。  

  

 

テキスト・ 

参考文献 

適宜指示する。講義資料（当日配布）。 

試験・評価

方法 

評価割合 平常点 10％、レポート点 15％、期末テスト 75％ 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

講義への出席を前提としてレポート提出を求める。 



音楽学概説 
 

開設大学 愛知県立芸術大学 科目コード 300611 

担当教員 安原 雅之 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 火曜日：５限（1610～1740） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 芸術・文学・表現 

教室 新講義棟大講義室 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 〈授業の目的〉 

音楽学のさまざまな方法論を学び、音楽学に対する理解を深める。 

〈到達目標〉 

授業で学んだ方法論を参考に、音楽を考察できるようになる。 

各自が設定したテーマに基づき、音楽学的な方法論によってレポートをまとめる。  

  

 〈授業内容・スケジュール 〉 

 毎回、下記のような異なるテーマについて講義を行う。 

・音楽史:音楽における歴史意識 

・作曲家研究（１）： J. S. バッハ 

・作曲家研究（２）： P. I. チャイコフスキー 

・ 作曲家研究（3）： D. D ショスタコーヴィチ 

・音楽美学（１）：音楽的時間について 

・音楽美学（２）：新ドイツ楽派 vs ハンスリック 

・音楽社会学：ベンヤミンとアドルノ 

・環境と音楽 

ゲストスピーカーによるトークを行う。  

   

  

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書は使用しない。必要に応じてプリントを配布する。 

試験・評価

方法 

平常点 60% レポート 40% 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 

 毎回異なるテーマの講義となるので、出席を重視する。  

 



西洋音楽史概説Ａ 
 

開設大学 愛知県立芸術大学 科目コード 300612 

担当教員 深堀 彩香 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 火曜日：３限（1250～1420） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 芸術・文学・表現 

教室 新講義棟大講義室 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 〈授業の目的〉 

 1750 年までの西洋音楽史の基礎を把握し、それらの時代の音楽を理解する。 

〈到達目標〉 

音楽史の基礎を知識として身につける。 

実際の音楽を聴いて、様式的特徴を識別できるようになる。 

   

〈授業内容・スケジュール 〉 

 第 1 回:ガイダンス 

第 2 回:古代ギリシャ、古代ローマの音楽 

第 3〜5 回:中世の音楽（1）〜（3） 

第 6〜8 回:ルネサンスの音楽（1）〜（3） 

第 9 回:中間テスト 

第 10〜14 回:バロックの音楽（1）〜（5） 

第 15 回:まとめ   

  

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書：Norton Anthology of Western Music Vol. 1 および『はじめての音楽史』（音楽之

友社） 

参考書等については、授業で紹介する。   

 

試験・評価

方法 

出席（30%）、中間・期末テスト（70%）。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

【受講のルール】  

 毎回出席をとる。3 分の 1 以上欠席した場合は失格とする。 

【留意事項】   

 テストでは、リスニング・テストを重視するため、各自でリスニングを自習すること。   

 



西洋音楽史概説Ｂ 
 

開設大学 愛知県立芸術大学 科目コード 300613 

担当教員 深堀 彩香 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 火曜日：３限（1250～1420） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 芸術・文学・表現 

教室 新講義棟大講義室 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 〈授業の目的〉 

初期古典派以降の西洋音楽史の流れを把握し、それぞれの時代の音楽を理解する。 

〈到達目標〉 

西洋音楽史の基本を知識として身につける 

実際の楽曲を聴いて、その作品の様式的特徴を認識できるようになる。 

   

〈授業内容・スケジュール 〉 

 第１回 ガイダンス 

第２〜３回 初期古典派の音楽 

第４〜６回 古典派の音楽 

第７〜11 回 ロマン派の音楽 

＊ 第７回から第 11 回の間にリスニングの小テストを実施 

第 12〜14 回 20 世紀の音楽 

第 15 回 テスト  

  

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書：Norton Anthology of Western Music Vol. 2 および Vol. 3 

『はじめての音楽史』（音楽之友社） 

参考書等については、授業で紹介する。 

試験・評価

方法 

出席（30％）と中間・期末テスト（70％）。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

【受講のルール】 

 毎回出席をとる。3 分の１以上欠席した場合は失格とする。 

私語厳禁。   

【留意事項】 

 テストでは、リスニング・テストを重視するため、各自でリスニングを自習すること。   

  

 



日本国憲法 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300701 

担当教員 小林 直三(人文社会学部教授) 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 木曜：2 限（1300～1430） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 滝子キャンパス 2-209 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要  下記の内容の順番で、講義を進めていく予定です。 

（１）イントロダクション：法とは何か？憲法とは何か？ 

（２）法の支配の正当性：立憲主義と民主主義との緊張関係を踏まえて 

（３）日本国憲法の制定過程 

（４）日本国憲法の平和主義 

（５）国民主権について 

（６）国会と財政 

（７）内閣と裁判所 

（８）地方自治 

（９）人権総論 

（１０）精神的自由 

（１１）経済的自由と人身の自由 

（１２）社会権 

（１３）参政権 

（１４）その他の人権について 

（１５）全体のまとめ 

（１６）定期試験 

 

テキスト・ 

参考文献 

澤野義一・小林直三編『テキストブック憲法（第２版）』（法律文化社、2017 年） 

＊講義で直接的に用いるわけではありませんが、予習・復習の際に利用して下さい。講義は、こ

のテキストで予習・復習をきちんとしていることを前提に行います。 

試験・評価

方法 

定期試験（100％）で評価します。 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

 



法学入門 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300702 

担当教員 小林 直三(人文社会学部教授) 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 金曜：3 限（1040～1210） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 滝子キャンパス 2-401 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要  下記の順番で講義を行う予定です。 

（１）イントロダクション 

（２）法とは何か 

（３）公法概論 

（４）私法概論 

（５）司法制度概論 

（６）議院内閣制と国民内閣制論 

（７）行政法概論 

（８）行政組織法の基礎 

（９）行政国家化と行政立法・行政計画 

（１０）行政行為の類型 

（１１）行政上の強制執行と即時執行 

（１２）刑法と行政罰 

（１３）行政手続法と情報法 

（１４）不法行為と国家賠償法 

（１５）損失補償 

（１６）定期試験 

 

テキスト・ 

参考文献 

芝池義一『行政法読本（第４版）』（有斐閣、2016 年）。 

 * 行政法分野では比較的定評のあるテキストです。予習や復習に 適だと思います。ただし、講

義そのものはレジュメに基づいて行い、この教科書に沿って行うわけではありませんので、購入

は必須ではありません。 

試験・評価

方法 

定期試験（100％）で評価します。 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

 



経済学：経済と社会 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300703 

担当教員 山田 恵里(経済学部講師) 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 木曜：2 限（1040～1210） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 滝子キャンパス 2-401 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 第 1 回 経済学的な考え方と基礎的知識 

第 2 回 経済を測る基本的な指標 

第 3 回 労働市場・生産物市場・資本市場 

第 4 回 有効需要と乗数メカニズム 

第 5 回 経済成長 

第 6 回 経済政策 

第 7 回 需要・供給・価格 

第 8 回 需要・供給分析の応用：弾力性 

第 9 回 需要曲線と消費者行動 

第 10 回 費用構造と供給行動 

第 11 回 消費者余剰と生産者余剰 

第 12 回 不完全市場（1）：不完全競争 

第 13 回 不完全市場（2）：外部性 

第 14 回 公共部門（1）：政府介入 

第 15 回 公共部門（2）：公共政策 

テキスト・ 

参考文献 

指定しない。 

試験・評価

方法 

課題提出（100%）。 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

授業計画は授業の進捗状況などに応じて変更する場合があります。 



経済学：経済のしくみ 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300704 

担当教員 内田 真輔(経済学部准教授) 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 木曜：2 限（1040～1210） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 滝子キャンパス 3-101 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 第 1 回 授業内容ガイダンス，経済学とは 

第 2 回 需要と供給（1）消費者と需要 

第 3 回 需要と供給（2）生産者と供給 

第 4 回 需要と供給（3）完全競争市場と需給均衡 

第 5 回 需要と供給（4）弾力性 

第 6 回 演習 

第 7 回 市場と厚生（1）消費者余剰，生産者余剰と効率性 

第 8 回 市場と厚生（2）政府の市場介入①価格規制 

第 9 回 市場と厚生（3）政府の市場介入②課税 

第 10 回 演習 

第 11 回 市場の失敗（1）外部性  

第 12 回 市場の失敗（2）公共財と共有資源 

第 13 回 市場支配力（1）競争，独占 

第 14 回 市場支配力（2）独占的競争，寡占 

第 15 回 演習 

第 16 回 定期試験 

テキスト・ 

参考文献 

マンキュー経済学 I ミクロ編(第 3 版)，ISBN 978-4492314371，東洋経済新報社,2013

年，N.グレゴリー マンキュー (著)，足立英之，柳川隆，石川城太，小川英治，地主敏樹，中馬

宏之 (翻訳)，4000 円(＋税)． 

試験・評価

方法 

● クイズ：数回予定（20%） 

● ホームワークとディスカッション：数回予定（30%） 

● 期末テスト（50%） 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

授業計画は，授業の進捗その他によって変更される場合があります。 



経済学：経済学の考え方 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300705 

担当教員 中山 徳良(経済学部教授) 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 木曜：2 限（1040～1210） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 滝子キャンパス 2-405 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 第１回  ガイダンス、経済学とは 

第２回  教育（１）：人的資本 

第３回  教育（２）：シグナリング 

第４回  就労 

第５回  報酬 

第６回  結婚 

第７回  出産・育児 

第８回  健康と医療（１）：医療保険 

第９回  健康と医療（２）：医療サービスと健康 

第１０回 健康と医療（３）：生活習慣 

第１１回 介護 

第１２回 公的年金（１）：貯蓄への影響 

第１３回 公的年金（２）：労働への影響 

第１４回 遺産 

第１５回 まとめ 

第１６回 期末試験 

テキスト・ 

参考文献 

・指定しません。 

試験・評価

方法 

・小テスト（30％）、期末試験（70％）で評価します。 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

・授業計画は進行状況により変更される場合があります。 



経営学：企業と社会、個人の関係 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300706 

担当教員 板倉 健(経済学部教授) 他 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 木曜：2 限（1040～1210） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 滝子キャンパス 2-207 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 1. 経営学概論（大神） 

2. 経営と組織（大神） 

3．経営と戦略、小テスト（大神） 

4．経営とマーケティング（1）マーケティング発想（山本奈） 

5．経営とマーケティング（2）マーケティングの基本概念①STP（山本奈） 

6．経営とマーケティング（3）マーケティングの基本概念②4P、小テスト（山本奈） 

7．経営と人的資源（1）（平野） 

8．経営と人的資源（2）（平野） 

9．経営と人的資源（3）、小テスト（平野） 

10．経営と世界経済の潮流（板倉） 

11．経営と海外市場への進出（板倉） 

12．経営と貿易投資事例、小テスト（板倉） 

13．経営と歴史（1）経営史という学問（木谷） 

14．経営と歴史（2）欧米における企業の成立と発展（木谷） 

15．経営と歴史（3）アジアにおける企業活動、小テスト（木谷） 

テキスト・ 

参考文献 

指定しない。 

試験・評価

方法 

各教員が 20 点満点を小テストを行い、その合計点で評価する。 

ただし、各教員の小テストを受けない学生は失格とする。 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

経済学部生にとっては、この授業は 2 年次以降にマネジメントシステム学科で学ぶ授業の入門的

な位置づけとなっている。 



経営学：企業活動の諸相 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300707 

担当教員 三澤 哲也(経済学部教授) 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 木曜：2 限（1040～1210） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 滝子キャンパス 3-101 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 第１回 ガイダンスーファイナンスとリスク 

 ２回 第１章：証券投資の基礎 

     １．１ 金融実務概観（金融、証券、証券市場、様々なリスク） 

 ３回  １．２ 証券投資と統計学１（収益率、リターンと市場リスク、平均、標準偏差） 

 ４回  １．３ 証券投資と統計学２（確率変数、確率分布） 

 ５回 第２章：証券投資とリスク 

      ２．１ ポートフォリオ戦略とリスク分散（ポートフォリオ、相関） 

 ６回  ２．２ 平均・分散アプローチ（効率的市場仮説、正規分布、マーコビッツモデル） 

 ７回  ２．３ 効率的ポートフォリオとポートフォリオ選択（ポートフォリオ選択、VaR） 

 ８回  ２．４ ＣＡＰＭ（ＣＡＰＭ、証券市場線、リスクプレミアム） 

 ９回  ２．５ ＣＡＰＭの推定（回帰分析、市場モデル） 

１０回 第３章：リスクヘッジと金融派生商品 

      ３．１ 金融派生商品とは（先物、オプション） 

１１回  ３．２ 無裁定理論 

１２回  ３．３ オプションとその価格付け１（２項モデル、複製ポートフォリオ） 

１３回  ３．４ オプションとその価格付け２（リスク中立確率、完備市場モデル） 

１４回  ３．５ 様々なオプション ～ファイナンスから投資戦略へ～（リアルオプション） 

１５回 おわりに 

テキスト・ 

参考文献 

講義は特に教科書を指定せず、必要に応じて資料を配布し参考文献を紹介します。 

試験・評価

方法 

講義への参加度１５％、課題レポート１５％、期末試験７０％ 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

各教員の研究室は滝子キャンパス 3 号館にあります。来訪の際には、事前に連絡をしてくださ

い。 



経営学：組織を取り巻く諸環境について 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300708 

担当教員 爲近 英恵(経済学部講師) 他 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 木曜：2 限（1040～1210） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 滝子キャンパス 2-401 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 ［ファイナンス］（渡辺） 

1．イントロダクション：本講義の構成 

2. ファイナンスの意義 

3．企業とファイナンス 

4．財務諸表の基礎(1) 

5．財務諸表の基礎(2) 

6. 財務諸表分析(1) 

7. 財務諸表分析(2) 

8. まとめと試験 

＊履修者の人数次第で、データの使い方などを解説する時間を設ける可能性がある。授業の進度

や受講生の理解などによって変更される場合がある。 

［環境情報］（爲近）※毎回、講義の内容について復習すること。 

9．イントロダクション 

10．環境問題とは(1) 

11．環境問題とは(2) 

12．環境問題とは(3) 

13．環境問題に対する取り組み方 (1) 

14．環境問題に対する取り組み方 (2) 

15．まとめと試験 

※  進捗状況に応じて、講義内容を調整する場合があります。 

※  試験以外にも課題があります。 

テキスト・ 

参考文献 

講義中に配付するレジュメおよび板書などですすめる。 

試験・評価

方法 

筆記または課題（渡辺 50％+爲近 50％＝100％）（各担当者の 終回の講義時間中にテスト等

を行います(計 2 回)）。 

評価方法は教員によって異なります。 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

各教員の研究室は滝子キャンパス 3 号館。来訪の際には事前に連絡をください。 



社会学Ａ 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300709 

担当教員 飯島 伸彦(人文社会学部教授) 他 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 木曜：1 限（900～1030） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 社会・マスコミ・情報 

教室 滝子キャンパス 2-403 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 （飯島担当）内容は適宜変更する場合がある。  

１． 情報・メディア社会学総論   

コミュニケーション分析モデル各種の紹介、コミュニケーションの歪みの捉え方の違い、情報過

剰時代におけるメディアの病理について  

２． スポーツ・メディアイベントとジャーナリズム   

  擬似環境論、メディア・イベント論、スポーツイベントと演出、アナウンスの問題など  

３． 政治の劇場化と選挙  

  アナウンス効果、選挙イベントの劇場化、政治報道の劇場化、ワイドショーポリティックス 

４． 犯罪報道とメディアの功罪  

  ニュースバリュー論、犯罪被害者報道、報道被害、集団的過熱取材  

５． 流行の形成とメディア－健康情報番組とフードファディズム  

  健康情報番組の「落とし穴」 発掘あるある大辞典の問題   

６． スキャンダル・ジャーナリズムの問題点  

７． メディア・リテラシー形成の課題  

8.現代社会とメディア文化 

放送局現場からの講師の方の講義内容（案・予定）  

9.多様なメディア～それぞれの相違点と役割・求められるリテラシー  

⒑.ネット社会の光と闇  

11.メディア規制と表現の自由  

12.報道被害、メディアスクラムの現実  

13.医療報道から考えるメディア社会の課題  

★一報で伝わらないこと・・・医療事故報道・第一報の落とし穴  

●問題の本質に迫るために・・・調査報道＆キャンペーン、ドキュメンタリー  

★じっくり取材して本質に迫る  

14 テクノロジー進歩とメディアの未来 ～ デジタル時代のメディア社会  

15．記事を書いてみよう・あなたの視点は？ リポート作品発表会 

テキスト・ 

参考文献 

 

試験・評価

方法 

飯島担当＝講義期間内に試験を行う。100%試験による評価。  

後藤担当＝レポート 100％（予定） 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

 



社会学Ｂ 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300710 

担当教員 安藤 究(人文社会学部准教授) 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 金曜：3 限（1300～1430） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 社会・マスコミ・情報 

教室 滝子キャンパス 2-404 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 ※第 2 回以降は、各回、予め配布される資料に目を通しておくこと。また、毎回データに基づい

てまとめてもらった内容について復習しておくこと。 

第１回 イントロダクション：「ライフコース」と「家族」 

第２回 戦後日本における結婚の意味の変化－ジェンダーによる相違に留意して 

第３回 結婚は何故私的関係ではなく公的関係（社会的制度）なのかーcohabitation との相違を

通して 

第４回 日本における結婚制度の変化 

第５回 経済変動と結婚 

第６回 未婚化の背景とその社会的影響 

第７回 雇用流動化と未婚化 

第８回 離婚と社会経済的変動 

第 10 回 離婚の国際比較 

第 11 回 パートナーシップの多様化 

第 12 回 少子化とその要因 

第 13 回 少子化の国際比較 

第 14 回 少子化とロマンティック・ラブとに 

第 15 回 まとめ 

テキスト・ 

参考文献 

パワーポイントと配布資料を中心に授業を進める 

試験・評価

方法 

配布した資料・データに基づいて、毎回の講義中に書いて提出してもらう小レポート 80% 

学期末レポート 20% 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

 



社会環境論 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300711 

担当教員 勝又 正直（看護学部教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 集中：集中（1040～1610） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 社会・マスコミ・情報 

教室 滝子キャンパス 2-207 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 １．映画分析１ 『パリ・ジュテーム』 

２．映画分析２  『ラ・ジェタ』 

３．フィルムを回せ１  『めまい』 

４．フィルムを回せ２『ローラ・ラン・ローラ』 

５． 『サイコ』 

６．『アメリ』  

７． カメラを回せ１『羅生門』 

８． カメラを回せ２『明日は来たらず』 

９． カメラを回せ３『東京物語』 

１０． まとめ 

テキスト・ 

参考文献 

『ハリウッド白熱教室』（大和書房）ISBN-10: 4479794492 

講義では使用しません。しかし、日本語で読める簡明な映画の教科書は、いまのところこれしか

ありません。映画について理解を深めたい人にはぜひ購入してください。 

試験・評価

方法 

平常点による評価。 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

 



自然の保護・保全と経済発展を考える 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300712 

担当教員 奥田 郁夫(芸術工学部教授) 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 木曜：2 限（1040～1210） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 滝子キャンパス 2-402 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 1. ジョン・ミューアと自然保護 preservation   

2. 西部開拓；原生林開発とギフォード・ピンショの保全 conservation 

3. 西部開拓と公有放牧地の管理 

4. 西部開拓と残された「自然」の保護；ジョン・ミューアの「神」 

5. ウィルダネス協会 Wilderness Society とロードレス・エリア roadless area の保全 

6. アラスカ小史；ロシアからアメリカ合衆国へ 

7. アラスカ先住民のひとびとのくらし 

8. ANCSA；アラスカ先住民のひとびとの土地所有権・確立過程 

9. 先住民のひとびとの経済的自立のためのコーポレーション corporation 方式による土地所有 

10. 1980 年代 先住民企業 native corporations による森林開発とその終焉 

11. 1990 年代 トンガス国有林の保全政策 

12. 2000 年代 南東アラスカ木材生産の縮小と持続可能な森林管理 

13. 1970 年代 自然保護をめぐる対立の 10 年 

14. グレイシャー・ベイにおけるフーナ・トーテム・コーポレーションの観光開発について 

15. グレイシャー・ベイ国立公園と先住民のひとびとの自給経済 

 

テキスト・ 

参考文献 

ありません（授業に必要な資料は、プリントして配布します）。 

試験・評価

方法 

筆記試験またはレポートの内容が、上記「学習到達目標」に叶っていること。  

筆記試験またはレポート 100%。 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

－ 



平和論 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300713 

担当教員 平田 雅己(人文社会学部准教授) 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 木曜：2 限（1040～1210） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 滝子キャンパス 2-306 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 第 1 回:授業概要説明（平田雅己） 

第 2 回:個からつながる平和（平田雅己） 

第 3 回:戦争と平和の資料館ピースあいちとは何か（ピースあいち事務局長・宮原大輔） 

第 4 回:ピンポン外交と日中関係（名古屋テレビディレクター・村瀬史憲） 

第 5 回:『はだしのゲン』が中国を駆け巡りたい理由（フリーアナウンサー・坂東弘美） 

第 6 回:名古屋と沖縄・名古屋の沖縄（阪井芳貴） 

第 7 回:戦後沖縄の歩みと沖縄差別（「命どぅ宝あいち」の会・新城正男） 

第 8 回:平和を演じる—平演会の 30 年（劇作家・なかとしお） 

第 9 回:戦時下の朝鮮人連行（山本明代） 

第 10 回:朝鮮女子勤労挺身隊への取り組みと支援活動について（挺身隊訴訟を支援する会・高橋

信） 

第 11 回:「慰安婦」問題を理解する（菊地夏野） 

第 12 回:ハルモニを撮り続けて（写真家・アンセホン） 

第 13 回:射能汚染からの避難体験（あゆみ R.P.Net 代表・井川景子） 

第 14 回:服部夫妻と銃社会アメリカ（YOSHI の会・服部美恵子） 

第 15 回:全体の振り返り（平田・阪井・菊地・山本） 

テキスト・ 

参考文献 

教科書として平田雅己・菊地夏野編『ナゴヤ・ピース・ストーリーズ—ほんとうの平和を地域か

ら』（風媒社、2015 年）を使用します。山の畑キャンパス生協書籍部にて販売します。事前に

購入の上、毎回の授業に持参してください。 

試験・評価

方法 

出欠（30％）と中間レポート 1 本（30％）と期末レポート 1 本（40％）の総合評価によって

成績を判定します。具体的な課題については第 1 回目の授業で触れます。受講生には出欠確認用

にリアクションペーパーを書いてもらいますが、内容はあくまで授業担当者へのメッセージ用で

評価対象にはなりません。思ったことを自由に書いてください。 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

特にありません。 



私たちの暮らしと政治・行政・地方自治 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300714 

担当教員 三浦 哲司(人文社会学部准教授) 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 木曜：2 限（1040～1210） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 滝子キャンパス 2-208 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 １  オリエンテーション（配布資料による予習・復習） 

２  政治とは何だろう？（配布資料による予習・復習） 

３  民主主義について考えよう（配布資料による予習・復習） 

４  政治家は何をしているの？（配布資料による予習・復習） 

５  政治家にとって選挙は何を意味するの？（配布資料による予習・復習） 

６  有権者から選ばれるということ（配布資料による予習・復習） 

７  選挙と聞いて何をイメージするの？（配布資料による予習・復習） 

８  どうして若者は選挙に行かないの？（配布資料による予習・復習） 

９  どうすれば若者は選挙に行くようになるの？（配布資料による予習・復習） 

１０ グループワークその１－若者の政治参加を促そう！（配布資料による予習・復習） 

１１ グループワークその２－若者の政治参加を促そう！（配布資料による予習・復習） 

１２ グループワークの発表と講評（配布資料による予習・復習） 

１３ どのような主権者教育の取り組みがあるの？（配布資料による予習・復習） 

１４ あらためて考える－なぜ若者が政治参加する必要があるの？（配布資料による予習・復

習） 

１５ これまでの授業のまとめ（配布資料による予習・復習） 

テキスト・ 

参考文献 

 レジュメを使用しながら授業を進めます。 

試験・評価

方法 

・授業ごとのフィードバックシート 30% 

・中間レポート 20% 

・期末レポート 50% 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

 詳細については、履修者の人数や問題関心に応じて一部変更になる場合があります。 



国際政治と社会 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300715 

担当教員 松本 佐保(人文社会学部教授) 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 木曜：1 限（900～1030） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 滝子キャンパス 2-402 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 第１回 国際体制の視座から 

第２回 イギリス外交の源流と伝統──ナポレオン戦争からウィーン体制期まで 

第３回 パクス・ブリタニカから世界戦争へ──転換期のイギリス外交 

第４回 世界大戦の時代──1914～40 年 

第５回 なぜ開戦はさけられなかったのか：日英関係Ｉ 

第６回 なぜ開戦はさけられなかったのか：日英関係ＩＩ 

第７回 なぜ開戦はさけられなかったのか：日英関係ＩＩＩ 

第８回 両超大国の狭間で──1940～56 年 

第９回 苦悩するイギリス外交──1957～79 年 

第１０回 「鉄の女」の外交政策──1979～90 年 

第１１回 欧州統合の深化を前に──冷戦後の時代 1990 年代 

第１２回 混迷のなかの出発──21 世紀のイギリス外交 

第１３回 現在のイギリス外交Ｉ 

第１４回 現在のイギリス外交ＩＩーブレグジットでどうなる？－ 

第１５回 まとめ 

テキスト・ 

参考文献 

佐々木・木畑編『イギリス外交史』有斐閣アルマ、２００５年 

試験・評価

方法 

試験５０％ 

レポート３０％ 

出席２０％ 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

特になし。 



フィールド研究からみるアジア 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300716 

担当教員 樋口 倫代(看護学部教授) 他 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 木曜：2 限（1040～1210） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 滝子キャンパス 2-AL（303） 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 1. オリエンテーション：「フィールド研究」「アジア」に関する基礎知識（担当未定）（4 月

12 日） 

（人文社会学部・市川晢担当） 

2. 文化人類学とは（異文化を理解する）（4 月 19 日） 

3. マレーシアについて（4 月 26 日） 

4. フィールド研究事例 1：マレーシアのエスニック・ツーリズム（5 月 10 日） 

（人文社会学部・榎木美樹担当） 

5. 地域開発・地域研究とは（社会制度やコミュニティのあり方を考える）（5 月 17 日） 

6. インドについて（5 月 24 日） 

7. フィールド研究事例 2：現代インドの仏教徒運動（解放の思想と運動）（5 月 31 日） 

（経済学部・樋口裕城担当） 

8. 開発経済学とは（貧しいとはどういうことかを定量的に考える）（6 月 7 日） 

9. ベトナムについて（6 月 14 日） 

10. フィールド研究事例 3：ベトナムの中小企業を対象とした経営トレーニングのインパクト評

価（6 月 21 日） 

（看護学部・樋口倫代担当） 

11. 公衆衛生学とは（集団の健康をめざす）（6 月 28 日） 

12. 東ティモールについて（7 月 5 日） 

13. フィールド研究事例 4：東ティモールにおける健康へのアクセス（7 月 12 日） 

（グループワーク・4 名で担当） 

14. グループディスカッション（7 月 19 日） 

15. 全体ディスカッション（グループディスカッション発表）（7 月 26 日） 

テキスト・ 

参考文献 

特に指定しない。 

試験・評価

方法 

各担当のミニテスト（20 点×４）、グループワーク 20 点 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

 



琉球・沖縄の歴史・文化を識る 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300717 

担当教員 阪井 芳貴(人文社会学部教授) 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 金曜：4 限（1440～1610） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 滝子キャンパス 2-207 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 第１回 琉球とは 

第２回 沖縄考古学の 新成果 

第３回 統一王朝以前の琉球 

第４回 東アジアの中の琉球１ 

第５回 三山時代 

第６回 尚王朝成立 

第７回 東アジアの中の琉球２ 冊封体制 

第８回 尚真王 

第９回 琉球国の国家システム 

第 10 回 琉球王朝文化 

第 11 回 沖縄島と宮古・八重山諸島 

第 12 回 王国の解体 

第 13 回 琉球処分と近代沖縄の誕生 

第 14 回 沖縄県と大日本帝国 

第 15 回 沖縄戦と戦後沖縄 

第 16 回 試験 

テキスト・ 

参考文献 

テキストは使用しない。 

プリント（事前準備用と授業用）を毎回多数配布する。 

試験・評価

方法 

コメントシートへの記載内容 １０％ 

定期試験の成績       ９０％ 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

担当者は、沖縄県から「美ら島沖縄大使」を委嘱されており、この授業はその立場にたっておこ

なうものでもある。 



死の文化学 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300718 

担当教員 土屋 有里子(人文社会学部准教授) 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 金曜：4 限（1440～1610） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 滝子キャンパス 2-401 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 １，オリエンテーション 

２．日本神話・神道の世界観 

３．末法思想と極楽往生 

４．『往生要集』の世界—他界観・看取りの源泉として 

５．死体の美術—『九相詩絵巻』と不浄観 

６．キリスト教的死生観—日本におけるキリスト教史を中心に 

７．聖遺物信仰と終末論—天国・地獄図・人生の階段図 

８．死生学とは？ 

９．臨死体験 

１０．過去と現代のお迎え現象 

１１．災害と死生観 

１２．世界の葬式・墓制 

１３．世界の死と儀礼 

１４．子どもと死 

１５．まとめ 

 

テキスト・ 

参考文献 

プリントを配布する。 

試験・評価

方法 

出席、毎授業ごとのレビューシート 70%、期末レポート 30% 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

 



文化に見る歴史 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300719 

担当教員 山田 敦(人文社会学部教授) 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 金曜：3 限（1300～1430） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 滝子キャンパス 2-405 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 第 １回（ ４月１３日）講義概要、今残る万博の遺産から博覧会を考える 

第 ２回（ ４月２０日）日本と中国それぞれの博覧会デビュー（教科書第１章） 

第 ３回（ ４月２７日）20 世紀前半の日本における博覧会 

第４・５回（４月２９日）愛・地球博記念公園（モリコロパーク）見学会 

第 ６回（ ５月１１日）20 世紀前半の中国における博覧会（教科書第２章）  

第 ７回（ ５月１８日）名古屋の博覧会における中国（教科書第７章） 

第 ８回（ ５月２５日）鶴舞公園に残る博覧会跡を歩く会（見学会） 

第 ９回（ ６月 １日）20 世紀前半の台湾における博覧会（教科書第５章） 

第１０回（ ６月 ８日）博覧会と第 2 次世界大戦（教科書第６章） 

第１１回（ ６月１５日）1950 年代中国の博覧会（教科書第３章）  

第１２回（ ６月２２日）1970 年代日本の博覧会における中国（教科書第８章）  

第１３回（ ６月２９日）2005 年愛・地球博 

第１４回（ ７月 ６日）2010 年上海万博（教科書第４章） 

第１５回（ ７月１３日）講義のまとめと学習到達度試験 

（期末試験は実施しない） 

 

テキスト・ 

参考文献 

柴田哲雄・やまだあつし編『中国と博覧会 第 2 版』（2014 年、成文堂）  

題名を見ると中国の博覧会を扱っただけのものに見えるが、実はほとんど日中関係と博覧会の本

と言って過言ではないので、教科書として使う。 

試験・評価

方法 

成績評価は、課題（13 点）・見学会感想（7 点）・宿題（20 点）・レポート（20 点）と講義

理解度確認テスト（40 点）を総合する。課題は見学会と第 15 回を除く講義の回（計 11 回）

のアンケートを 1 回 1.4 点とし、上限 13 点で評価する。見学会感想は、愛・地球博見学会の感

想を提出すると 5 点、鶴舞公園見学会の感想を提出すると 2 点である。 

宿題は、見学会と第 15 回を除く講義の回（計 11 回）で簡単な宿題を出す。1 回につき 2.1 点

とし、上限 20 点で評価する。レポートは、講義理解を高めて欲しいために課す。1 冊 8 点と

し、上限 2 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

 



音楽と文化 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300720 

担当教員 古賀 弘之(人文社会学部准教授) 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 金曜：3 限（1300～1430） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 滝子キャンパス 2-207 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 毎回、様々な時代・作曲家の音楽を鑑賞しますが、1 回限り聴いただけでは忘れてしまいます。 

授業で紹介された楽曲について、CD や DVD、YouTube 等で再度聴いておいてください。 

第１回 オリエンテーション 

第２回 中世・ルネッサンス 

     宗教音楽と世俗音楽 

第３回 バロック１ 

     イタリア・オペラの誕生 音の紋章：モンテヴェルディ『オルフェオ』 

第４回 バロック２ 

     フランス・バロック音楽とバレエ トラジェディ・リリク：リュリ『カドミュスとエ

ルミオーヌ』 

第５回 バロック３  

     ドイツ・バロック バッハの世俗曲：バッハ『コーヒー・カンタータ』 

第６回 バロック４ 

     イタリア・オペラ カストラート（去勢歌手）の音楽：ヘンデル『セルセ』 

第７回 古典派１  

     ハイドンとモーツァルト 交響曲・弦楽四重奏曲の誕生:『協奏交響曲』 

第８回 古典派２ 

     ドイツ・オペラ 謎だらけのオペラ：モーツァルト『魔笛』 

第９回 古典派３ 

     ベートーヴェン 交響曲からゴスペルへ：ベートーヴェン『交響曲第９番』 

第 10 回 ロマン派１  

     ドイツ・ロマン主義オペラ 30 年戦争後の奇妙なおとぎ話：ウェーバー『魔弾の射

手』 

第 11 回 ロマン派２ 

     イタリア・オペラ 実際の事件が原作：ドニゼッティ『ランメールモールのルチア』 

第 12 回 ロマン派３  

     ドイツ・リート：シューベルトとシューマン シューベルト：『魔王』 

第 13 回 ロマン派４ 

     サロンの音楽：ショパン 民族音楽からピアノ音楽へ：『英雄ポロネーズ』  

第 14 回 ロマン派５ 

     超絶技巧の音楽：リスト、パガニーニ ヴァイオリン協奏曲からピアノ独奏へ：

『ラ・カンパネラ』 

第 15 回 ロマン派６ 

     イタリア・オペラ：ヴェルディ『椿姫』 ロシア・バレエと音楽：チャイコフスキー

の３大バレエ 

第 16 回 筆記試験 

テキスト・ 

参考文献 

テキストは使用しません。授業時に資料を配布します。 

試験・評価

方法 

出席 20%、試験 80%により評価します。 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記 興味・関心が低い場合は、学習内容・試験が難しく感じられると思われます。 



事項 



デザインと情報 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300721 

担当教員 栗原 康行(芸術工学部教授) 他 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 金曜：3 限（1300～1430） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 芸術・文学・表現 

教室 滝子キャンパス 2-404 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 1. 環境情報学の概要+芸術工学部の紹介（研究科長） 

2. コンピューターグラフィックスの概要（高橋教授） 

3. ロボティクスとメディカルデザイン（加藤准教授） 

4. 情報通信工学：人工現実感（塙准教授） 

5. 知能メディア・バーチャルリアリティの概要 （小鷹准教授） 

6. メディア表現・映像デザインの概要（中川准教授） 

7. テキスタイルワークおよびデザイン（藤井准教授） 

8. 現代音楽：コンピューターミュージック（水野教授） 

9. 映像と映像制作の概要（栗原教授） 

10. インタラクションデザインの概要（大坪准教授） 

11. デザインの本質（國本教授） 

12. 人間工学：生体情報処理（横山教授） 

13. グラフィックデザイン：視覚環境デザインの観点から 

14. グラフィックデザイン：コミュニケーションデザインの観点から（森教授） 

15. 全体まとめ（松本教授） 

＊毎回，異なる内容の授業が展開されるので，復習しておくこと。 

＊教養ある人間となるために，各授業で使われる専門用語の理解に努めること。 

＊授業内容および担当講師の順番は，講師の都合により変更となる場合があります。 

テキスト・ 

参考文献 

適宜折に触れて講義内で紹介する。 

試験・評価

方法 

授業参加の積極性とレポート等で総合的に評価する。 終回または試験日（までに）に試験（ま

たはレポート等）を課し，これにより評価をおこなう。居眠り、携帯いじり、遅刻や欠席や無断

早退などは一度で欠格となる。 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

 



自分とみんなで考える哲学 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300722 

担当教員 伊藤 恭彦(人文社会学部教授) 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 木曜：2 限（1040～1210） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 滝子キャンパス 2-404 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 １．イントロダクション—「哲」を学ぶとは？授業の進め方の説明 

２．グループをつくる（配布資料による予習・復習） 

３．テーマ１「この世は夢か幻か」—認識論：グループワーク（配布資料による予習・復習） 

４．テーマ１「この世は夢か幻か」—認識論：グループ発表（配布資料による予習・復習） 

５．テーマ１「この世は夢か幻か」－認識論：哲学書読解のグループワーク（配布資料による予

習・復習） 

６．テーマ１「この世は夢か幻か」－講義 

７．テーマ２「幸福の薬飲みますか？」—人生論:グループワーク（配付資料による予習・復習） 

８．テーマ２「幸福の薬飲みますか？」—人生論:グループ発表（配付資料による予習・復習） 

９．テーマ２「幸福の薬飲みますか？」－人生論：哲学書読解グループワーク（配布資料による

予習・復習） 

１０．テーマ２「幸福の薬飲みますか？」－講義 

１１．テーマ３「なぜカンニングをしてはいけないのか」—正義論：グループワーク（配布資料

による予習・復習） 

１２．テーマ３「なぜカンニングをしてはいけないのか」—正義論：グループ発表（配布資料に

よる予習・復習） 

１３．テーマ４「恋人を助けるか、他人を助けるか」－正義論：グループワーク（配布資料によ

る予習・復習） 

１４．テーマ４「恋人を助けるか、他人を助けるか」－正義論：グループ発表（配布資料による

予習・復習） 

１５．講義のまとめ 

 

テキスト・ 

参考文献 

ありません 

試験・評価

方法 

グループ活動での活動 60％ 期末レポート 40％ 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

受講生の数や世界情勢・宇宙変動によって講義で扱うテーマと順番を変える場合があります。 



討論の中で問題を発見する哲学 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300723 

担当教員 別所 良美(人文社会学部教授) 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 金曜：5 限（1620～1750） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 滝子キャンパス 2-AL（303） 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 １．導入：「討論の中で問題を発見する哲学」について説明。次回の討論の問題を決める。 

２．人格（１） 

 ●「私」が存在していることに意味はあるの？  ●なぜ他者（ひと）を殺してはいけないの

か？／なぜいじめはいけないの？ ●自殺は罪ですか？ ●なぜ動物を虐待してはいけないの

か？の中から１・２問につて肯定・否定グループの報告と討論。次回の問題選択。担当グループ

以外のひとも自分なりに考えておくのが予習。復習は次回の 初に発表する追加コメント。（こ

の手順は以下同じです。） 

３．人格（２） 

 上記の残りの問題について、同様の手順で議論。 

４．平等（１） 

 ●人間は平等なのか？平等にすべきなのか？ ●セクシュアル・ハラスメントは犯罪なのか？ 

●アファーマティブ・アクションは差別を増大させないか？ ●多数者の幸福のために一人を犠

牲にしてもよいのか？ 

５．平等（２） 

 上記の残りの問題について、同様の手順で議論。 

６．生命倫理（１） 

 ●着床前診断で異常があれば中絶しますか？ ●臓器移植で生き延びて幸福になれるのか？ 

●その他（学生の皆さんが提案するもの：以下同様） 

７．生命倫理（２） 

 上記の残りの問題について、同様の手順で議論。 

８．国家と共同体（１） 

 ●あなたは日本を愛していますか？それはなぜ？ ●選挙で投票することに何の意味があるの

か？ ●民族の罪を私は引き受けるべきか？ ●その他 

９．国家と共同体（２） 

 上記の残りの問題について、同様の手順で議論。 

10．労働と経済（１） 

 ●「正当な」賃金はどのように決められるのか？ ●商品にはなぜ値段がついているのか？ 

●ゴッホの「ひまわり」は何十億円の価値があるの？ ●人はなぜ働かなければならないのか？ 

11．労働と経済（２） 

 上記の残りの問題について、同様の手順で議論。 

12.自然・環境（１） 

 ●なぜ自然を保護しなければならないのか？ ●経済発展と自然保護とどちらが大事か判断で

きますか？ ●原子力発電所は必要か？ 

13.自然・環境（２） 

 上記の残りの問題について、同様の手順で議論。 

14.まとめ討論（１） 

 学生の皆さんの提案した問題について討論する。 

15.まとめ討論（２） 

 学生の皆さんの提案した問題について討論する。 

テキスト・ 

参考文献 

なし 

試験・評価

方法 

平常点（出席点と報告・議論参加点と小レポート点）：５０％ 

発表点：３０％ 



期末レポート試験：２０％ 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

オフィスアワー：月曜 12:10-13:00 

人文社会学部棟５階・別所研究室（520 研究室） 



心理学概論 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300724 

担当教員 天谷 祐子(人文社会学部准教授) 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 木曜：1 限（900～1030） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 滝子キャンパス 2-209 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 第 1 回 1.人の心理学的理解 1)基礎理論 歴史的経緯・心理学の研究方法 

第 2 回 1.人の心理学的理解 2)知覚と記憶 

第 3 回 1.人の心理学的理解 3)測定と診断 パーソナリティ 

第 4 回 1.人の心理学的理解 4)測定と診断 心理統計 

第 5 回 1.人の心理学的理解 5)欲求と行動 

第 6 回 1.人の心理学的理解 6)学習心理学とその応用 

第 7 回 2.人間の生涯発達 1)発達の基礎 

第 8 回 2.人間の生涯発達 2)乳幼児期から児童期の発達と臨床的問題 

第 9 回  2.人間の生涯発達 3)青年期の発達課題と臨床的問題 

第 10 回 3.日常生活と心の健康 職業生活と心の健康 

第 11 回 4.心理的支援の方法と実際 1)精神分析的心理療法 

第 12 回 4.心理的支援の方法と実際 2)来談者中心療法 

第 13 回 4.心理的支援の方法と実際 3)行動療法 

第 14 回 対人認知 

第 15 回 まとめ 

第 16 回 定期試験(定期試験期間中) 

 

テキスト・ 

参考文献 

使用しない 

毎回授業のレジュメを配布する 

試験・評価

方法 

平常点(毎回の授業終了時に提出するコメント用紙の記載：15％)、授業内小レポート(5％)、持ち

込み不可の筆記試験(80％)で評価する 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

 



心理学入門 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300725 

担当教員 久保田 健市(人文社会学部教授) 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 月曜：4 限（1440～1610） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 滝子キャンパス 2-401 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 おおむね,以下のスケジュールに従い,講義を行う.  

第 1 週 オリエンテーション，心理学とはどんな学問か? 

第 2 週 「科学」と「神話」 ～オオカミ少女はいなかった!?   

第 3 週 脳と「こころ」 ～認知障害者の内界を探る   

第 4 週 人格 ～「私らしさ」をどうとらえるのか 

第 5 週 学習理論とその応用 

第 6 週 子どもの「こころ」 ～子どもは世界をどのように見ているか   

第 7 週 なぜ犯罪者は悪人なのか ～原因帰属   

第 8 週 見え方・感じ方のふしぎ ～立体視と情動二要因説   

第 9 週 意識と記憶 ～認知的反応で探る「こころ」   

第 10 週 生活環境と心理   

第 11 週 リスク ～不確実な世界の認知 

第 12 週 組織の失敗 ～ヒューマン・エラーと大事故   

第 13 週 ストレスに強いこころ 

第 14 週 「他者」とは何者か ～社会的動物としての人間   

第 15 週 「わたし」のキャリア・デザイン   

 

テキスト・ 

参考文献 

【テキスト】 

指定せず 

試験・評価

方法 

期末定期試験(50%)・平常点(15%)・授業回ごとの小テスト(35%)・学生自己評価(5%)を総合

して行う. 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

学務情報システムを利用して，学生への通知（授業資料配布・小テスト問題通達など）を行うの

で，適宜確認すること. 



現代教育の諸相 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300726 

担当教員 原田 信之(人文社会学部教授) 他 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 月曜：4 限（1440～1610） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 滝子キャンパス 2-401 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 １ 科目ガイダンス：グループワークへの取り組み方 

２ 「いじめ」の実態から見た現代の子どもを取り巻く環境 

３ 「いじめ」の映像資料、音声資料から実態に迫る 

４ 経験を交流し、広い視野から問題性を認識する 

５ ４つの当事者性から問題の所在を考察する 

６ ４つの当事者性から、問題解決のむずかしさを紐解く 

７ 問題解決の方途を考察する。 

８ グループでの成果発表 

９ 自己と「他者」との関わり 

10 「わたし」をとりまく「他者」のまなざし（１）生徒 

11 「わたし」をとりまく「他者」のまなざし（２）子 

12 「わたし」をとりまく「他者」のまなざし（３）友達 

13 「わたし」をとりまく「他者」のまなざし（４）外国にルーツのある者 

14 「わたし」をとりまく「他者」のまなざし（５）異なるセクシュアリティ 

15 他者と「いる」場づくりにむけて 

テキスト・ 

参考文献 

 

試験・評価

方法 

担当教員ごとに課す授業中の小レポートにより平均点を出し評価する。積極的な参加状況

（20％）を評価の総点に加える。第 8 回目のグループでの成果発表に欠席した者、及び 3 分の

1 以上授業を欠席した者（遅刻は 0.5 回の欠席とみなす）は評定の対象としない。 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

 



次世代育成と地域の課題 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300727 

担当教員 上田 敏丈(人文社会学部准教授) 他 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 木曜：2 限（1040～1210） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 滝子キャンパス 2-403 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 1.オリエンテーション、次世代育成とは何か、理論・歴史・課題  

2.母親と子育て（乳幼児期の子育ての大変さ）  

3.乳幼児期と学齢期の子どもの子育ての違い  

4.子育て本と雑誌、テレビと小学生、中学生、高校生の子育て  

5.地域で小学生、中学生、高校生を育てる 

6.小学生を教育すること 

7.中学生を教育すること 

8.高校生を教育すること 

9.「教える／教えられる」とは何か 

10. 子どもをどのようにみるか 

11. 子どもをどのように教えるのか 

12. 地域で子育てを行うこと(1) 幼稚園・保育所の役割 

13. 地域で子育てを行うこと(2) 子育てサロン 

14. 地域で子育てを行うこと(3) 自分に何ができるのか 

15. 総括：次世代育成の課題と未来 

テキスト・ 

参考文献 

柏女霊峰『子ども家庭福祉論』 誠信書房、2009 年 1 月 

杉山千佳『はじめよう！子育て支援・次世代育成支援』日本評論社、2009 年 01 月 

授業中、適宜、資料を配付する。 

試験・評価

方法 

出席点 30％と前半・後半の授業でそれぞれ１回提出するレポートの成績 70％の総合点。 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

子育て経験者や保育者等によるゲスト講義を予定 



動物とヒトの進化多様性 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300728 

担当教員 熊澤 慶伯(総合生命理学部教授) 他 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 金曜：3 限（1300～1430） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 生物 

教室 滝子キャンパス 2-201 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要  １、生態学入門（村瀬）：生活史、適応戦略 

 ２、生態系のなりたち（村瀬）： 食物連鎖、総合防除 

 ３、生物多様性（村瀬）：保全生物学、持続可能な生物資源利用 

 ４、分子進化学の基礎 I（鈴木）：DNA・タンパク質の構造と機能、ヒトゲノム 

 ５、分子進化学の基礎 II（鈴木）：分子進化、集団遺伝学 

 ６、ヒトの病気とウィルス（鈴木）：ヒト疾患とウィルス進化 

 ７、進化学入門（熊澤）：生命の誕生と動物への進化 

 ８、系統分類の基礎（熊澤）：種の定義、二名法、系統分類 

 ９、脊椎動物の多様化（熊澤）：主要分類群の特徴の概観 

１０、水族館とは（阿久根）：水生動物の飼育、展示、繁殖、保全 

１１、水族館実習 I（阿久根）：水生動物の機能構造、水界への適応 

１２、水族館実習 II（阿久根）：水生動物の飼育、繁殖、保全の取り組み 

１３、動物園とは（橋川）：多様な動物の飼育、展示、繁殖、保全と環境教育 

１４、動物園実習 I（橋川）：陸生動物の機能構造とその進化 

１５、動物園実習 II（橋川）：陸生動物の絶滅と保全への取り組み 

１－１０までは、４－６月の毎週金曜日３限目に名市大滝子キャンパスで講義を行う。１１－１

２は、９月上旬のある平日において、半日をかけて名古屋港水族館において集中形式で行う。１

３－１５は、９月上旬の別の平日において、東山動物園において集中形式で行う。集中形式で行

う授業の詳細（集合時刻や集合場所、携帯品など）は、教室で行う授業のなかで指示する。 

授業への予習は特に求めないが、講義や実習の後には、授業中に紹介した書籍や関連するウェブ

サイトなどを参考にして、授業内容の復習をしっかり行うこと。 

テキスト・ 

参考文献 

参考図書は授業中に紹介する。プリントは授業中に配布する。 

試験・評価

方法 

出席状況及び講義への参加態度（30%）と教員ごとに課されるレポート（70%）で総合評価す

る。 

講義中や実習中などに質問や意見を述べるなど、積極的な授業参加態度を示す者の評価を上げる

ことがある。 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

実習日程の都合で前期の成績発表（９月中旬予定）には成績が確定しない可能性がある。 



社会と医学 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300729 

担当教員 青木 康博(医学部教授) 他 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 金曜：4 限（1440～1610） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ スポーツ・健康・医療 

教室 滝子キャンパス 2-401 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 第 1 回(4/13) スポーツにおけるアンチ・ドーピング・コントロール（青木康博） 

第 2 回(4/20) 日本人の寿命と健康（永谷照男） 

第 3 回(4/27) 日常生活に潜む健康障害リスク要因（伊藤由起） 

第 4 回(5/11) カンボジアにおける公衆衛生活動（中川弘子） 

第 5 回(5/18) 統計，因果関係とエビデンス-1（鈴木貞夫） 

第 6 回(5/25) 統計，因果関係とエビデンス-2（鈴木貞夫） 

第 7 回(6/1) 薬物乱用と依存（菅野さな枝） 

第 8 回(6/8) 化学物質と健康（上島通浩） 

第 9 回(6/15) 情報化社会と医学（片野広之） 

第 10 回(6/22) 働く人の健康（佐藤博貴） 

第 11 回(6/29) 新しい薬はどのように生まれるか（神谷  武） 

第 12 回(7/6) 医療の歴史は誤りの歴史である（西山 毅） 

第 13 回(7/13) 児童虐待（加藤秀章） 

第 14 回(7/20) 医療安全文化とマネジメントシステム（榎原  毅） 

第 15 回(7/27) 未定 

テキスト・ 

参考文献 

医療情報（日本医療情報学会編全 3 巻）（篠原出版新社）、テキスト健康科学（南江堂） 

試験・評価

方法 

7 割以上の出席と筆記試験 100% 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

 



くすりと社会 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300730 

担当教員 服部 光治(薬学部教授) 他 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 金曜：4 限（1440～1610） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ スポーツ・健康・医療 

教室 滝子キャンパス 2-404 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 1. 講義の概要と注意事項・くすりとはなにか（服部） 

2. 遺伝子を標的とする医薬品（築地） 

3. 脳疾患の原因解明研究と治療法（築地） 

4. どうしたら子供は薬を飲んでくれる？（青山） 

5. 現代社会における薬用植物の利用（牧野） 

6. ダイナマイトと薬（山村） 

7. 薬物動態学入門：薬の体内での動きを考える（湯浅） 

8. 薬を作るために必要なこと（肥田） 

9. 薬の種類と飲み方（松永） 

10. 再生医療と移植医療（服部） 

11. 医療用麻薬と乱用麻薬（大澤） 

12. 薬の相互作用（前田） 

13. 薬による副作用（頭金） 

14. 糖尿病患者を支える医療（菊池） 

15. 薬と保険制度（鈴木） 

テキスト・ 

参考文献 

毎回プリント配布 

試験・評価

方法 

・全 15 回の講義のうち、10 回以上の出席（小レポートの提出）が必要である。それに満たな

い場合は失格となる。 

・評価は、毎回講義後に課す小レポート（約 25％）と、期末レポート（約 75%）で行う。試験

は行わない。 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

一般教養科目 

本科目は、文系の学生（高校レベルの化学・生物の知識を持たない）を対象にする。 



都市と自然 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300731 

担当教員 大野 暁彦(芸術工学部講師) 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 木曜：1 限（900～1030） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 滝子キャンパス 2-403 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 第 1 回 オリエンテーション：人と自然のコンフリクト（conflict） 

第 2 回 大地を読む：地図の読み解き 

第 3 回 キャンパスを読み解く１ 

第 4 回 キャンパスを読み解く２ 

第 5 回 庭園 

第 6 回 公園の登場 

第 7 回 都市の骨格となるみどり 

第 8 回 都市の再編と緑地 

第 9 回 公設緑地と民設緑地 

第 10 回「 場」を解釈し表現する：ランドアート・環境アート・大地の造形 

第 11 回「場」を再定義する：インフラストラクチュアの再編 

第 12 回 自然の力を利用する：ブラウンフィールドの再生 

第 13 回 植物と共に生きる：植生遷移と植栽管理 

第 14 回「 場」を使いこなす : 屋外空間を使うためのメソッド 

第 15 回 まとめ 

テキスト・ 

参考文献 

適宜授業内で示す 

試験・評価

方法 

1.講義内小テスト 50％ 

2.レポート課題 50% 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

特になし 



緩和ケアと看護情報 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300732 

担当教員 樅野 香苗(看護学部講師) 他 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 木曜：1 限（900～1030） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ スポーツ・健康・医療 

教室 滝子キャンパス 2-305 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 9/27 【1 回目  樅野】：日本社会における疾病構造の変化と緩和ケアの歴史的変遷 

10/4 【2 回目  樅野】：病気になることがその人に与える影響を考える「ハンセン氏病」 

10/11【3 回目  樅野】：病気になることがその人に与える影響を考える「がん」1 

10/18【4 回目  樅野】：病気になることがその人に与える影響を考える「がん」2 

10/25【5 回目  樅野】：病気になることとインフォームドコンセント 1 

11/1 【6 回目  樅野】：病気になることとインフォームドコンセント 2 

11/8 【7 回目  樅野】：「よい死 Good Death」について考える 1 

11/15【8 回目  樅野】：「よい死 Good Death」について考える 2 

11/ 22 【9 回目  宮内】：看護情報とはどのようなものか 

11/29  【10 回目  宮内】：看護と情報リテラシー 

12/6   【11 回目  宮内】：情報から見た看護 1 

12/13  【12 回目  宮内】：情報から見た看護 2 

1/10   【13 回目  宮内】：電子カルテと看護 

1/17   【14 回目  宮内】：看護情報のシステム化 

1/24   【15 回目  宮内】：看護情報と倫理 

テキスト・ 

参考文献 

特に定めない。授業資料は適宜配布する。 

試験・評価

方法 

出席、レポートの総合点で評価する。  

樅野担当分：各講義後でリアクションペーパーまたはレポートを提出するので、その提出をもっ

て出席とみなす（10 点）。また、合計 4 回ミニレポート（A 41 枚程度）を課しその合計点で

評価を行う（40 点）。 

宮内担当分：授業の参加状況やレポートで総合的に評価する。 

 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

 



教養として知っておきたい様々な病気の実態 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300733 

担当教員 早野 順一郎(医学部教授) 他 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 金曜：4 限（1440～1610） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ スポーツ・健康・医療 

教室 滝子キャンパス 2-405 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 4 月 13 日金  ストレスと健康 （早野 順一郎） 

4 月 20 日金  痛み、ペインクリニック （草間 宣好） 

4 月 27 日金  アルツハイマーと認知症 （松川 則之） 

5 月 11 日金  骨粗鬆症 （鈴木 伸幸） 

5 月 18 日金  心的外傷後ストレス障害＜PTSD＞ （中口 智博） 

5 月 25 日金  薬の正しい理解と使い方 （木村 和哲） 

6 月 1 日金  歯・口・顎の疾患 （渋谷 恭之） 

6 月 8 日金  救急と災害医療 （松嶋 麻子） 

6 月 15 日金  尿路結石 （岡田 淳志） 

6 月 22 日金  加齢と眼—白内障・緑内障・加齢黄斑変性 （平野 佳男） 

6 月 29 日金  胃腸の病気とピロリ菌 （片岡 洋望） 

7 月 6 日金  感染症と予防 （中村 敦） 

7 月 13 日金  生活習慣病とその成り立ち （福田 道雄） 

7 月 20 日金  生殖医療の光と影 （杉浦 真弓） 

7 月 27 日金  緩和医療 （内田 恵） 

テキスト・ 

参考文献 

なし 

試験・評価

方法 

出席率の規準を満たした人を対象に客観試験を行う・正答率 6 割 

期末試験時は、資料等の持込不可 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

この科目は前期と後期に開講しますが前期または後期の一方しか履修できません。 

講義時間 金４限（14：40～16：10） 



教養として知っておきたい様々な病気の実態 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300734 

担当教員 酒々井 眞澄(医学部教授) 他 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 金曜：3 限（1300～1430） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ スポーツ・健康・医療 

教室 滝子キャンパス 2-207 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 第１回（9/28）がんとその予防 酒々井眞澄   

第２回（10/5）病気にならないための食に関する知識 酒々井眞澄   

第３回（10/12）再生医療とはなにか 澤本和延   

第４回（10/19）肝炎ウイルスと肝がん 田中靖人  

第５回（10/26）膠原病とはなにか 難波大夫  

第６回（11/2）虚血性心臓病の病態と治療 大手信之   

第７回（11/9）外傷を含む骨関節疾患の基本 大石久史   

第８回（11/16）院内感染症 長谷川忠男   

第９回（11/23）遺伝子変異と膵がん 深町勝巳   

第１０回（11/30）実際のエボラ熱診療にもとづいた隔離医療 岡本尚   

第１１回（12/7）職業病とその予防 上島通浩   

第１２回（12/14）治療不可能な脳の病気は治るか 飛田秀樹   

第１３回（12/21）皮膚疾患と光 森田明理   

第１４回（1/11）小児のけいれんとてんかんを理解する 齋藤伸治   

第１５回（1/25）栄養と脳代謝 浅井清文 

テキスト・ 

参考文献 

教科書は指定しない。講師が講義資料（プリント等）を使用する場合がある。 

試験・評価

方法 

出席回数（30%）と自筆リポート（70%）を点数化し 6 割以上の得点で合格とする。リポート

では受講した講義のうちから一つを選び、講義内容を正しく要約し自己の見解を理論的に述べる

こと。 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

 



創薬と生命 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300735 

担当教員 松永 民秀(薬学部教授) 他 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 金曜：4 限（1440～1610） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ スポーツ・健康・医療 

教室 滝子キャンパス 2-404 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 下記の順に講義を行う予定 

 1. 4 月 13 日 創薬化学入門，ヒト iPS 細胞の創薬研究への応用（松永） 

 2. 4 月 20 日 免疫とくすり（肥田） 

 3. 4 月 27 日 心臓とくすり（山村） 

 4. 5 月 11 日 血管とくすり（山村） 

 5. 5 月 18 日 新しいくすり RNA 医薬（星野） 

 6. 5 月 25 日 精神科のくすり（粂） 

 7. 6 月 1 日 こどもとくすり（青山） 

 8. 6 月 8 日 光イメージングを利用した神経疾患の原因究明（田中） 

 9. 6 月 15 日 AIDS 研究とスマート医療藤井 （藤井 陽） 

10. 6 月 22 日 薬物血中濃度モニタリング（前田 康） 

11. 6 月 29 日 ゲノムからタンパク質へ（加藤） 

12. 7 月 6 日 神経変性疾患の原因と治療（白根） 

13. 7 月 13 日 活性酸素と抗酸化剤の話（中川） 

14. 7 月 20 日 制がん剤の話（中川） 

15. 7 月 27 日 医薬品開発と製剤化プロセス（尾関） 

 

テキスト・ 

参考文献 

毎回プリント配布 

試験・評価

方法 

小テスト、期末レポートによる総合評価 

小テスト（毎回）:毎講義の 後に理解度を確かめる小テストを行う（60%） 

期末レポート（1 回）:全講義から 1 つの課題を選択してレポート作成・提出（40%） 

全 15 回の講義のうち，10 回以上の出席（小テストの提出）が必要．満たない場合は失格とす

る． 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

 



植物とバイオテクノロジー 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300736 

担当教員 木藤 新一郎(総合生命理学部教授) 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 木曜：2 限（1040～1210） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 生物 

教室 滝子キャンパス 5-470 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 １．植物の進化と分類 

２．植物の器官と組織（１） 

３．植物の器官と組織（２） 

４．植物細胞と細胞内小器官（１）  

５．植物細胞と細胞内小器官（２）  

６．物質代謝と輸送（１） 

７．物質代謝と輸送（２）  

８．植物ホルモン（１） 

９．植物ホルモン（２） 

１０．環境応答と形態形成（１） 

１１．環境応答と形態形成（２） 

１２．環境ストレスと適応機構 

１３．植物とバイオテクノロジー（１） 

１４．植物とバイオテクノロジー（２）  

１５．遺伝子組換え作物の現状と問題点 

１６．期末試験 

テキスト・ 

参考文献 

教科書やテキストは使用しない。講義は主にプロジェクターと配布プリントを用いて進める。 

試験・評価

方法 

講義時間中に実施するミニテスト(50%)、期末試験(50%) 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

 



エネルギーのサイエンス 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300737 

担当教員 櫻井 宣彦(総合生命理学部准教授) 他 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 金曜：4 限（1440～1610） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 数学・物理・化学 

教室 滝子キャンパス 2-208 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 ・化石燃料（片山） 

    （１）授業ガイダンス、化石燃料のエネルギー 

    （２）化石燃料の科学的概要と各種化石燃料の詳細 

    （３）化石燃料の総論・問題点と新しい化石燃料 

・原子力発電と関連問題（藤田) 

    （４）放射性元素（同位体）と放射線（放射能）について 

    （５）核分裂、核燃料、および原子炉の構造について 

    （６）原子力発電の実際と、核燃料の処分（再処理）について 

・元素戦略と太陽光エネルギー（笹森） 

    （７）元素資源 

    （８）元素の活用 

    （９）元素特性を活かした太陽光エネルギーの活用 

・天体のエネルギーとその利用法（三浦） 

    （１０）惑星の形成史・惑星内部の熱源 

    （１１）地熱エネルギー：地熱発電と地中熱利用 

    （１２）海洋エネルギー：潮汐，潮流，海流，波力 

・バイオマス エネルギー変換（櫻井) 

    （１３）バイオマス資源とその利用システム 

    （１４）バイオ液体燃料 

    （１５）アルコール発酵とオイル産生微細藻類 

テキスト・ 

参考文献 

テキストは使用しないが、適宜プリントを配布する。 

試験・評価

方法 

各先生方のテストあるいはレポートの成績合計（５０％）プラス平常点（５０％，受講態度を含

む），ただし 低７割の出席が無いと平常点を加算しない。 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

 



バイオサイエンス入門 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300738 

担当教員 湯川 泰(総合生命理学部教授) 他 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 金曜：5 限（1620～1750） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 数学・物理・化学 

教室 滝子キャンパス 2-207 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 （湯川） 

１．イントロダクション バイオサイエンスとは何か？ 

２．情報高分子 — 発見の歴史と発展 

３．セントラルドグマ — 遺伝子発現の仕組み 

４．RNA ワールド ＿ 新たな遺伝子制御の発見 

５．分子生物学の研究手法 

（田上） 

６．「鳶が鷹を生む」vs「蛙の子は蛙」: 遺伝の不思議 

７．双子は同一人物? : ゲノムとエピゲノム 

８．ゆりかごから墓場まで: タンパク質の社会 

９．細胞の情報ネットワーク: 細胞間コミュニケーション 

１０．死とは何か？：がん化、老化、寿命 

（木村） 

１１． 神経系への招待 

１２． 神経細胞の活動 

１３． 神経細胞活動の伝達 

１４．感覚受容：「感ずる」とは何か？ 

１５． 学習と記憶 

テキスト・ 

参考文献 

毎時間資料を配布 

試験・評価

方法 

教員毎の成績を総合して判定する。したがって、期末試験は行わない。 

（湯川）授業参加度 50％、毎回の小テスト 50％ 

（田上）授業参加度 50％、毎回の小テスト 50％ 

（木村）授業参加度 30％、毎回のまとめ 40％、 後の小テスト 30%。 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

特になし 



情報と数理の世界 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300739 

担当教員 河田 成人(総合生命理学部教授) 他 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 木曜：2 限（1040～1210） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 数学・物理・化学 

教室 滝子キャンパス 2-AL（303） 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 第１回  オリエンテーション・人工知能の基礎(渡邊)  

第２回  人工知能の応用:ゲーム情報学(渡邊)  

第３回  人工知能の応用:バイオメトリクス認証(渡邊) 

第４回  ネットワークセキュリティと自己防衛 1(宮原) 

第５回  ネットワークセキュリティと自己防衛 2(宮原) 

第６回  演算の数理 1(河田) 

第７回  演算の数理 2(河田) 

第８回  演算の数理 3(河田) 

第９回  確率統計 1(影山) 

第１０回 確率統計 2(影山) 

第１１回 音声科学序論 1(中村) 

第１２回 音声科学序論 2(中村) 

第１３回 音声科学序論 3(中村) 

第１４回 ヒトの色覚(田中) 

第１５回 ディジタル画像処理(田中) 

 

テキスト・ 

参考文献 

各担当者から講義の中で指示する。 

試験・評価

方法 

６人の担当教員がそれぞれ課すテストあるいはレポートの成績の合計で評価する。 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

 



経済史 II 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300740 

担当教員 木谷 名都子 

学年配当 2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 月曜：2 限（1040～1210） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 滝子キャンパス 3-101 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 本講義では、今日の世界経済のありようを理解する上で基礎的教養となる歴史を学ぶことによっ

て、現在世界で生じている諸問題について、長期的かつ多面的な視角から考える姿勢を身につ

け、自分自身の考えを持つことができるようになることを目的とします。 

具体的な内容は下記のとおりです。 

1. 授業の概要と計画／なぜ経済史を学ぶのか 

2. 経済史を学ぶための理論と方法（1）—イギリス産業革命／大分岐論 

3. 経済史を学ぶための理論と方法（2）—交通・通信革命／ロンドン金融市場と国際金本位制 

4. 経済史を学ぶための理論と方法（3）—自由貿易体制と帝国主義／世界恐慌と 2 つの世界大戦

（Part 1） 

5. 世界恐慌と 2 つの世界大戦（Part 2） 

6. ヨーロッパのグローバル展開（1）—中世ヨーロッパの農村と都市／17～18 世紀の環大西洋

経済圏の形成と発展 

7. ヨーロッパのグローバル展開（2）—グローバル商品から見た世界経済史／イギリス以外の欧

米諸国の工業化 

8. ヨーロッパのグローバル展開（3）—福祉国家の成立／第二次世界大戦後の国際体制（Part 

1） 

9．第二次世界大戦後の国際体制（Part 2） 

10. 海域と地域の連関とアジア経済（1）—モンスーン・アジアの発展と稲作文化／インド洋交

易圏と朝貢貿易システム 

11. 海域と地域の連関とアジア経済（2）—南アジア・東南アジアの植民地化の始まり／アジア

間貿易の発展 

12. 海域と地域の連関とアジア経済（3）—両大戦間期インドにおける工業化／アジア太平洋経

済圏の成立 

13. アフリカの経済発展と地域連関（1）—「合法的」商業の時代／植民地経済の建設 

14. アフリカの経済発展と地域連関（2）—脱植民地化と経済変化／南アフリカにおける工業化

と労働者 

15. 総括 

16. 期末試験 

テキスト・ 

参考文献 

教科書 

・北川勝彦・北原聡・西村雄志・熊谷幸久・柏原宏紀編（2017）『概説 世界経済史』、昭和

堂。 

・『 新世界史図説 タペストリー 十六訂版』、帝国書院。 

参考文献 

・岡崎哲二（2016）『コア・テキスト 経済史 増補版』、新世社。 

・金井雄一・中西聡・福澤直樹編（2010）『世界経済の歴史 —グローバル経済史入門—』、

名古屋大学出版会。 

・杉山伸也（2014）『グローバル経済史入門』、岩波書店。 

その他の参考文献については、講義で紹介します。 

 

試験・評価

方法 

小レポート（2 本）：60％ 

期末試験（定期試験期間中に実施）：40％ 

別途必要な

経費 

特になし 



その他特記

事項 

授業計画は、授業の進度などによって変更される場合があります。 

この授業においては、e-learning への登録が必要となります。登録方法については、第 1 回の授

業で説明します。 

 



金融論 I 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300741 

担当教員 横山 和輝 

学年配当 2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 水曜：1 限（900～1030） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 滝子キャンパス 3-201 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 ■授業前に e-learning 上にアップしたノートをもとに進行します 

＿新たなスライドの投影もしくは黒板への板書など、文字情報・視聴覚情報を提供しながら進行

します（適宜、メモがとれるようにしておいて下さい）。 

＿授業終了直前に e-learning 上で演習問題に取り組んでもらいますので、演習を通じて理解度を

確認して下さい。 

＊授業計画 

全授業を通じて、貨幣の理論と歴史および展望を学習します。全 15 回（各授業の順番に、01

から 15 までナンバリングします）の授業を『マネー今昔物語』と題し、５つのパート（壱・

貳・參・肆・伍）から構成しています。  

『マネー今昔物語』 

壱 交換之巻（01-03） 

貳 決済之巻（04-06） 

參 物価之巻（07-09） 

肆 危機之巻（10-12） 

伍 暗号之巻（13-15） 

壱 交換之巻（01-03） 

交換手段としての貨幣について、伝統的な捉え方から現代の標準的な捉え方も含めて、経済学で

貨幣がどのように特徴づけられてきたのかを学びます。やや複雑な、あるいは難度の高い議論が

登場します。具体的には、ラグランジュ未定乗数法など大学入試レベルを超えた数学の知識や、

効用理論など基礎的な経済学の知識を必要とするトピックが盛り込まれます。 

01 貨幣のパラドックス 

02 現金と預金 

03 サーチの貨幣理論 

貳 決済之巻（04-06） 

主として日本の歴史を対象として、決済手段がどのように形成・発展してきたのかについて学習

します。古文や漢文などの知識をもとに文献史料の内容を把握・解釈する、あるいはデータの統

計的関係をもとにして事実関係を把握・解釈する、といった議論が登場します。 

04 僧侶と貨幣 

05 浮世の手形 

06 新聞と預金者 

參 物価之巻（07-09） 

物価とは何かについて学習します。様々な物品の価格をもとにした長期的なデータからどのよう

な歴史が描けるのか、あるいは政策面で望ましい物価の推移というものがあるのか、といった議

論について学習します。なお、物価をめぐる各国の政策論議について学ぶため、英文資料を活用

します。 

07 値段の歴史 

08 物価の安定 

09 貨幣市場の均衡 

肆 危機之巻（10-12） 

貨幣経済に不安定な要素があることを、貨幣経済の危機的状況にフォーカスしながら学習しま

す。国際経済の視野で貨幣制度の歴史と現状および展望を学習します。英文資料も活用します

が、ゲーム理論の知識を必要とする理論分析も登場します。 

10 国際金本位制の失敗 



11 金融危機 

12 ハイパーインフレ 

伍 暗号之巻（13-15-03） 

暗号通貨の基礎知識について学習します。ブロックチェーン、マイニング、あるいはセキュリ

ティに関する政策的対応など、近年の話題を取り扱います。なお、授業実施日直前までも含め時

事問題を取り扱う性質上、暗号通貨に関するものとはいえ、13 回から 15 回の具体的トピック

を変更する可能性もありますのでご了承下さい。 

13 ブロックチェーン 

14 マイニングの限界費用 

15 国境を超えた通貨 

テキスト・ 

参考文献 

＊教科書・テキスト  

指定教科書はありません。 

＊参考文献  

竹田陽介『コア・テキスト金融論』、新世社、2005 年. 

前多康男『金融論をつかむ』、有斐閣、2006 年. 

家森信善『金融論』、中央経済社、2016 年. 

 

試験・評価

方法 

15 回の授業を通じて行われる演習問題（合計 100 点満点）、および期末試験を通じて、次の

(1)〜(3)に基づいて評価します。 

(1)演習問題の合計得点が 100 点満点中 60 点以下の場合、一切の理由を問わず不可とします

（あくまで単純計算ですが、一回欠席すると 6.7 点分の減点になりますので、７回欠席すると演

習問題を全問正解しても自動的に不可となるものと考えて下さい）。 

(2)期末試験は、本学部の規定に従って所定の期末試験期間内に実施されます。 

(3)成績評価は期末試験の素点をもとに相対評価します。具体的には、期末 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

スマートフォン，タブレット，あるいはノートパソコンを持参しない場合， 

e-learning に回答できません。 



インセンティブの経済学 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300742 

担当教員 横山 和輝 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 木曜：1 限（900～1030） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 滝子キャンパス 3-201 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 ＊授業概要  

■授業前に e-learning 上にアップしたノートをもとに進行します 

＿新たなスライドの投影もしくは黒板への板書など、文字情報・視聴覚情報を提供しながら進行

します（適宜、メモがとれるようにしておいて下さい）。 

＿授業終了直前に e-learning 上で演習問題に取り組んでもらいますので、演習を通じて理解度を

確認して下さい。 

＊授業計画 

Part-1 行動をデザイン  

01 天才の報酬 

＿＿モチベーションとインセンティブの違い、および両者の関係を学びます。 

02 不正の動機 

＿＿企業の不正を題材に、インセンティブ設計についてを学びます。 

03 コーラ百年戦争 

＿＿ソフトドリンク産業を題材に、ゲーム理論の基礎を学びます。 

04 オークション新潮流 

＿＿オークションのルール作りを題材に、ゲーム理論の応用を学びます。 

05 史上 強のリーダー 

＿＿摂関政治を題材に、組織の経済学を学びます。 

  

Part-2 市場をデザイン 

06 恋のからさわぎ 

＿＿婚活市場を題材に、マッチングについて学習します。 

07 戦国のプラットフォーム 

＿＿楽市・楽座を題材に、双方向プラットフォームについて学びます。 

08 元祖ブロックチェーン 

＿＿株仲間組織を題材に、取引履歴の共有について学びます。 

09 B2C, B2B, to C2C 

＿＿プラットフォーム上の取引形態の歴史と展望を学びます。 

10 鉄道のまち 

＿＿明治維新以後の都市形成を題材に、取引コストの経済学を学びます。 

Part-3 因果推論 

11 実現しなかった現実 

＿＿社会科学における実験について、基本的な考え方を学びます。 

12 ナポレオンの大実験 

＿＿民主化と経済発展の関係性の検証について学びます。 

13 神の実験 

＿＿黒人問題を題材に、自然実験および社会実験について学びます。 

14 ルネサンスの方程式 

＿＿活版印刷技術の普及を題材に、操作変数を用いた検証について学びます。 

15 恐るべき子供たち 

＿＿幼児教育を中心に、教育の経済学について学びます。 

 

テキスト・ ＊教科書・テキスト  



参考文献 指定教科書はありません。 

＊参考文献  

松島斉『ゲーム理論はアート』、日本評論社、2018 年. 

大竹文雄『競争社会の歩き方』、中公新書、2017 年. 

アルビン・ロス（櫻井祐子訳）『フー・ゲッツ・ホワット？』、日本経済新聞出版社、2016 年.

横山和輝『マーケット進化論』、日本評論社、2016 年.  

中室牧子・津田友介『「原因と結果」の経済学』、2017 年. 

伊藤公一朗『データ分析の力』、光文社新書、2017 年. 

試験・評価

方法 

15 回の授業を通じて行われる演習問題（合計 100 点満点）、および期末レポートを通じて、次

の(1)評価します。 

(1)演習問題の合計得点が 100 点満点中 60 点以下の場合、一切の理由を問わず不可とします

（あくまで単純計算ですが、一回欠席すると 6.7 点分の減点になりますので、７回欠席すると演

習問題を全問正解しても自動的に不可となるものと考えて下さい、ただし、９回以上出席した場

合でも、演習問題に正答できない場合は当然ながら減点対象となります）。 

(2)期末レポートは、期末試験期間内に、所定の方法で提出してもらいま 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

スマートフォン，タブレット，あるいはノートパソコンを持参しない場合， 

e-learning に回答できません。 



金融論 II 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300743 

担当教員 横山 和輝 

学年配当 2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 火曜：2 限（1040～1210） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 滝子キャンパス 2-404 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 ■授業前に e-learning 上にアップしたノートをもとに進行します 

＿新たなスライドの投影もしくは黒板への板書など、文字情報・視聴覚情報を提供しながら進行

します（適宜、メモがとれるようにしておいて下さい）。 

＿授業終了直前に e-learning 上で演習問題に取り組んでもらいますので、演習を通じて理解度を

確認して下さい。 

＊授業計画 

■授業は全 15 回 

＿体系的に解説する便宜のため、次の I〜IV の４つのテーマの順番に授業を構成しています 

I. 企業金融 

01 Hello Goodbye 

 Keywords: separation of ownership and control; agency problems 

02 You Won’t See Me 

 Keywords: hidden action; moral hazard 

03 Everybody’s Got Something to Hide except Me and My Monkey 

 Keywords: adverse selection; signaling 

04 Day Tripper 

 Keywords: hold-up problems; soft-budget problems 

05 With A little Help from My Friends 

 Keywords: transaction costs; markets and organizations 

06 We Can Work It Out 

 Keywords: corporate governance; legal systems 

II. 銀行システム 

07 Carry That Weight 

 Keywords: bank monitoring; solvency 

08 Dear Prudence  

 Keywords: banking panics; prudential policies 

III.株式市場 

09 Eight Days  

 Keywords: stock markets; M&A 

10 Tomorrow Never Knows 

 Keywords: market efficiency; the random walk hypothesis 

11 Good Day Sunshine 

 Keywords: anomalies; behavioral finance 

12 Your Mother Should Know 

 Keywords: Bubbles; asset pricing 

IV. 日本の金融システムの経緯と展望 

13 Let It Be 

 Keywords: too big to fail; bank consolidation 

14 Getting Better 

 Keywords: finance and growth; Schumpeter’s hypothesis 

15 All Together Now 

 Keywords: crowdfunding; initial coin offering 

■ノートは英語，授業は日本語 



＿企業金融に関する精緻な議論が英文文献によって蓄積されているという理由から、授業ノート

（スライド資料）は英語です 

＿担当教員が日本語を母国語とし、受講生も大半が日本語を母国語としていることから授業は日

本語で行います。 

テキスト・ 

参考文献 

指定教科書・参考書はありません。 

試験・評価

方法 

15 回の授業を通じて行われる演習問題（合計 100 点満点）、および期末試験を通じて、次の

(1)〜(3)に基づいて評価します。 

(1)演習問題の合計得点が 100 点満点中 60 点以下の場合、一切の理由を問わず不可とします

（あくまで単純計算ですが、一回欠席すると 6.7 点分の減点になりますので、７回欠席すると演

習問題を全問正解しても自動的に不可となるものと考えて下さい）。 

(2)期末試験は、本学部の規定に従って所定の期末試験期間内に実施されます。 

(3)成績評価は期末試験をもとに相対評価します。具体的には、期末試験の 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

スマートフォン，タブレット，あるいはノートパソコンを持参しない場合， 

e-learning に回答できません。 

 



外国経済史 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300744 

担当教員 木谷 名都子 

学年配当 3 年・4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 木曜：1 限（900～1030） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 滝子キャンパス 2-404 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 本講義では、近現代インドにおける経済発展の歴史について理解することを目的とします。ま

た、歴史的背景をふまえたうえで、現在のインドがどのような課題に直面しているのかというこ

とについて自分なりに考え、それを口頭あるいは文章で他者に明確に伝えることができるように

なることを目的とします。 

具体的な内容は以下のとおりです。 

1. 授業の概要と計画 

2. イギリスによる植民地支配の始まり 

3. 19 世紀における国際経済とインド 

4. 19 世紀インドにおける工業化 

5. インド民族資本家の活動 

6. 両大戦間期におけるインド経済（1）—輸入代替工業化 

7. 両大戦間期におけるインド経済（2）—貿易 

8. グループディスカッション（1）—近代インド経済 

9. 独立後のインド経済（1）—農業の発展と「緑の革命」 

10. 独立後のインド経済（2）—工業の発展 

11. 独立後のインド経済（2）—サービス業の発展 

12. 1980 年代のインド経済 

13. グローバリゼーションと経済自由化政策 

14. 現代インドにおける企業活動 

15. グループディスカッション（2）—現在のインド経済が直面する課題 

テキスト・ 

参考文献 

レジュメを配布します。 

試験・評価

方法 

グループディスカッション（2 回実施予定）への参加度：40％ 

レポート（2 本）：60％ 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

授業計画は、授業の進度などによって変更される場合があります。 

この授業においては、e-learning への登録が必要となります。登録方法については、第 1 回の授

業で説明します。 

 



保育原理 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300745 

担当教員 上田敏丈（人文社会学部准教授） 

学年配当 2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 水曜：2 限（1040～1210） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 滝子キャンパス 1-203 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 保育における基礎的な事項について十分に理解することを目的とする。保育の基本的な考え方、

歴史的経緯、構成原理、内容、現状の課題について学び、幼児期の学びの重要性と社会における

意義について修得する。  

 幼児期の教育は、その後の人間の学びの土台となる重要な過程である。本講義では、保育の歴

史的展開、思想を踏まえ、その意義と内容、構成原理、現状の課題についての理解を深めること

を目的とする。さらに保育者（保育士・幼稚園教諭）の役割についても理解する。また、講義

は、学習者視点の問いを発端として進行していく。   

1 オリエンテーション：なぜ「教育」が必要なのか？ 

2 保育の基本的概念 

3 保育の定義 

4 要領・指針の基本的考え方 

5 子どもの遊びの中での学びと発達 1：制作活動を中心として 

6 子どもの遊びの中での学びと発達 2：好きな遊びの中で 

7 閑話休題：実際に保育を受けてみる 

8 保育実践における環境構成 

9 保育実践の様々な形態と内容 

10 幼児教育の歴史と思想１：なぜフレーベルは幼稚園を作ったのか？ 

11 幼児教育の歴史と思想２：なぜ倉橋惣三は恩物をまぜたのか？ 

12 閑話休題：実際に保育を受けてみる 

13 幼稚園教諭の役割 

14 幼児期の教育の現状と課題 

15 まとめ：着目される幼児教育 

テキスト・ 

参考文献 

厚生労働省  『保育所保育指針』及び『保育所保育指針解説』 

文部科学省  『幼稚園教育要領』及び『幼稚園教育要領解説』 

試験・評価

方法 

毎時の小レポート（30％）、レポート（30％）、期末試験（40％）で評価します。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

特になし 



集団社会心理学 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300746 

担当教員 久保田健市（人文社会学部教授） 

学年配当 3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 金曜：3 限（1300～1430） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 滝子キャンパス 1-310 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要  人間の生態を考えるとき,他者とさまざまな関係性を築きながら,集団で生活をしていることを決

して無視することはできない. 現代以降の科学技術の発展や社会の変化は目まぐるしいものであ

るが,今後どのような変化が生じたとしても,他者との関係性は人間にとって決定的な要因であり続

けるだろう.  

 この授業は，集団過程・集合過程（社会的影響，社会における協調と競争，集団意思決定，文

化と心理）に関して心理学の立場から講義を行い，個 

人の心理と集団とのダイナミックな関係の理解を目指す. 

1. オリエンテーション・授業のキーワード説明 

2. 社会的心理学の人間観 

3. アクション・リサーチ（DVD） 現場での問題解決法 

4. 社会的影響(1) ～集団の影響過程，社会的促進・社会的抑制 

5. 社会的影響(2) ～多数派・少数派の影響過程 

6. 社会的影響(3) ～社会的勢力に関するワークショップ 

7. 社会的交換(1) ～社会的交換理論 

8. 社会的交換(2) ～2 者間のジレンマ 

9. 社会的交換(3) ～社会的ジレンマ 

10. 集団意思決定(1) ～集団意思決定の効率性について 

11. 集団意思決定(2) ～集団意思決定の民主性について 

12. 集団意思決定(3) ～コンピュータを媒介した集団意思決定 

13. 文化と集団間関係(1) ～異文化葛藤に関するワークショップ 

14. 文化と集団間関係(2) ～文化心理学・個人主義と集団主義 

15. 文化と集団間関係(3) ～集団間関係の心理学 

テキスト・ 

参考文献 

『複雑さに挑む社会心理学-適応エージェントとしての人間(改訂版)』  亀田達 

也・村田光二(著)  有斐閣 2010 年 ISBN:978-4-641-12418-9 

試験・評価

方法 

期末定期試験(選択問題 60%,論述問題 40%,資料持込不可)の成績(６0%) 

・平常点(10%)・授業中に課したレポートの成績(３0%)を勘案して評価する 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

なし 



心理検査法１ 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300747 

担当教員 鋤柄増根（人文社会学部教授） 

学年配当 3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 木曜：2 限（1040～1210） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 滝子キャンパス 1-310 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 1 回 心理検査の歴史 

2 回 心理検査に必要な心理測定理論 

3 回 心理検査の分類とそれぞれの考え方 

4 回 信頼性の概説 

5 回 信頼性と古典的な測定誤差論 

6 回 様々な信頼性の計算法とその実習 

7 回 構成概念と妥当性 

8 回 妥当性の検討方法 

9 回 心理検査の標準化（項目の選択） 

10 回 心理検査の標準化（標準化集団の選択） 

11 回 心理検査の標準化（規準の作成） 

12 回 新しい測定理論（項目特性理論） 

13 回 新しい測定理論の応用 

14 回 心理検査の使用に関する法的・倫理的な問題 

15 回 まとめ 

テキスト・ 

参考文献 

テキストはありません．講義の時に文献リストを配付。 

試験・評価

方法 

試験(50%)とレポート(50%)による。 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

 



教育学概論２ 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300748 

担当教員 原田信之（人文社会学部教授） 

学年配当 1 年,2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 月曜：5 限（1620～1750） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 滝子キャンパス 1-206 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 「教える」と「学ぶ」（教授・学習）を基本とする授業の営みについて、児童生徒の発意・発話

を重視する教師の技法と子ども理解がインターラクティブな授業を創出する基盤であることを理

解する。具体的な内容は以下の通りである。                         

１．ガイダンス 

２．教授・学習の相互作用（インターラクション） 

３．授業ビデオ：失敗の原因はどこに？  

４．授業ビデオ：成功の秘訣はどこに？ 

５．成功の秘訣の検討 

６．教育の思想・理念：コメニウス 

７．同       ：感覚主義的認識論 

８．同       ：ルソー 

９．同       ：課題学習「知識注入教育批判」 

10．同       ：ペスタロッチ（まなざし、指導的評価活動） 

11．同       ：ヘルバルト（学派）  

12. 同       ：エレン・ケイ、デューイ（オープンスクール・ビデオ有） 

13．子ども理解の基本視座：傾聴の技法  

14． 同      ：リレーション 

15．確認レポート 

テキスト・ 

参考文献 

ガイダンス時に資料冊子を配布する。 

試験・評価

方法 

講義中の小レポート、積極的な参加状況（ペア or G 活動、感想、出席） 40％、確認レポート

60％ 

 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

特になし 



比較教育学 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300749 

担当教員 山田 美香（人文社会学部教授） 

学年配当 2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 水曜：1 限（900～1030） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 滝子キャンパス 1-204 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 本講義は、教職課程の学生の比較教育学入門として授業を展開する。比較教育学では、他国との

関係で、日本の教育のあり方を考察し、比較分析することを目的とする｡他国の研究を行う上で必

要なのは、教育学に限らず学際的な幅広い視野である｡ただし講読の授業ではないので、外国語能

力は問わない｡  

1.比較教育学の理論・思想・歴史 

2.中国における幼児教育 

3.中国における小学校 

4.中国における中学・高校 

5.台湾における子育て 

6.台湾における幼児教育 

7.台湾における小学校 

8.台湾における中学校 

9.台湾における高校 

10.香港における子育て 

11.香港における幼児教育 

12.香港における小学校 

13.香港における中学校 

14.中国・台湾・香港の大学 

15.まとめ 

16 定期試験 

指示された範囲の予習は必ず行うこと 

テキスト・ 

参考文献 

テキストは、特になし。参考文献は、次の書籍です。 

・世界の学校ー教育制度から日常の学校風景までー二宮皓編著、学事出版、2006 

・世界の教育改革の思想と現状、黒沢惟昭、佐久間孝正、理想社、2000 

・沸騰する中国の教育改革、諏訪哲郎等編著、学習院大学東洋文化研究叢書、東方書店、2008 

・比較教育学会紀要編集委員会編集『比較教育学』毎年刊行 

・世界の教育改革( 早期幼児期教育・高水準で公平な教育・教育的労働力・国境を越え ) ＯＥＣ

Ｄ教育政策分析 ２ 、経済協力開発機構、御園生純 、明石書店、2006  

 

試験・評価

方法 

授業の参加度・リアクションペーパー30％、試験 70％ 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

 



政治学 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300750 

担当教員 伊藤 恭彦（人文社会学部教授） 

学年配当 2 年,3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 火曜：2 限（1040～1210） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 滝子キャンパス 2-404 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 1. イントロダクション(テキスト 10 章） 

2. 政治と政治学（テキスト 1 章） 

3. 政治とは何か 

（１）理論的考察（配付資料） 

4. （２）歴史的考察（テキスト 1 章） 

5. （３）政治権力とは（配付資料） 

6. 政治体制 

（１）政治体制とは何か（第 2 章） 

7.（２）自由民主主義体制（第 2 章） 

8. 現代福祉国家(第 3 章） 

9. 政治制度と政治過程 

（１）政治過程とは何か（4 章） 

（２）国民代表の政治過程（4 章） 

10.（３）利益代表の政治過程（4 章） 

（４）現代政治過程の変容（4 章） 

11. 公共政策と行政 

（１）政策と政策決定過程(5 章) 

（２）政策決定論(5 章） 

12.（３）現代行政の特質（5 章） 

13. 現代国際政治の特徴 

（１）近代国際政治(9 章) 

（２）現代国際政治(9 章) 

14.（３）冷戦からグローバリゼーションへ(9 章） 

15. まとめ 

 

テキスト・ 

参考文献 

加茂利男他『現代政治学』(有斐閣アルマ) 

試験・評価

方法 

平常点（リアクションペーパー）40％、期末試験 60％ 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



社会学概論 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300751 

担当教員 飯島 伸彦（人文社会学部教授） 

学年配当 1 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 月曜：3 限（1300～1430） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 社会・マスコミ・情報 

教室 滝子キャンパス 1-201 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 授業は以下の内容である。  

現代社会の課題 

 １．格差社会、現代的な不平等の進行 

 ２．社会的ネットワークの変容、無縁社会の進行 

 ３．災害・震災およびリスク社会化の進行 

 ４．人口動態学的変化（少子高齢化の諸問題） 

 ５．現代社会の病理 

 社会学的な認識枠組み 

 ６．社会学の方法と考え方ー構造機能主義・システム論的な見方 

 ７．社会学の方法と考え方ー 批判理論・再生産論的な見方 

 ８．部分システムの変容 家族－学校—企業社会の変容 

 ９． 部分システムの相互の連関の変容 政治・文化の変容 

 10．マクロ社会の変化と部分システムの機能不全 

 現代的変化のなかでの日本社会の課題の変容 

 11．成熟化・人口減少・消費社会化と豊かな社会 

 12．高度情報化と課題の変容 

 13．グローバリゼーションと現代社会 

 14．現代社会の課題と成熟化・高度情報化・グローバリゼーション 

 15．現代日本社会の課題について 

 

テキスト・ 

参考文献 

 

試験・評価

方法 

授業中の小レポート等２０％ 

期末試験８０％ 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

 



社会福祉援助技術総論 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300752 

担当教員 樋澤 吉彦（人文社会学部准教授） 

学年配当 2 年,3 年 単位数 4 単位 

開講日程 ＜通年＞ 水曜：1 限（900～1030） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ スポーツ・健康・医療 

教室 滝子キャンパス 1-202 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 社会福祉援助技術（相談援助技術/ソーシャルワーク）とは、様々な「生活上の問題」を抱えた個

人、集団、あるいは地域社会を対象として、社会福祉固有の方法・技術を用いて、社会福祉サー

ビスの提供等によりその解決を目指すとともに、その過程でクライエント自身の自律性・主体性

を尊重し、クライエントの問題解決能力・社会的機能の向上を目指す一連の活動を指す。ソー

シャルワーカーはその活動を担う専門家のことである。 

  本講義は、社会福祉援助技術の目的、価値と倫理、構造と機能、共通基盤、歴史的展開過程、

およびその体系（レパートリー）と展開過程の概観的な学びを通して、社会福祉援助技術の理解

と専門援助職の視点の涵養を図ることを目的とする。 

テキスト・ 

参考文献 

テキストは特に定めず、そのつど配布する「穴埋め式レジュメ」を中心に展開される。 

試験・評価

方法 

試験：100（前半 15 回終了後前半試験（50 点）、後半 15 回終了後後半試験（50 点））  

上記に平常点（出席状況・受講態度等）を反映させ、加減する。 

別途必要な

経費 

無し 

その他特記

事項 

無し 



現代思想 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300753 

担当教員 別所 良美（人文社会学部教授） 

学年配当 2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 月曜：4 限（1440～1610） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 滝子キャンパス 1-204 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 1. 導入：世界を問題として捉えるための枠組みとしての思想・哲学 

2. 近代理性とは何か？：戦後日本の課題としての近代的主体の確立、デカルト 

3. 近代理性とは何か？：社会契約論における個人と国家（ホッブス、ロック、ルソー） 

4. 近代理性とは何か？：啓蒙の哲学。理性の自律と理性による支配（カントとヘーゲル） 

5. 近代理性批判：神の死（ニーチェ）と疎外（マルクス） 

6. 近代理性批判：人間の脱理性化（フロイトとマルクーゼ） 

7. 近代理性批判：啓蒙の弁証法：理性と野蛮の内的関係（フランクフルト学派） 

8. エコロジー思想：コミュニケーション的理性（ハーバーマス）と自然との共生（イリッチ） 

9. エコロジー思想：環境問題の表面化と「持続可能な発展」という考え（ハーマン・デイリー）

10. エコロジー思想：エコロジーと労働の問題（ゴルツ） 

11. 労働観の変容：労働と収入との分離、すなわち市場メカニズムの外部 

12. 労働観の変容：ベーシック・インカム（無条件基本所得）とは何か。 

13. 個人／グループでの研究発表（１） 

14. 個人／グループでの研究発表（２） 

15. 個人／グループでの研究発表（３） 

テキスト・ 

参考文献 

特に指定しない 

試験・評価

方法 

平常点（出席点と議論参加点と設問回答点）：４０％ 

研究発表点：３０％ 

期末レポート試験：３０％ 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

 



社会保障論 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300754 

担当教員 桜井 啓太（人文社会学部講師） 

学年配当 2 年,3 年 単位数 4 単位 

開講日程 ＜通年＞ 前 水曜 

後 木曜：前 3 限（1300～1430）後 2 限 10401210 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ スポーツ・健康・医療 

教室 滝子キャンパス 1-202 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 現代社会における生活保障システムの根幹である社会保障制度について、その全体像をつかみ、

主要な制度や諸課題を理解することを目的とする。具体的な内容は以下のとおり。 

1.社会保障とは その１ 

2.社会保障の理念と機能 

3.社会保障制度の歴史（1）欧米における社会保障 

4.社会保障制度の歴史（2）日本における社会保障 

5.社会保障制度の体系 

6.年金保険制度（1）総論 

7.年金保険制度（2）各論と 近の動向 

8.医療保険制度（1）総論 

9.医療保険制度（2）各論と医療保険の抱える課題 

10.高齢者福祉と介護保険制度 

11.労働保険制度 

12.社会福祉制度（1）社会福祉制度の体系 

13.社会福祉制度（2）公的扶助（生活保護） 

14.社会福祉制度（3）児童（子どもの貧困） 

15.社会福祉制度（4）障害者及び母子・寡婦 

16.社会保障とは その２ 

17.人権と社会保障 

18.福祉国家と新自由主義 

19.家族と社会保障 

20.貧困とセーフティネット 

21.社会保障のコストとベネフィット 

22.税と社会保障制度（1）国際比較 

23.税と社会保障制度（2）国民負担と世代間格差 

24.社会保障の課題（1）少子高齢化 

25.社会保障の課題（2）労働市場の変容 

26.社会保障の課題（3）社会保障制度改革の展開 

27.諸外国の社会保障（1）国際比較と類型化 

28.諸外国の社会保障（2）欧米を中心に 

29.諸外国の社会保障（3）東アジア諸国 

30.まとめ 

テキスト・ 

参考文献 

椋野美智子『はじめての社会保障（ 新版）』有斐閣 

社会福祉士養成講座編集委員会編集『社会保障  第 5 版』中央法規出版、2016 年 

試験・評価

方法 

試験：60（前半 15 回終了後の前半レポート試験（30%）、後半 15 回終了後の後半試験

（30%）） 

平常点：40（出席状況・受講態度・コメントペーパー等） 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

 



国際関係論 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300755 

担当教員 平田 雅己（人文社会学部准教授） 

松本 佐保（人文社会学部教授） 

学年配当 1 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 火曜：3 限（1300～1430） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 滝子キャンパス 2-405 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 本講義の目的は、国際関係を規定する歴史・思想・理論を学ぶことによって、変動期の現代世界

を読み解く視座を獲得することとする。本講義は社会科学分野に精通する二名の国際文化学科教

員によるオムニバス形式をとり、担当教員それぞれの問題関心や視角を通じ、「学問として国際

関係を論じる」ことの意味と必要性について受講者ともに考えていく。本年度は「戦争・民族・

テロリズム」を共通テーマとする。委細については初回授業で説明する。 

1. 講義概要説明（平田、松本）  

2. 国際関係を学ぶ意味、国際関係を捉える視角（平田）  

3. アメリカと現代国際関係(1）ナショナリズム（平田）  

4. アメリカと現代国際関係(2)  外交の性格（平田） 

5. アメリカと現代国際関係(3）戦争の闇その 1 民間人虐殺 

6. アメリカと現代国際関係(4）戦争の闇その 2 兵士の苦悩 

7. アメリカと現代国際関係(5)日米関係—沖縄問題再考（平田） 

8.  アメリカと現代国際関係(6) 映像による学習会（平田） 

9. 宗教から国際関係を読み解く(1)宗教とテロリズム（イスラム国など）（松本）  

10. 宗教から国際関係を読み解く(2)宗教・民族紛争と帝国主義：キリスト教、イスラム教、ユダ

ヤ教（松本） 

11. 宗教から国際関係を読み解く(3)宗教は紛争解決の手段になり得るか？宗教間対話の可能性

（松本） 

12. 地政学と国際情勢に点在するリスク(1)欧州：英国 EU 離脱、NATO、難民（松本） 

13. 地政学と国際情勢に点在するリスク(2)中東とアフリカ（松本） 

14. 地政学と国際情勢に点在するリスク(3)アジア（松本） 

15. 振り返り・自由討論（平田、松本） 

テキスト・ 

参考文献 

Ｗ・ラフィーバー（平田雅己・伊藤裕子監訳）『アメリカ VS ロシア—冷戦時代とその遺産』

（芦書房、2012 年）  

坂井一成編『（新版）グローバリゼーション国際関係論』（芦書房、2014 年）  

西崎文子『アメリカ外交とは何か』（岩波新書、2004 年） 

アレン・ネルソン『ネルソンさん、あなたは人を殺しましたか』（講談社文庫、2010 年） 

デイヴィッド・ヴァイン『米軍基地がやってきたこと』（原書房、2016 年） 

マイケル・クラニッシュ／マーク・フィッシャー『トランプ』（文藝春秋、2016 年）   

平田雅己・菊地夏野 

試験・評価

方法 

各担当教員が課すレポート内容の総合的評価（100％）期末試験は実施しない。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



日本の歴史（日本社会史） 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300756 

担当教員 吉田 一彦（人文社会学部教授） 

学年配当 1 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 金曜：4 限（1440～1610） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 滝子キャンパス 1-203 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 1 「日本国」の成立   

2 天皇制度の成立 

3  日本の天皇制度の政治思想的特色    

4  〈聖徳太子〉をめぐる近年の学説 

5  聖徳太子の真偽  

6  倭国の法と慣習 

7  日本律令の成立 

8  日本律令の成立と特色      

9  律令法と実態     

10  「国風文化論」の問題点と文化の日本化  

11 中世の国家をめぐる学説  

12 中世の宗教と社会        

13 新仏教の流布と特色 

14 中世の罪と刑 

15 まとめ 

〈予習・復習〉 

・学生は専用のノートを作り、各回の授業内容のポイントを、毎回 200 字～300 字で、あるい

は箇条書きでまとめておくようにしてください。あわせて、キーワードを 3～5 語書き出してく

ださい。 

・各回の授業で参考文献として紹介されたものをできる限り読んでください。 

テキスト・ 

参考文献 

教科書は特に指定しない。 

試験・評価

方法 

定期試験による（100％） 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

 



英文法各論 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300757 

担当教員 日木 満（人文社会学部教授） 

学年配当 2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 木曜：1 限（900～1030） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 滝子キャンパス 1-202 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 「英文法各論」では、日本人英語学習者にとって特に習得しにくいと言われている領域(冠詞、名

詞の可算性、前置詞）に焦点をあて、以下の 2 点を目指す。 

１）冠詞、名詞、前置詞についての実践的な英文法の知識と運用能力を身につけ、意図的に使い

分けやができるようになる。 

２）冠詞、名詞、前置詞についての用例を考察することにより、英語の“仕組み”について自分

の頭で考える能力を養う。 

具体的な内容は以下の通り。（変更がある場合は授業で指示する。） 

1.  「名詞形」って何？なぜ大切か？ 

2. 名詞形はなぜ難しい？  / 第 14 章： 名詞 

3. 名詞形の全体像 

4. 名詞的名詞（nN）(1) 動詞 change の目的語の名詞形/ 第 15 章：  冠詞 

5. 名詞的名詞（nN）(2) 通例複数形の名詞 / 第 13 章： 前置詞（前半）   

6. 名詞的名詞（nN）(3) a と one's / 第 13 章： 前置詞（後半） 

7. 動詞的名詞（vN）(1) [vP + vN]① 

8. 動詞的名詞（vN）(2) [vP + vN]② 

9. 動詞的名詞（vN）(3) [V + vN] 

10. 動詞的名詞（vN）(4) [vN + V] 

11. 名詞形のまとめ 

12. 名詞形レポート相談 

13. 文法・語法テスト 

14. 名詞形レポート発表 

15. まとめ 

テキスト・ 

参考文献 

 

綿貫陽・マーク・ピーターセン(2011)『表現のための実践ロイヤル英文法』旺文社 

そのほか、適宜、授業中に指示する。 

試験・評価

方法 

概ね、「教科書テスト」(30%)、「名詞形・前置詞テスト」(40%)、 

「名詞形レポート」（30%）に授業参加度（発言、課題、コメントシート）を 

加味（＋－）して、総合判断する。 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

なし 



多文化社会論 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300758 

担当教員 山本 明代（人文社会学部教授） 

学年配当 1 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 火曜：1 限（900～1030） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 社会・マスコミ・情報 

教室 滝子キャンパス 1-201 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 1.講義テーマ・目的・概要 

テーマ：多文化共創社会の実現をめざして 

目的：名古屋において外国人と共に生きる社会を創るためにはいかなる課題があるのかを日本の

移民政策、外国人差別、難民問題、外国にルーツをもつ子どもたちが抱える問題から考察する。

その際には移民国家と呼ばれるアメリカ合衆国・カナダ・オーストラリアでの多文化主義の運動

や多文化主義政策もヒントを与えるだろう。グローバルな視野に立って、多文化社会とはどうあ

るべきか、日本社会はどう変わるべきか、名古屋でいかなる多文化共創社会を実現できるのか、

受講生と共に考えたい。 

学習到達目標: 

1)日本の移民政策の不在とその問題点を理解する。 

2)アメリカ合衆国、カナダ、オーストラリアにおける多文化主義をめぐる議論や政策について理

解し、多文化社会の課題を知る。 

3)日本が外国人と共に生きるための課題を理解し、名古屋で多文化共創社会を実現するための方

策を構想する。  

4)教職を目指す学生にはアメリカ合衆国・カナダ・オーストリアでの多文化社会の課題と日本で

の課題との類似点を抽出し理解する能力を習得してほしい。 

概要:日本を訪問する外国人観光客は近年急増し、日本に居住する外国人も人口増加とともに多様

化している。少子高齢化が進む日本では外国人労働者を一時的に受け入れる政策が実施されてい

るが、移民政策と呼べるものではない。日本において移民政策はどうあるべきかを考えたい。そ

して、アメリカ合衆国の移民政策やマイノリティによる多文化主義の運動、カナダとオーストラ

リアの多文化主義政策を分析し、そこでの成果と課題を日本の多文化社会の実現のためにいかす

ことができるのか検討したい。 後に、日本において外国人との共生に向けて現在、懸案となっ

ている外国人差別、難民問題、外国にルーツをもつ子どもたちが抱える問題について考察し、外

国人と共に生き、創造する社会の可能性を探りたい。また、グループ・ディスカッションや意見

発表などの議論の時間を設ける予定である。   

2.授業計画 

第 1 回概要説明—名古屋の国際化と外国人 

第 2 回日本の移民政策を考える（1）外国人の受入れ 

第 3 回日本の移民政策を考える（2）日本社会と外国人 

第 4 回日本の移民政策を考える（3）技能実習生 

第 5 回アメリカ合衆国の移民政策 

第 6 回アメリカ合衆国の多文化主義 

第 7 回カナダの多文化主義政策 

第 8 回オーストラリアの多文化主義政策 

第 9 回外国人差別を考える 

第 10 回難民問題を考える 

第 11 回日本の難民政策を考える 

第 12 回外国にルーツをもつ子どもたちの生活と教育 

第 13 回外国にルーツをもつ子どもたちの権利保障 

第 14 回名古屋でいかなる多文化共創社会が実現できるのか 

第 15 回まとめと期末レポート作成 

テキスト・ 

参考文献 

教科書は使用しない。毎回プリントを配布する。 

参考文献 



・荒巻重人ほか編著『外国人の子ども白書』明石書店、2017 年。  

・小泉康一・川村千鶴子編著『多文化「共創」社会入門』慶應義塾大学出版会、2016 年。 

・南川文里『アメリカ多文化社会論』法律文化社、2016 年。 

・師岡康子『ヘイト・スピーチとは何か』岩波新書、2013 年。  

・渡戸一郎・井沢泰樹編著『多民族化社会・日本』明石書店、2011 年。 

その他、各テーマに関連する参考文献については授業中に随時紹介する。 

試験・評価

方法 

毎回の授業のリアクションペーパー（30%）、議論への参加（10%）、レポート（60%）によ

る。 

リアクションパーパーについて   

・毎回の授業について、テーマに応じて問いを示すので、それについて書き、意見も述べる。 

・その他質問や授業の感想など 

レポートについて 

・中間レポート 

・期末レポート 

 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

特になし 



日本民俗学２ 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300759 

担当教員 阪井 芳貴（人文社会学部教授） 

学年配当 1 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 火曜：3 限（1300～1430） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 滝子キャンパス 1-201 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 日本人の暮らしについて知識を持ち、理解することで、日本文化のなりたちを学ぶ。  

とくに、柳田國男・折口信夫の二人の学問を概観しながら、日本全国の祭祀と芸能に中心をお

き、日本人の暮らしを見てゆく。主に日本人の暮らしに彩りを添える年中行事と人生儀礼に焦点

を当てて、具体的に日本の民衆の暮らしを見てゆく。  

なお、講義担当者は、沖縄をフィールドとして研究をしているので、いわゆる日本本土と沖縄の

比較が話の主体となる。 

１ 日本の年中行事（上）－山の暮らし－  

２ 日本の年中行事（中）－海の暮らし－  

３ 日本の年中行事（下）－都市の暮らし－  

４ 日本人の人生儀礼（上）－子どもの世界－  

５ 日本人の人生儀礼（下）－死に向き合う－  

６ 祖先祭祀－葬送儀礼と墓－  

７ 民俗学と冠婚葬祭  

８ ハレ・ケ・ケガレ  

９ 「死」の日本文学史  

10 都市と地方の民俗  

11 正月の民俗  

12 現代日本における民俗学のありかた  

13 日本民俗学の成果と将来  

14 日本人の幸福観  

15  まとめ－日本民俗学と周辺諸科学－  

16 期末試験 

 

テキスト・ 

参考文献 

テキストは使用しない。プリントを多数配布する。 

試験・評価

方法 

レポートと期末試験とを２０％と８０％の割合で評価する。 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

ほとんど毎時間のように映像資料を視聴する。 



ヨーロッパの言語 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300760 

担当教員 佐野 直子（人文社会学部准教授） 

学年配当 1 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 水曜：3 限（1300～1430） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 滝子キャンパス未定 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 本講義の目的は、(1)ヨーロッパのさまざまな諸言語について、その歴史的・文化的・社会的状況

を理解すること 

(2)ヨーロッパで作られてきた言語観と、それに伴う言語研究のあり方を理解し、それがわたした

ちやヨーロッパ以外の世界にどのような影響を与えているかを認識すること である。具体的な

内容は以下の通り。                             1.「ヨー

ロッパ」とは何か －  その境界と「言語」 

2.「ヨーロッパ」のことばの基本的特徴 

3.「言語的ヨーロッパ」の誕生  

4. ヨーロッパの多言語認識の変容 － 「高貴な俗語」  

5. 第一次エコ言語革命       

6. 第一次エコ言語革命後のヨーロッパの言語認識    

7. 第二次エコ言語革命 － フランス革命と言語                      

8. 近代ヨーロッパの言語観の転換 － 「国語」の誕生                    

9. 近代ヨーロッパの言語観と近代言語学１  － 比較言語学 

10. 近代ヨーロッパの言語観と近代言語学２  － 記述言語学      

11. 第二次エコ言語革命の矛盾と破綻１ － 単一言語主義と領域性原則  

12. 第二次エコ言語革命の矛盾と破綻２ － 「言語的ヨーロッパ」の破綻 ？完成？         

13. 「少数言語」の誕生    

14. ヨーロッパの多言語主義政策       

15. 第三次エコ言語革命へ － 「ヨーロッパの諸言語」の諸相と今後の展開 

テキスト・ 

参考文献 

指定する教科書はなし。毎回講義レジュメを配布し、そこに参考文献を記す。 

試験・評価

方法 

毎講義ごとの小レポート一回につき 4〜6 点満点、合計 80〜90 点程度。 

学期末レポート 10 点程度 

記名式・記述式授業評価アンケート  5 点 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

講義時間後、小レポート作成にかなりの時間を取られる可能性もあるため、講義後に 

あまりタイトに予定を入れないことをおすすめします。 



プロダクトデザイン論 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300761 

担当教員 國本 桂史（芸術工学部教授） 

学年配当 3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 木曜：2 限（1040～1210） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 芸術・文学・表現 

教室 北千種キャンパス M101 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 プロダクトデザインに関する理解を深めることを目的とする。 

具体的な内容は以下のとおり。 

1  プロダクトデザインの領域論のオリエンテーリング 

 2  制作、製作、製造、生産の概説 

 3  製品企画、開発から商品化計画までの感性価値創造プロセス 

 4  マーケティング、マーチャンダイジングデザイン 

 5  プロダクト・ポートフォリオ 

 6  プロダクトプロセス開発 

 7  プロダクト・アイデンティフィケーションデザイン 

 8  ユニバーサルデザイン 

 9  ヘルスケア・デザイン 

10  メディカル・デザイン１ 

11  メディカル・デザイン２ 

12  デザインランゲージ 

13  メディアインテグレーションとデザイン情報化 

14  アドバンステクノロジーへのデザインアプローチ 

15  インダストリアル・ストラテジーとしてのデザインディレクション 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書・テキスト】 

講義内容に応じて、文献を紹介する。 

製品デザイン学をベースに、デザイン工学的スタイリングデザイン、 

実習時などに紹介 

【参考文献】 

「かたち・機能のデザイン事典」（丸善 株式会社） 

「製品開発とデザイン その優れた１００選」：OneHundredGreatProductDesigns（丸善 株

式会社） 

試験・評価

方法 

レポート、考査、ポートフォリオの評価 

講義出席率を考慮する。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

インダストリアルデザイン、プロダクトデザインの美しい製品の情報を収集しておくこと。       

各自でインダストリアルデザイン、プロダクトデザイン、メディカルデザイン、ヘルスケアデザ

インの情報を収集しておくこと。 



建築家の仕事 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300762 

担当教員 鈴木 賢一（芸術工学部教授） 

日本建築家協会 

学年配当 3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 金曜：2 限（1040～1210） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 北千種キャンパス M101 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 本講義の目的は、地域で活躍する建築家が建築設計の仕事に日々どのように取り組んでいるか

を、様々な設計組織に所属する立場から解説する。自らの作品の解説や、学生時代の学びが現在

の仕事にどのように結びついているかの経験に基づき、将来、建築家あるいは建築に関連する仕

事に就こうとする学生が、建築家の職能、倫理、設計の方法などについて深く理解し、将来の職

業像を得られるよう講義する。 

具体的な内容は以下のとおり。   

1 回  建築家の活躍する職場（講師１） 

2 回  建築家の学歴と資格（講師２） 

3 回  住宅設計の仕事（講師３） 

4 回  住宅設計の仕事（講師４） 

5 回  住宅設計の仕事（講師５） 

6 回  まちづくりの仕事（講師６） 

7 回  まちづくりの仕事（講師７） 

8 回  組織事務所の仕事（講師８） 

9 回  組織事務所の仕事（講師９） 

10 回  組織事務所の仕事（講師 10） 

11 回  アトリエ事務所の仕事（講師 11） 

12 回  アトリエ事務所の仕事（講師 12） 

13 回  インテリアの仕事（講師 13） 

14 回  インテリアの仕事（講師 14） 

15 回  将来の仕事（受講生による発表）   

※講師の都合で順番・内容が変わる場合があります。 

テキスト・ 

参考文献 

 

試験・評価

方法 

出席率 50％、レポート課題 50％ 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

日本建築家協会（JIA）東海支部による開講科目 



総合理学概論Ａ 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300763 

担当教員 髙石 鉄雄（総合生命理学部教授）他 

学年配当 1 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 金曜：1 限（900～1030） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 数学・物理・化学 

教室 滝子キャンパス 2-204 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 1. 生理学１（身体活動に関わる生理学-１）（担当：高石） 

2. 生理学２（身体活動に関わる生理学-２）（担当：高石） 

3. 生理学３（分子運動生理学とは）（担当：奥津） 

4. 細胞・分子生物学１（植物分子生理機構-１）（担当：木藤） 

5. 細胞・分子生物学２（植物分子生理機構-２）（担当：木藤） 

6. 細胞・分子生物学３（植物遺伝子の発現制御-１）（担当：湯川） 

7. 細胞・分子生物学４（植物遺伝子の発現制御-２）（担当：湯川） 

8. 細胞・分子生物学５（DNA を折りたたむ）（担当：田上） 

9. 進化・生態学１（生物の進化機構-１）（担当：鈴木） 

10. 進化・生態学２（生物の進化機構-２）（担当：鈴木） 

11. 進化・生態学３（分子系統進化学-１）（担当：熊澤） 

12. 進化・生態学４（分子系統進化学-２）（担当：熊澤） 

13. 進化・生態学５（集団遺伝学と保全生物学）（担当：村瀬） 

14. 生物化学１（生化学-１）（担当：中務） 

15. 生物化学２（生化学-２）（担当：櫻井） 

テキスト・ 

参考文献 

必要に応じで各教員が資料を配布する。 

試験・評価

方法 

授業態度+レポートで 100％。定期試験は行わない。 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

わからない点は、積極的に質問すること。 



総合理学概論Ｂ 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300764 

担当教員 笹森 貴裕（総合生命理学部教授）他 

学年配当 1 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 金曜：2 限（1040～1210） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 数学・物理・化学 

教室 滝子キャンパス 2-204 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 1. 赤外線天文学 1（分子雲と星形成）（担当：杉谷） 

2. 赤外線天文学 2（分子雲と星形成）（担当：杉谷） 

3. 惑星物質科学（結晶成長の基礎論）（担当：三浦） 

4. 量子物理学（ミクロの世界の法則）（担当：徳光） 

5. 構造物性物理学（原子を見る方法）（担当：青柳） 

6. 有機化学 1（有機化学と無機化学）（担当：笹森） 

7. 有機化学 2（有機合成と有機機能化学）（担当：笹森） 

8. 分子構造学（液晶の科学）（担当：片山） 

9. 位相幾何学（結び目理論）（担当：鎌田） 

10. 代数学 1（演算と代数構造）（担当：河田） 

11. 代数学 2（抽象代数と表現）（担当：河田） 

12. 知能情報学（コンピューターによる知的活動）（担当：渡邊） 

13. 音声処理 1（ことばの仕組み）（担当：中村） 

14. 音声処理 2（ことばの仕組み）（担当：中村） 

15. 画像処理（色彩科学序論）（担当：田中） 

テキスト・ 

参考文献 

必要に応じで各教員が資料を配布する。 

試験・評価

方法 

授業態度+レポートで 100％。定期試験は行わない。 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

講義の順番は変更する場合がある。  

わからない点は、積極的に質問すること。 



薬剤学 I 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300765 

担当教員 湯浅 博昭（薬学部教授） 

学年配当 2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 月曜：3 限（1300～1430） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ スポーツ・健康・医療 

教室 田辺通キャンパス大講義室 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 1 薬物動態の基礎 (E1-1-1-6) 

2 薬動学：線形 1-コンパートメントモデル/静注 (E4-2-1-1,E4-2-1-2) 

3 薬動学：線形 1-コンパートメントモデル/定速静注 (E4-2-1-1,E4-2-1-2) 

4 薬動学：線形 1-コンパートメントモデル/反復静注 (E4-2-1-1,E4-2-1-2) 

5 薬動学：線形 1-コンパートメントモデル/1 次吸収 (E4-2-1-1,E4-2-1-2) 

6 薬動学：線形 1-コンパートメントモデル/消失経路（静注） (E4-2-1-1,E4-2-1-2) 

7 薬動学：線形 2-コンパートメントモデル/静注 (E4-2-1-1) 

8 薬動学：非線形 1-コンパートメントモデル/静注 (E4-2-1-3) 

9 薬動学：生理学的理解/腸管吸収 (E4-1-2-5,E5-2-3-1) 

10 薬動学：生理学的理解/分布容積 (E4-1-3-2,E4-1-3-3) 

11 薬動学：生理学的理解/臓器クリアランス (E4-2-1-5) 

12 薬動学：生理学的理解/腎クリアランス (E4-1-5-1,E4-1-5-2) 

13-1 薬動学：生理学的理解/非結合形薬物の挙動 (E4-1-3-2,E4-2-1-5) 

13-2 薬動学：生理学的理解/生理学的薬物速度論モデル (E4-2-1-5) 

13-3 薬動学：モデル非依存的解析/モーメント解析 (E4-2-1-4) 

14-1 薬動学/薬力学：PK/PD モデル (E4-2-1-6) 

14-2 薬物治療管理：治療薬物モニタリング (E4-2-2-1,E4-2-2-4) 

15 総括：演習 (E1-1-1-6,E4-1-2-5,E4-1-3-2,E4-1-3-3,E4-1-5-1,E4-1-5-2,E4-2-

1-1,E4-2-1-2,E4-2-1-3,E4-2-1-4,E4-2-1-5,E4-2-1-6,E4-2-2-1,E4-2-2-4,E5-2-

3-1) 

テキスト・ 

参考文献 

期末試験（筆記試験）： 100% 

試験・評価

方法 

授業時間外の学習：初回の授業で資料を配布・指示 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

 



微生物薬品学 I 
 

開設大学 名古屋市立大学 科目コード 300766 

担当教員 白根 道子（薬学部教授） 

学年配当 2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 金曜：2 限（1040～1210） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 生物 

教室 田辺通キャンパス大講義室 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 【微生物学序論】｛C8-3-1｝ 

1. 微生物の種類や病原性の概念、微生物学の歴史的重要事項を学ぶ。(p1-p6) 

【細菌学総論】｛C8-3-2, C8-4-2, E2-7-1, E2-7-2｝ 

2. 細菌の分類方法・構造・増殖過程を理解する。(p7-p30) 

3. 遺伝子の発現や伝達、および新規の病原菌の出現機序を理解する。(p31-p42) 

4. 感染・発症における菌の病原因子と宿主の抵抗性因子を理解する。(p43-p55) 

5. 菌の分離・同定法や、疾患の細菌学的診断法を理解する。(p55-p61) 

6. 抗菌薬の作用機序と副作用、薬剤耐性機構を理解する。(p61-p73) 

【ウイルス学総論】｛C8-3-3, C8-4-2｝ 

7. ウイルスの基本構造・増殖過程・変異機構・感染様式を理解する。(p221-p229) 

8. ウイルス感染に対する生体の応答を理解する。(p229-p247) 

9. 腫瘍ウイルスによる発癌の機構を理解する。(p247-p258) 

10. ウイルス感染症の検査法や抗ウイルス薬を理解する。(p258-p268) 

【真菌学・原虫学・蟯虫学】｛C8-3-4, E2-7-5, E2-7-6｝ 

11. 真菌の病原因子・疾患・検査法・診断法を理解する。(p341-p358) 

12. 原虫・蟯虫の感染症状・治療・予防法を理解する。(p367-p382) 

【感染症の予防と対策】｛C8-3-5, C8-4-1, D1-2-2｝ 

13. 消毒と滅菌について理解する。(p383-p391) 

14. 医療関連感染の概念・過程・予防策を理解する。(p392-p410) 

【まとめ・試験】 

15. まとめと演習 

16. 期末試験 

＊括弧内は｛SBO｝および（教科書ページ） 

テキスト・ 

参考文献 

筆記試験（期末試験 100%） 

試験・評価

方法 

講義前に、次回の授業の教科書範囲を読んで予習しておくこと。 

講義後に、ポータル配信のレジュメと小テスト答で復習すること。 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

 



キャリア発達論 
 

開設大学 愛知大学 科目コード 300801 

担当教員 武田 圭太 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 月曜日：4 限（1500～1630） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 社会・マスコミ・情報 

教室 豊橋キャンパス 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 テーマ：組織社会化の諸問題 

概要：働くことに焦点を合わせ，経営組織の構成員として，職場集団のなかで与えられた職務を

遂行しながら，加齢とともに人が発達・成長・社会化・個性化していく過程について学ぶ。学校

から仕事の世界へ移行する直前の発達段階にある大学在学中に，経営組織の構成員として，働く

ことにかかわる主な出来事を事前に理解すること，つまり，予期的社会化を経験したい。具体的

には，職業興味，職業選択，採用選考，組織コミットメント，仕事の動機づけ，現実ショック，

早期離職，職務満足，職場のストレス状態，過労死・過労自殺，女性の就業問題，仕事と家庭と

の調和など，キャリアの生涯発達に関する個別主題を取り上げて，新規学卒者の採用と定着，共

働き夫婦の仕事と家庭との調和をはじめ，職業生活にかかわる身近な問題について考える。 

 この授業の目標は，自身のキャリアを創造するための基本的な考え方を理解することであり，

それによって，卒業後の職業生活への適応力を習得することが期待できる。 

講義形態：原則として，講義形式で行う。できるかぎり具体的な事例や研究例を供覧しながら展

開していく。 

スケジュール： 

（1）組織社会化とキャリア開発計画 

（2）キャリア展望と生涯生活計画 

（3）職業興味とパーソナリティ 

（4）職業選択と採用選考 

（5）組織コミットメント 

（6）仕事の動機づけ 

（7）現実ショックへの対処 

（8）フリーターと早期離・転職 

（9）職務満足 

（10）長時間労働と過労死・過労自殺 

（11）職場のストレス状態と健康 

（12）女性が働く現状 

（13）共働き夫婦のキャリア 

（14）仕事と家庭との調和 

（15）まとめ: キャリア発達初期の課題 

テキスト・ 

参考文献 

特定のテキストは使用しない。 

以下の文献を参考書とし授業中に適宜紹介する。 

F. E. フィードラー（山田雄一 訳）  1970  『新しい管理者像の探求』  産業能率大学出版部 

M. フリードマン・R. H. ローゼンマン（河野友信  監修・新里里春  訳）1993  『タイプＡ—

性格と心臓病—』  創元社 

J. L. ホランド（渡辺三枝子・松本純平・道谷里英  共訳）  2013  『ホランドの職業選択理論

—パーソナリティと働く環境—』  雇用問題研究会 

K. E. クラム（渡辺直登・伊藤知子  訳） 

試験・評価

方法 

①随時行う小テストと②定期試験期間中に提出する単位レポートをもとに評価する。 

①を 40％，②を 60％として総合評価する。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

準備学習として，『日本経済新聞』『産経新聞』『日経ビジネス』など，主要な経済紙・経営誌

や地元紙に目をとおし，社会経済の動向や雇用情勢の変化について，国内外の動きに関心を持っ



て受講してほしい。また，授業で解説する概念や学説は，参考書を読み理解を深めるような事後

学習を望む。そして，仕事・職場の選択や将来の生活設計など，自身のキャリアを模擬的に創造

してみてほしい。  

関連する科目として，社会心理学を履修することが望ましい。 



ドイツ事情 
 

開設大学 愛知大学 科目コード 300802 

担当教員 鈴木 康志 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 水曜日：4 限（1500～1630） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 豊橋キャンパス 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月,9 月 

講義概要 テーマ：ドイツ語圏の文化 

概要：21 世紀の「壮大な実験」と言われる EU（ヨーロッパ連合）、その EU の中心の一つとな

るドイツ語圏の文化の一端に触れることを目標にします。 

講義形態：授業は講義形式で行います。 

スケジュール： 

講義は体系的なものではなく、様々なジャンルから、いくつかのトピックスを選び、そのトピッ

クスを －音声・映像資料を使いながら－ 概説したあと、みなさんと一緒に考えることによっ

て、ドイツ語圏の文化に対する理解を深めていきます。以下は講義予定ですが、順番が多少変わ

ることがあります。（項目は立てていませんが、ドイツ語圏であるオーストリアやスイスについ

ても講義する予定です。また、言葉の理解なしに文化の理解はむずかしいと思いますので、発音

や簡単な文法などドイツ語そのものについても基礎を少し学びます。） 

1．ドイツのイメージ —Introduction をかねて— 

2．ドイツの近代史（第２次世界大戦くらいまで）、 

3．ドイツの現代史（戦後のドイツ、ベルリンの壁の建設と崩壊、ドイツ再統一など） 

4．ドイツの音楽（教養あるいは趣味としてのクラシック音楽） 

5．ドイツの現代音楽Ⅰ（70，80,90 年代のジャーマンロック(ノイエ・ドイチェ・ベレ)） 

6．ドイツの現代音楽Ⅱ（現代のジャーマンポップス、ロック、メタルなど） 

7．ドイツの美術（ケルン大聖堂などの建築物と絵画を中心に） 

8．ドイツの現代文学・文化（マンガに受容されたドイツ文化、ドイツサッカーなど） 

9．ドイツの現代映画Ⅰ（戦前と 60～70 年代と現代のドイツ映画について） 

10．ドイツの現代映画Ⅱ（現代のドイツ映画を鑑賞します。） 

11．ドイツの街並みとその歴史（ビデオ・スライドで美しいドイツの街並みを見ます。） 

12．ナチスをめぐる問題（ナチスのユダヤ人虐殺とその現代への影響について） 

13．ドイツの環境政策（環境先進国ドイツの環境政策を紹介します。） 

14．ドイツの食文化（ビール、パン、ソーセージ、肉料理、スイーツなど） 

15．まとめと試験 

テキスト・ 

参考文献 

テキスト：プリントを使用する予定です。 

参考図書： 

鈴木・保坂著 『ドイチュ アインブリック！（みんなで学ぼう、ドイツとドイツ語）』 大学書

林 

村上 敦著 『キロワットアワ・イズ・マネー』いしづえ （ 初の授業の際に参考図書の説明を

します。） 

試験・評価

方法 

出席(毎回小レポート提出)、授業への参加態度 (20%) 及び授業時中に実施する臨時試験 (80%) 

により評価する。出席重視で４回以上の欠席は認めない。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

＜準備学習＞授業中に指示する参考図書等の「ドイツ事情」の箇所などを読んで、講義に参加す

ること。 

＜事後学習＞授業中に扱ったトピックスについて、自分なりにさらに調べ、発展させること。 

履修者への要望：プリントが多くなりますので、ファイルを用意してください。また授業中の私

語やスマホを厳禁します。 



少子高齢社会論 
 

開設大学 愛知大学 科目コード 300803 

担当教員 新井野 洋一 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 水曜日：2 限（1100～1230） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 社会・マスコミ・情報 

教室 豊橋キャンパス 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 テーマ：少子高齢社会の現状と諸問題 

概要：地域政策のねらいは生活者の観点に立てば、安全で安心な生き生きとした地域を実現する

ことであり、人々の QOL(生命・生活の質)の維持、向上を意味している。超高齢社会を目前にし

て、少子高齢化現象と QOL の維持、向上をめぐる諸課題の解決が急務となっている。この科目

では、人口の高齢化の概況とそれらの抱える社会・家族問題を学ぶ。また、少子化について、そ

の原因と誘因、背景を科学的に分析する。少子化によって生じる諸問題を概観する。さらに、超

高齢社会における高齢者の地域生活のあり方をサクセスフルエイジングの観点から、成就件の分

析を通じて見直すとともに、子育ての問題を整理する。 

講義形態：講義形式が中心となりますが、口頭発表してもらうこともあります。 

スケジュール： 

1.少子高齢社会の概念（わが国の人口の変化)                                                

2.少子高齢化の原因と特徴(少子化の要因と人口高齢化の日本的特徴) 

3.少子高齢社会問題①経済問題（生計維持問題，財政問題）                  

4.少子高齢社会問題②家族・夫婦問題（夫婦生活の延長，高齢者の健康状態）               

5.少子高齢社会問題③地域をめぐる問題（子どものいない地域生活） 

6.高齢者の健康・体力・病気の実態（高齢者の健康状態と病気の特徴） 

7.老化の基本と高齢者の概念（老化の様式，形態学・生理学的老化） 

8.高齢者の心理・生活構造（感覚・運動・神経系，心理的加齢，社会的老化） 

9.QOL の概念と高齢者の QOL（高齢者の QOL の要素と相互関係） 

10.老化指標としての ADL（ 低限必要な日常生活動作能力とスポーツ） 

12.サクセスフル･エイジングの要因（長寿県が教えることと実現要因） 

12.高齢者の生活環境づくり（ユニバーサルデザインの追求）                                 

13.子育て問題の背景と課題(出産、育児と経済的課題)                                      

14.子育て支援の現状と問題点(女性が住みやすい社会の追求) 

15.まとめ 

テキスト・ 

参考文献 

テキストは使用しない。 

参考図書は適宜紹介する。 

試験・評価

方法 

授業参加態度 30%、講義期間中のレポートの課題・小テスト 20%、試験期間中の筆記試験

50%で評価する。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

準備学習・事後学習： 

授業に関連する新聞記事をよく読んでおくこと。各回の講義ノートを整理し、内容を理解してお

くこと。  

履修者への要望： 

講義終了後に質問の時間を設けます。疑問点はそのままにせずに、どんなことでも結構ですか

ら、質問・相談して下さい。 



地域学概論 
 

開設大学 愛知大学 科目コード 300804 

担当教員 岩崎 正弥 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 水曜日：3 限（1320～1450） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 豊橋キャンパス 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月,9 月 

講義概要 テーマ：地域の学びのもつ意味や特徴，地域学の現状と地域政策（地域づくり）との関連，課題

と展望などを学びます。 

概要：「地域学」と呼ばれる住民自身による地域の学びが全国各地で行われるようになってきま

した。自地域の名称を頭に付ける「●●学」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。地

域学は，決して自地域だけを考え，自地域のみの繁栄を求める試みではありません。暮らしの場

を見つめ，自分たちの根っこを掘り下げていくことで世界につながる，そんな志向性をもった地

域の学びです。 

 この授業では，いわゆる「地域科学」ではなく，地域づくり現場で注目を集めている上記の

「地域学」を中心に据えて講義を進めます。地域学とは何か，から始まって，地域学の実態，特

色，手法，意義，課題を順次考察する予定です。また地域政策分野では「市民協働」が強調され

ますが，この担い手育成とも関わり，また地域の持続可能性（サステナビリティ）への展望も視

野に入れています。 

講義形態：講義形式。履修人数にもよりますが，受講生が可能な限り参加できるような工夫をし

ます。 

スケジュール： 

1 地域学って何？ 

2 地域学の背景 

3 地域学の考え方 

4 水俣学～絶望から立ち上げる希望～ 

5 東北学～「辺境」からの挑戦～ 

6 愛知県の地域事情～愛知県に地域学はありえるのか～ 

7 地域学を疑似体験してみよう 

8 地域学の特色～気づきから行動へ～ 

9 様々な地域学と課題～ 

10 「小さな自治」を育てる地域学 

11 地域政策（地域づくり）の担い手育成 

12 住み続けるに値する地域とは～地域の持続可能性論(1)～ 

13 地域のサステナビリティとは～地域の持続可能性論(2)～ 

14 広域圏で構想する地域学～地域の持続可能性論(3)～ 

15 総括 

テキスト・ 

参考文献 

テキストは使用しません。毎回プリントを配布します。 

参考文献：授業時に適時紹介します。 

試験・評価

方法 

総合評価。出席表（毎回の課題等）40 点。期末試験 60 点。ただし第１回授業時に「授業の約

束事」を配布するので，それをよく確認すること。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

準備学習：次回テーマに関わる事前学習の課題（キーワード検索，事例調べ等）を提示する。 

事後学習：出席表に毎回の課題を書いて提出してもらう予定である（2 回）。 

履修者への要望：言うまでもないことですが「私語厳禁」。この点は非常に厳しい態度で臨みま

す。詳細は，第１回授業時に配布する「授業の約束事」をよく確認すること。 



西洋法制史Ⅰ 
 

開設大学 愛知大学 科目コード 300805 

担当教員 大川 四郎 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 月曜日：1 限（900～1030） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 名古屋キャンパス 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 テーマ：西洋諸国の法律の源泉がローマ法、カノン法に由来することを理解する。 

概要：古代から１4 世紀末までの西洋法史を概観する。 

講義形態：講義形式による。法制史は、歴史学の一部門でもあるから、史料に基づきながら、講

義を進める。なお、適宜ビデオやスライド等の映像資料をも提示する。 

スケジュール： 

第 1 回 緒論・古代ギリシア・ローマにおける訴訟の萌芽 

第 2 回 「ローマ的なもの」とは何か －統治の天才、ローマ人 

第 3 回 「ローマ帝国」と法律家 － 権力と法律家との悩ましい関係 

第 4 回 「ローマ法大全」の編纂 － 法典編纂の陰に「女」あり 

第 5 回 ローマ法と現代法 － ローマ法と日本現代法の関係 

第 6 回 中世ヨーロッパにおける大学の成立 － キリスト教教会に由来する大学 

第 7 回 スコラ学と法解釈学 － 史上 古のボローニャ大学法学部 

第 8 回 キリスト教と法（1） － 教会あるところ、法あり 

第 9 回 キリスト教と法（2） － 人はなぜ教会の法を遵守したか？ 

第 10 回 キリスト教と法（2） － 人はなぜ教会の法を遵守したのか？ 

第 11 回 「カノン法大全」の編纂 － 司祭様は法律家？  

第 12 回 カノン法と現代法 － カノン法と日本現代法の比較 

第 13 回 カノン法による裁判 － 英国大法官トマス・モアの刑死 

第 14 回 ローマ・カノン法学識の伝播（1） － バルトリストにあらずんば法学徒にあらず 

第 15 回 ローマ・カノン法学識の伝播（2） － 『ガルガンチュア物語』の中でラブレーに

罵倒される法学部・まとめ 

テキスト・ 

参考文献 

テキスト：ピーター・スタイン著，屋敷二郎監訳，関根徳・藤本幸二訳『ローマ法とヨーロッ

パ』（ミネルヴァ書房，2013 年） 

なお、あらかじめ指示したときには、各自の六法を持参してほしい。 

参考図書： 

授業の進度に応じて適宜指示する。通史的なものとしては以下のものを挙げておく。 

碧海純一・伊藤正巳・村上淳一編『法学史』（東京大学出版会，1976 年） 

クヌート・Ｎ・ネル著村上淳一訳『ヨーロッパ法史入門』（東京大学出版会、1999 年） 

勝田有恒・森征一・山内進編『概説 西洋法制史』（ミネルヴァ書房，2004 年） 

笹 

試験・評価

方法 

総合的に評価する。 

■学期末定期試験期間中に筆記試験を実施する（80％）。筆記試験における評価基準は、（1）

歴史的背景が理解できているか、（2）対象となっている時代の法制度と現行法とを関連づける

ことができているか、である。 

 なお、学期末定期試験が不安な履修者は、 終授業までに予備レポートを提出しておき、筆記

試験の評価に代えることができる（80％）。レポート課題の文献リストは授業中に提示する。評

価基準としては、（1）複数文献の内容を正確に把握し比較対照できているか、（2）授業内容と

の関連づけができているか 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

事前学習として、テキストまたは教材の所定箇所を読んでおくこと。教材は「ムードル」により

事前配布する。 

事後学習として、教材中に収録されている各種資料の時代背景と、どのような点が当時の法に関



わっているかを、整理しておくと。 

関連する科目：「西洋法制史Ⅱ」をも継続履修してほしい。「到達目標」で掲げているように、

「六法に掲載されている（日本）現行法の重要な規定の背後」に「ヨーロッパ法文化の蓄積があ

ることを理解する」ためには、19 世紀までの西洋法史を学習することが必要だからである。法

および法律学の歴史に関わる講義 



西洋法制史Ⅱ 
 

開設大学 愛知大学 科目コード 300806 

担当教員 大川 四郎 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 月曜日：1 限（900～1030） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 名古屋キャンパス 

履修条件 「西洋法制史Ⅰ」からの継続履修を前提とする 

募集定員  募集時期 4 月,9 月 

講義概要 テーマ：西洋近世における法典編纂史および法学史を理解する。 

概要：近世から１９世紀末までの西洋法史を概観する。ちょうどこの期間に、西洋諸国では、法

治国家としての諸基盤（司法制度、法典、法曹養成機関）が確立される。換言するならば、19

世紀末より日本が継受していくであろう西洋法文化の形成史をたどることになる。 

講義形態：講義形式による。法制史は、歴史学の一部門でもあるから、史料に基づきながら、講

義を進める。なお、適宜、ビデオやスライド等の映像資料をも提示する。 

スケジュール： 

第 1 回 近世理性主義的自然法論（1） － 「国際法の父」にとどまらないグロチウス 

第 2 回 近世理性主義的自然法論（2） － パンデクテン体系の先駆け？ 

第 3 回 フランスにおける法源統一の試み － 実はフランス革命以前にさかのぼるフランス民

法典 

第 4 回 フランス民法典の編纂 － 法典編纂の陰にまたも「女」あり 

第 5 回 エスカレートする宗教裁判 － ジャンヌ・ダルクの涙 

第 6 回 啓蒙主義と刑法改革運動（1） － ことの発端はシャトーの書斎から 

第 7 回 啓蒙主義と刑法改革運動（2） － カフェーでの談論から生まれた名著『犯罪と刑

罰』 

第 8 回 啓蒙主義と刑法改革運動（3） － ギロチンと共に生まれたフランス刑法典 

第 9 回 古典学派刑法学 － 血筋は争えないフォイエルバッハ家？ 

第 10 回 ドイツ歴史法学派の萌芽（1） － 食い物の恨みと法律学 

第 11 回 ドイツ歴史法学派の成立（2） － グリム童話と法律学 

第 12 回 パンデクテン法学とドイツ民法典（1） － ドイツ人法律家はローマ法がお好き？ 

第 13 回 パンデクテン法学とドイツ民法典（2） － パンデクテン体系の成立 

第 14 回 近代学派刑法学 － 古典派刑法学の修正 

第 15 回 まとめ 

テキスト・ 

参考文献 

テキスト：ピーター・スタイン著屋敷二郎監訳『ローマ法とヨーロッパ』（ミネルヴァ書房、

2003 年） 

授業中に指示した時には、各自の六法を持参してきてほしい。 

参考文献：授業の進度に応じて適宜指示する。通史的なものとしては以下の文献を挙げておく。 

碧海純一・伊藤正巳・村上淳一編『法学史』（東京大学出版会、1976 年） 

クヌート・ネル著村上淳一訳『ヨーロッパ法史入門』（東京大学出版会、1999 年） 

勝田有恒・山内進編『近世・近代ヨーロッパの法学者たち』（ミネルヴァ書房、2008 年） 

勝田有恒・森征一・山内進編『 

試験・評価

方法 

総合評価で評価する。 

■学期末定期試験期間中に筆記試験を実施する（80％）。筆記試験における評価基準は、（1）

歴史的背景が理解できているか、（2）対象となっている時代の法制度と現行法とを関連づける

ことができるか、である。 

 なお、学期末定期試験が不安な履修者は、 終授業までに予備レポートを提出しておき、筆記

試験の評価に代えることができる（80％）。レポート課題の文献リストは授業中に提示する。評

価基準としては、（1）複数文献の内容を正確に把握し比較対照できているか、（2）授業内容と

の関連づけができているか、 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記 事前学習として、テキストまたは教材の所定箇所を読んでおくこと。教材は「ムードル」により



事項 事前配布する。 

事後学習として、教材中に収録されている各種資料の時代背景と、どのような点が当時の法に関

わっているかを、整理しておくこと。 

関連する科目：この講義は「西洋法制史Ⅰ」からの継続履修が前提となっている。春学期の「西

洋法制史Ⅰ」で講じたローマ法が、秋学期の「西洋法制史Ⅱ」の中でも頻繁に出てくるからであ

る。「西洋法制史Ⅰ」を受講済みの学生諸君は、できるだけ「西洋法制史Ⅱ」をも継続して履修

してほしい。なお、法および法 



中小企業論 
 

開設大学 愛知大学 科目コード 300807 

担当教員 辻 隆司 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 月曜日：3 限（1300～1430） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 名古屋キャンパス 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月,9 月 

講義概要 テーマ：中小企業の行動と実態  

概要：本講義では、わが国中小企業の発展経緯と中小企業を巡る様々な問題を整理することで、

社会経済における中小企業の位置づけを明らかにする。また、社会構造の変化の潮流を捉えなが

ら、中小企業が直面する今日的課題を取り上げ、その実態を明らかにするとともに課題克服に向

けた政策のあり方を示す 

講義形態：口述による講義。板書、PowerPoint 等を用いるとともに必要に応じて参考資料を配

布する 

理論的解説を進める一方で、適宜、映像教材等を利用して現実の中小企業の姿を紹介する 

スケジュール： 

１．オリエンテーション  

２．中小企業の概念と定義①  

３．中小企業の概念と定義②  

４．存立条件と存立形態①  

５．存立条件と存立形態②  

６．地位と役割①  

７．地位と役割②  

８．中小企業研究の展開①  

９．中小企業研究の展開②  

１０．中小企業研究の展開③  

１１．中小企業と資金調達  

１２．公的金融と地域金融機関  

１３．中小企業の課題①  

１４．中小企業の課題②  

１５．まとめ  

（※ただし、受講者の関心や受講状況、講義の進捗状況等に応じて予定を変更することがある） 

テキスト・ 

参考文献 

＜テキスト＞  

特定のものは使用しない 

＜参考図書＞  

高田亮爾ほか『現代中小企業論』増補版、同友館、2011 年  

植田浩史ほか『中小企業・ベンチャー企業論』新版、有斐閣コンパクト、2014 年  

松井敏邇『中小企業論』増補版、晃洋書房、2009 年  

中小企業庁編『中小企業白書』ぎょうせい  

その他、必要に応じて参考図書を紹介する 

試験・評価

方法 

講義期間中に実施する中間レポート（あるいはリアクションペーパー）（50%）と期末小テスト

（あるいは期末レポート）（50%）をもとに総合評価する。ただし、履修者多数の場合は、筆記

試験（100%）による評価に変更する場合がある 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

（準備学習）新聞を読み、日々の出来事に関心を持って授業にのぞむこと 

（事後学習）受講した内容を復習し整理すること 

履修者への要望：講義に関するコメントを講義中あるいはメール等にて受付け、講義でフィード

バックします。不明な点がある場合は、積極的に質問してください 



都市経済論 
 

開設大学 愛知大学 科目コード 300808 

担当教員 國崎 稔 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 金曜日：2 限（1045～1215） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 名古屋キャンパス 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月,9 月 

講義概要 テーマ：都市の形成と空間利用に関する都市問題の原因とその対応策 

概要：都市に働きそして居住するのはなぜだろうか。そして、どのようにして都市の規模が決ま

るのだろうか。さらに、都市の機能は何か。多様な経済問題を抱える都市の形成とその多様性を

理解する。 

講義形態：講義形式で行う。必要な資料は授業中適宜配布する。 

スケジュール： 

第 1 回 オリエンテーション 

第 2 回 都市の形成 

第 3 回 集積の利益 

第 4 回 輸送費問題と都市形成 

第 5 回 都市内土地利用と地代１ 

第 6 回 都市内土地利用と地代２ 

第 7 回 企業立地土地利用の規制と 

第 8 回 前半まとめとテスト 

第 9 回 市場都市と中心地理論 

第 10 回 都市交通問題１ 

第 11 回 都市交通問題２ 

第 12 回 都市の公共サービス 

第 13 回 地方分権と地域競争 

第 14 回 都市の経済活動 

第 15 回 まとめ 

テキスト・ 

参考文献 

テキスト：佐々木公明・文世一『都市経済学の基礎』有斐閣 

参考図書：授業中に関連資料を配布。 

試験・評価

方法 

総合評価（100％） 

期末試験期間中に実施する筆記試験 70％で評価する。 

授業期間内テスト 1 回（30％）で評価する。 

試験評価の基準：都市の形成メカニズムと空間利用の基礎理論を理解できているかによって評価

する。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

事前学習：ミクロ経済学の復習 

事後学習：講義内容の復習と講義中に指示した関連項目の学習 

履修者への要望：経済学の応用分野に関心を持ってもらいたい。 



立地分析論 
 

開設大学 愛知大学 科目コード 300809 

担当教員 神頭 広好 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 火曜日：4 限（1445～1615） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 社会・マスコミ・情報 

教室 名古屋キャンパス 

履修条件 「ミクロ経済学」及び「統計学」の基礎知識があることが望ましい 

募集定員  募集時期 4 月,9 月 

講義概要 テーマ：立地とまちづくり 

概要：立地分析手法の理論と応用 

講義形態：授業については講義形式を採る。受講者からの質問等については講義の後で受ける。 

スケジュール： 

1.観光と都市 

2.観光都市の性格 

3.観光都市の立地 

4.観光資源の立地 

5.ホテルの立地と都市の特徴 

6.レジャー施設の立地 

7.アウトレットモールの立地 

8.観光都市のコンビニエンスストア 

9.道の駅 

10.都市と交通と観光資源 

11.駅の立地 

12.空港の立地と観光旅行者 

13.観光資源と旅行者 

14.まちづくりの事例 

15.総括 

テキスト・ 

参考文献 

参考図書：神頭広好『都市の空間経済立地論』古今書院，2009 年 

試験・評価

方法 

試験評価(期末試験期間中に実施する筆記試験 100%))で評価する。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

準備学習：基礎的数学の能力とミクロ経済学の知識を身につけておくこと。 

関連する科目：マイクロ経済学及び統計学の基礎知識があることが望ましい。 



金融機関論 
 

開設大学 愛知大学 科目コード 300810 

担当教員 冨村 圭 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 月曜日：3 限（1300～1430） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 名古屋キャンパス 

履修条件 「金融論」を履修していることが望ましい 

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 テーマ：現代経済における金融機関の機能の理解  

概要：現在の経済活動において、金融機関が果たす役割や、実体経済に及ぼす影響は益々大きな

ものになっている。例えば、米国のサブプライム問題によって、投資銀行リーマン・ブラザーズ

が破綻し、その影響が他の金融機関にも波及することで、世界経済に大きな混乱をもたらした。

金融機関の機能を理解することで、経済の流れを読む力を養うことができるようになる。 

講義形態：講義形式で行う。 

スケジュール： 

1. イントロダクション 

2. 金融仲介の理論① 

3. 金融仲介の理論② 

4. 銀行① 

5. 銀行② 

6. 証券会社と投資信託会社 

7. 格付け機関と証券市場 

8. 損害保険会社 

9. 生命保険会社 

10. 中小企業金融機関① 

11. 中小企業金融機関② 

12. 公的機関と信用保証制度 

13. 金融機関のガバナンス問題① 

14. 金融機関のガバナンス問題② 

15. まとめ 

テキスト・ 

参考文献 

教科書は特に指定しないが、参考書として紹介したテキストなど、金融を総合的に扱った本を準

備することが望ましい。 

参考図書：呉文二・島村髙嘉・中島真志（著） 『金融読本（第 26 版）』（東洋経済新報社） 

試験・評価

方法 

試験評価（期末試験期間中に実施する筆記試験 100％）で評価する。金融機関の機能を理解でき

ているかを評価する。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

事前学習としては、参考書として紹介する金融のテキストを予習することに加え、日頃から、経

済新聞や経済雑誌を読むこと。 

事後学習としては、ノートを復習すること。 

関連する科目：「金融論」を履修していることが望ましい。 



異文化間コミュニケーション 
 

開設大学 愛知大学 科目コード 300811 

担当教員 塚本 鋭司 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 火曜日：6 限（1810～1940） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 社会・マスコミ・情報 

教室 名古屋キャンパス 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 テーマ：異文化理解 

概要：グローバル化する現代社会において，異なる文化を持つ人々と接触する機会が増えていま

す。そして，お互いの文他背景を知らなければ，意思の疎通が上手くいかなかったり，思わぬト

ラブルを生じることがあります。 

 この授業では，日本人とほかの国の人々（中国，ドイツ，タイ，アメリカ，イギリス，フラン

ス，ロシア，韓国）との文化の共通性や差異，コミュニケーションの仕方の違いなどについて学

びます。 

講義形態：中国語，ドイツ語，タイ語，英語，フランス語，ロシア語，韓国朝鮮語の教員がリ

レーで授業を担当します。 

 １回目と１4 回目は全担当者による各文化，言語についての紹介，討論を行います。 

 ２回目から１3 回目は各担当者がリレーで各国の文化，言語について講義形式で話をします。 

 14 回目と１5 回目はまとめを行います。 

 （詳細は以下の「授業の内容・スケジュール」を参照すること。） 

スケジュール： 

１回 各文化，言語について （全担当者） 

２回 アメリカ人とのコミュニケーション [アメリカ社会の多様性、人種と階級]  （塚本

鋭） 

３回 アメリカ人とのコミュニケーション [アメリカの大学生の特徴、大学と教育文化}（塚本

鋭） 

４回 イギリス人とのコミュニケーション [イギリスの言語事情、ユーモアとイギリス人] 

（塚本倫） 

５回 イギリス人とのコミュニケーション  [イギリス人のイメージと国民性、社会階層と教育]

（塚本倫） 

６回 ロシア人とのコミュニケーション （清水） 

７回 ドイツ人とのコミュニケーション    （飯島） 

８回 フランス人とのコミュニケーション （永田） 

９回 中国人とのコミュニケーション [そもそも中国人とは、「中国」の虚像と実像]（塩山） 

１０回 中国人とのコミュニケーション [伝統から現代への変遷]（塩山） 

１１回 韓国人とのコミュニケーション（金） 

１２回 タイ人とのコミュニケーション [タイってどんなところ？タイ人ってどんな人たち？]

（加納） 

１３回 タイ人とのコミュニケーション[タイ人とのコミュニケーションにおける留意点]（加

納） 

１４回 全体討論、講義のまとめ、異文化間コミュニケーションのあり方 （全担当者） 

１５回 まとめ 

テキスト・ 

参考文献 

（テキスト） 

各担当者が必要な場合にプリントを配布します。 

原則として講義内容を自分のノートに筆記すること。 

（参考文献） 

鎌倉健悦著 異文化間コミュニケーション入門  丸善 2009 

試験・評価

方法 

＜評価方法＞ 

筆記形式のまとめ（講義１5 回目に実施 ８０％）と出席状況（２０％）を総合して評価しま

す。 



＜試験実施方法＞ 

定期試験は実施しませんが，授業のなかでまとめの筆記を実施します。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

特に予習は必要ありませんが、復習をきちんとしてください。 

授業におけるコミュニケーションのあり方を心得て参加すること。 

（私語，マナーに反する行為は厳禁します。） 

授業の前に、携帯電話、スマートフォンの電源を切って、カバンの中にしまうこと。授業中にそ

れらを操作しているところを注意されたら、平常点から５点減点、授業中に着信音を鳴らした

ら、３点減点します。 



平和学 
 

開設大学 愛知大学 科目コード 300812 

担当教員 鈴木 規夫 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 水曜日：4 限（1445～1615） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国語・語学 

教室 名古屋キャンパス 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 テーマ：アジア共同体の平和学—その 21 世紀における戦争と平和 

概要：『易経』の「観国之光，利用賓于王」など、「観光」の語源については諸説あります。い

ずれにせよ、「観光」はたんなる遊覧ではなく、地域を臨んでヴィジョンをもつことです。そし

て、そうしたヴィジョンを備えた視座から、〈アジア〉という地域を、主体的に考えていくこと

が、本講義の主たる目的です。かつて、宮沢賢治は「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人

の幸福はあり得ない/自我の意識は個人から集団社会宇宙と次第に進化する」（「農民芸術概論綱

要」）と記しました。賢治の想定した「集団社会宇宙」の「進化」の途上には、「日本」や「東

亜」「東洋」といった、今日のわれわれが一般に〈アジア〉と呼んで、あたかも所与の現実的空

間であるかのように扱っているイメージもあります。 

賢治の〈アジア〉は、いったい、どのような「自我の意識」の状態を意味しているのでしょう

か。賢治の想像力の豊かさゆえに銀河系へ広がる「宇宙」イメージはさまざまな思想文学研究の

対象となっています。しかし、〈アジア〉といった「進化」する途上の「自我の意識」について

のイメージは曖昧なままです。 

「個人」から〈日本〉、〈アジア〉、〈世界〉、〈宇宙〉へと展開していく「自我の意識」のそ

れぞれのステージは、はたしてどのようなものなのでしょう？ 「個人」から〈韓国〉や〈中

国〉といったレベルを経由して〈アジア〉へのプロセスを志向するようなものなのでしょうか、

あるいは「個人」から一気に〈宇宙〉へ飛躍してしまうような性格のものなのでしょうか……。

これが本講義の通奏低音を成しています。 

そして、2011 年 3 月 11 日東日本大震災とそれに連鎖する津波、フクシマといった災禍後すで

に 6 年が経過した現実に立って、次世代にとっての〈希望〉はいったいどこにあるのかを考えて

いきます。それはこれまでの、そしてこれからの日本を支えていくであろう、より充実した持続

可能な多様で多文化の共生関係を実現する、アジア共同体の構築をおいて他ないのですが、その

構築には、相当な時間を要します。われわれ大学人はそれを未来に繋ぐための有意の人材の育成

に努めなければなりません。 

これを目的とし、さらに「アジア共同体の平和学」を実施します。戦争状態にあって共同体は成

り立たず、アジア共同体成立の前提となる、戦争ならざる状態としての平和とはいかなるものか

について考えます。「アジア共同体の平和学」では、人間の安全保障を始めさまざまな視座か

ら、〈アジア共同体の 21 世紀における戦争と平和〉を掘り下げていくことになります。 

授業形態：講義形式（鈴木規夫教授をコーディネーターとし、条件の許す限り、なるべく多彩な

ゲスト講師を迎えます。受講生のみなさんに、多様な存在や見解に触れ考えてもらうためです。

ただ、お迎えする講師のご都合により日程上の調整や補講を設定することがありますのでご注意

ください） 

スケジュール： 

第一回 イントロダクション：〈アジア共同体における平和〉とは何か〔鈴木規夫/愛知大学教

授〕 

第二回 〈アジア〉における新たな規範形成の可能性〔鈴木規夫/愛知大学教授〕 

第三回  統治をめぐる儒家—イスラーム・コネクション（1）〔渡辺信一郎/元京都府立大学学

長〕 

第四回  礼楽をめぐる儒家—イスラーム・コネクション（2）〔趙維平/上海音楽学院教授+小島

康敬 ICU 特任教授〕 

第五回  近代をめぐる儒家—イスラーム・コネクション（3）〔蔵志軍/復旦大学教授+徐青/浙江

理工大学副教授〕 

第六回 〈アジア〉における戦争と平和(1)〔武者小路公秀/元国連大学副学長〕 



第七回 〈アジア〉における戦争と平和(2)〔板垣雄三/東京大学名誉教授〕 

第八回 〈アジア〉における戦争と平和(3)〔西谷修/立教大学教授〕 

第九回 〈アジア〉における日常性と平和〔周星/愛知大学教授〕 

第十回 〈アジア〉における理解と和解への道〔バラック・クシュナー/ケンブリッジ大学准教

授〕 

第十一回 戦争と平和をめぐるインテリジェンス〔加藤哲郎/一橋大学名誉教授〕 

第十二回〈アジア共同体における平和〉の諸条件（1）〔加々美光行/愛知大学名誉教授〕 

第十三回〈アジア共同体における平和〉の諸条件（2）〔島薗進/上智大学教授〕 

第十四回〈アジア共同体における平和〉の諸条件（3）〔泉裕泰/在バングラディシュ日本大使〕 

第十五回 アジア共同体の未来と平和  〔佐藤洋治/ワンアジア財団理事長・鈴木規夫/愛大教授〕

テキスト・ 

参考文献 

テキスト：用いません。各回講師の講義レジュメを参照してください。 

参考図書：鈴木規夫編『イメージング・チャイナ』国際書院(2014)、他の文献については開講

時および各回講義時に提示します。 

試験・評価

方法 

1 平常点（出席し、かつ講義中の質問、各回のリアクションペーパーの提出、関連ワークショ

ップやシンポなどへの参加など、「講義に参加する」ことによる評価ーただ出席しただけでは評

価対象にはなりません）:70 パーセント 

2 期末課題（講義 終日に実施します）：30 パーセント 

試験は実施せず、毎回のディスカッションペーパーの提出と、期末課題で総合的に評価します。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

準備学習・事後学習：開講時に指示される方法によりながら、各回講義の予復習を推奨します。 

講義用アドレスとして、aidai_asia@yahoo.co.jp を用います。 

講義の一環として、学内外で開催されるシンポジウムや講演会などへ参加を求める場合がありま

す（加点要素として配慮します）。 



言語文化論（B） 
 

開設大学 愛知大学 科目コード 300813 

担当教員 鎌倉 義士 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 月曜日：1 限（900～1030） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 名古屋キャンパス 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月,9 月 

講義概要 テーマ：言語と文化はどのように関わりあっているのか。言葉から文化を読み解くことができる

のか。 

概要：この授業を履修する学生は言語に興味がある人でしょう。母語とは異なる言語を学ぶとき

に、自らの文化との違いに気づくことがあります。この授業では、その違いを体系的に学ぶこと

で、第二言語の学習と促進、そして異文化理解を深めることを目標とします。授業内で扱う言語

は、私がこれまで学習した英語・スペイン語・ポルトガル語・フランス語・中国語・韓国語が中

心になります。 

講義形態：演習形式で行います。授業内では、言語の違いを理解するために、さまざまな言語で

のあいさつや数の数え方などを覚えてもらいます。授業内での活動にも積極的に参加してくださ

い。 

スケジュール： 

第 1 回 あいさつ １ 

第 2 回 あいさつ ２ 

第 3 回 人を呼ぶことば １ 人称代名詞 

第 4 回 人を呼ぶことば ２ 親族名称について 

第 5 回 人を呼ぶことば ３ 名前 固有名詞 

第 6 回 人を呼ぶことば ４ 西洋人の名前 

第 7 回 まとめ １ 

第 8 回 モノとことば １ 

第 9 回 モノとことば ２ 

第 10 回 数とことばと文化 １ 

第 11 回 数とことばと文化 ２ 

第 12 回 ことばに見る性差 

第 13 回 異文化理解における非言語行動 １ 

第 14 回 異文化理解における非言語行動 ２ 

第 15 回 まとめ ２ 

テキスト・ 

参考文献 

テキストは使用せずに授業内で教員がプリントを配布します。 

授業内にていろいろな参考図書を提示する予定です。 

試験・評価

方法 

総合評価。出席（70％）、定期試験（10％）、課題の提出（10％）、授業中の活動への参加状

況（10％）から総合的に評価します。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

授業内で学ぶあいさつや数を復習しておいてください。 

授業の欠席は３回までと心得てください。４回以上の場合には単位は認定しません。 

講義の妨げとなるので携帯電話の使用は控えてください。使用の際にはその授業は欠席扱いとし

ます。 

私語、居眠り、携帯使用などが目立つ学生には退出してもらいます。その授業は欠席扱いとしま

す。 



Popular Culture（02） 
 

開設大学 愛知大学 科目コード 300814 

担当教員 山田 美智子 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 水曜日：3 限（1300～1430） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 名古屋キャンパス 

履修条件 授業は英語で行う。 

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 テーマ：Analysis of American pop culture 

概要：Analyze various pop culture in the US (mainly ads and movies)  

講義形態：Lecture MOSTLY in English. Discussion ONLY in English. Materials are 

provided during class if necessary. 

スケジュール： 

１ Music videos  

２ Advertisements with celebrities 

３ Super bowl ads 

４ Subliminal messages 

５ Fantasy movies (e.g., Lord of the rings, Harry Potter)  

６ Japanese culture seen in American media + lost in translation  

７ Cigarette ads 

８ Heroes depicted in the US mass media 

９  Popularity of manga, animation in America  

１０  Clothes, burger – from overseas to Japan  

１１  Effective ways of creating ads  

１２  Presentation 

１３  Presentation 

１４  Presentation 

１５  Summary 

テキスト・ 

参考文献 

None 

試験・評価

方法 

Paper & presentation IN ENGLISH (70%), and attendance & class participation 

(30 %)  

(I) Paper – Around 3-5 pages, single-spaced with at least 3 supporting materials. 

They should be mentioned in text and bibliography. Use Times New Roman 12 font. 

-- (a) It 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

準備学習・事後学習： 

Pay attention to the news and/or articles talking about the U.S.. 

This syllabus is subject to change  

 



日中戦争史 
 

開設大学 愛知大学 科目コード 300815 

担当教員 三好 章 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 月曜日：2 限（1045～1215） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 名古屋キャンパス 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月,9 月 

講義概要 テーマ：「日中戦争」の意味を考える 

概要：【日中戦争の意味を考える】 

「日中戦争」ということばの意味するところを、歴史の文脈の中で考える。東アジア近代史の中

で日中両国が互いに関わり合い、そのなかに「日中戦争」があることの意味を、21 世紀の現在

から考えたい。日中双方の理解に、それぞれ問題はないのか、特に現地プログラムに参加する学

生を対象に考えたい。 

授業形態：講義が中心となる。 

スケジュール： 

①なぜ、「反日」運動が起こるのか 

②～③近代史における日中関係 

④～⑤日中戦争の原因……経済・社会・文化 

⑥～⑦日中戦争の国際的要因……外交・国際環境 

⑧映画『戦ふ兵隊』……亀井文夫は戦争をどう見たのか 

⑨～⑪戦争の終わらせ方、終わり方 

⑫～⑬戦後の日中関係 

⑭現在から見た日中戦争 

⑮まとめ 

テキスト・ 

参考文献 

テキスト：Moodle によって，必要なレジュメを配布する。 

参考図書： 

吉田裕『アジア・太平洋戦争』（岩波新書） 

小林英夫『日本のアジア侵略』山川出版社 

石島紀之『中国抗日戦争史』青木書店 

江口圭一『十五年戦争小史』青木書店  

その他、適宜指摘する。 

試験・評価

方法 

筆記試験により評価する。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

準備学習・事後学習：テキストは講義の前に読了し、講義後は関連書籍を渉猟する。 

履修者への要望：講義への遅刻、途中退出、および講義中の飲食などは厳禁する。 

なお、配布物の再配布はおこなわないので、十分に注意すること。 



日中関係論 
 

開設大学 愛知大学 科目コード 300816 

担当教員 砂山 幸雄 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 水曜日：１限（900～1030） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 名古屋キャンパス 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月,9 月 

講義概要 テーマ：日中関係の基本問題とその背景 

概要：今年は日中平和友好条約締結 40 周年を迎える。日中国交正常化から数えればすでに半世

紀に近い。この間、日本と中国との間のさまざまなレベル、領域における交流は劇的に増大した

が、他方では尖閣諸島（中国名：釣魚島）をめぐる問題や首相の靖国神社参拝に象徴される歴史

認識問題など、さまざまな問題が発生し、国民の相手国に対するイメージも大きく低下してし

まった。これは 40 年前とは大きな違いである。しかし、日中双方にとって日中関係の重要性は

40 年前と変わりはない。加えて、今や両国は世界第２位と第３位の経済大国となった。日中関

係の今後のあり方は、両国だけでなく東アジア、さらに世界全体の平和と発展にとっても大きな

影響をあたえることは間違いない。 

この講義では、1972 年に実現した「日中国交正常化」のプロセスを検証してから、日中関係の

現状と今日直面している諸問題（領土問題、歴史認識問題、経済関係問題など）について考察す

る。履修者のなかには学習背景が異なる留学生が含まれることを考慮して、まず日本と中国（場

合によっては韓国）の初中等教育で日中関係がどのように教えられてきたかも紹介し、両国間の

認識ギャップについてともに考える機会を提供したい。日中関係が良好ではない原因として、両

国民ともに日中関係の現実に対する正確な理解を欠いたままマスコミの流す一方的な情報に流さ

れていることも大きい。現実を正しく知ることは、問題解決のための大切な手がかりとなる。な

お、この授業は日本理解・発信力育成をめざす「さくら 21」科目の一つである。 

スケジュール： 

第１回 イントロダクション－日中関係の現状 

第２回 歴史的背景（１）—アジアの近代のなかの日本と中国 

第３回 歴史的背景（２）—日本の侵略と中国 

第４回 歴史的背景（３）—日中戦争と戦後処理 

第５回 歴史的背景（４）－中華人民共和国の成立とその後 

第６回 日中国交正常化（１）—国交正常化まで 

第７回 日中国交正常化（２）—田中訪中と「日中共同声明」 

第８回 日中国交正常化（３）—日中平和友好条約と「日中友好」の時代 

第９回 日中友好時代の終焉 

第 10 回 日中関係の現状と問題（１）—歴史認識をめぐる問題 

第 11 回 日中関係の現状と問題（２）—歴史認識をめぐる問題（続）   

第 12 回 日中関係の現状と問題（３）—領土・領海をめぐる問題 

第 13 回 日中関係の現状と問題（４）—排他的経済水域をめぐる問題 

第 14 回 日中関係の現状と問題（５）—経済関係をめぐる問題  

第 15 回 まとめー国民間の相互イメージの問題 

テキスト・ 

参考文献 

テキストは用いない。授業中にプリントを配布する。  

参考文献： 

①国分良成・添谷芳秀・高原明生『日中関係史』有斐閣、2013 年 

②毛里和子『日中漂流』岩波新書[新赤版 1658]，2016 年 

③服部龍二『日中国交正常化—田中角栄、大平正芳、官僚たちの挑戦』中公新書［2110]、

2011 年 

④梶谷懐『日本と中国経済—相互交流と衝突の 100 年』ちくま新書、2016 年 

⑤高原明生ほか編『日中関係史 1972-2012』全 4 巻、東京大学出版会、2012 年 

試験・評価

方法 

◆授業参加度（受講回数 10 回未満のものは評価対象としない）30％、期末試験の成績 70%の

加重で評価する。 



◆日中関係の基本的事項を中心とした授業の理解度を成績評価の基準とする。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

事前学習の一環として、日頃から新聞やテレビの報道番組などを通じて、日中関係の現状につい

ての問題関心を深めておいてほしい。 

事後学習の一環として授業中にわからなかったことは、できるだけ自分で調べて疑問を解決する

こと。また、事後学習として次回までに宿題を課すことがある。 

関連する科目：高校時代に使った「日本史」「世界史」（留学生はそれぞれの国の「国史」や

「世界史」）の教科書を捨てないで、参考にしてください。 

 



仏教の歴史Ⅰ 
 

開設大学 愛知学院大学 科目コード 301001 

担当教員 石田 尚敬（文学部講師） 

学年配当 2 年、3 年、4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 月曜日：3 限（1330～1500） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 日進キャンパス 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 本講義では、インド仏教の基礎知識を身に付け、インドにおいて成立した仏教の思想史的展開を

把握することを目的とします。本年度は、仏教思想において「心」と認識の問題がどのように論

じられているか見ていきます。春学期は、初期仏教から教理研究が盛んに行われた部派仏教（ア

ビダルマ）の時代を経て、初期大乗仏教に至る展開を考察します。講義では、講師の解説のほ

か、原典とその翻訳を配布して読解します。具体的な内容は、以下の通り。 

1. イントロダクション 

2. インド仏教の成立と展開 

3. 初期仏教における心の問題 

4. アビダルマにおける心の問題（１） 

5. アビダルマにおける心の問題（２） 

6. 大乗仏教の成立 

7. 無著・世親の伝記 

8. 無著・世親の著作 

9. 唯識思想の成立と展開 

10. 『唯識三十頌』とその注釈書 

11. 『唯識三十頌』を読む（１） 

12. 『唯識三十頌』を読む（２） 

13. 『唯識三十頌』を読む（３） 

14. 『唯識三十頌』を読む（４） 

15. まとめ 

16. 期末試験 

テキスト・ 

参考文献 

参考文献：服部正明／上山 春平『認識と超越<唯識>』（角川文庫ソフィア文庫、1997），その

他については授業中に指示します 

試験・評価

方法 

学期末のテスト。授業への参加態度を考慮する。 

別途必要な

経費 

特になし。 

その他特記

事項 

特になし。 



仏教の歴史Ⅱ 
 

開設大学 愛知学院大学 科目コード 301002 

担当教員 石田 尚敬（文学部講師） 

学年配当 2 年、3 年、4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 月曜日：3 限（1330～1500） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 日進キャンパス 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 本講義では、春学期に引き続き、インドにおける仏教の思想史的展開を解説します。本年度は、

仏教思想における「心」と認識の問題を主題としますが、秋学期は、インド仏教思想において展

開した唯識思想に焦点を当てます。仏教の歴史においてなぜ唯識思想が誕生したのか、その思想

史的背景に迫りつつ、唯識思想の意味を考察していきます。講義では、講師の解説のほか、原典

とその翻訳を配布して読解します。具体的な内容は、以下の通り。 

1. イントロダクション 

2. 唯識思想の展開 

3. 『唯識三十頌』を読む（５） 

4. 『唯識三十頌』を読む（６） 

5. 『唯識三十頌』を読む（７） 

6. 『唯識三十頌』を読む（８） 

7. 『唯識三十頌』を読む（９） 

8. 『唯識三十頌』を読む（10） 

9. 『唯識三十頌』を読む（11） 

10. 世親に関する近年の研究 

11. 唯識思想に関する近年の研究 

12. 唯識思想と外界対象の問題 

13. 唯識に関する典籍（１） 

14. 唯識に関する典籍（２） 

15. まとめ 

16. 期末試験 

テキスト・ 

参考文献 

参考文献：服部正明／上山 春平『認識と超越<唯識>』（角川文庫ソフィア文庫、1997），その

他については授業中に指示します 

試験・評価

方法 

学期末のテスト。授業への参加態度を考慮する。 

別途必要な

経費 

特になし。 

その他特記

事項 

特になし。 



現代社会と宗教Ⅰ 
 

開設大学 愛知学院大学 科目コード 301003 

担当教員 小林 奈央子（文学部准教授） 

学年配当 1 年、2 年、3 年、4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 金曜日：2 限（1110～1240） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 日進キャンパス 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 本講義の目的は、現在世界各地で起こっている諸問題について、宗教を切り口に分析・考察して

いくことにある。まず、世界の諸宗教について歴史や教義内容、特色などを学んだ上で、具体的

な問題について検討していく。具体的な内容は以下のとおり。 

1. ガイダンス 

2. ユダヤ教の概要と社会問題 

3. キリスト教の概要と特色 

4. キリスト教に関わる時事問題 

5. イスラームの概要と特色 

6. イスラームに関わる時事問題 

7. 「アブラハムの宗教」と現代社会 

8. アジアの宗教の概要と特色 

9. アジアの宗教に関わる時事問題 

10. アフリカの宗教と時事問題 

11. 移民問題と宗教 

12. 国家と宗教のかかわり 

13. 世界経済と宗教のかかわり 

14. 宗教とジェンダーをめぐる問題 

15. 生命倫理と宗教をめぐる問題 

16. 定期試験 

本講義を受講するにあたっての入門的文献として以下を挙げておく。 

・櫻井義秀・平藤喜久子編『よくわかる宗教学』（ミネルヴァ書房、2015） 

 

テキスト・ 

参考文献 

指定テキストはなし、授業内容に合わせて適宜参考文献を紹介する 

試験・評価

方法 

平常点（授業参加状況＋授業内小レポート＋宿題レポート）５０％、定期試験５０％ 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

特になし 



現代社会と宗教Ⅱ 
 

開設大学 愛知学院大学 科目コード 301004 

担当教員 小林 奈央子（文学部准教授） 

学年配当 1 年、2 年、3 年、4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 金曜日：2 限（1110～1240） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 日進キャンパス 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 本講義の目的は、「現代社会と宗教Ⅰ」で学んだ内容をふまえ、現代社会と宗教をめぐる諸問題

についてより発展的な内容を学ぶことにある。グローバル化、ナショナリズム、ファンダメンタ

リズム（原理主義）、ジェンダー、教育など毎時間個別のテーマを取り上げて考察する。具体的

な内容は以下のとおり。 

1. ガイダンス 

2. グローバル化と宗教 

3. グローバル化が宗教にもたらす影響と問題 

4. ナショナリズムと宗教 

5. ファンダメンタリズムと宗教 

6. 宗教とジェンダー 

7. 日本の宗教とジェンダー 

8. 宗教と教育 

9. 宗教とスピリチュアリティ 

10. 宗教と聖地巡礼 

11. 宗教ツーリズム 

12. 宗教と文学 

13. 宗教と美術 

14. 宗教と音楽 

15. 宗教と映画 

16. 定期試験 

本講義を受講するにあたっての入門的文献として以下を挙げておく。 

・櫻井義秀・平藤喜久子編『よくわかる宗教学』（ミネルヴァ書房、2015） 

テキスト・ 

参考文献 

指定テキストはなし、授業内容に合わせて適宜参考文献を紹介する 

試験・評価

方法 

平常点（授業参加状況＋授業内小レポート＋宿題レポート）５０％、定期試験５０％ 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

特になし 



禅の思想Ⅰ-Ⅰ 
 

開設大学 愛知学院大学 科目コード 301005 

担当教員 伊藤 秀憲（文学部教授） 

学年配当 2 年、3 年、4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 水曜日：1 限（930～1100） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 日進キャンパス 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 【授業の概要】 

道元研究の回顧と現況を知り、また『三大尊行状記』（道元伝）を読むことによって道元の生涯

を学びます。 

【授業の到達目標】 

道元研究において現在問題となっている点を理解し、伝記を読むことにより、文献研究の方法を

理解する。道元研究の基礎力を付けることを目的とする。 

【授業計画】 

1．「ガイダンス」「道元研究の回顧と現況ー伝記研究⑴伝記史料」 

・伝記史料としてどのようなものがあるかを学びます 

2．「道元研究の回顧と現況ー伝記研究⑵伝記研究」 

・これまでの伝記研究における問題点について学びます 

3．「道元研究の回顧と現況ー伝記研究⑶略伝」 

・道元の略年譜によって伝記を学びます 

4．「道元研究の回顧と現況ー著作研究⑴正法眼蔵」 

・『正法眼蔵』の成立について学びます 

5．「道元研究の回顧と現況ー著作研究⑵その他の著作」 

・『正法眼蔵』以外の著作について学びます 

6．「道元研究の回顧と現況ー思想研究」 

・道元の思想について学びます 

7．「『三大尊行状記』道元伝⑴誕生」 

・誕生から出家の前までを学びます 

8．「『三大尊行状記』道元伝⑶入宋」 

・出家から入宋の前までを学びます 

9．「『三大尊行状記』道元伝⑶入宋」 

・入宋と諸山歴遊を学びます 

10．「『三大尊行状記』道元伝⑷新到列位問題」 

・新到列位問題について学びます 

11．「『三大尊行状記』道元伝⑸如浄との相見」 

・如浄との相見について学びます 

12．「『三大尊行状記』道元伝⑹身心脱落」 

・如浄の下であったとされる身心脱落について学びます 

13．「『三大尊行状記』道元伝⑺遺嘱」 

・帰国に際しての如浄の遺嘱について学びます 

14．「『三大尊行状記』道元伝⑻帰国」 

・帰国から興聖寺時代までを学びます 

15．「『三大尊行状記』道元伝⑼北山入越」「まとめ」 

・北山入越から示寂までを学びます 

16．定期試験 

テキスト・ 

参考文献 

参考書 『道元禅師の人間像』  水野弥穂子  岩波書店  

    『諸本対校永平開山道元禅師行状建撕記』  河村孝道  大修館書店     

    『道元禅研究』  伊藤秀憲  大蔵出版  

 

試験・評価 ３分の２（１０回）以上の出席者に対して評価を行う。 



方法 評価の配分は、平常点（授業参加度＋授業態度）４０％、試験６０％。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

座席は指定する。 

授業中の教室の出入りと、携帯電話等の操作、私語は禁止する。 



禅の思想Ⅰ-Ⅱ 
 

開設大学 愛知学院大学 科目コード 301006 

担当教員 伊藤  秀憲（文学部教授） 

学年配当 2 年、3 年、4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 水曜日：1 限（930～1100） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 日進キャンパス 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 【授業の概要】 

『普勧坐禅儀』『正法眼蔵行持』の講読を通して道元の思想を考え、思想の特徴が理解できるよ

うになることを目的としています。 

【授業の到達目標】 

道元の特徴ある公案解釈方法をも理解し、道元の著作を読み解く力を養うことができる。 

【授業計画】 

1．「ガイダンス」「『普勧坐禅儀』講読⑴」 

・「原夫道本円通」から「急務恁麼事」でを学びます 

2．「『普勧坐禅儀』講読⑵」 

・「夫参禅者」から「不応卒暴」までを学びます 

3．「『普勧坐禅儀』講読⑶」 

・「甞観、超凡越聖」から終りまでを学びます 

4．「『正法眼蔵行持』講読⑴行持道環」 

・注釈書や『正法眼蔵』の他の巻での説示を手掛かりとして、「行持道環」について学びます 

5．「『正法眼蔵行持』講読⑵不曾の染汚の行持」 

・注釈書や『正法眼蔵』の他の巻での説示を手掛かりとして、「不曾の染汚の行持」について学

びます 

6．「『正法眼蔵行持』講読⑶行持の功徳と現成」 

・注釈書や『正法眼蔵』の他の巻での説示を手掛かりとして、「行持の功徳と現成」について学

びます 

7．「『正法眼蔵行持』講読⑷釈迦牟尼仏の段」 

・釈迦牟尼仏の行持について学びます 

8．「『正法眼蔵行持』講読⑸摩訶迦葉の段」 

・摩訶迦葉の行持について学びます 

9．「『正法眼蔵行持』講読⑹波栗湿縛の段」 

・波栗湿縛の行持について学びます 

10．「『正法眼蔵行持』講読⑺大鑑慧能の段 

・大鑑慧能の行持について学びます 

11．「『正法眼蔵行持』講読⑻馬祖道一・雲巌曇成・雲居道膺・鏡清道怤・三平義忠の段」 

・馬祖道一・雲巌曇成・雲居道膺・鏡清道怤・三平義忠の行持について学びます 

12．「『正法眼蔵行持』講読⑼百丈懐海・長慶大安の段」 

・百丈懐海・長慶大安の行持について学びます 

13．「『正法眼蔵行持』講読⑽趙州従諗の段」 

・趙州従諗の行持について学びます 

14．「『正法眼蔵行持』講読⑾大梅法常の段」 

・大梅法常の行持について学びます 

15．「『正法眼蔵行持』講読⑿宏智正覚の段」 

・大梅法常の行持について学びます 

16．定期試験 

テキスト・ 

参考文献 

参考書『原文対照現代語訳道元禅師全集 巻２』 水野弥穂子 春秋社     

   『道元禅師 正法眼蔵・行持に学ぶ』 石井修道 禅文化研究所     

   『正法眼蔵・行持（上）』 安良岡康作 講談社（学術文庫）  

 



試験・評価

方法 

３分の２（１０回）以上の出席者に対して評価を行う。 

評価の配分は、平常点（授業参加度＋授業態度）４０％、試験６０％。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

道元の思想を理解しようとすることは容易いことではないので、真剣に授業に臨んでもらいた

い。 

授業中の教室の出入りと、携帯電話等の操作、私語は禁止する。 



国際会計論Ⅰ 
 

開設大学 愛知学院大学 科目コード 301007 

担当教員 向 伊知郎（経営学部教授） 

学年配当 3 年、4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 火曜日：4 限（1450～1620） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 名城公園キャンパス 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 【テーマ】「会計基準の国際的収斂に向けた国際会計基準審議会(IASB)の動向と日本の会計基準

との比較」 

【講義の概要】 

現在、会計基準を世界で 1 つにしていこうという動きがあります。本講義では、会計基準が世界

で 1 つになることが、良いことなのかどうかについて、賛成と反対のそれぞれの立場から検討し

ます。その過程では、現在特に注目を集めている会計問題を取り上げて、世界的に採用されてい

る会計基準と日本の会計基準との相違とその原因について明らかにします。授業は、学生が理解

しやすいようにケーススタディーを用いながら進めます。授業で学習した内容を、講義時間中ま

たは自宅学習によってリポート作成を行うことでより一層理解を深めます。 

1.授業の進め方・多国籍企業の出現と国際会計 

2.会計基準の国際的調和と限界 

3.会計基準の国際的収斂の動向(1) 

4.会計基準の国際的収斂の動向(2) 

5.IFRS の基礎的特徴（1） 

6.IFRS の基礎的特徴（2） 

7.財務諸表の表示 

8.収益認識の会計(1) 

9.収益認識の会計(2) 

10.金融商品の会計(1) 

11.金融商品の会計(2) 

12.棚卸資産の会計 

13.有形固定資産の会計(1) 

14.有形固定資産の会計(2) 

15.まとめ 

 

テキスト・ 

参考文献 

向伊知郎, 2016『ベーシック国際会計』中央経済社, \2,900。 

試験・評価

方法 

定期試験 70% 小テスト・リポート等 30% 

別途必要な

経費 

特になし。 

その他特記

事項 

会計の基礎的事項についての理解が必要です。 



国際会計論Ⅱ 
 

開設大学 愛知学院大学 科目コード 301008 

担当教員 向 伊知郎（経営学部教授） 

学年配当 3 年、4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 火曜日：4 限（1450～1620） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 名城公園キャンパス 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 【テーマ】「会計基準の国際的収斂に向けた国際会計基準審議会(IASB)の動向と日本の会計基準

との比較」 

【講義の概要】 

現在、会計基準を世界で 1 つにしていこうという動きがあります。本講義では、会計基準が世界

で 1 つになることが、良いことなのかどうかについて、賛成と反対のそれぞれの立場から検討し

ます。その過程では、現在特に注目を集めている会計問題を取り上げて、世界的に採用されてい

る会計基準と日本の会計基準との相違とその原因について明らかにします。授業は、学生が理解

しやすいようにケーススタディーを用いながら進めます。授業で学習した内容を、講義時間中ま

たは自宅学習によってリポート作成を行うことでより一層理解を深めます。 

1.授業の進め方・リース資産の会計(1) 

2.リース資産の会計(2) 

3.無形資産の会計 

4.減損の会計 

5.退職給付の会計(1) 

6.退職給付の会計(2) 

7.引当金の会計 

8.法人所得税の会計(1) 

9.法人所得税の会計(2) 

10.企業結合の会計 

11.連結財務諸表の会計(1) 

12.連結財務諸表の会計(2) 

13.外貨換算の会計 

14.セグメント報告の会計 

15.まとめ 

 

テキスト・ 

参考文献 

向伊知郎, 2016『ベーシック国際会計』中央経済社, \2,900。 

試験・評価

方法 

定期試験 70% 小テスト・リポート等 30% 

別途必要な

経費 

特になし。 

その他特記

事項 

会計の基礎的事項についての理解が必要です。 



企画論 
 

開設大学 愛知学院大学 科目コード 301009 

担当教員 鵜飼 宏成（経営学部教授） 

学年配当 2 年、3 年、4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 金曜日：5 限（1630～1800） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 名城公園キャンパス 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 【授業の概要】 

◆今、ビジネスの世界では「従来のやり方にとらわれない発想」が求められている。これは事実

であろう。しかし、今だからではなくいつの時代にもこの考え方は欠かせない基本姿勢である。

ところが、この言葉をそのままに受け取ると大きな間違いを犯す。つまり、従来のやり方や情報

を忘れ、無（ゼロ）から出発することをしてはいけない。なぜなら、独創的なアイデアは、様々

な情報の連鎖の中から生まれるからだ。鍵は、「意味」の拡張の仕方にあり、それを理解しなけ

れば独創的な発想はありえない。 

◆本講義「企画論」は、意味の拡張の仕方を中心に各人の編集力を高め、今まで気がつかなかっ

た観点から情報を組み替え、そして読み替え新しいアイデアを創発するプログラムである。 

◆授業時間は、ペアインタビューによる全員での発表が中心となる。春セメスターを通じ、やり

切る経験をしてほしい。 

【到達目標】 

■本講義では、発想法、思考プロセスの特製ワークシートに基づき、ペアインタビューを繰り返

す方式で自分だけの企画を作り上げる中から、次の 2 種類の知識・資質・能力を修得することを

目指す。 

（１）社会の種々の課題を発見し、関連する情報の収集・分析・思考を通じて、解決を模索でき

る。 

（２）自ら新たな事業を企画し運営できる。 

【授業計画】 

1.「ガイダンス」：授業方針の説明 

本科目の概要と基本的な用語を理解します。 

・企画論の全体像について 

「思考ステップと情報の編集（１）」：アイデア創造の説明 

2.創造的なアイデアを生む発想法を理解します。 

・発想法の種類と原理について 

「思考ステップと情報の編集（２）」：アイデア創造の説明 

3.創造的なアイデアを生む思考のステップを理解します。 

・未来デザイン考程について 

「企画の領域を考える」：出発のテーマを設定 

4.企画のスタートを受講生自らが、自分なりのテーマ・領域をそれぞれ決定します。 

・自分の好きなこと、得意なことを通じて、社会を変革することを考える 

「理念設定局面（１）」：40～50 年先の未来を描くステップ 

5.自分の設定したテーマ・領域で、あって欲しい未来像を宿願として書き出します。 

・「～したい」「～でありたい」を情報だしする中からみつける 

「理念設定局面（２）」：40～50 年先の未来を描くステップ 

6.ペアインタビューを複数行う中で、自分に欠けている視点を他者より学びます。 

・情報を集約、統合、構造化する中から、自らの宿願＝理念をハッキリさせる 

「素材抽出局面（１）」：バックキャスティングで今を分析するステップ 

7.自らの宿願＝理念に近づくために活用できる事実（知識、事例、理論等）を徹底的に調査しま

す。 

・媒体、専門家、実験・観察、自分の経験より素材となる情報を収集 

「素材抽出局面（２）」：バックキャスティングで今を分析するステップ 

8.ペアインタビューを複数行う中で、自分に欠けている視点を他者より学びます。 



・情報を集約、統合、構造化する中から、自らの置かれている現状を明確にする 

「コンセプト抽出局面（１）」：2～3 年後に到達できる改善の未来からやるべきことを設定す

るステップ 

9.良い素材を活かした結果の 善の近未来を実現するため、コンセプトとグランドデザインを抽

出します。 

・キーワード抽出法で、自ら行う事業コンセプトと社会全体で取り組む事業群を考える 

「コンセプト抽出局面（２）」：2～3 年後に到達できる改善の未来からやるべきことを設定す

るステップ 

10.ペアインタビューを複数行う中で、自分に欠けている視点を他者より学びます。 

・自ら行う事業コンセプトと社会全体で取り組む事業群を再設計する 

「要所解明（１）」：（ここが変われば）成り行きを変える手の打ち所を探るステップ 

11.予測された２つの未来のギャップから、 善の未来の実現を妨げている要因（成り行きに影

響力を持つ現在未達成の事項）を明らかにします。 

・やりたいことを実現するために変えなければならない制度的なことに注目 

「要所解明（２）」：（ここが変われば）成り行きを変える手の打ち所を探るステップ 

12.ペアインタビューを複数行う中で、自分に欠けている視点を他者より学びます。 

・他者の意見を取り入れ、当然と思って考えなくなっている領域も探る 

「方法立案局面（１）」：実現への具体的な方法を考えるステップ 

13.大局的な方向性を定め（方針設定）、方針を実現する具体策を考えます（方策立案）。 

・優先順位をつけながら、成さねばならないことを考える 

「方法立案局面（２）」：実現への具体的な方法を考えるステップ 

14.ペアインタビューを複数行う中で、自分に欠けている視点を他者より学びます。 

・他者の意見を取り入れ、優先順位を見直す 

「実施計画」：具体的な作業手順を編成するステップ 

15.試行的に、スケジュール表作成、組織づくり、予算書づくりをします。 

・事業推進の個々のタスクを明らかにし、誰が、いつまでに、何を実現するかを設計する 

16.レポート試験 

テキスト・ 

参考文献 

『未来デザイン考程ワークシート（初回に配布）』 

試験・評価

方法 

■平常点(50％)、定期試験の結果（50％）で評価する。平常点は、課題の提出内容により評価

する。 

■なお、然るべき理由無く、出席が 3 分の 2 に達しない者には単位を与えないので、注意のこ

と。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

■課題提出 E-Mail アドレス bizp.mkc@gmail.com 

■ワークシート作業の事前準備、講義での気づきを改善に活かす復習が欠かせない。この連続と

いってもいい。自宅学習の比重が大きい。 

■企画やプランニングはいかなる職業に就こうが必要になる基本的な能力用件である。プレゼン

テーション技術をいかに極めようとも、報告する内容が陳腐であればクライアント等の評価を得

ることはできない。本講義で身に付けた企画力をより発展させるためにも「事業計画論」（秋セ

メスター）を受講することを推奨する。 



事業計画論 
 

開設大学 愛知学院大学 科目コード 301010 

担当教員 鵜飼 宏成（経営学部教授） 

学年配当 2 年、3 年、4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 金曜日：5 限（1630～1800） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 名城公園キャンパス 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 【授業の概要】 

◆「起業予行練習」これが、事業計画論の基本的なテーマである。自分たちの事業アイデアを実

現に向けブラッシュアップすることに基本を置いたワークショップ（工房）を本講義の特色とす

る。春セメスターの企画論の学習内容が前提になるので、受講者は注意してほしい。 

◆ワークショップと表現したが、次のような特徴がある。 

① 思い込みを一旦捨て出発点に戻ったつもりで、今の自分を知り、試行錯誤の中から「社会的に

求められていること」、「やりたいこと」そして「できること」をみつける。 

② 予行練習は、「個人での振り返り（＝内省取材）」と「担当教員によるカウンセリング（気づ

くことを支援するスタイル）」の２つのアプローチの相互作用で進む。 

③ 「ワークシート（＝思考プロセス）」を用いて練習問題を解くように、自問自答の問答を自分

で作りながら自分だけの答えを抽出し、事業計画書を作り上げる。 

【到達目標】 

■起業予行練習とは、プロトタイプ商品を潜在顧客にテストマーケティングし、その分析結果に

基づき PDCA サイクルをまわすことを意味している。 終的には、マーケティング戦略、資金計

画を含む事業計画書を作成することを到達目標とする。 

■加えて、このプロセスを通じ、次の 2 種類の知識・資質・能力を修得することを目指す。 

（１）社会の種々の課題を発見し、関連する情報の収集・分析・思考を通じて、解決を模索でき

る。 

（２）自ら新たな事業を企画し運営できる。 

【授業計画】 

1.本科目の概要と基本的な用語を理解します。事業計画論の全体像について 

「中核事業領域の検討」：企画論で設定した理念・事業コンセプト・グランドデザインのレ

ビュー 

2.事業計画論で扱う中核事業を選択します。・グランドデザイン 6 つの事業領域、要所解明を踏

まえた方法立案より、成さねばならないことを設定 

「ビジネスモデルの構築」：中核事業の事業構想づくり 

3.ビジネスモデル・キャンバスに従い 9 つの事業要素を計画します。 

・主力商品、自社の強み、実現に向けてのキーパートナー、商品価値、顧客、流通チャネル、顧

客との関係構築、事業収入、事業経費について具体化 

「商品のプランニング（１）」：事業の中核となる主力商品を考案 

4.商品の機能、使用シーン、得られる価値について、顧客の視点に立って考えます。 

・プロシューマーとしての立場で「求められていること・やりたいこと・できること」の３つの

視点から商品を具体的に考え直す 

「商品のプランニング（２）」：事業の中核となる主力商品を考案 

5.顧客への効果を同じくする類似商品、競合商品をベンチマークし、自身考案商品との違いを

はっきりさせます。 

・主力商品の差別化要因をはっきりさせ、第 1 次テストマーケティングを準備 

「商品のプランニング（３）」：事業の中核となる主力商品を考案 

6.アイデア検証のため、商品チラシを作成し、想定顧客へインタビュー調査します。 

・クラス内練習を踏まえ、学外でのインタビュー調査を実施 

「商品のプランニング（４）」：事業の中核となる主力商品を考案 

7.インタビュー調査の結果を分析し、主力商品をバージョンアップします。 

・顧客分析を踏まえ、ターゲットの絞り込み、商品の機能面、使用シーン、顧客が得る価値の視



点から徹底的に見直す 

「ビジネスモデルの確立（１）」：事業の循環を考案 

8.主力商品を作り上げ、市場へ投入するためのキーパートナーを特定します。 

・自社でできること、できないことをはっきりさせ、自社の弱点を補える協力相手を探す 

「ビジネスモデルの確立（２）」：事業の循環を考案 

9.顧客へ届ける流通チャネル、販売方針、販売計画をプランニングします。 

・どのような考えで、いかなるチャネルを選択し、販売方法も選択するかを考える 

「ビジネスモデルの確立（３）」：事業の循環を考案 

10.顧客との長期的な関係性を構築するための方法をプランニングします。 

・事業の継続性は顧客が固定客となること。その仕掛けを考える 

「ビジネスモデルの確立（４）」：事業の循環を考案 

11.事業の収入と支出を仮説設定します。 

・事業の継続性の可能性をカネの流れから考える。 

「第 2 次テストマーケティング（１）」：事業と主力商品への共感を測る 

12.テストマーケティング用の事業及び商品概要を示すチラシと試作品を準備し、同時にインタ

ビュー候補の想定顧客を 20 名リストアップします。 

・実際のインタビュー前に、クラス内でのトライアルでチラシと試作品の見直しを行う 

「第 2 次テストマーケティング（２）」：事業と主力商品への共感を測る 

13.想定顧客へのインタビュー調査を実施します。 

・値頃価格、購入頻度、類似商品と満足度、顧客属性、回答信頼性等を測る調査 

「第 2 次テストマーケティング（３）」：事業と主力商品への共感を測る 

14.想定顧客へのインタビュー調査を実施します。 

・値頃価格、購入頻度、類似商品と満足度、顧客属性、回答信頼性等を測る調査 

「テストマーケティング結果分析と事業計画」：事業計画書の作成 

15.テストマーケティング結果に基づき、顧客一人当たりの年間売上高を算出し、同時に市場規

模を見込み、事業戦略、マーケティング戦略、資金計画を作ります。 

・企画論から始まった社会を変革するプランの総まとめ 

16.レポート試験 

テキスト・ 

参考文献 

『起業予行練習ワークシート（初回講義にて配布）』 

試験・評価

方法 

■平常点(50％)、定期試験の結果（50％）で評価する。平常点は、課題の提出内容により評価

する。 

■なお、然るべき理由無く、出席が 3 分の 2 に達しない者には単位を与えないので、注意のこ

と。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

■課題提出 E-Mail アドレス bizp.mkc@gmail.com 

■本講義を受講する学生は、企画論を「必ず」履修していることを条件とする。 

■受講生の皆さんの商品企画をパンフレットにし、授業以外の時間を使い友人・知人・家族以外

の人 20 人を対象にテストマーケティングを実践してもらう。 終的に提出することになるビジ

ネス・プラン（事業計画書）には、必ずこのテストマーケティングの分析結果を盛り込むことを

求める。 



地域連携学 B/次世代エネルギーワークショップ 
 

開設大学 愛知学院大学 科目コード 301011 

担当教員 鵜飼 宏成（経営学部教授） 

学年配当 1 年、2 年、3 年、4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 集中講義：集中（1310～1800）集中 9001800 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 家政・生活 

教室 名城公園キャンパス 

履修条件 3 日間の参加 

募集定員 若干名 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 30 年後のエネルギー選択を考える「次世代エネルギーワークショップ」 

◆昨今、2011 年の福島第一原子力発電所の事故、2016 年 11 月にはパリ協定が発効し、長期

的視野に立ったエネルギー選択の国民的議論が重要性を増している。その一方で、エネルギー問

題は経済や環境、安全などが複雑に絡み合う問題であり、学際的な理解と提案が求められる。 

◆そこで、本講義は、エネルギーワークショップ実行委員会（委員長：柳下正治・環境政策対話

研究所代表理事）の協力を得て、学外専門家の指導の下、愛知県内の大学生を中心に、未来社会

を担う若者たちのための参加型エネルギー教育プログラムを提供し、若い世代の能力を引き出し

行く議論の場を創出する。 

◆本講義は、秋セメスターの週末を利用した集中講義として開講する。第 1 回は 11 月 10 日

（土）、第 2 回は 12 月 8 日(土)、第 3 回は 12 月 9 日（日）。 

◆本講義は、特に地球温暖化・低炭素社会等の視点に関心があり、新しいことに挑戦し、視野を

広め、課題解決する力を身につけたい人に 適な講座だ。同時に、就職活動が始まる前に、社会

人基礎力をアップしたい人、そして、生きる力を育みたい人にもお奨めだ。 

【第 1 日 11 月 10 日（土）13 時 10 分～18 時】目標：知識修得 

・アイスブレイク・エネルギー需給理解の４要点・「低炭素ナビ」トライアル 

   

【第 2 日 12 月 8 日（土）9 時～18 時】目標：情報の共通基盤の形成 

・エネルギー政策、気候変動問題・未来社会像と視点（レクチャー）・類似価値観グループ編

成・未来社会のエネルギー選択（第 1 案）グループワーク 

【第 3 日 12 月 9 日（日）9 時～18 時】目標：未来社会におけるエネルギー選択 

・エネルギー･シミュレーション・シミュレーション結果解釈＆専門家への質疑応答・未来社会の

エネルギー選択（第 2 案）グループワーク・異価値観グループ編成＆討議・類似価値観グループ

で未来社会のエネルギー選択・ 終案（第 3 案）作成・全体発表、講評＆意見交換 

テキスト・ 

参考文献 

・『エネルギーワークショップ情報資料集』1,200 円 

・2050 低炭素ナビ www.2050-low-carbon-navi.jp/ 

試験・評価

方法 

平常点(100％)で評価。現場での討議参画姿勢、報告会での報告内容、課題の提出内容により評

価する。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



保険法Ａ 
 

開設大学 愛知学院大学 科目コード 301012 

担当教員 山野 嘉朗（法学部教授） 

学年配当 3 年、4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 木曜日：3 限（1330～1500） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 日進キャンパス 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 【授業の概要】 

この講義では、2010 年４月１日施行の保険法（単行法）の総則規定と損害保険の規定を中心に

解説する。保険制度および損害保険契約の基礎理論および約款論を踏まえつつ、現実に生じてい

る諸問題にいかに対処すべきかを、判例等を紹介しつつ具体的に検討する。 

【授業の到達目標】 

火災保険や自動車保険の仕組み・契約内容を理解した上で、それらに関する法的諸問題を解決す

ることができる。 

【授業計画】 

1.ガイダンス 

2.保険の意義・保険法の意義 

3.保険契約と当事者・関係者 

4.保険約款の拘束力・解釈原則 

5.保険約款の解釈手法 

6.保険契約の成立・終了 

7.保険契約の内容・効果 

8.損害保険契約法の意義・内容 

9.損害保険関係の変動 

10.損害保険契約と免責事由 

11.保険代位・損害防止義務 

12.保険給付と損益相殺 

13.責任保険・直接請求権 

14.自動車保険（出張講義） 

15.総括および質疑応答 

16.定期試験 

テキスト・ 

参考文献 

『現代保険・海商法 30 講』 山野嘉朗他 中央経済社 3800 円 978-335-30458-3 (ISBN) 

試験・評価

方法 

定期試験（100 点満点）。なお、学期中に１回以上小テストを実施し（不定期）、成績優秀者に

ボーナスポイントを与える。このポイントは、定期試験の成績に加算される。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

六法（携帯版でよい）は必携。講義中は受講生に質問し、知識を確認する。その際に十分な回答

ができなくても成績には影響しない。授業中の私語、教室の出入り、スマートフォン等の使用を

禁止する。参考書の購入は任意であるが、配布資料との連携により体系的な知識を身につけるこ

とが可能となる。第１４回目の講義は、日本損害保険協会（東京）担当者による出張講義とす

る。 



保険法Ｂ 
 

開設大学 愛知学院大学 科目コード 301013 

担当教員 山野 嘉朗（法学部教授） 

学年配当 3 年、4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 木曜日：3 限（1330～1500） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 日進キャンパス 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 【授業の概要】 

この講義は、生命保険契約法と傷害疾病保険法を対象とする。2010 年 4 月施行の保険法（単行

法）の規定を中心に、現実に生起している法的諸問題にいかに対処すべきかを、判例等を素材に

して具体的に検討する。なお、生命保険契約法を理解する前提として、民法（総則・債権法・相

続法等）の基礎知識が必要であるが、その点については復習もかねて改めて解説する。 

【授業の到達目標】 

生命保険や傷害保険の仕組み・契約内容を解明した上で、それらに関連する法的諸問題を解決す

ることができる。 

【授業計画】 

1.ガイダンス 

2.生命保険の意義・種類 （出張講義） 

3.生命保険契約の意義・要素 

4.告知義務 

5.他人の生命の保険契約 

6.生命保険関係の変動（１）保険金受取人の指定 

7.生命保険関係の変動（２）保険金受取人の変更 

8.死亡保険金請求権と特別受益の持戻し 

9.生命保険の免責事由（１）自殺の意義 

10.生命保険の免責事由（２）免責期間経過後の自殺 

11.生命保険の免責事由（３）保険契約者等による被保険者の殺害 

12.生命保険契約の重大事由解除・暴力団排除条項 

13.傷害疾病定額保険・傷害事故の要件（急激性・偶然性） 

14.傷害事故の要件（外来性） 

15.まとめ・質疑応答 

16.定期試験 

テキスト・ 

参考文献 

『現代保険・海商法 30 講』 山野嘉朗他 中央経済社 3800 円 978-4-502-06880-5 

(ISBN) 

試験・評価

方法 

定期試験（100 点満点）。なお、学期中に１回以上小テストを実施し（不定期）、成績優秀者に

ボーナスポイントを与える。このポイントは、定期試験の成績に加算される。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

六法（携帯版でよい）は必携。講義中は受講生に質問し、知識を確認する。その際に十分な回答

ができなくても成績には影響しない。授業中の私語、教室の出入り、スマートフォン等の使用を

禁止する。参考書の購入は任意であるが、配布資料との連携により体系的な知識を身につけるこ

とが可能となる。第 2 回目の講義は生命保険文化センター（東京）担当者による出張講義であ

る。 



財政学Ⅱ 
 

開設大学 愛知学院大学 科目コード 301014 

担当教員 竹内 信仁（総合政策学部客員教授） 

学年配当 2 年、3 年、4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 木曜日：3 限（1330～1500） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 日進キャンパス 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 【授業の概要】 

財政の役割の 1 つとして所得分配の公平がある。所得分配の公平が図られず、貧富の格差が大き

いと、経済・社会の発展を妨げられ、人々は安心・安定した生活を送ることができない。貧富の

格差は、社会の治安を悪くするだけではなく、極端な思想を流布させ社会の安定を脅かす。 

財政学Ⅱの授業では、経済学的に見て、格差の存在がなぜ望ましくないのかを考える。その上で

格差を是正するにはどのような政策手段があるのかを検討する。そして現在の日本において政府

による格差是正策が有効に機能しているかを検証する。 

そして、政府による格差是正策がうまくいっていない場合に我々はどのような自衛策をとる必要

があるかを考えることを狙いとする。 

【授業の到達目標】・所得分配のあり方、不平等の現状を説明できる。 

・所得分配の制度的問題点を説明できる。 

・所得分配の公平がどの様には図られるべきかを説明できる。 

【授業計画】 

1.第 1 章 財政と所得再分配 

１－１ なぜ社会に格差は生まれるのか  

１－２ 貧困は個人の責任か社会の責任か 

2.１－３ 貧困から誰が救いの手をさしのべるのか 

3.第 2 章 市場経済と所得分配 

２－１ 市場経済が果たす所得分配と所得格差 

4.第 3 章 公平概念と分配の公平 

３－１ 公平と公正 

３－２ 分配決定のプロセス 

5.３－３ 公平概念 

３－３－１ 権利における公平 

３－３－２ 分配における公平 

３－３－３ 負担における公平 

6.第 4 章 均等分配論 

４－１ ピグーの均等分配論 

４－２ラーナーの蓋然値の理論 

7.第 5 章 所得分配の不平等の測定 

５－１ 平均値、中位値、 頻値 

8.５－２ ローレンツ曲線 

５－３ ジニ係数 

9.第 6 章 貧困基準 

６－１ 相対的貧困 

６－２ 絶対的貧困 

10.第 7 章 格差是正手段としての所得税 

７－１ 所得税の仕組み 

11.７－２ 超過累進課税 

12.第 8 章 日本の社会保障制度 

８－１ 社会保障制度の理念・範囲・構造 

13.８－２ 公的扶助制度の仕組みと問題点 

14.８－３ 社会保険制度仕組みと問題点 



15.授業の復習と課題の解説 

16.試験 

テキスト・ 

参考文献 

テキスト『スタンダード財政学』 竹内信仁 中央経済社 2800 円 

参考書『現代経済学』 水野正一・河合宣孝・竹内信仁 中央経済社 3400 円 

試験・評価

方法 

試験５０％、受講態度５０％ 

  両方合わせて６０％を合格とする。 

  受講態度とは、授業中の居眠り、携帯使用、私語、授業中の出入りをいう。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

(1) 社会の出来事に大きな関心を持っている事が望ましい。 

(2) 授業中の、私語、携帯利用、教室の出入り等授業を妨害する行為は厳禁とする。行為者を確

認の上、期末試験受験資格を剥奪する。 

(3) 研究室 G６０２ オフィスアワー 火曜日１６：４５～１７：１５ 



国際開発論 
 

開設大学 愛知学院大学 科目コード 301015 

担当教員 山旗 張星允（総合政策学部教授） 

学年配当 2 年、3 年、4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 木曜日：3 限（1330～1500） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 日進キャンパス 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 【授業の概要】 

This course introduces fundamental concepts of development studies and its 

relations to other related disciplines. Major contents of the lecture are organised 

around three key areas, namely, development, aid and public policy with the role of 

international cooperation as a central pillar. 

【授業の到達目標】 

(1) Learn important theories, practices, principles and concepts, terms and analytical 

thinking 

(2) Understand various case studies through educational DVDs 

(3) Build a new knowledge-base 

(4) Have an applied sense of using acquired knowledge 

【授業計画】 

1.Thinking about the future 

2.Global trends 

3.Regional choices 

4.Local challenges 

5.Summary; Tutorial 1 

6.Competing definitions of development 

7.Development decades 

8.Common problems and causes 

9.The MDGs, the 3Es and the 3Gs 

10.Summary; Tutorial 2 

11.Aid and international development 

12.Development projects, country-led approaches and donor coordination 

13.. The NGDOs 

14.Development policy at a crossroads 

15.Development visions ahead 

16.Term test 

テキスト・ 

参考文献 

テキスト『Not applicable』 

参考書『Development and Underdevelopment: A Profile of the Third World』 Cole, 

John Routledge 1570 円 978-0415059206（ISBN） 

試験・評価

方法 

Weekly assignment (10%) 

Tutorial 1 and 2 (30%) 

Reflection on case studies (10%) 

Term test (50%) 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

This lecture is delivered in English but Japanese (summarized explanation) will also be 

added. 



宗教学Ⅰ（宗教と人間） 
 

開設大学 愛知学院大学 科目コード 301016 

担当教員 岡島 秀隆（教養部教授） 

学年配当 1 年、2 年、3 年、4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 木曜日：2 限（1110～1240） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 日進キャンパス 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 私たちが宗教とまったく関わりなく一生を送ることはできません。自分が無宗教者でも、強い信

仰心を持った他者と出会うこともあるからです。まして現代はインターネットの普及などで情報

化が進み、国際社会と日常生活の距離は急激に短縮されています。宗教についても、海外の事情

を含めて、過去には見られなかった程の多様な情報が簡単迅速に獲得できるようになっているの

です。 

この講義では、広く片寄らない宗教的教養を身につけてもらうことに力点を置こうと思います。

長い歴史の中で、人類が「生きる意味」や「究極的な価値」について考えぬいた深い洞察の結晶

とも言われる宗教の諸相についていっしょに勉強してみましょう。 

＊春学期は坐禅堂で坐禅の体験授業も行ないます。授業スケジュールは以下のとおり。 

1.はじめに 

2.宗教の原初形態 

3.宗教分類の試み 

4.宗教体験（坐禅体験） 

5.多神教 

6.ユダヤ教について 

7.イエスの生涯 

8.イエスの教え 

9.ムハンマドの生涯 

10.ムハンマドの教え 

11.宗教の多様性 

12.日本人の宗教意識 

13.科学時代の宗教 

14.国際社会と宗教 

15.まとめ 

 

テキスト・ 

参考文献 

テキスト:『宗教と人間—真の生き方を求めて』（大東出版） 

参考文献:講義中に逐次紹介する 

試験・評価

方法 

1.期末テスト 80%, 2.学期中の小テスト 20% 

別途必要な

経費 

テキスト購入費 

その他特記

事項 

「宗教学Ⅰ」と「宗教学Ⅱ」は同一テキストを使用する 



宗教学Ⅱ（禅・仏教と人間） 
 

開設大学 愛知学院大学 科目コード 301017 

担当教員 岡島 秀隆（教養部教授） 

学年配当 1 年、2 年、3 年、4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 木曜日：2 限（1110～1240） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 日進キャンパス 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 この講義では、広く片寄らない宗教的教養を身につけることに力点を置いていますが、今学期は

日本の歴史や文化に大きな影響を与え続けてきた仏教に焦点を当てます。 

前半は、開祖釈尊の生涯とその教えや大乗仏教の基本教説を学び、さらにはインド・中国・日本

など、アジア全域にわたる仏教伝播の様子やさまざまな仏教の展開を紹介します。 

後半は、禅の根本教義の解説やその日本文化への関わりなどを講じます。特に道元禅や茶の湯な

ど、日本的風土の中に生まれた個性的な思想・文化への関心も喚起しようと思います。 

授業スケジュールは以下の通り。 

1.はじめに 

2.釈尊の生きた時代 

3.釈尊の生涯 1 

4.釈尊の生涯 2 

5.釈尊の教え 1 

6.釈尊の教え 2 

7.部派仏教の潮流 

8.大乗仏教の教え 

9.仏教の伝播経路 

10.東アジア仏教の特徴 

11.禅の源流と根本教義 

12.中国の禅 

13.日本の禅者 

14.禅文化と日本 

15.まとめ 

テキスト・ 

参考文献 

テキスト：『宗教と人間ー真の生き方を求めて』（大東出版） 

参考文献：講義中に逐次紹介する 

試験・評価

方法 

1.期末テ 80%スト, 2.学期中の小テスト 20% 

別途必要な

経費 

テキスト購入費 

その他特記

事項 

「宗教学Ⅰ」と「宗教学Ⅱ」は同一テキストを使用する 



 
生命に関する諸問題Ⅰ 

 

開設大学 愛知学院大学 科目コード 301018 

担当教員 有馬 義康（教養部准教授） 

伊藤 雅彦（教養部非常勤講師） 

小出 龍郎（短期大学部教授） 

溝口 明（教養部教授） 

学年配当 2 年、3 年、4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 木曜日：3 限（1330～1500） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ スポーツ・健康・医療 

教室 日進キャンパス 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 私たちの日常生活には、「生と死」に関連するさまざまな事象があります。「生と死」という

テーマは、古来よりいろいろな立場や観点から探求されてきました。それだけ、このテーマを解

決していくことは難しいことだと思われます。 

本講義では、「物理学」、「化学」、「生物学」、「医学」の自然科学分野の各担当者が、それ

ぞれの観点からそのテーマに関する問題を提起します。そこから種々の知的発見や喜びが味わえ

ることを期待します。 

第 1 回「ガイダンス」 

4 名の教員それぞれの講義内容、成績評価の方法・基準、注意事項などの説明を行います。 

第 2 回～第 4 回「物理学より見た生と死」〔有馬〕 

（１）物質とは何か 

（２）エネルギーとは何か 

（３）原子力とは何か 

第 5 回～第 7 回「化学より見た生と死」〔伊藤〕 

（１）生命観の歴史 

（２）化学進化と生命の起源 

（３）宇宙における生命 

第 8 回～第 11 回「生物学より見た生と死」〔溝口〕 

（１）地球上生命 36 億年の歴史とわれわれ 

（２）無限の命の生殖細胞と有限の命の体細胞 

（３）細胞の寿命を決めるもの 

（４）生物の適応戦略と死 

第 12 回～第 14 回「医学より見た生と死」〔小出〕 

（１）人間の生と死 

・死の判定をめぐって 

・悪性新生物（主要死因）の現状 

（２）終末期の医療とは 

・臓器移植、脳死問題をめぐって 

・ＩＣと患者の自己決定権とは 

（３）ＱＯＤ（死の質）とは 

・尊厳死、安楽死をめぐって 

・エンド・オブ・ライフケア 

第 15 回「全体討論」 

4 名の教員全員が集まり、学生との議論も通じて、質疑応答を行いつつ、「生と死」を見つめ直

してもらいます。 

テキスト・ 

参考文献 

テキストはありません。 

参考書は、担当者それぞれが、必要に応じて随時提示します。 

試験・評価

方法 

4 人の教員それぞれが評価点を決め、それらの平均点が 終評価となります。 

各担当者の評価内容は以下の通りです。 

有馬：レポート提出を課します。毎回提出物を課します。 



伊藤：レポート提出を課します。毎回小文を提出してもらいます。 

溝口：レポート提出を課します。毎回復習テストを行います。 

小出：レポート提出を課します。講義終了時に次回課題を課します。 

4 レポート中、2 つ以上の未提出がある場合は、E 評価となります。 

また、初回ガイダンスと 終回の全体討論の 後にも提出物を課し、 終評価への加点要素とし

ます。 

別途必要な

経費 

ありません。 

その他特記

事項 

秋学期開講の「生命に関する諸問題Ⅱ」も合わせて受講することを推奨します。より多角的に問

題を捉え、応用できる力が身につきます。 

なお、教員の学会出張や病気等で講義の順番が変更される場合があります。その場合は、事前に

通知します。したがって休講は原則としてありません。 



 
生命に関する諸問題Ⅱ 

 

開設大学 愛知学院大学 科目コード 301019 

担当教員 菅原 研州（教養部准教授） 

塚本早織（教養部講師） 

岡島 秀隆（教養部教授） 

梅田豊（教養部教授） 

学年配当 2 年、3 年、4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 木曜日：3 限（1330～1500） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 日進キャンパス 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 【授業の概要】 

「生と死」というテーマは古来からいろいろな立場や視点から探求されてきました。現代では、

脳死や尊厳死、再生医療、出生前診断など、生と死をめぐる様々な社会問題が起きています。生

命に関する諸問題Ⅱでは、生と死をめぐる問題について、仏教学・宗教哲学・法律学・心理学な

どの人文・社会科学系分野の多様な観点から考察し、生きるということおよび死ぬということの

意味を見出していきます。 

【授業の到達目標】 

人文・社会科学系分野の観点から、人間について多面的により深く考えられるようになること。

また、自分なりの「生命観」・「人生観」・「死生観」を築き、積極的かつ充実した生き方を発

見すること。 

【授業計画】 

1．ガイダンス (菅原・岡島・梅田・塚本) 

授業のスケジュールや評価方法、各担当教員が扱うテーマなどについて説明をします。 

2．仏教における生と死１（菅原） 

仏教を開いたゴータマ＝ブッダの生命観・死生観を学びます。 

特に、縁起思想を基本に、三法印の 1 つである諸行無常などの思想から、我々の生命や生死につ

いてどのように考えられるのか、学びます。 

3．仏教における生と死２（菅原） 

大乗仏教思想の１つである「唯識」から生命観・死生観を学びます。特に、唯識で主張された

我々の自己存在に基底的に関わる「阿頼耶識」を学び、唯識で説かれる輪廻観を考察し、我々の

生と死をどのように捉えているのかを学びます。 

4．仏教における生と死３（菅原） 

大乗仏教思想の１つである浄土思想から生命観・死生観を学びます。 

特に、浄土思想は現在の終末医療に関わるビハーラ活動などの実践に活用されますので、現代の

問題に繋げて考えます。 

5．宗教・哲学における生と死１ (岡島) 

「哲学は死をどのように考えてきたか—ソクラテス・ハイデガー・ジャンケレヴィッチなど」 

西洋哲学の賢者たちが死をどのように捉えて来たかを考察します。 

6．宗教・哲学における生と死２ (岡島) 

「絵本の中の死生観—谷川俊太郎・佐野洋子など」 絵本界の巨匠たちが死をどのように伝えた

かったかを考察します。 

7．宗教・哲学における生と死３(岡島) 

「現代人の死生観－ロボット・サイボーグ・アンドロイドなど」 現代科学技術の進歩と現代人

の死生観の変移を考察します。 

8．法律学における生と死１（梅田） 

人の生命は法律（特に刑法）によって保護すべき も重要な利益（＝法益）です。人の出生（始

期）と死亡（終期）については様々な考え方があり、特に臓器移植を合法とする上で脳死を人の

死（終期）と認めるかが問題です。それらに関連する諸問題を考えます。 

9．法律学における生と死２（梅田） 



死期の迫った患者の苦痛を除去するための「安楽死」や生命維持治療をせず人間として尊厳ある

死を迎えさせる「尊厳死」は、患者の死期を早めることによって殺人罪あるいは同意殺人罪に問

われる可能性があります。実際の裁判事例等により問題点を考えます。 

10．法律学における生と死３（梅田） 

人の生命を奪う犯罪行為である殺人罪が成立するためにはどのような要件が必要になるのでしょ

うか。そもそも犯罪とは何かという根本問題にも触れながら刑法の基本的な考え方について学び

ます。 

11．法律学における生と死４（梅田） 

犯罪に対する法的制裁としての刑罰の中で も重いものがその犯罪行為をした者の生命を奪う死

刑です。死刑制度に関わる諸問題について、世界の動向も踏まえながら、様々な角度から考えま

す。            

12．心理学における生と死１ (塚本) 

「死への恐怖に対処する存在としての人間」 

３回の講義を通して扱う存在脅威管理理論の基本概念について説明します。 

13．心理学における生と死２（塚本） 

「死への恐怖が心の働きに与える影響」 

存在脅威管理理論に基づき、人が死に関する情報に接触したり、想起したりした場合に、どのよ

うな心の働きによって、どのような行動をとるのかについて説明します。 

14．心理学における生と死３（塚本） 

「死への恐怖を乗り越えてよりよく生きるために」 

死の恐怖から逃れるために人間が身につけた心の働きが、社会にどのような問題をもたらすかに

ついて説明し、それを乗り越えるための方法を提案します。 

15．授業のまとめ (菅原・岡島・梅田・塚本) 

４名の教員が、それぞれ講義したテーマに基づいて、改めて講義します。受講生の皆さんは、第

14 回目までの講義内容を思い出しつつ、自分自身の「死生観」「生命観」などについてまとめ

てもらいます。 

テキスト・ 

参考文献 

テキスト：特に指定するものはありません。各担当者が随時、提示します。 

参考文献：『存在脅威管理理論への誘い』 脇本竜太郎 サイエンス社 1,600 円+税 978-4-

7819-1309-4 塚本担当回分 

『仏教の思想（全 12 巻）』 梅原猛 他 角川ソフィア文庫 1,000 円+税 他 978-4-0419-

8501-4 菅原担当回分 

その他、各担当者が随時、提示します 。 

試験・評価

方法 

各教員が、毎回の講義中または担当講義終了時にレポートを課します。4 名の教員それぞれがレ

ポートを評価し、それらの合計または平均点を 終評価とします。 

各教員の講義は 3～4 回と短いため、毎回出席していなければ、内容を理解することが難しくな

ります。また、4 名の教員の講義を全て受講することによってはじめて、多面的に生と死につい

て考える機会となるため、以下の条件に当てはまる場合は、失格とします。 

1. 各教員の講義を 2 回以上欠席した場合 

2. 各教員が課すレポートのうち、1 名以上のレポート課題を全く提出しなかった場 

別途必要な

経費 

特にありません。 

その他特記

事項 

春学期開講の「生命に関する諸問題Ⅰ」も合わせて受講することを推奨します。 

欠席をするやむを得ない事情がある場合には、その事情が説明できる資料を持って、各教員に申

し出てください。 

講義中の私語や、許可なくスマートフォン・携帯電話を操作することは厳に禁止します。 

教員の学会出張や病気等で講義の順番が変更される場合は、他の教員が授業します。変更の場

合、事前に通知します。しがたって休講は原則としてありません。 



産業と科学Ⅰ 
 

開設大学 愛知学院大学 科目コード 301020 

担当教員 遠藤 哲也（教養部准教授） 

岩佐 宣明（教養部准教授） 

鷲嶽 正道（教養部准教授） 

学年配当 2 年、3 年、4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 水曜日：1 限（930～1100） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 日進キャンパス 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 本講義は、3 名の教員(哲学・生物学・言語学)が自分の得意な切り口から「ボールペン」につい

て語っていく講義です。ボールペンを学術的に分析する回もあれば、ボールペンを起点にして多

角的に話が拡がっていく回もあります。これを通して、物事を様々な角度から見ていくための手

法や考え方を学びます。 

次の 4 テーマに分けて進めていきます。 

1. そもそもボールペンとは何か？ 

 哲学 ① ボールペンって何？ 

 生物学① 顕微鏡で見るボールペン 

 生物学② ボールペンを使った実験してみよう 

 哲学 ② 自分でボールペンを定義してみよう！ 

2. 良いボールペンとは何か？ 

 哲学③ 「良い」ボールペンとはどんなものか? 

 言語学① 書き心地を記述する言葉①：なめらか・長持ち・安い 

 言語学② 書き心地を記述する言葉②：オノマトペ 

 言語学③ ボールペンを売る言葉：なめらか指数・クセになる・重量感 

3. ボールペンをたくさん売るには？ 

 言語学④ 商品レビューを分析する 

 生物学③ 付加価値をつけて売る(消えるボールペン) 

 生物学④ DNA インクという付加価値 

 哲学 ④ 無色ボールペンはボールペンの新しい付加価値と言えるか？ 

また第 14,15 回目を利用して、自分で一つのテーマを選び、それを自分が得意な分野、好きな方

向から学術的・多角的に分析した 終レポートを作成します。 

テキスト・ 

参考文献 

毎回、資料プリントを配布します。 

試験・評価

方法 

各テーマごとの小レポート 3 回分と 終レポート(各 25 点)の合計点で評価します。 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

特になし 



産業と科学Ⅰ 
 

開設大学 愛知学院大学 科目コード 301021 

担当教員 遠藤 哲也（教養部准教授） 

岩佐 宣明（教養部准教授） 

鷲嶽 正道（教養部准教授） 

学年配当 2 年、3 年、4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 水曜日：1 限（930～1100） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 日進キャンパス 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 本講義は、3 名の教員(哲学・生物学・言語学)が自分の得意な切り口から「ボールペン」につい

て語っていく講義です。ボールペンを学術的に分析する回もあれば、ボールペンを起点にして多

角的に話が拡がっていく回もあります。これを通して、物事を様々な角度から見ていくための手

法や考え方を学びます。 

次の 4 テーマに分けて進めていきます。 

1. そもそもボールペンとは何か？ 

 哲学 ① ボールペンって何？ 

 生物学① 顕微鏡で見るボールペン 

 生物学② ボールペンを使った実験してみよう 

 哲学 ② 自分でボールペンを定義してみよう！ 

2. 良いボールペンとは何か？ 

 哲学③ 「良い」ボールペンとはどんなものか? 

 言語学① 書き心地を記述する言葉①：なめらか・長持ち・安い 

 言語学② 書き心地を記述する言葉②：オノマトペ 

 言語学③ ボールペンを売る言葉：なめらか指数・クセになる・重量感 

3. ボールペンをたくさん売るには？ 

 言語学④ 商品レビューを分析する 

 生物学③ 付加価値をつけて売る(消えるボールペン) 

 生物学④ DNA インクという付加価値 

 哲学 ④ 無色ボールペンはボールペンの新しい付加価値と言えるか？ 

また第 14,15 回目を利用して、自分で一つのテーマを選び、それを自分が得意な分野、好きな方

向から学術的・多角的に分析した 終レポートを作成します。 

テキスト・ 

参考文献 

毎回、資料プリントを配布します。 

試験・評価

方法 

各テーマごとの小レポート 3 回分と 終レポート(各 25 点)の合計点で評価します。 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

特になし 



まちづくり論 
 

開設大学 愛知学泉大学 科目コード 301101 

担当教員 田中 人 

(現代マネジメント学部講師） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春期＞ 火曜：3 限（1320～1450） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 社会・マスコミ・情報 

教室 8 号館 104 教室 

履修条件  

募集定員 10 募集時期 4 月 

講義概要  「まちづくり」とは、地域コミュニティの成員や NPO・ボランティア（コミュニティセク

ター：共）、行政（パブリックセクター：公）、地元企業・商店会（プライベートセクター：

私）をはじめとする当該地域に関わる無数の主体が相互にコミュニケーションと協働の回路に

よって連携・協働しながら自分たちの地域の暮らしの向上を目指す活動全般のことをいう。 

 従来、地域生活の向上には国家や大企業などによる「開発」を通じた「発展」が不可欠とされ

てきたが、今日では地域コミュニティを基盤とした住民参加・協働をベースとするまちづくり活

動が広く支持されるようになってきた。地域生活の向上の鍵がハードからソフトへ、経済合理性

から文化価値へと変容しつつあるといえよう。 

 本科目では以上のような見地から、地域住民（共）を主体とした「公・共・私」の連携による

新しい地域再生やコミュニティ活性化のあり方について様々な事例を精査しながら検討し、現代

社会における「まちづくり」の位置づけとその意義を明らかにする。 

講義の展開は概ね以下のとおりである。 

① はじめにまちづくりの基本的な意義や課題から説き起こし、関連する統計データの見方や専門

用語などについて学んでいく。 

②次に日本のまちづくりを中心として具体的な事例を多く取り上げ、それらの事例について検討

する。この作業には必要に応じてグループを構成して取り組んでもらう。 

③ 終段階では受講生各自が特定の地域でのまちづくりを実践することを想定して具体的な

フィールドを設定し、自分なりのまちづくりプロジェクトのアイデアを構想、提案する。 

テキスト・ 

参考文献 

テキスト：講義プリントや資料を配布する。 

参考文献：田中ほか共著『ボランティア論 共生の理念と実践』（ミネルヴァ書房） 

他、適宜紹介する。 

試験・評価

方法 

出席、授業内リアクションペーパー、期末の課題レポートで総合的に評価する。 

別途必要な

経費 

不要 

その他特記

事項 

まちづくりは日々の暮らしの質の向上に関わる身近な課題である。自分自身の身に引きつけて

「自分ならこう考える」「自分ならこうする」という積極的な姿勢を持って授業に臨んで欲し

い。 



現代マネジメント論 
 

開設大学 愛知学泉大学 科目コード 301102 

担当教員 水野 清 

(現代マネジメント学部准教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋期＞ 火曜：2 限（1110～1240） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 社会・マスコミ・情報 

教室 8 号館 104 教室 

履修条件 2 年生以上の履修が望ましい。 

募集定員 10 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 本講義の目的は、ドラッカーと、ドラッカー以外のマネジメント理論を比較することで、ドラッ

カーがマネジメントの発明者と言われていることの意味を再評価することで、とりわけ従来型管

理とは異なるマネジメントの総合理解を深めることする。具体的な内容は以下の通り。 

1.ドラッカーのマネジメントの基礎的理解。 

2.テイラーとドラッカーの比較。 

3.ファヨールとドラッカーの比較。 

4.バーナードとドラッカーの比較。 

5.ドラッカーのマネジメント。 

6.ミンツバーグとドラッカー。 

7.ドラッカーの評価とマネジメント。 

 

テキスト・ 

参考文献 

参考書：ドラッカー『マネジメント』(ダイヤモンド社エッセンシャル版） 

試験・評価

方法 

出席点を 40 点、定期試験を 60 点として評価しますが、出席点は単なる出欠ではなく、毎回簡

単な質問をし、その答えの内容で評価します。 

別途必要な

経費 

ありません。 

その他特記

事項 

必ずしも必須ではありませんが、ドラッカーに関する基礎知識のあることが望ましいと思いま

す。 



地域スポーツ論 
 

開設大学 愛知学泉大学 科目コード 301103 

担当教員 高橋 憲司 

(現代マネジメント学部講師） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋期＞ 木曜：3 限（1320～1450） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ スポーツ・健康・医療 

教室 8 号館 103 教室 

履修条件  

募集定員 10 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 本講義の目的は，文部科学省が示した具体的行動目標を達成するための方策をもとに，地域にお

けるスポーツ振興を推進するための具体的方策とマネジメントの方法について学びます。また，

発展途上国でスポーツを普及させるための方策や，日本独自のスポーツを他の国に普及させるた

めの方策について学びます。 

具体的な内容は以下のとおり。 

1.国のスポーツ振興に関する基本理念を理解し，地域におけるスポーツ振興の基本姿勢を学習す

る 

2.個人事業、NPO 法人、会社形態等の組織について学習する 

3.地域スポーツ振興における課題を抽出し，解決策を提案する 

4.補助金制度の理解と，申請方法について理解する 

5.総合型地域スポーツクラブの特徴について理解する 

6.総合型地域スポーツクラブの運営について理解する 

7.総合型地域スポーツクラブの事例を調査する 

8.発展途上国のスポーツ事情を理解し、普及のための方法を提案する 

9.日本独自のスポーツを、海外に普及させるための方法を提案する 

※講義中に、2～3 名でグループを作り、課題についての議論し、議論した内容をレポートとし

て提出することを義務づけています。 

テキスト・ 

参考文献 

教科書は特に指定しません。主に、プリントを用いてワーク型の授業を展開していきます。必ず

筆記用具を持参してください。 

試験・評価

方法 

筆記試験：75％、社会人基礎力（授業態度）：10％、小テスト・レポート）15％ 

毎回出席をとり、出席が 2/3 に満たない場合は無資格になります。 

別途必要な

経費 

ありません 

その他特記

事項 

資料検索が必要となる場合があるため、可能であれば次の物を持参してください。 

・スマートフォン   ・高機能携帯電話（ネット接続可能なもの） 

・PC（ネット接続可能なもの）・タブレット端末（ネット接続可能なもの） 

・授業に関する資料（本、論文、文部科学省・厚生労働省のデータ、自分で実際に取得したデー

タ） 



自動車工学 
 

開設大学 愛知工科大学 科目コード 301201 

担当教員 井藤 良温（工学部准教授） 

学年配当 4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 木曜：4 限（～） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 6 号館 2 階 6802 室 

履修条件 熱力学,流体力学の基礎を有することが望ましい。 

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 【授業の概要】 

「走る・曲がる・止まる」という自動車の基本をなす走行抵抗、動力性能、制動性能、旋回性能

などについて、機械力学に基づいた知識をより深めていく。また、各性能試験において具体的な

例を取り上げ、実際の自動車と常に対比しつつ自動車全般にわたる基本的な理解を深めていくこ

とを狙いとする。 

【到達目標】 

作動原理、構造開設にとどまらず、基本的な理論を説明できることができること。 

【講義計画】 

1. 自動車の技術的歴史 

2. 駆動力 

3. 走行抵抗 

4. 動力性能 

5. 燃料消費性能 

6. 自動車性能のまとめ 

7. 制動 

8. 旋回 

9. タイヤ 

10. 制動・旋回性能の試験法 

11. 操縦性・安定性 

12. 制動・旋回のまとめ 

13. 振動乗り心地、騒音性能 

14. 振動・騒音性能のまとめ 

15. 衝突・安全 

テキスト・ 

参考文献 

テキスト「自動車の走行性能と試験法」東京電機大学出版局 

参考文献「自動車力学」理工図書 

試験・評価

方法 

定期試験、レポートや小テストの結果を基準として総合的に評価する。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

熱力学,流体力学の基礎を有することが望ましい。 

単位認定には、授業回数の 4/5 以上の出席が必要となる。 



CAD/CAM/CAE 演習２ 
 

開設大学 愛知工科大学 科目コード 301202 

担当教員 西尾 正則（工学部教授） 

学年配当 3 年 単位数 1 単位 

開講日程 ＜前期＞ 木曜：3 限（～） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 6 号館 1 階 6104 室 

履修条件 製図の基礎と２次元 CAD の経験、３次元 CAD の基礎知識(スケッチ作成まで）を有することが

望ましい。 

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 【授業の概要】 

現代のものづくりにおいて不可欠なコンピュータ支援による設計図面作成（ＣＡＤ）、機械加工

（ＣＡＭ）、解析（ＣＡＭ）について、講義と演習により学ぶ。演習には、CATIA V5 と３Ｄプ

リンタを用いる。本講義は、学んだことを実際に実践してその知識を確かなものとすることをめ

ざす。 

【到達目標】 

３次元ソリッド図形を作成できるようになる。また、作成したデータをもとにしたモデルの試作

および基本的な構造解析ができるようになる。 

【講義計画】 

1. ３次元ＣＡＤ基本図形（ソリッド）の操作 スケッチ 

2. ３次元ＣＡＤ基本図形（ソリッド）の操作 押し出し、勾配、面取り、フィレット 

3. ３次元ＣＡＤ基本図形（ソリッド）の作図演習 

4. ３次元ＣＡＤ基本図形（ソリッド）の操作 シェル、別ボディーの作成、ブーリアン演算 

5. ３次元ＣＡＤ基本図形（ソリッド）の操作 ポケット、ヒンジの作成 

6. ３次元ＣＡＤ基本図形（ソリッド）の操作 ユーザーパターン、長方形パターン 

7. ３次元ＣＡＤ基本図形（ソリッド）の操作 ここまでで課題（GLASS-CASE-TOP)の完成 

8. ３次元ＣＡＤ基本図形（ソリッド）の作図演習 

9. ３次元ＣＡＤ基本図形（ソリッド）の作図演習 

10. アセンブリ GLASS-CASE の組み立て 

11. 実製品モデリング演習（簡単なパーツ） 

12. 実製品モデリング演習（複雑なパーツ） 

13. 実製品アセンブリおよび設計変更 

14. 複数部品からなるモデルに対する基本的な構造解析 

15. ＣＡＭ演習 

 

テキスト・ 

参考文献 

テキスト 

「Introduction for CATIA V5」（アビスト） 

試験・評価

方法 

講師が指示した課題の作成・提出を中心に、授業態度・発言・質問を含めて総合的に成績評価す

る。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

製図の基礎と２次元 CAD の経験、３次元 CAD の基礎知識(スケッチ作成まで）を有することが

望ましい。 

単位認定には、授業回数の 4/5 以上の出席が必要となる。 



オブジェクト指向とＪＡＶＡ 
 

開設大学 愛知工科大学 科目コード 301203 

担当教員 吉田 茂（工学部教授） 

学年配当 2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 月曜：3 限（～） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 6 号館 3 階 6301 室 

履修条件 特になし 

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 【授業の概要】 

大規模で複雑なプログラムを作るために、プログラミング技術は、構造化プログラミングを経

て、オブジェクト指向プログラミングへと発展してきた。今や、オブジェクト指向プログラミン

グ技術は、ほとんどのプログラム言語に取り入れられている。この授業では、オブジェクト指向

プログラミングと、プログラム構造の設計に用いるＵＭＬ（Universal Modeling Language）

について、Java のプログラムを学び、基本概念と手法を習得する。 

【到達目標】 

オブジェクト指向の概念を理解し，オブジェクト指向の考え方をソフトウェア作成に積極的に利

用できるようになる。 

【講義計画】 

1. オブジェクト指向プログラミングの概念 

2. Java の基本 

3. クラスの基本 

4. クラスの機能 

5. クラスの利用 

6. 新しいクラス１ 継承 

7. 新しいクラス２ 委譲 

8. インターフェイス 抽象クラス 

9. ＵＭＬ クラス図 

10. 復習・練習問題 

11. 大規模なプログラムの開発 

12. 例外処理と入出力処理 

13. スレッド 

14. グラフィカルなアプリケーション 

15. まとめ、総合演習 

 

テキスト・ 

参考文献 

テキスト 

「やさしい Java 第 6 版」（ソフトバンク・クリエイティブ） 

参考文献 

「やさしい Java オブジェクト指向編」（ソフトバンク・クリエイティブ） 

「なぜ，あなたは Java でオブジェクト指向開発ができないのか」（エスエムジー社） 

「Java の絵本」（ソフトバンク・クリエイティブ） 

試験・評価

方法 

定期試験，課題提出，授業態度で総合的に評価する 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

単位認定には、授業回数の 4/5 以上の出席が必要となる。 



音声情報処理 
 

開設大学 愛知工科大学 科目コード 301204 

担当教員 實廣 貴敏（工学部准教授） 

学年配当 3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 火曜：3 限（～） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 7 号館 3 階 7303 室 

履修条件 特になし 

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 【授業の概要】 

音声・音響に関する情報処理技術はコンピュータ関連技術の発展により、多くの分野で利用され

ている。本講義では、音波・音声の基本的性質から、音響信号処理、音声分析、音声符号化、音

声合成、音声認識、および音声対話などの技術について、具体的な応用例とともに学ぶ。 

【到達目標】 

音波・音声の基本的性質の理解、および、音響信号処理、音声分析、音声符号化、音声合成、音

声認識、音声対話などの基本的な知識や技術を習得する。 

【講義計画】 

1. ガイダンス／音波の基本的性質 

2. 聴覚の基本的性質 

3. 音場の音響信号処理 

4. 音響信号処理（実習） 

5. 音声の基本的性質 

6. 音声分析法 

7. 音声分析法（実習） 

8. 音声の線形予測分析 

9. 音声符号化 

10. 音声合成 

11. 歌声合成（実習） 

12. 音声対話システム（実習） 

13. 音声認識 1 

14. 音声認識 2 

15. 音声認識 3 

テキスト・ 

参考文献 

テキスト 

「新音響・音声工学」（近代科学社） 

参考文献 

「音声工学」（森北出版） 

「IT Text 音声認識システム 改訂 2 版」（オーム社） 

「音声認識（機械学習プロフェッショナルシリーズ）」（講談社） 

試験・評価

方法 

定期試験、演習（プリントやレポート）、平常点で評価する。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

単位認定には、授業回数の 4/5 以上の出席が必要となる。 



航空宇宙工学 
 

開設大学 愛知工科大学 科目コード 301205 

担当教員 西尾 正則（工学部教授） 

学年配当 4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 月曜：1 限（～） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 7 号館 2 階 7306 室 

履修条件 特になし 

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 【授業の概要】 

制御工学、電気工学、電子工学、材料工学などの各科目を基礎として、航空システムおよび宇宙

システムがどのように設計・開発されているのかを学ぶ。複雑で多岐にわたる分野を網羅する航

空宇宙工学に関する知識・技術の獲得および獲得した知識・技術を生かして実験課題も含むレ

ポート課題を作成し、実践力・設計力の向上を目指す。 

【到達目標】 

航空機、ロケットならびに人工衛星などの航空宇宙システムに関する基礎的項目を理解するこ

と。学習した知識をもとにして、実践力・設計力を向上させこと。 

【講義計画】 

1. 航空宇宙技術全体の歩みを概観する。また、宇宙航空工学の出発点である地球のまわりの空気

の性質、宇宙環境の様子について学ぶ。 

2. 航空機の分類、構成、形状について学ぶ。 

3. 航空機に働く揚力、抗力について学ぶ。また、揚力に付随して発生する誘導抗力について学

ぶ。 

4. 二次元翼に働く空気力について学ぶ。 

5. 三次元翼に働く空気力について学ぶ。 

6. 粘性による抗力、およびその他の抗力について学ぶ。また、揚力を上げるための仕組みについ

て学ぶ。 

7. 航空機の推進装置に関して、推進装置の分類、エンジン推力と効率について学ぶ。 

8. 第 7 回までの振り返りと中間試験 

9. ロケットの構成、宇宙機の構成について学ぶ。 

10. ロケット推進の原理、ロケット推進の種類について学ぶ。 

11. ロケットの軌道、人工衛星の軌道 

12. 超小型人工衛星の基本構成および主要構成要素（構造系、姿勢系）について学ぶ。 

13. 超小型人工衛星の主要構成要素（電源系、通信系）について学ぶ。 

14. 人工衛星の追跡（１）地平座標系、赤道座標系、恒星時など天体力学の基礎について学ぶ。 

15. 人工衛星の追跡(2)赤道座標系から地平座標系への変換など、座標変換の手法について学ぶ。

テキスト・ 

参考文献 

テキスト 

「航空宇宙工学入門」（森北出版） 

参考文献 

「飛ぶ力学」（東京大学出版会） 

「飛行機物語・航空技術の歴史」（ちくま学芸文庫） 

「人工衛星をつくる」（オーム社） 

「衛星設計入門」（培風館） 

試験・評価

方法 

中間・期末の試験の加え、レポートの内容・提出状況や講義中の発言・質問・討論の内容を含め

て総合的に成績評価する。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

単位認定には、授業回数の 4/5 以上の出席が必要となる。 



超分子化学概論 
 

開設大学 愛知工業大学 科目コード 301301 

担当教員 釘宮 愼一（工学部教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 金曜：2 限（1040～1210） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 数学・物理・化学 

教室 八草キャンパス 情報教育センター情教実習室 A 

履修条件 特になし 

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 超分子はフランスの J.-M. Lehn が提唱した「分子が非共有結合により秩序を 

もって組織化することにより新たな機能が産生する」という概念により広く認知されるように

なった。現在は生化学における超分子システム論、工学のナノテクノロジー、物理学におけるソ

フトマターなど様々な領域に使われるようになった。講義では、具体例を使って、超分子を理解

する。 

1. 高校の教科書にある超分子 

2. 共有結合をどのように考えるか 

3. 共有結合の理解の仕方 

4. 非共有結合とは 

5. 非共有結合１：水素結合１ 

6. 非共有結合２：水素結合２  

7. 非共有結合３：配位結合１  

8. 非共有結合４：配位結合２  

9. 非共有結合５：配位結合３  

10. 非共有結合６：疎水結合１  

11. 非共有結合７：疎水結合２  

12. 非共有結合８：静電相互作用 １ 

13. 非共有結合９：静電相互作用 ２ 

14. 超分子と高分子 

15. 超分子と材料 

 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】超分子の化学 (化学の指針シリーズ)（裳華房：菅原 正,木村 榮一編著） 

【参考書】生化学、物理化学、無機化学、有機化学、分析化学、高分子化学のテキストの該当す

るところを参照すること。 

試験・評価

方法 

課題、レポート及び期末試験を総合して評価する。 

別途必要な

経費 

無し 

その他特記

事項 

履修には、一年次に有機化学１、無機化学１を修得済が望ましい。 

また、物理化学、高分子化学、分析化学とも密接な関係にある科目なので、各科目の予習復習も

超分子とともに励んでほしい。 

他大学からの履修者は、大学の初年度の化学を修得済であれば理解できると思う。 

毎回課題の提出と講評を行っている。 

ＰＣ室を利用する。 



環境工学 
 

開設大学 愛知工業大学 科目コード 301302 

担当教員 城戸 由能（工学部教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 月曜：2 限（1040～1210） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 八草キャンパス ７号館２０３ 

履修条件 特になし 

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 地域環境から地球環境までの多様な環境問題の構造とその対策手法の理解を図るため，①問題の

発生構造，特に発生源から伝播過程，その影響を受ける受容体・被害主体，問題が明確となる発

現構造，②現象解明のため観測やデータの収集・解析手法，③自然現象および人工的プロセス

と，その評価手法や管理手法等について講述する．特に，身近な水環境・廃棄物問題を対象とし

て，問題の発見・課題の設定，データ収集と解析手法の選択，評価基準の作成および評価基準の

選定，対策の立案と評価の一連の流れについて学修する．（学習時間：23.5 時間） 

1. 環境工学の基礎①：環境とは何か？環境と人間の関係性，環境の有限性に関する基礎概念につ

いて講述する． 

2. 環境工学の基礎②：地域環境問題から地球環境問題，1970 年代の公害時代から地球規模気候

変動現象までを歴史的に整理しながら過去から現在および将来的な問題点について講述する． 

3. 水環境管理①：水質汚染の特徴と水利用および水環境保全のための上下水道システムについて

講述する． 

4. 水環境管理②：地域水環境を解析・評価するための水および物質の流れを解析する手法につい

て講述する． 

5. 水環境管理③：雨天時の汚濁負荷流出過程，その原理および解析手法について講述する． 

6. 水環境管理④：浸水防止と汚濁負荷削減のための制御方策手法について講述する． 

7. 水環境管理⑤：広域水利用および水環境管理における今後の課題を明らかにし，その対応策に

ついて講述する． 

8. 中間試験（予定） 

9. 廃棄物管理①：廃棄物の定義，廃棄物処理・処分に関わる歴史的経緯および近年の廃棄物発

生・処理・処分状況について講述する． 

10. 廃棄物管理②：廃棄物の収集・処理・処分のための手法と課題，新しい処理・処分技術につ

いて講述する． 

11. 廃棄物管理③：廃棄物処理・処分の広域化問題について講述する． 

11. 廃棄物管理④：循環型社会形成の中核となる資源再生利用について講述する． 

13. 廃棄物管理⑤：循環型社会形成および廃棄物処理・処分に関わる今後の課題について講述す

る． 

14. 環境管理の手法①：さまざまな環境質を測る指標とそのモニタリング技法・評価技法につい

て講述する． 

15. 環境管理の手法②：環境を管理・制御するための規制的な手法，経済的手法の特徴・適応性

について講述する． 

16. 定期試験 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】特に教科書は指定しない．講義プリントを配布する． 

【参考書】①環境保全工学，浮田正夫他編著，技報堂出版，②河川汚濁のモデル解析，國松孝男

他編著，技報堂出版，③地球環境キーワード事典４訂，地球環境研究会，中央法規． 

試験・評価

方法 

小テスト・レポート・中間試験・定期試験により総合的に評価する． 

小テスト・レポート等で 30％，試験 70％の配分とする．欠席 20％以上，レポート未提出，試

験不受験は失格とする． 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

環境問題は見えるモノと見えないモノ(Visible & Invisible)，定義しやすいモノと定義しにくいモ

ノ(Well-defined & Ill-defined)，制御可能なモノと制御不可能なモノ(Controllable & 

Uncontrollable)，といった側面をもつ．そのため，複数の仮定・条件に基づいて観測や定式



化・モデル化が行われるので，得られたデータや解析結果で表現できない物事について常に気を

つける姿勢を学んでほしい．本講義を通して，過去に発生した公害問題等の理解とともに，現在

および 



防災工学 
 

開設大学 愛知工業大学 科目コード 301303 

担当教員 倉橋 奨（工学部准教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 木曜：1 限（900～1030） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 八草キャンパス １０号館 G２１１０ 

履修条件 特になし 

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 災害問題はわが国の重点課題であり、防災技術の開発が進められてきたが、その一方で都市化が

急速に進行し、我々の生活が高密度化、高度化、ネット化するにつれて災害に対する脆弱性は

益々高くなっている。本講義では、都市災害を中心に、災害のメカニズム、災害に関する法律、

防災技術、防災計画、防災行政、安全安心街づくりについて、事例を取り上げながら学ぶ（学習

時間 22.5 時間） 

1. 「自然災害の仕組みと対策」日本の災害の仕組み、変遷、災害対策の変遷 

2. 「地形と地質」地形・地質と水害・地震災害・土砂災害の関係 

3. 「地震のメカニズム」地震発生のタイプ・メカニズム・マグニチュード・震度 

4. 「プレート境界型地震による被害」メカニズム・被害の特徴・津波・長周期地震動 

5. 「内陸地震による被害」メカニズム・活断層分布・活動周期・見つけ方・被害 

6. 「地震および地震動の予測・被害予測」予測手法の概略・断層モデル・被害関数 

7. 「地震動の特徴」地震動の特徴、フーリエスペクトル、応答スペクトル 

8. 中間試験 

9. 「地盤に関連する災害」液状化・被害実態 

10. 「地盤に関連する災害」土砂災害（土石流、地すべり、斜面崩壊）のメカニズム・被害実態 

11. 「水に関連する災害」内水・外内災害のメカニズム・高潮災害・被害実態 

12. 「都市災害」市街地火災・ライフライン災害・住民対策の被害実態 

13. 「災害に関する規則・規制」災害対策基本法など災害に関する法律     

14. 「地域防災」地域防災の目的・進め方・課題 

15. 「復旧復興」       

16. 定期試験 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】毎回ノートと資料を配布し、講義はパワーポイントなどを用いて行う。 

【参考書】『都市・建築防災シリーズ』鹿島都市防災研究会（鹿島出版会） 

試験・評価

方法 

レポート、中間試験、定期試験により評価する。成績評価の配分はレポート 

20％、中間試験 40％、定期試験 40％とする。欠席が 30％以上の場合は不合格とする。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

(1)配布するプリントには空白が設けられている。この空白を利用して、授業 

内容を記入し、自分の講義ノートを作成するため、講義内容が理解ができたかどうかを自分で確

認すること。 

(2)毎回確認テストを実施する。これは、その日の講義の復習と理解度のチェックのためである。

途中であきらめることなく 後まで提出して欲しい。 

(3)モチベーションを高く持ち、問題を理解し、解決策を見出すことのできるスキルを身につけて

欲しい。 

(4)教員の研究室は７号館３階３２１号室である。気軽にノックしてください。 

◎自己学習  

自作 



環境工学Ⅱ 
 

開設大学 愛知工業大学 科目コード 301304 

担当教員 佐野 泰之（工学部教授） 

細淵 勇人（工学部講師） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 木曜：2 限（1040～1210） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 八草キャンパス ７号館２０１ 

履修条件 特になし 

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 建築環境学のうち、光環境と音・振動環境について説明する。前半 7 回で日射を含む光環境につ

いて講義し 8 回目にその理解度を問う中間テストを実施する。建物建設による日影の問題や自然

採光を効果的な利用、照明計画の基本について解説する。後半は、音・振動環境について説明す

る。まず公害や苦情の予測・防止に関わる基礎知識を中心に解説する。14 回目にはコンサート

ホールなどの心地よい音響計画などについて説明する。また、顧客満足度向上に関わる取り組み

についても紹介する。 

1. 環境工学２全般の概説 光、色、音、振動の表し方と特徴 

2. 光の性質・視覚 

3. 人口光源による環境（照明計画） 

4. 太陽の動きと日射 

5. 建物によりできる日陰（日影） 

6. 自然採光（窓からの光を中心に） 

7. 光環境計画（光環境を考慮した設計のために） 

8. 中間テスト 

9. 音・振動の感覚、心地よい音と望ましくない音（騒音） 

10. 騒音・振動の表し方(デシベル計算)と評価方法 

11. 遮音、吸音、塀による回折 

12. 建設工事騒音・振動の予測と対策 

13. 建築物の遮音、床衝撃音 

14. 快適音環境（オーデトリアム・サウンドスケープ） 

15. 音・振動環境計画（顧客満足度の向上） 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】 新建築環境工学：田中俊六他（井上出版）又は現代建築環境計画:小島武男、中村

洋、比嘉俊太郎、成瀬治興 他（オーム社） 

【参考書】公害防止の技術と法規（騒音・振動編）:産業環境管理協会 

試験・評価

方法 

成績評価は、定期試験 30％、中間テスト 30％、レポート・小テスト 40％で判定する。 

授業を数回欠席した者は、単位認定しない 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

建築環境学は、日常生活の身の周りに関わる事柄を取り扱う。まず、自分をとりまく環境に目を

向け、意識して接することが大切である。授業の内容と、生活を結びつけて考えるためのレポー

トも課す。 

建築士を目指ために必要な知識も含まれる。受験を考えている人は受講するように。 



マーケティング論 
 

開設大学 愛知工業大学 科目コード 301305 

担当教員 小林 富雄（経営学部教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 金曜：2 限（1040～1210） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 自由ヶ丘キャンパス ３０１ 

履修条件 経済学、経営学、英語の知識があることが望ましい。 

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 企業のマネジメント層はもとより、ビジネスマンや官公庁で働く場合でも、効率的に仕事をすす

める上でマーケティングの概念や理論の理解とアクションは必須のスキルになりつつある。ま

た、一見マーケティングと関係ない人事や財務、購買などの部署に配属されても同様である。本

講義はこのような目的を背景に具体的事例を用いてマーケティングの基礎的な習得を目指す。 

1. オリエンテーション（音楽 CD から考えるマーケティング） 

2. 消費者の行動と購買意思決定の影響要因 

3. 組織購買行動（生産財マーケティング）とマーケティング・リサーチ 

4. 経営環境の把握とセグメンテーション・ターゲティング 

5. ポジショニングと製品ミックス 

6. 新製品開発とブランド 

7. 価格設定と戦略 

8. プロモーションにおけるコミュニケーションと広告 

9. 販売促進・パブリシティ・人的販売 

10. マーケティング・チャネルと流通 

11. マーケティング戦略と製品ライフサイクル 

12. コア・コンピタンスと知識創造・関係性マーケティング 

13. ブランディングと市場志向型組織 

14. マーケティング理論の変遷 

15. まとめ（ビジネスを超える価値共創） 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】『マーケティングをつかむ』黒岩健一郎・水越康介、有斐閣 

【参考書】『ノヤン先生のマーケティング学』庭山一郎、翔泳社 

『現代マーケティングリサーチ』照井信彦・佐藤忠彦、有斐閣 

試験・評価

方法 

受講態度（小レポートの解答）30％、中間レポート 30％、期末試験 40％とし、総合 60%以上

を合格とする。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

対話形式の講義を行うため、常に自分なりの意見を持って臨むこと。 

また、毎回小レポートの提出、中間レポートの提出を課題とし、提出がない場合は欠席と同等の

評価とする。 

口頭では日本語で講義を進めるが、レジュメは英語版を使用する。 



経営データ解析Ⅰ 
 

開設大学 愛知工業大学 科目コード 301306 

担当教員 藤井 勝紀（経営学部教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 木曜：4 限（1440～1610） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 八草キャンパス ４号館 K４０４ 

履修条件 特になし 

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 スポーツ科学において、身体情報を解析する方法を理解することは必要であり、そのためにデー

タ解析の各種方法の原理を知ることは重要である。本講義では、身体情報科学という新たな研究

分野の内容を理解するとともに、その内容の前半に含まれる科学との関わり、計量化の問題、身

体情報データとしての解析手法等について説明していく。 

1. 受講者に対してデータ解析の講義概要説明と学習の進め方、テスト方法について説明する。 

2. スポーツ科学における、身体情報科学とデータ解析についての接点とは何かを述べる。  

3. 身体情報と科学について、先ず、形態とは何かを形態学という学問を例にとって説明する。 

4. 身体情報の意味について説明し、身体情報との関係をスポーツ事象を絡めて述べていく。  

5. 小テスト実施、科学とは何かについて説明し、身体情報と科学との関わりを述べる。  

6. 身体情報の計量化において、先ず、計量化という意味について情報のデータ化を例にとって説

明する。  

7. 身体情報として形態各部位や運動機能等の測定についての本質的な意味を説明する。  

8. 身体情報として形態各部位や運動機能等の測定結果の情報化についてその方法を説明する。 

9. 測定結果の情報化によって導かれた身体情報と健康との関わりの重要性を説明する。  

10. 小テスト実施、身体情報データの解析手法について、先ず、データの正規性とは何か把握さ

せる。  

11. 身体情報データの解析手法として平均、標準偏差、相関分析、回帰分析の要点を理解させ

る。  

12. データのグラフ化として折れ線グラフ、棒グラフ、円グラフ、帯グラフ等、使用目的、応用

例を紹介する。  

13. 身体情報データを評価する方法として、平均値評価法、回帰評価法について基本を理解させ

る。  

14. 身体情報科学における評価とは何か、評価法の種類と方法について説明し、講義の纏めをす

る。  

15. 定期試験 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】『発育発達への科学的アプローチ』藤井勝紀（三恵社） 

【参考書】『体育学・スポーツ科学事典』（平凡社） 

試験・評価

方法 

レポート(３回)、小テスト(２回)、及び定期試験（総合レポート）による総合評価を行う。成績評

価の配分は出席 30%、レポート 10%、小テスト 20%、定期試験 40%とする。レポート未提

出や小テストを受けない場合は不合格の対象になる。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

1. 授業では理解を早めるためにパソコンプロジェクター等を使用するため、それらを見ながらポ

イントになる点を配布プリントやノートにメモすること。その内容を講義の板書ノートに加える

形で自分なりにまとめて復習してほしい。 

2. 試験のレポート課題は特に重要であるため、自分で充分に調査して、図を加えて文章にまとめ

てほしい。これにより、文章表現力やプレゼンテーション能力も身につく。 



ユーザインタフェース 
 

開設大学 愛知工業大学 科目コード 301307 

担当教員 小林 正（情報科学部特任教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 火曜：3 限（1300～1430） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 八草キャンパス １号館３０３ 

履修条件 特になし 

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 世の中の技術の進歩に伴い、人々が利用しているデジタル製品の機能は複雑になる一方である。

この科目では人間とデジタル製品との間に存在するユーザ・インタフェースとはどのようなもの

か？について考え、ユーザ・インタフェースを構成する要素やインタフェース・デザインの評価

方法などについて網羅的に学習する。 

1. インタラクティブ・システムのユーザビリティ 

2. ガイドライン、原則、理論 

3. 設計プロセス 

4. ユーザ・インタフェースの評価 

5. 直接操作と仮想環境 

6. 中間試験 

7. メニュー選択、フォーム記入、ダイアログ・ボックス 

8. コマンド言語と自然言語 

9. インタラクション装置 

10. 共同作業とソーシャル・メディアへの参加 

11. サービス品質（QOS） 

12. 機能とファッションのバランス 

13. ドキュメンテーションとオンライン・ヘルプ 

14. 情報検索 

15. 情報の可視化 

16. 期末試験 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】Moodle 経由で配布するテキストを使用する。Moodle には、co-net の「授業サポー

ト」メニューからアクセスする。 

【参考書】Ben Shneiderman, Catherine Plaisant "Designing the User Interface" Fifth 

Edition 

試験・評価

方法 

中間試験と期末試験を総合して評価を行う。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

ユーザ・インタフェースとは何か、どのようにして評価するのかを原理・原則から網羅的に学ぶ

科目である。ユーザ・インタフェースについて更に深く学ぶ意志がある学生あるいは大学院への

進学を希望している学生は原書を購入して授業に参加していただきたい。 



高電圧工学 
 

開設大学 愛知工業大学 科目コード 301308 

担当教員 大久保 仁（工学部教授） 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 月曜：3 限（1300～1430） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 八草キャンパス ５号館実験棟ＥＲ２２１ 

履修条件 電気磁気学を学んでいることが望ましい。 

募集定員 若干名 募集時期 9 月 

講義概要 高電圧工学は電気磁気学や電気・電子回路論，そして材料・物性論などの基礎科目の上に位置す

る応用工学である。電力システム・機器に直接関係するだけではなく，産業応用機器やあらゆる

電気・電子技術にかかわる重要な工学である。具体的にはまず，電界のふるまいを理解したの

ち，気体・液体・固体・真空などの誘電材料中における電界下の挙動，誘電現象，放電現象・メ

カニズムなどを学ぶ。次に機器やデバイスにおける電気絶縁技術を学び，システムとして絶縁協

調を理解する。さらには，高電圧・高電界の発生および測定技術について習得する。 

1. 高電圧工学の学び方，高電圧工学・高電界工学の意味を理解する。 

2. 高電圧の基礎として，交流・直流，放電現象などを学ぶ。 

3. 電位と電界の基礎を理解し，電界のふるまいと解析手法の基礎を学ぶ。  

4. 電界解析法の適用と基本形状や実際の機器などにおける挙動・分布を理解する。 

5. 気体中における放電特性を理解し，放電メカニズムを学ぶ。 

6. 長ギャップ放電，雷現象，部分放電現象などについて理解する。 

7. 真空中における放電特性を理解し，放電メカニズムを学ぶ。 

8. 液体中および固体中における放電特性を理解し，放電メカニズムを学ぶ。  

9. 中間試験 

10. 高電圧機器・装置における電気絶縁技術について学ぶ。 

11. サージ高電圧の発生・伝搬と絶縁協調技術について理解する。 

12. 機器・システムの絶縁設計と絶縁協調について習得する。 

13. 直流・交流インパルスなどの高電圧・高電界の発生技術について学ぶ。 

14. 直流・交流インパルスなどの高電圧・高電界の測定技術について学ぶ。 

15. 高電圧・高電界の新技術について学ぶ。 

 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】教科書に相当するものは授業中に適宜紹介する。その主な内容は，PPT で表示，プリ

ントで配布し説明する。 

【参考書】授業中に適宜紹介する。 

試験・評価

方法 

講義出席率，レポート，中間試験，定期試験による総合評価を行う。 

成績評価は，課題提出・レポート 20%，中間試験 30%，定期試験 50%を目安とし，総合評価

する。 

評価対象学生は原則として出席回数 2/3 以上とする。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

高電圧工学は，電気磁気学や電気・電子回路論，材料・物性工学などの基礎科目に立脚する応用

工学である。したがって，基礎学問をいかに実機器やデバイスなどに，工学として応用あるいは

実施されているかについて，常に深く考察する目を養ってほしい。そのためには授業に積極的に

かかわり，問題提起や質問をする習慣を持ってほしい。 



組込システム 
 

開設大学 愛知工業大学 科目コード 301309 

担当教員 小西 たつ美（工学部教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 月曜：2 限（1040～1210） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 八草キャンパス １号館別館Ｇ２５１ 

履修条件 C 言語の基礎知識が必要 

募集定員 若干名 募集時期 9 月 

講義概要 組込機器とは、内部に組み込まれたマイクロコンピュータにより、特定の機能を実現する機器の

ことで、自動車や情報家電、各種ロボットなど、身の回りのいたるところに存在する。本講義で

は、これら組込機器の基本的な仕組みを、ハードウェアとソフトウェアの両面から学習する。 

1. 組込機器と組込システム 

2. マイコンの基本機能 

3. マイコンの入出力機能 

4. マイコンのリセット機能とメモリ 

5. C 言語を用いたマイコンプログラム（１） 

6. C 言語を用いたマイコンプログラム（２） 

7. C 言語を用いたマイコンプログラム（３） 

8. ダイナミック点灯 

9. PWM 制御 

10. 割込みとは何か 

11. 外部割込み 

12. タイマー割込み（１） 

13. タイマー割込み（２） 

14. リアルタイム OS とは何か 

15. リアルタイム OS を利用したプログラミング 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】講義内で指示 

【参考書】講義内で指示 

試験・評価

方法 

成績は、小テストやレポート課題が２０％、中間テスト・期末テストが８０％の総合 

点で評価し、５５点以上を合格とする。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

本講義では、実際の物作りはしないが、３年生で履修する電子情報工学実験３で、マイコンを搭

載したライントレースカーを製作するので、そのための知識を身に付けるためにも、しっかり取

り組むことが望まれる。また本講義は、C 言語と電気回路の知識を前提としているため、他学

部・他学科からの受講は、それらを履修済みの場合のみ許可する。 



固体構造化学 
 

開設大学 愛知工業大学 科目コード 301310 

担当教員 小林 雄一（工学部教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 月曜：3 限（1300～1430） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 八草キャンパス １0 号館Ｇ2210 

履修条件 特になし 

募集定員 若干名 募集時期 9 月 

講義概要 工業材料の高度化とともに，無機固体材料についての化学が大きく展開を見せている。これには

化学のほか，物理学，電子工学など，他の学問領域からの寄与も少なくない。単結晶，多結晶及

び非晶質固体材料の化学の基礎として，結晶構造に関する初歩的理論を解説する。 

1. 無機固体材料の特徴について概説し，結晶の持つ外形の多様性について説明する。 

2. 結晶構造の基本単位である単位格子の考え方と原子位置の記述方法について概説する。 

3. 単位格子のパラメーターや対称性による分類方法について説明する。 

4. 球の密充填構造を基本として実際の結晶構造を解説する。 

5. 金属の代表的結晶構造である面心立方 密充填構造，六方 密充填構造，体心密充填構造を理

解する。 

6. 球の密充填構造にできる隙間の種類，大きさ，数について理解する。 

7. 結晶の密充填構造についてのまとめと演習問題、解説。 

8. 六配位位置にイオンを持つイオン結合性結晶の構造について説明する。 

9. 四配位位置にイオンを持つイオン結合性結晶の構造について説明する。 

10. 二つの配位位置にイオンを持つイオン結合性結晶の構造について説明する。 

11. 配位多面体による結晶構造の記述方法について説明する。 

12. 結晶中に存在する様々な構造欠陥の種類と性質について説明する。 

13. 複雑なイオン結合性結晶の構造についてのまとめと演習問題、解説。 

14. 粉末Ｘ線回折法の原理 

15. 粉末Ｘ線回折による結晶構造の決定法 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】特になし 

【参考書】『セラミックス材料科学入門：基礎編』（内田老鶴圃） 

『ウエスト 固体化学入門』著者：A.R.WEST（講談社） 

『入門固体化学』L. Smart, E. Moore 著, 平尾一之・河本邦仁 訳（化学同人） 

『新無機材料科学』足立吟也、島田昌彦、南努 編（化学同人） 

試験・評価

方法 

成績評価は主として中間試験および定期試験により行うが，提出した演習問題の正答率や課題レ

ポートなどを含めた総合評価により行う。 

授業後の課題 10％、中間テスト 45％、定期試験 45％ 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

1. 板書やプロジェクター画面を必ずノートに書き写すこと。配布プリントや資料、ノートを見直

し、復習してください。 

2. 小テストの問題を毎回再度復習し、疑問な部分をなくしておくこと。結晶の立体的な構造を理

解するために，自ら結晶の幾何学的モデル図を何度も書いてみるとよい。 

3. 質問や講義に対する意見等は、講義終了後や研究室にていつでも対応しますので分からないこ

とは遠慮なく。 



自動車工学概論 
 

開設大学 愛知工業大学 科目コード 301311 

担当教員 谷本 隆一（工学部特任教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 月曜：2 限（1040～1210） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 八草キャンパス １０号館Ｇ２２１０ 

履修条件 特になし 

募集定員 若干名 募集時期 9 月 

講義概要 自動車工学の概要を，教科書にそってわかりやすく解説する．説明は，時代背景，機械工学の４

力学，さらに，企業におけるものづくりの精神を織り交ぜながら行う． 

1. 自動車工学，自動車の定義，歴史，構成（ボデー，シャシー，原動機） 

2. 自動車用エンジン，エンジンの分類，基本原理 

3. ガソリンエンジン，ディーゼルエンジン 

4. ロータリーエンジン 

5. シリンダーヘッド 

6. バルブメカニズム 

7. ピストン，ピストンリング，コネクチングロッド 

8. サイレントシャフト，トーショナルダンパ，ガスタービンエンジン 

9. 電気自動車，アルコール燃料車 

10. 水素エンジン車，スターリングエンジン 

11. 燃料電池車（ＦＣＨＶ），ハイブリッド自動車 

13. 燃料（ガソリン、軽油），ノッキング，混合気 

14. キャブレター，ＥＦＩ 

15. ディーゼルエンジンの燃料噴射装置，コモンレール，過給機 

 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】『自動車工学入門』 齋 輝夫 著（理工学社） 

【参考書】自動車工学[第２版] 自動車工学編集委員会編著（東京電気大学出版局） 

試験・評価

方法 

３回の小テスト，定期テストの４回の成績を総合して評価を行う．合格点： 

６０点以上 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

自動車工学概論で，自動車の構造・機能・動きを理解するなかで，機械工学を学んで欲しい。自

動車の部品がなぜそのような形になっているのか，機械工学の立場から学ぶと楽しくなるもので

ある． 



ロボット工学概論 
 

開設大学 愛知工業大学 科目コード 301312 

担当教員 奥川 雅之（工学部教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 火曜：1 限（900～1030） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 八草キャンパス １３号館１０１ 

履修条件 特になし 

募集定員 10 募集時期 9 月 

講義概要 ロボットは，近い将来，人間との共生が期待されている．本講義では，ロボットとは何か？その

定義，分類や種類，基本構成要素について説明するとともに，ロボットの機構および制御方法に

ついて述べる．人間の生活との関係性を考えるとともに，ロボットの将来について検討する． 

1. ロボットとは 

2. ロボットの歴史 

3. ロボットの種類 

4. ロボットの構成 

5. ロボットの基本要素：アクチュエータ 

6. DC モータの制御 

7. ロボットの基本要素：センサ 

8. ロボットの基本要素：コンピュータ 

9. オペレーションシステムと組込みシステム 

10. ロボットの機構（マニピュレーション） 

11. ロボットの機構（移動ロボット） 

12. ロボットの運動学 

13. ロボットと人間 

14. ロボットの今後 

15. まとめ 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】ロボット入門，渡辺，小俣，オーム社 

【参考書】図解雑学 ロボット，ナツメ社 

試験・評価

方法 

課題レポートおよび演習レポートの総得点率によって総合評価を行う．成績 

評価の配分は，期末試験（課題レポート）60%，演習レポート 40%である．合格点は 60%で

ある．提出物が未提出の場合は，不合格となる場合もある． 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

各自学習ノートを充実させること．興味を持った事項については，適宜調べ，ノートに記載する

こと． 



航空宇宙工学概論 
 

開設大学 愛知工業大学 科目コード 301313 

担当教員 三宅 慶明（工学部教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 火曜：2 限（1040～1210） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 八草キャンパス １３号館１０１ 

履修条件 特になし 

募集定員 若干名 募集時期 9 月 

講義概要 航空宇宙機器は、高度且つ広範な技術の結集であり、規模の大きいシステムの代表的なものと言

える。 

講義ではまず、航空宇宙技術の発展経緯について時代順に概説する。 

次に、航空機の基礎知識、その性能、安定性、構造、推進システム、等について解説する。 

1. 導入 

  １章 航空宇宙技術の歴史 航空１９世紀以前 

2. 航空宇宙技術の歴史 航空１９世紀前半 

3. 航空宇宙技術の歴史 航空１９後半～２０世紀 

4. 航空宇宙技術の歴史 ロケット   

5. ２章 大気及び宇宙環境  

6. ３章 航空機機器の形態    

7. 宇宙機器の形態 および ミニテスト 1   

8. ミニテスト解説 および ４章 揚力と抗力（１）  

9. 揚力と抗力（２）  

10. 揚力と抗力（３）  

11. 揚力と抗力（４）  

12. 揚力と抗力（５）および ミニテスト 2  

13. ミニテスト解説 および 超音速機  

14. ７章 飛行機の安定性と操縦性(1)  

15. 飛行機の安定性と操縦性(2) 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】「航空宇宙工学入門」室津義定編著（森北出版） 

【参考書】航空宇宙工学便覧（日本航空宇宙学会） 

試験・評価

方法 

1. 定期試験 50％、ミニ試験 25％×2 回の結果及び 2.項め総合で評価する。 

2. 出席は基本であり、初回を含む毎回出席をとり平常点として評価する。 

  3 回を超える欠席（公欠を除く）は評価対象外。 

3. ミニ試験欠席の時の追試験はない。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

1. 授業ではビジュアル機器や実際の部品を使用するため、ポイントをしっかりメモすること 

2. 講義は教科書に沿い実施する。講義項目を自分なりにノートにまとめることで復習し、試験に

備えること 

3. 試験では 教科書の持ち込み不可、一冊のノート（資料添付ＯＫ）のみ可。  

 



都市計画 
 

開設大学 愛知工業大学 科目コード 301314 

担当教員 小池 則満（工学部教授） 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 金曜：2 限（1040～1210） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 八草キャンパス ７号館２０３ 

履修条件 特記無し 

募集定員 若干名 募集時期 9 月 

講義概要 都市計画は、その上位計画である国土計画から、地域・地区の計画までさまざまな段階があり、

それぞれの段階でさまざまな分析手法や法制度が存在する。都市計画の基本的な理念と実現化の

手法や法制度について学ぶ。（学習時間：23.5 時間） 

1. ガイダンス・国土計画の概要 

2. 国土計画の概要２ 

3. 都市計画の概念 

4. 地域地区（区域区分） 

5. 地域地区（用途地域） 

6. 土地区画整理事業・市街地再開発事業 

7. 土地区画整理事業演習 

8. 公園緑地計画 

9. 景観法・まちなみ保存 

10. 都市交通計画１ 

11. 都市交通計画２ 

12. 口頭試問 

13. 住民参加とまちづくり・ＡＨＰ解説 

14. 住民参加（AHP による演習）/テストガイダンス 

15. 理解度確認テスト 

16. 総復習と解説 終理解度確認テスト  

  

 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】特に指定しない 

【参考書】特に指定しない 

試験・評価

方法 

＞口頭試問(１０％)レポート（２０％）および理解度確認テスト（７０％）で成績評価を行い、

６０点以上を合格とする。理解度確認テストで合格点に達していても出席が極端に少ない場合に

は、不可とすることがあるが、出席を点数化することはない。 終理解度テストによる合格者に

は、「可」のみをつける。理解度確認テストの答案は返却・解説する。答案を受け取らない場合

には、評定を一段階下げる。  

 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

＞公務員やコンサルタント会社への就職を目指す学生にとっては重要科目と考えて欲しい。 

＞各種の伝達事項の連絡はコネットを使用するのでこまめにチェックして欲しい。 

＞講義で紹介された制度や手法を理解するのは、実際の場所を見るのが非常に重要である。自己

学習（予習および復習）として、自分が住んでいる街のホームページ等をみて、どのような都市

計画がなされているか調べるとともに、講義で配布された演習問題等を独力で解いてみるよう、

努めることが望まれる。 

（A）社会奉仕と国際貢献を思考する技術者の育成：【5％】 

（B） 



日本建築史Ⅰ 
 

開設大学 愛知工業大学 科目コード 301315 

担当教員 杉野 丞（工学部教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 火曜：1 限（900～1030） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 八草キャンパス ７号館２０１ 

履修条件 特になし 

募集定員 若干名 募集時期 9 月 

講義概要 本講義の目的は，日本文化の一つである日本建築の歴史的な形成過程を理解することにある。縄

文・弥生時代の住居・神社建築、飛鳥・奈良時代の寺院建築、平安時代の都城と貴族の邸宅建

築、鎌倉時代の大陸から移入された建築様式を取り上げ、各時代の建築的な特質を講義する。具

体的な内容は以下のとおりである。              1. 日本建築史を学ぶ意義につい

て述べる。 

2. 縄文・弥生時代の竪穴住居と高床住居について学ぶ。 

3. 神社信仰と神社建築の発生と本殿形式について学ぶ。 

4. 飛鳥時代の仏教伝来と寺院の伽藍建築について学ぶ。 

5. 飛鳥・白鳳・奈良時代の寺院建築の様式について学ぶ。 

6. 奈良時代の寺院建築の遺構を取り上げ、寸法計画、構造、意匠について学ぶ。 

7. 平城京と平安京について、中国の長安城と比較しつつ我国の条坊制について学ぶ。 

8. 平安時代の貴族住宅について、寝殿造の成立と殿舎の構成・機能について学ぶ。 

9. 平安時代の阿弥陀堂、常行堂などの浄土教の伽藍建築について学ぶ。 

10. 平安時代の天台・真言宗の密教寺院の本堂、宝塔、大塔、多宝塔について学ぶ。 

11. 鎌倉時代の神社建築の内、入母屋造、八幡造、権現造等の本殿形式について学ぶ。12．奈

良・平安時代に築かれた和様の建築様式の特徴について学ぶ。   

13. 鎌倉時代の大仏様について、その特徴と源流となる中国華南地方の建築を学ぶ。 

14. 鎌倉時代の禅宗様について、その特徴と源流となる中国華中地方の建築を学ぶ。 

15．講義の全体を系統的にまとめる。 

 

テキスト・ 

参考文献 

日本建築学会編、「日本建築史図集」、彰国社刊（参考図書） 

試験・評価

方法 

小レポート，定期試験の成績を合わせた総合点で評価する。 

別途必要な

経費 

「特になし」 

その他特記

事項 

「特になし」 



生活デザイン 
 

開設大学 愛知工業大学 科目コード 301316 

担当教員 武田 美恵（工学部准教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 水曜：2 限（1040～1210） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 八草キャンパス １２号館２０１ 

履修条件 特にないが建築との関わりから講義する 

募集定員 若干名 募集時期 9 月 

講義概要 私達をとりまく芸術やデザインを科学的に捉え、豊かな発想をもって生活をデザインしていくた

めの知識を修得する。 

1. ガイダンス 人を惹き付けるデザイン 

2. 自然共生と建築デザイン 

3. 気候と建築（１） 

4. 気候と建築（２） 

5. 林業再生と建築（１） 

6. 林業再生と建築（２） 

7. かたち、模様（紋様）に隠された文化と自然（１） 

8. かたち、模様（紋様）に隠された文化と自然（２）  

9. 風土と色彩 

10. 観察力とデザインへの活用（１） 

11. 観察力とデザインへの活用（２） 

12. 観察力とデザインへの活用（３） 

13. 伝統的景観とコミュニティ 

14. 再開発と新たなまちづくり 

15. 子どもの発達と住まい 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】無し 

【参考書】無し 

試験・評価

方法 

成績評価は定期試験の結果で決定します。毎授業出席をとリます。欠席回数が多い場合は不合格

の対象になります。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

講義をきっかけとして鋭い観察力を養って欲しい。 

Power point によるスライドを使用した講義とし、映像を見るなど視覚を通して理解を助けるビ

ジュアルな授業を行います。 



建築計画学 
 

開設大学 愛知工業大学 科目コード 301317 

担当教員 中井 孝幸（工学部教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 金曜：2 限（1040～1210） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 八草キャンパス ７号館２０５ 

履修条件 特になし 

募集定員 若干名 募集時期 9 月 

講義概要 建築空間を構想し計画・設計するに当たって必要な人間の生活環境への要求と建築空間との関わ

りの基礎的な理解を養うことを目的とする。このため、建築計画・設計の基本的な考え方、人間

の空間知覚・行動・認知、生活機能と空間性能の関係などを学び、空間を構成するための手法を

修得する。 

1. ガイダンス、建築計画とは 

2. 生活のための建築-地理的環境と形態 

3. 人間と空間 

4. 人間と建築 

5. 紙の建築 

6. 災害と建築 

7. 身体と人間行動 

8. 人間と空間のイメージ 

9. 計画と設計の過程(1) 

10. 計画と設計の過程(2) 

11. 空間構成の手法 

12. 計画と設計 

13. 建築空間の性能（転用と再生） 

14. 住まいの計画 

15. 建築空間のイメージをかためる 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】「建築計画学」松本直司編著（理工図書） 

【参考書】「コンパクト建築設計資料集成」第 3 版日本建築学会編（丸善） 

試験・評価

方法 

レポート(数回)、小テスト(数回)、及び定期試験による総合評価を行う。成績評価の配分はレポー

ト 20％、小テスト 20％、定期試験 60％とする。レポート未提出や小テストを受けない場合は

不合格の対象になる。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

1. 授業では理解を助けるためにパワーポイント等を多用するため、それらを見ながらポイントに

なる点を配布プリントやノートにメモすること。その内容を講義の板書ノートに加える形で自分

なりにまとめて復習してほしい。 

2. レポートの課題は特に重要なテーマであるため、自分で充分に調査して、図や写真を加えて分

かりやすい文章にまとめてほしい。これにより、文章表現力やプレゼンテーション能力も身につ

く。 



技術経営論 
 

開設大学 愛知工業大学 科目コード 301318 

担当教員 後藤 時政（経営学部教授） 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 木曜：2 限（1040～1210） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 自由ヶ丘キャンパス ２０３ 

履修条件 特になし 

募集定員 若干名 募集時期 9 月 

講義概要 技術経営（MOT；Management of Technology）の 大の目的は，技術・製品に関するマネ

ジメントの視点から，製造企業における長期的な付加価値創造の 大化を実現することである。

日本の製造業は，20 世紀の後半に主要産業として国際的な競争力を高めていった。しかしなが

ら，近年，新しい市場・競争環境の中で，きちんとした利益をあげるためには，ものづくりに

も，高度に戦略的な考え方やマネジメントが必要になってきた。日本では，ものづくりをうまく

マネジメントできる人材は少なくないが，それを企業経営に結びつけることができる人材はそれ

ほど育っていない。そこで本講義では，製造業の経営学である MOT（Management of 

Technology）を教育し，ものづくり立国日本で必要不可欠な製造企業でものづくりをうまくマ

ネジメントできる人材を育てる。 

1. Introduction: 技術経営(MOT;Management of Tecnology)の全体像と講義の進め方などを

説明する。受講を予定する者は第１回の講義に出席することを必須とする(原則として，第１回欠

席者は受講を認めない）。  

2. MOT の役割と視点について講述する。 

3. 組織能力の役割を講述する。  

4. 製品アーキテクチャについて講述する。 

5. コア技術戦略について講述する。  

6. プラットフォーム戦略について講述する。  

7. イノベーションの理論と本質について講述する。 

8. 中間試験(80 分） 

9. 組織構造のデザインついて講述する。 

10. 組織プロセスのマネジメントについて講述する。 

11. プロジェクト知識のマネジメントについて講述する。 

12. 顧客価値創造の事業システムについて講述する。 

13. 事業システムのデザインとマネジメントを講述する。 

14. 企業間ネットワークとマネジメントおよび付加価値創造のための組織能力構築に向けた

MOT の実践を講述する。 

15. まとめ 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】『MOT[技術経営入門]』延岡健太郎（日本経済新聞出版社） 

【参考書】特になし 

試験・評価

方法 

成績は，定期試験の結果にグループディスカッションの態度（平常点）を加味して総合得点で決

定される。成績評価は S:100～90%，A:89～80%，B:79～70%，C:69～60%，F：59%～

（不可，再試験は行わない）を目安とする。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

1. 出席は当たり前のことである。学習には予習・復習は必須なことで，予習・復習をしてこない

とグループディスカッションに参加できなくなる。 

2. この科目専用のノートを用意し，教科書とノートを持参し，質疑・応答・討論に積極的に参加

すること。講義ノートに加え，予習・復習・自分やクラスメートの意見もノートする。 



経営データ解析Ⅱ 
 

開設大学 愛知工業大学 科目コード 301319 

担当教員 藤井 勝紀（経営学部教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 木曜：4 限（1440～1610） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 八草キャンパス １１号館２０１ 

履修条件 特になし 

募集定員 若干名 募集時期 9 月 

講義概要 本講義では、スポーツ・マネジメントに必要なマーケティングの分野で幅広く使われ、重要視さ

れている多変量解析の基礎を身につけるともに、身体情報科学という新たな研究分野の内容の後

半に含まれる時系列解析の基本を理解すると共に、その解析手法として多項式、logistic 関数、

Gompertz 関数、spline 関数、さらにはウェーブレット解析についての基本的知識を身につけ

る。 

1. 受講者に対してデータ解析 2 の講義概要説明と学習の進め方、テスト方法について説明す

る。  

2. 多変量解析の基礎的な知識を理解させ、単相関と重相関の算出方法についてエクセルを使用し

て解説する。  

3. 小二乗近似多項式の基礎を理解し、 適な次数決定の妥当性を検討する方法を解説する。 

4. 身体情報と時系列解析について、関数適用の背景とその経緯について述べる。  

5. 小テスト実施、時系列解析の方法にはどのような手法が適用されるのか説明する。  

6. 具体的な方法として形態発育情報を取り上げて、Linear モデルを設定する。  

7. 身体発育情報として身長と体重、運動能力との間でアロメトリー解析を適用する。  

8. 曲線モデルの設定として 2 次以上の多項式適用の方法についてエクセルを使用して解説す

る。  

9. 曲線モデルの設定として Logistic 関数および Gompertz 関数についてエクセルを使用して解

説する。  

10. 小テスト実施、spline 関数、spline 平滑化法についての基礎的な知識を理解する。  

11. ウェーブレット解析についての基礎的な知識を理解する。Part１  

12. ウェーブレット解析についての基礎的な知識を理解する。Part2  

13. 身体情報科学の応用 Part１として、女子スポーツ選手の初経遅延について基礎的な理解をす

る。  

14. 身体情報科学の応用 Part2 として、女子スポーツ選手の初経遅延とその後の月経異常につい

て述べる。  

15. 定期試験  

 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】『発育発達への科学的アプローチ』藤井勝紀（三恵社） 

【参考書】『体育学・スポーツ科学事典』（平凡社） 

試験・評価

方法 

レポート(３回)、小テスト(２回)、及び定期試験（総合レポート）による総 

合評価を行う。成績評価の配分は出席 30%、レポート 10%、小テスト 20%、定期試験 40%

とする。レポート未提出や小テストを受けない場合は不合格の対象になる。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

1. 授業では理解を早めるためにパソコンプロジェクター等を使用するため、それらを見ながらポ

イントになる点を配布プリントやノートにメモすること。その内容を講義の板書ノートに加える

形で自分なりにまとめて復習してほしい。 

2. 試験のレポート課題は特に重要であるため、自分で充分に調査して、図を加えて文章にまとめ

てほしい。これにより、文章表現力やプレゼンテーション能力も身につく。 



ソフトコンピューティング 
 

開設大学 愛知工業大学 科目コード 301320 

担当教員 塚田 敏彦（情報科学部教授） 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 金曜：4 限（1440～1610） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 八草キャンパス ４号館 K４０４ 

履修条件 特になし 

募集定員 若干名 募集時期 9 月 

講義概要 世の中の不確実性がある事象を対象としたシステム設計の手法として、生物に学ぶ 適化技法の

概念と基本原理を学習する。具体的には、ニューラルネットワーク、遺伝的アルゴリズム、強化

学習、ファジイ集合を取り上げ、演習を交えてそれらの原理を深く学習する。具体的な内容は以

下の通り。 

1. 歴史的背景 

2. 知識ベースシステムとその例 

3. 人間の脳のしくみとふるまい 

4. 形式ニューロンと基本論理回路 

5. 線形分離不可能な問題とその処理 

6. 多層パーセプトロンの仕組みと動作、応用 

7. その他のニューラルネットワーク 

8. 中間テスト 

9. 遺伝的アルゴリズム（GA）と遺伝的操作 

10. 遺伝的アルゴリズム（GA）の動作例 

11. ファジイ集合の基礎 ファジィ関数 

12. ファジイ集合の応用 ファジィ推論 

13. 強化学習の基本概念と応用 

14. 世の中での実用例 ディープラーニング 

15. 補遺 今後の展望 

 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】教科書は特に使用しない。 

【参考書】・吉田紀彦：「やわらかい情報処理」、サイエンス社 (2003) 【本書は絶版につき

図書館等で参照】 

・萩原将文：「ニューロ・ファジィ・遺伝的アルゴリズム」、産業図書 (1994)【入手可能】 

試験・評価

方法 

出席日数の条件および課題提出の条件を満たした者に対し、試験により評価 

する。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

新しく急速な進歩を遂げた学問分野であり、今後さらなる発展も期待される。将来にまで通用す

る知識とすべく本質の理解に努めてもらいたい。 



美学芸術論 
 

開設大学 愛知産業大学 科目コード 301401 

担当教員 杉山 奈生子（造形学研究科准教授） 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 月曜日：2 限（1110～1240） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 芸術・文学・表現 

教室 3101 教室 

履修条件  

募集定員 10 募集時期 4 月 

講義概要 芸術作品や製品を取り巻くさまざまな存在（制作者、生産者、注文主、鑑賞者、消 費者、批評家

など）に着目しながら、美術に関わるいくつかの問題を提起します。 先人たちが「芸術」や

「美」について思考し、いかなる状況で制作し、それらの作 品をいかに享受したのか？ これら

の問いに耳を傾け、自らの感性的な考察につな がるような、興味深いテーマを毎回取り上げてい

きます。 具体的な内容は以下の通りです。 

1. 授業の概要  

2. テクストとイメージ①  

3. テクストとイメージ②  

4. イメージの中のイメージ①  

5. イメージの中のイメージ②  

6. パラゴーネ  

7. 詩画比較論  

8. パレルゴン  

9. 注文主と制作者  

10. 美術愛好家とコレクション  

11. 美術館と展覧会  

12. 芸術の公衆化  

13. オリジナルとコピー  

14. イコノクラスム  

15. 定期試験  

16. まとめ、振り返り 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書：レジュメ配布。  

参考文献：『西洋美術研究』『西洋美術研究』編集委員会（編）、三元社 

試験・評価

方法 

学習過程評価と学習成果評価（レポート）によって評価します。 

別途必要な

経費 

特になし。 

その他特記

事項 

特になし。 



ファイナンシャル・プランニングⅠ 
 

開設大学 愛知産業大学 科目コード 301402 

担当教員 奥田真之（経営学部教授） 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 月曜日：4 限（1520～1650） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 1101 教室 

履修条件  

募集定員 10 募集時期 4 月 

講義概要 生涯を通じて、「お金を自分の味方につけられる」ようにしましょう。 

そのために、自らのライフプランに応じた 適な選択を行うのに必要なパー 

ソナル・ファイナンスの知識を習得し、他の人にもアドバイスできる基本的 

な知識を身につけることを目的とします。 

この科目では特にライフプランニング、社会保険、リスク管理の分野を学習します。 

具体的な内容は、以下の通りです。 

1. ガイダンス、ライフプランニングとは何か 

2. 教育資金プランニング、ローンとカード 

3. 住宅取得プランニング 

4. リタイアメントプランニング 

5. 社会保険：医療保険、介護保険、労働保険 

6. 公的年金 

7. 企業年金 

8. 個人事業主や中小法人の資金計画 

9. リスクマネジメントの基礎と保険制度 

10. 生命保険 

11. 損害保険 

12. 第３分野の保険 

13. 法人の生命保険と損害保険 

14. 保険と税金 

15. 定期試験 

16. まとめ、振り返り 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書:『ファイナンシャル・プランニング入門（第４版）』 

日本ファイナンシャル・プランナー協会編、日本 FP 協会 

参考文献：『はじめての金融リテラシー』奥田真之・大藪千穂、昭和堂 

試験・評価

方法 

学習過程評価（５割）と学習成果評価（筆記試験、５割）で評価します。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

特になし 



視覚映像表現論 
 

開設大学 愛知産業大学 科目コード 301403 

担当教員 宇井 朗浩（造形学部教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 火曜日：2 限（1110～1240） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 芸術・文学・表現 

教室 2405 教室 

履修条件  

募集定員 10 募集時期 4 月 

講義概要 ・映像の歴史；現在の映像が出来上がってくる段階を見て映像の基本を考えます。 

・映像の仕組み；視覚映像を作り出している原理や仕組みを学びます。 

・映像を構成する理論；私たちが普段見ている映像作品のストーリーとシナリオについて分析し

ます。 

・映像が扱うテーマ；映像が特徴的に扱っているテーマについて考えます。 

以上のことを踏まえて授業の 後に、現在ある映像を分析、評価し、各自発表します。 

具体的な内容は以下の通りです。 

1. 授業概要、映像の創造性  

2. 映像の歴史 

3. 撮影；カメラのメカニズム、光について  

4. 編集とカット構成、演出  

5. ２D アニメーション  

6. ディジタルイメージ  

7. ドキュメンタリー 

8. 映像のストーリー；キャラクター 

9. 映像のストーリー；世界観 

10. 映像のストーリー；シナリオ=構成 

11. プレゼンテーション技法の説明と計画, 

12. プレゼンテーション準備 

13. プレゼンテーション 

14. プレゼンテーション 

15. 定期試験 

16. まとめ、振り返り 

テキスト・ 

参考文献 

参考書『映画を書くためにあなたがしなくてはならないこと』、シド・フィールド、（フィルム

アート社） 

このほか、授業中に紹介していきます。 

試験・評価

方法 

学習過程評価と学習成果評価（レポート）によって評価します。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

特になし 



建築構法学 
 

開設大学 愛知産業大学 科目コード 301404 

担当教員 小椋 紀行（造形学部准教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 木曜日：1 限（930～1100） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 4401 教室 

履修条件  

募集定員 10 募集時期 4 月 

講義概要 建築構法とは、建築物の各部位の構成方法、つまり建築物の各部がどのようになっているのかを

示すものです。本講義では、「建築構法とは何か」をスタートとして、建築物の各種構造（木質

構造・鋼構造・鉄筋コンクリート造構造・その他の構造）の「ことば（専門用語）」を知り、作

図を通じて各種の建築構法の基礎を学び、「建築物のありよう」についての理解を深めます。 

具体的な内容は以下の通りです。 

1. 科目ガイダンス、建築構法の概要 

2. 基礎構造 

3. 木質構造の構法（1） 木材の特性、接合（仕口、継ぎ手） 

4. 木質構造の構法（2） 軸組構法のしくみ 

5. 木質構造の構法（3） 壁式構法のしくみ 

6. 木質構造の構法（4） その他の木質構法のしくみ 

7. 鋼構造の構法（1） 鋼構造の分類と材料の特性 

8. 鋼構造の構法（2） 軸組式構法のしくみ 

9. 鋼構造の構法（3） トラス構法のしくみ 

10. 鉄筋コンクリート構造の構法（1） 鉄筋コンクリートの原理およびコンクリートと鉄筋の

特性 

11. 鉄筋コンクリート構造の構法（2） ラーメン構法のしくみ 

12. 鉄筋コンクリート構造の構法（3） その他の構法のしくみ 

13. その他の構造の構法 

14. 各部の構造、建具 

15. 定期試験 

16. まとめ、振り返り 

テキスト・ 

参考文献 

『3D 図解による建築構法 第二版』松村秀一ら、市ヶ谷出版社 

試験・評価

方法 

学習過程評価と学習成果評価（筆記）で評価します。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

特になし 



ファイナンシャル・プランニングⅡ 
 

開設大学 愛知産業大学 科目コード 301405 

担当教員 奥田真之（経営学部教授） 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 火曜日：1 限（930～1100） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 1201 教室 

履修条件  

募集定員 10 募集時期 9 月 

講義概要 生涯を通じて、「お金を自分の味方につけられる」ようにしましょう。 

そのために、自らのライフプランに応じた 適な選択を行うのに必要なパー 

ソナル・ファイナンスの知識を習得し、他の人にもアドバイスできる基本的 

な知識を身につけることを目的とします。 

この科目では特に金融資産運用、タックスプランニングの分野を学習します。 

具体的な内容は、以下の通りです。 

1. ガイダンス、経済・金融の基礎知識 

2. 預貯金 

3. 債券 

4. 株式 

5. 投資信託 

6. 外貨建て金融商品、その他の金融商品 

7. 金融商品と法律 

8. 所得税の基礎知識 

9. 各種所得の計算：利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得 

10. 各種所得の計算：給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得その他 

11. 課税標準の計算 

12. 課税所得金額の計算 

13. 税額算出と税額控除、源泉徴収制度、個人住民税 

14. 消費税、法人税 

15. 定期試験 

16. まとめ、振り返り 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書:『ファイナンシャル・プランニング入門（第４版）』 

日本ファイナンシャル・プランナー協会編、日本 FP 協会 

参考文献：『はじめての金融リテラシー』奥田真之・大藪千穂、昭和堂 

試験・評価

方法 

学習過程評価（５割）と学習成果評価（筆記試験、５割）で評価します。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

特になし 



建築意匠学 
 

開設大学 愛知産業大学 科目コード 301406 

担当教員 加藤 吉宏（造形学部教授） 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 水曜日：2 限（1110～1240） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 3101 教室 

履修条件  

募集定員 10 募集時期 9 月 

講義概要 建築家が手掛けた建築作品において、建築のプロポーション、構成、配置、バランス、そしてイ

ンテリアなどを理解する。作品の写真や図面を使いながら意匠の解説をし、実践的な計画、デザ

イン、設計の手法を学んでいきます。毎回、建築家の作品や現代建築のデザイン手法を紹介しま

す。具体的な内容は以下の通りです。 

1．黒川記章の意匠 

2．磯崎新の意匠 

3．槇文彦の意匠 

4．村野藤吾の意匠 

5．吉村順三の意匠 

6．篠原一男の意匠 

7．丹下健三の意匠 

8．菊竹清訓の意匠 

9．坂倉準三の意匠 

10. 現代建築の建築家の意匠 1 

11. 現代建築の建築家の意匠 2 

12. 建築家のデザイン手法 1 

13. 建築家のデザイン手法 2 

14. 建築家のデザイン手法 3 

15. 定期試験（レポート） 

16. まとめ、振り返り 

テキスト・ 

参考文献 

適宜、プリント配付。 

試験・評価

方法 

学習過程評価５割程度、学習成果評価（レポート）５割程度の総合得点で評価します。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

特になし 



エコロジーデザイン論 
 

開設大学 愛知産業大学 科目コード 301407 

担当教員 伊藤庸一郎（造形学部教授） 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 水曜日：3 限（1340～1510） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 芸術・文学・表現 

教室 2501 教室 

履修条件  

募集定員 10 募集時期 9 月 

講義概要 経済活動が環境負荷を作ります。デザインも例外ではありません。もはやアイロニーと言えるエ

コロジーデザインでは、「エゴ」を「エコ」に置換する「技」が要求されます。本講座は、様々

な事例から「技」を会得することを目標とします。 

1. エコロジーとデザイン 

2. 全ては「プリウス」が物語る！ 

3. エネルギーは誰のもの？ 

4. 食品の事実を見てみよう。 

5. エゴをエコにするデザイン手法。 

6. エコロジーは扇動されているの？ 

7. リスクデザイン手法 

8. リスクマネジメント手法 

9. リスクコミュニケーション手法 

10. 実践１「深く考えるとエコではないけれど...」テーマ 

11. 実践１の講評 

12. 実践２「エコな事をちゃんと伝える」テーマ 

13. 実践２の講評 

14. 心のエコロジー 

15. 定期試験 

16. まとめ、振り返り 

テキスト・ 

参考文献 

なし 

試験・評価

方法 

学習過程評価と学習成果評価（レポート）によって評価します。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

特になし 



環境工学Ⅱ 
 

開設大学 愛知産業大学 科目コード 301408 

担当教員 宇野 勇治（造形学部准教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 金曜日：1 限（930～1100） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 4401 教室、3304 教室 

履修条件  

募集定員 10 募集時期 9 月 

講義概要 建築を形成する上でもとめられる自然環境の特性や人間の快適条件など環境デザインに必要な基

礎的事項の修得をめざします。この講義では建築における暑さ寒さや熱の伝わり方、光の定量的

表現や計算方法、空気質など環境形成の基礎について学習します。 

1. 建築における熱・光・音・空気質のデザイン 

2. 温熱環境(1) 体感と熱の伝わり 

3. 温熱環境(2) 室内気候と温熱要素 

4. 温熱環境(3) 湿気と結露 

5. 温熱環境(4) 湿り空気線図 

6. 温熱環境(5) 伝熱 

7. 温熱環境(6) 熱貫流量 

8. 温熱環境(7) 体感温度 

9. 光環境(1) 視覚と光 

10. 光環境(2) 光の単位と法則 

11. 光環境(3) 照度計算 

12. 光環境(4) 適正照度とグレア防止 

13. 光環境(5) 照明計画 

14. 光環境(6) あかりのデザイン 

15. 定期試験 

16. まとめ、振り返り 

テキスト・ 

参考文献 

『やさしい建築環境』、 辻原万規彦監修、（学芸出版社） 

試験・評価

方法 

学習過程評価と学習成果評価（筆記）で評価します。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

特になし 



東アジアの生活と文化 
 

開設大学 愛知淑徳大学 科目コード 301501 

担当教員 楊 衛平 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 月曜日：1 限（930～1100） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 長久手キャンパス 721 教室 

履修条件  

募集定員 10 募集時期 4 月 

講義概要 【授業の概要】 

日本は東アジアに位置し、歴史的・文化的にも東アジアの影響を強く受けている。中では日本と

一番関係の深い中国を中心にその生活や文化について講義する。 

【授業の目標】 

中国の多民族の構成からそれぞれの生活・民俗・風習を中心に取り上げ、中国の歴史・宗教・

食・医学・音楽などについての認識を深め、伝統的な中国文化を理解していくことを目標とす

る。 

【授業計画】 

第 1 回 中国の行政概況 

第 2 回 少数民族の構成 

第 3 回 漢字の歴史変遷 

第 4 回 儒道仏教の接点 

第 5 回 古来の暦と節分 

第 6 回 伝統の年中行事 

第 7 回 多元的な食文化 

第 8 回 東西医学の相違 

第 9 回 気文化と気功術 

第 10 回 酒茶の歴史文化 

第 11 回 伝統武術と雑技 

第 12 回 少数民族の音楽 

第 13 回 中国人の百家姓 

第 14 回 中国人の考え方 

第 15 回 中国の名勝古跡 

【授業外学習の指示】 

中国歴史についての基礎知識と現代社会の関連情報に関心を持って調べてみましょう。 

 

テキスト・ 

参考文献 

【テキスト】 

関連資料の配布を行う予定です。 

【参考文献・資料】 

中国人・文字・暮らし（李順然 東方書店） 

中国仏・道・儒教史話（劉克蘇 河北大学出版社） 

中国伝統文化導論 （劉栄興 河北大学出版社） 

中国視聴数字図書館 （北京芸術科学電子出版社） 

符号中国（中医学） （楽林著 当代中国出版社） 

試験・評価

方法 

授業の参加態度 40％、討論の質疑応答 20％、指定の各レポートの提出 40％を総合的に評価す

る。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

特になし 



映像文化 
 

開設大学 愛知淑徳大学 科目コード 301502 

担当教員 伏木 啓 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 月曜日：5 限（1650～1820） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 長久手キャンパス 815 教室 

履修条件  

募集定員 10 募集時期 4 月 

講義概要 【授業の概要】 

現代芸術としての映画の意味と意義を概説し、映画の歴史についてもふれ、名作を鑑賞する。 

本講義では、撮影技術や演出方法、作品の背景といった映画に関する基本的な知識について解説

し、それらを指標としながら実際に映画を鑑賞する。また、受講生に毎回書いてもらうミニ・レ

ポートとともに、作品を分析し、読み解いていく。 

多くの受講生にとっては「古い」映画、「見慣れない」映画にも数多く触れることになるため、

様々な映画と積極的に関わろうとする意欲的な学生の受講を歓迎する。 

【授業の目標】 

19 世紀から現在までの映像文化の変遷と多様化を背景に、映画がそれぞれの時代の何を表象

し、どのような役割を担ってきたのか、実際の鑑賞体験を通して考える機会とする。そのうえ

で、映画・映像を、多様な視点で観る方法を知り、豊かに感受する力を身につける。 

【授業計画】 

第 1 回 イントロダクション －映像の魅力とは 

第 2 回 近代と視覚文化 －絵画／写真／映画 

第 3 回 近代と映画 

第 4 回 実践① 映像を読むことの楽しさを知る 

第 5 回 実践② 映像を読むことの楽しさを知る 

第 6 回 実践③ 映像を読むことの楽しさを知る 

第 7 回 実践④ 映像を読むことの楽しさを知る 

第 8 回 映像と記号 

第 9 回 実践① 映像を豊かに観ることを試みる 

第 10 回 実践② 映像を豊かに観ることを試みる 

第 11 回 実践③ 映像を豊かに観ることを試みる 

第 12 回 実践④ 映像を豊かに観ることを試みる 

第 13 回 映像と反記号 

第 14 回 多様化する映像文化 

第 15 回 総括 

【授業外学習の指示】 

授業内では、様々な映像作品を視聴する。なかには「わからない」「難しい」と感じる作品もあ

るかもしれない。しかし、そのような作品との出会いは、他者との出会い同様、自身の世界を広

げるきっかけになる。「わからない」「難しい」と切り捨ててしまうのではなく、より深く知る

ために、映画館、マルチメディアリソース室、ビデオレンタルショップ、インターネットなどを

活用し、授業内で紹介した作家や作品に関連する作品を、鑑賞する機会を持つようにして欲し

い。 

テキスト・ 

参考文献 

【テキスト】 

使用しない。必要に応じプリントの配布や参考文献を紹介する。 

【参考文献・資料】 

「第三の意味」ロラン・バルト著・沢崎浩平訳（みすず書房） 

「アンチ・スペクタクル-沸騰する映像文化の考古学」トム・ガニング,ジョナサン・クレイリー

ほか著・長谷正人,中村秀之ほか編訳（東京大学出版会） 

試験・評価

方法 

授業内で実施するミニレポートと、学期末のレポート試験の総合評価。 

別途必要な 特になし 



経費 

その他特記

事項 

特になし 



入門文化人類学 
 

開設大学 愛知淑徳大学 科目コード 301503 

担当教員 藤井 真湖 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 金曜日：2 限（1110～1240） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 星が丘キャンパス 15A 教室 

履修条件  

募集定員 10 募集時期 4 月 

講義概要 【授業の概要】 

文化人類学は、今日までその対象を拡張し続けてきたといえます。本講義では、過去 15 年に文

化人類学の分野で用いられることが増えてきた 近のトピックを網羅したテキストを用いなが

ら、そのなかでも特に重要な事項を幾つかとりあげて論じます。 

【授業の目標】 

文化人類学の視点から前半は主に映像を用いながら話題提供し、後半においては文化人類学の学

史のなかでも重要なものを紹介します。 

【授業計画】 

第 1 回 導入：人類の知見はどこまで未来に通用するか：『10 万年後の安全』を事例に 

第 2 回 観光人類学（ダークツーリズム）：チェルノブイリ関連の映像を事例に 

第 3 回 原発事故が人々の暮らしに与える影響を考える：ドキュメンタリー『チェルノブイリ・

ハート』を事例に 

第 4 回 科学という制度を観察する：日本の原発事故関連の映像を事例に 

第 5 回 ジェノサイドを考える：ルワンダについてのジェノサイド関連の映像を事例に 

第 6 回 戦争の生み出す過酷なアイデンティティを考える：ある日系オランダ人についてのド

キュメンタリーを事例に 

第 7 回 イスラームについて考える 

第 8 回 前半の各論のまとめ 

第 9 回 植民地主義と人種論 

第 10 回 文化相対主義 

第 11 回 機能主義 

第 12 回 構造主義 

第 13 回 オリエンタリズム 

第 14 回 ネイティヴの人類学 

第 15 回 まとめ—授業全体を振り返って－ 

【授業外学習の指示】 

授業で適宜指示する関連図書や関連映像をぜひ見てください 

テキスト・ 

参考文献 

【テキスト】 

適宜配布します。 

【参考文献・資料】 

日本文化人類学会編『文化人類学事典』丸善 2009 年 

東浩紀編『チェルノブイリ ダークツーリズムガイド』 

『チェルノブイリハート 原発事故がもたらす被害の実態 

アカデミー賞受賞作品完全ガイド』2011 年 合同出版 

米山リサ『広島 記憶のポリティックス』（小沢弘明・小田島勝浩訳）岩波書店 

2005 年 

Hinton,A.,ed.,Annihilating Difference:Anthropology of Genocide,University of C 

試験・評価

方法 

毎回出してもらうミニ・レポートおよび期末レポートで判断します。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

特になし 



スポーツと文化 
 

開設大学 愛知淑徳大学 科目コード 301504 

担当教員 門間 博 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 金曜日：1 限（930～1100） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ スポーツ・健康・医療 

教室 長久手キャンパス 825 教室 

履修条件  

募集定員 10 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 【授業の概要】 

スポーツが文化であることを歴史的社会的事実から論証し，スポーツの生成，発展，衰退に関す

る諸要因について考え，現代社会における「人間性復権」について展望する． 

【授業の目標】 

スポーツが文化であることを論証し，スポーツの生成，発展，衰退に関する諸要因について考

え，現代社会における「人間性復権」について展望する． 

【授業計画】 

第 1 回 導入，授業の全体について 

第 2 回 スポーツとは何か（スポーツの起源とその歴史） 

第 3 回 スポーツの魅力 

第 4 回 スポーツの魅力 

第 5 回 スポーツとメディア 

第 6 回 スポーツとメディア 

第 7 回 スポーツと商業主義 

第 8 回 スポーツと商業主義 

第 9 回 スポーツと政治・経済 

第 10 回 スポーツと政治・経済 

第 11 回 スポーツと教育 

第 12 回 スポーツと教育 

第 13 回 スポーツと倫理 

第 14 回 スポーツと倫理 

第 15 回 まとめ 

【授業外学習の指示】 

指示をした，次回の授業内容について理解しておくこと． 

テキスト・ 

参考文献 

【テキスト】 

使用せず． 

必要に応じて参考資料を配付し，参考書籍を指示する． 

【参考文献・資料】 

必要に応じて，資料を配布する． 

試験・評価

方法 

授業への学習意欲・レポート・単位認定試験によって総合的に評価する 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

特になし 



ライフサイクルと健康 
 

開設大学 愛知淑徳大学 科目コード 301505 

担当教員 塚田 卓巳 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 水曜日：4 限（1510～1640） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ スポーツ・健康・医療 

教室 星が丘キャンパス 15C 教室 

履修条件  

募集定員 10 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 【授業の概要】 

人間は年齢に伴い体型も変化し、健康も害しやすくなる。ライフサイクルにあわせた運動と健康

の維持について、身近な問題をとりあげて講義する。 

【授業の目標】 

ライフサイクルにあわせた運動と健康の維持について身近な問題をとりあげて考えることで、運

動の重要性を理解し、自分自身の健康維持について考える力を身につけること。 

【授業計画】 

第 1 回 授業ガイダンス・健康とは 

第 2 回 現代社会における疾病 

第 3 回 生活習慣病について（高血圧・脂質異常） 

第 4 回 生活習慣病について（糖尿病） 

第 5 回 生活習慣病について（肥満） 

第 6 回 ダイエットについて 

第 7 回 ライフスタイルと健康（喫煙） 

第 8 回 ライフスタイルと健康（飲酒・薬物） 

第 9 回 身体測定・体力測定１ 

第 10 回 身体測定・体力測定 2 

第 11 回 体力について 

第 12 回 トレーニングの基礎知識 

第 13 回 熱中症・水分補給・応急処置 

第 14 回 まとめ 

第 15 回 模擬テスト 

【授業外学習の指示】 

大学生活における各自のライフサイクルの把握を行う。 

具体的には、日常の運動の質、量の変化、食事の頻度・量・内容、睡眠の時間・質などの自己確

認を行う。 

 

テキスト・ 

参考文献 

【テキスト】 

使用しない 

【参考文献・資料】 

資料としてプリントの配布、ＤＶＤ等を利用する 

試験・評価

方法 

期末試験（70 点・記述式、持ち込み不可）、課題レポート（15 回×2 点）にて評価する。ま

た、講義への参加態度（私語等）により減点を行う場合がある。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

特になし 



地域観光論 
 

開設大学 愛知東邦大学 科目コード 301701 

担当教員 宮本 佳範（経営学部准教授） 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 水曜日：1 限（900～1030） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 社会・マスコミ・情報 

教室  

履修条件 3 年生以上の履修が望ましい。 

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 現在日本は、“観光立国”を目指しています。また、観光は地域振興の切り札としても期待され

ています。観光立国を実現するには、日本として、地域として新しい魅力を創造し、アピールし

ていくことが必要となります。そこで、本講義では、観光振興に向けた日本各地の取り組み事例

を幅広く紹介するとともに、自ら調べ・考え・発表することでより深く理解することを目指しま

す。詳しくは初回のガイダンス時に説明するので“必ず”出席してください。内容は以下のとお

り。 

1.本講義で何を学ぶのか、概要を説明する。 

2.なぜ、今観光に熱い視線が注がれているのか、その理由を解説する。 

3.日本の観光の現状、世界の中での位置付けなどを説明する。 

4.地域にとっての観光振興のメリット、今後の可能性などについて解説する。 

5.温泉観光地で行われている新しい取り組みの事例を紹介する。 

6.温泉観光地で行われている新しい取り組みの事例を紹介する。 

7.歴史的町並みを生かした街づくりの事例をを紹介する。 

8.アニメなどを生かした取り組みを紹介する 

9.アニメなどを生かした取り組みを紹介する。 

10.農村の活性化につながるグリーンツーリズムについて学ぶ。 

11.ゆるキャラによる地域振興の成功例を学びます。 

12.受講生による発表のための準備をします。 

13.受講生に観光振興の事例を発表してもらいます。 

14.受講生に観光振興の事例を発表してもらいます。 

15.地域と観光振興の意義について全体をふりかえりつつまとめます。 

テキスト・ 

参考文献 

 特になし 

試験・評価

方法 

毎回のミニレポート(50％)、発表・小テスト（50％)、受講態度等による減点あり。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

受講者数により、若干の内容変更あり。 



発達心理学 
 

開設大学 愛知東邦大学 科目コード 301702 

担当教員 橘 廣（人間健康学部教授） 

学年配当 2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 火曜日：5 限（1620～1750） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室  

履修条件 2 年生以上の履修が望ましい。 

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要  社会に適応し、能力を 大限に生かし、生き生きと生活する方法を検討するためには、生涯を

見通した広い視野が必要である。講義では、脳科学や心理学の知見から、胎児期から幼児期の発

達を基盤とし、脳の発達および活性化、社会適応、虐待、発達障害、自我同一性の発達、心理的

危機などを学習する。発達に影響を与える諸要因を理解し、発達をサポートするために必要な事

柄の把握を目的とする。以上の内容を講義形式で行う。  

1.生涯発達心理学の考え方、その研究法、授業の方針と全体の流れを理解する。 

2.胎児期のさまざまな能力、胎児へのタバコやアルコールの影響を知り、理解を深める。また出

生時から医療を必要とする新生児の増加について考える。 

3.ピアジェの発達理論を理解する。急激な脳の発達がみられる乳幼児期における親子のコミュニ

ケーションの重要性について理解を深める。 

4.乳幼児期の諸発達を促す遊び、特に脳の前頭前野の機能を活性化する遊びについて理解を深

め、その遊びを体験する。 

5.発達障害など障害のある子どもたちの理解と支援を考える。 

6.虐待を受けると子どもにどのような影響があるのか、脳への影響や心身の発達遅滞を知り、理

解を深める。 

7.メタ認知能力の発達について理解を深める。 

8.児童期の諸問題、特に学校への適応、劣等感、いじめ、テレビの影響などについて考える。 

9.エリクソンの発達理論について理解し、特に青年期の課題である自我同一性の獲得について考

える。 

10.青年期の諸問題、特に孤立や社会参加の遅延などについて調査結果より考える。 

11.配偶者の選択と結婚、家族の機能、家族関係の諸問題、「遠ざかる結婚」現象などについて

考える。 

12.親の養育態度と子どもの性格形成、子育ての楽しさとつらさ、仕事と育児の両立などを考え

る。 

13.ストレスと不適応、過剰適応、マズローの欲求の階層説などを理解する。 

14.中年期から老年期の諸問題、特に自我同一性の再確立、空の巣症候群、自殺、高齢者の犯罪

などについて考える。 

15.本講義のまとめを行う。また理解度のチェックのための試験を行う。 

テキスト・ 

参考文献 

テキスト：適時資料を配布する。 

参考文献：無藤隆他編『よくわかる発達心理学』ミネルヴァ書房、内田伸子編『よくわかる乳幼

児心理学』ミネルヴァ書房 

試験・評価

方法 

60%（筆記試験）、40％（毎回授業時の小テストを含む提出物、授業態度） 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

胎児期から老年期までの各発達段階に抱えやすい心理的な問題に関するニュース記事や毎回授業

で配布される資料、参考図書を基に、毎授業前までに 1.5 時間程度の学習をする。毎回の授業時

に前回学習した重要な事柄について小テストを行い授業内容の理解を確認する。 



発達心理学 
 

開設大学 愛知東邦大学 科目コード 301703 

担当教員 橘 廣（人間健康学部教授） 

学年配当 2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 木曜日：5 限（1620～1750） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室  

履修条件 2 年生以上の履修が望ましい。 

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要  社会に適応し、能力を 大限に生かし、生き生きと生活する方法を検討するためには、生涯を

見通した広い視野が必要である。講義では、脳科学や心理学の知見から、胎児期から幼児期の発

達を基盤とし、脳の発達および活性化、社会適応、虐待、発達障害、自我同一性の発達、心理的

危機などを学習する。発達に影響を与える諸要因を理解し、発達をサポートするために必要な事

柄の把握を目的とする。以上の内容を講義形式で行う。  

1.生涯発達心理学の考え方、その研究法、授業の方針と全体の流れを理解する。 

2.胎児期のさまざまな能力、胎児へのタバコやアルコールの影響を知り、理解を深める。また出

生時から医療を必要とする新生児の増加について考える。 

3.ピアジェの発達理論を理解する。急激な脳の発達がみられる乳幼児期における親子のコミュニ

ケーションの重要性について理解を深める。 

4.乳幼児期の諸発達を促す遊び、特に脳の前頭前野の機能を活性化する遊びについて理解を深

め、その遊びを体験する。 

5.発達障害など障害のある子どもたちの理解と支援を考える。 

6.虐待を受けると子どもにどのような影響があるのか、脳への影響や心身の発達遅滞を知り、理

解を深める。 

7.メタ認知能力の発達について理解を深める。 

8.児童期の諸問題、特に学校への適応、劣等感、いじめ、テレビの影響などについて考える。 

9.エリクソンの発達理論について理解し、特に青年期の課題である自我同一性の獲得について考

える。 

10.青年期の諸問題、特に孤立や社会参加の遅延などについて調査結果より考える。 

11.配偶者の選択と結婚、家族の機能、家族関係の諸問題、「遠ざかる結婚」現象などについて

考える。 

12.親の養育態度と子どもの性格形成、子育ての楽しさとつらさ、仕事と育児の両立などを考え

る。 

13.ストレスと不適応、過剰適応、マズローの欲求の階層説などを理解する。 

14.中年期から老年期の諸問題、特に自我同一性の再確立、空の巣症候群、自殺、高齢者の犯罪

などについて考える。 

15.本講義のまとめを行う。また理解度のチェックのための試験を行う。 

テキスト・ 

参考文献 

テキスト：適時資料を配布する。 

参考文献：無藤隆他編『よくわかる発達心理学』ミネルヴァ書房、内田伸子編『よくわかる乳幼

児心理学』ミネルヴァ書房 

試験・評価

方法 

60%（筆記試験）、40％（毎回授業時の小テストを含む提出物、授業態度） 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

胎児期から老年期までの各発達段階に抱えやすい心理的な問題に関するニュース記事や毎回授業

で配布される資料、参考図書を基に、毎授業前までに 1.5 時間程度の学習をする。毎回の授業時

に前回学習した重要な事柄について小テストを行い授業内容の理解を確認する。 



学習心理学 
 

開設大学 愛知東邦大学 科目コード 301704 

担当教員 橘 廣（人間健康学部教授） 

学年配当 2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 月曜日：5 限（1620～1750） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室  

履修条件 2 年生以上の履修が望ましい。 

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要  心理学では、経験によって生じる比較的永続的な行動や知識、態度、考え方などの変化を「学

習」と呼んでいる。人間は日常生活の中で絶えず学習をしており、学習のメカニズムを知ること

は人間を理解するうえで重要である。この授業では、人や動物の学習行動の基本的なメカニズム

を中心に、記憶に関する基本事項、動機づけなどを概説する。情報処理のメカニズムについて理

解し、自らの効果的な学習への応用や、学習をサポートするうえで学習指導に応用できることを

目的とする。以上の内容を講義形式で行う。 

1.授業の方針と全体の流れを理解する。「学習」の定義について理解し、日常生活での学習、失

敗から学習することの意義について考える。 

2.連合理論から、パブロフの古典的条件づけについて知り、日常生活での例を考える。 

3.連合理論から、スキナーのオペラント条件づけとプログラム学習について知り、日常生活での

例を考える。 

4.連合理論のソーンダイクの試行錯誤説について理解する。認知理論のケーラーの洞察説につい

て理解する。 

5.認知理論から、トールマンのサイン・ゲシュタルト説、レヴィンの場の理論を知る。また認知

理論の学習指導法であるブルーナーの発見学習を理解する。 

6.連合理論と認知理論の内容を確認し、その違いを理解する。 

7.伝統的な学習理論とは異なるバンデューラの社会的学習理論を知る。 

8.外発的動機づけと内発的動機づけの違いを知り、長期的な動機づけや効果的な学習について理

解を深める。 

9.日常生活の中で行動の結果の原因をどこに求めるか、成功と失敗の原因帰属に関する理論を知

り、動機づけを高める方法を考える。 

10.記憶のメカニズムを知ることでより効率のよい学習について理解を深める。 

11.創造性とは何か、また集団での創造性開発技法であるブレインストーミングや KJ 法について

理解を深める。 

12.運動技能の学習についての三段階説などを知り、自ら現場で応用できるように理解を深め

る。 

13.心身の障がいと学習、その中でも特に学習障害について理解を深める。 

14.さまざまな学習理論のまとめを行い、教育現場で応用できるよう確認する。 

15.本講義のまとめを行う。また理解度のチェックのための試験を行う。 

テキスト・ 

参考文献 

テキスト：適時資料を配布する。 

参考文献：授業の中で適宜紹介する。 

試験・評価

方法 

60％（筆記試験）、40％（毎回授業時の小テストを含む提出物、授業態度） 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

事前・事後学習：学習心理学では重要な心理学用語が多いので事後学習をし、よく理解しておい

てほしい。毎回の授業時に前回学習した重要な心理学用語について小テストを行う。また学習心

理学で扱う内容は、教員採用試験でもよく出題されるので、教員を目指す者は授業内容に関連す

る教員採用試験の過去問題を十分に学習しておいてほしい。 



心理学 
 

開設大学 愛知文教大学 科目コード 301801 

担当教員 黒田 敏数 （人文学部講師） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春期＞ 水曜：4 限（1450～1620） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 201 教室 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 本講義は心理学の入門レベルのコースであり、主要分野を取り上げながら「心理学とはどのよう

な学問か？」を理解することを目的とする。具体的な内容は以下のとおり。 

1.授業紹介・心理学とは？ 

2.臨床心理学 

3.性格心理学 

4.社会心理学（パート１） 

5.社会心理学（パート２） 

6.発達心理学（パート１） 

7.発達心理学（パート２） 

8.発達心理学（パート３） 

9.心理査定（パート１） 

10.心理査定（パート２） 

11.認知心理学（パート１） 

12.認知心理学（パート２） 

13.行動・学習心理学（パート１） 

14.行動・学習心理学（パート２） 

15.心理学の歴史 

テキスト・ 

参考文献 

「心理学・入門 心理学はこんなに面白い」有斐閣アルマ サトウ タツヤ、渡邊 芳之 （著） 

試験・評価

方法 

平常点，小テスト，試験成績の総合点で評価する。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

２週目以降，講義の開始時に毎回小テストを行う。 



欧米の文化 
 

開設大学 愛知文教大学 科目コード 301802 

担当教員 江口 直光 （人文学部教授） 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春期＞ 水曜：4 限（1450～1620） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 芸術・文学・表現 

教室 国際交流会館教室 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 本講義「欧米の文化」では、欧米の文化において重要な位置を占めるオペラ（歌劇）を具体的な

事例に即して学ぶ。現代欧米の劇場において基本的なレパートリーとなっているオペラを取り上

げ、映像・音声資料を用いながら、当該作品の社会的・文化的背景を作品世界との関連性に照ら

しながら理解を深める。具体的には、19 世紀イタリアの作曲家ヴェルディ作曲のオペラ《ラ・

トラヴィアータ（椿姫）》を取り上げ、映像・音声資料を用いながら、そのさまざまな側面を考

察する。その際、とくに現代のオペラ上演で重要な演出について注意を喚起したい。履修者に

は、こうした過程を通じて現代においてオペラ上演およびその映像表現が持ちうる意義について

も考察してもらいたい。授業計画は以下のとおり。 

1. ガイダンスと導入 

2. オペラの歴史、オペラとは何か、オペラ劇場の特質 

3. ジュゼッペ・ヴェルディの生涯と活動 

4.《ラ・トラヴィアータ》 の原作と成立 

5.《ラ・トラヴィアータ》第 1 幕 

6.《ラ・トラヴィアータ》第 2 幕（1） 

7.《ラ・トラヴィアータ》第 2 幕（2） 

8.《ラ・トラヴィアータ》第 3 幕 

9. 演出とは何か 

10. 別演出による《ラ・トラヴィアータ》第 1 幕 

11. 別演出による《ラ・トラヴィアータ》第 2 幕（1） 

12. 別演出による《ラ・トラヴィアータ》第 2 幕（2） 

13. 別演出による《ラ・トラヴィアータ》第 3 幕 

14.《ラ・トラヴィアータ》受容史 

15. まとめ 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書は指定せず､ プリントを配布して使用する｡ 

試験・評価

方法 

期末試験（50％）、授業内に随時提出するリアクションペーパー（30％）、平常点（20％） 

別途必要な

経費 

とくになし 

その他特記

事項 

とくになし 



映像文化論 
 

開設大学 愛知文教大学 科目コード 301803 

担当教員 江口 直光 （人文学部教授） 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋期＞ 水曜：4 限（1450～1620） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 国際交流会館教室 

履修条件  

募集定員  募集時期 9 月 

講義概要 本講義「映像文化論」ではアニメをテーマとし、社会的・精神史的背景に照らしてその特質を分

析・考察する。社会的・文化的背景を作品世界との関連性に照らしながら理解を深める。具体的

には、日本のテレビアニメ『アルプスの少女ハイジ』を取り上げ、映像資料を用いながら、とく

に原作との比較を通じ、そのさまざまな側面について理解を深める。授業計画は以下のとおり。 

1. ガイダンスと導入 

2. ヨハンナ・シュピーリとその時代 

3. シュピーリ作『ハイディ』の成立と受容 

4.『アルプスの少女ハイジ』第 1 話～第 6 話 

5.『アルプスの少女ハイジ』第 7 話～第 12 話 

6.『アルプスの少女ハイジ』第 13 話～第 18 話 

7.『アルプスの少女ハイジ』第 19 話～第 24 話 

8.『アルプスの少女ハイジ』第 25 話～第 30 話 

9.『アルプスの少女ハイジ』第 31 話～第 36 話 

10.『アルプスの少女ハイジ』第 37 話～第 42 話  

11.『アルプスの少女ハイジ』第 43 話～第 48 話  

12.『アルプスの少女ハイジ』第 49 話～第 52 話 

13.『アルプスの少女ハイジ』の受容 

14.『ハイディ』にもとづくその他の映像作品 

15. まとめ 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書は指定せず､ プリントを配布して使用する｡ 

試験・評価

方法 

期末試験（50％）、授業内に随時提出するリアクションペーパー（30％）、平常点（20％） 

別途必要な

経費 

とくになし 

その他特記

事項 

とくになし 



心身健康論 
 

開設大学 愛知みずほ大学 科目コード 301901 

担当教員 佐藤 祐造 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 

開講日程 ＜前期＞ 木：1（900～1030） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ スポーツ・健康・医療 

教室 一号館 503 教室 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 【授業の概要】 

・内容 

以前の大学の共通教育では「保健講義」が必修となっていた。学生に対する共通健康教育の重要

性には変わりなく、学生の皆様が卒業後も健康な生活を送っていただくためには、まず心身の健

康に関する 新の知識を理解することが必要である。 

・方法 

講義前には予習を行い、レポート(ワープロで)を作成し、提出下さい。 

講義中はスマホ厳禁。 

【到達目標】 

①健康の定義、身体と健康、全般について他人に説明できる。 

②メンタルヘルスと睡眠の重要性について他人に説明できる。 

③身体運動が糖尿病など生活習慣病の予防、治療に役立つことを他人に説明できる。 

④「健康日本 21」、「健康日本 21」(第 2 次)について他人に説明できる。 

テキスト・ 

参考文献 

佐藤祐造(編著):テキスト健康科学改訂第 2 版(南江堂) 

試験・評価

方法 

出席状況(講義の際の質問を含む)、レポート提出と定期試験 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

【履修する上の留意点】 

授業(講義)の初めに毎回、前回の講義の復習を行い、出席の確認を兼ねて質問します。前回のプ

リントは必ず持参下さい。「必修」です。必ず出席しましょう。 



行動科学概論 
 

開設大学 愛知みずほ大学 科目コード 301902 

担当教員 安念 保昌 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 

開講日程 ＜前期＞ 火：5（1620～1750） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 一号館 503 教室 

履修条件 心理学を学ぶか学生のみ 

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 【授業の概要】 

・内容 

心とはいったい何なのか、行動科学はその心をどの様に捉えようとしているのかを理解すること

が、この授業の目的である。行動科学は様々な近接領域から影響を受けて、多様な形をなし、ま

ずはその歴史的起源に立ち戻って、基本を押さえる。さらに行動科学のそれぞれの領域で、行動

や心をどの様に捉えてきたのかを、実習を交えて講義を行う。そのどの領域にも共通する、身体

と行動と心の繋がりを理解する。 

・方法 

 １）行動科学・心理学の基本的なものの考え方を理解すること、２）それぞれの領域の中で、

行動や心がどの様に捉えられているのか理解すること、３）毎回の内容に関する実習やデモンス

トレーションの意味を理解し、自分の身近な問題として捉えることができること、４）それを簡

潔なレポートにまとめることができること。復習は、この簡潔なレポートを作成することにあ

る。 

【到達目標】 

１）心理学の基本的なものの考え方を理解すること 

２）それぞれの心理学の領域の中で、心がどの様に捉えられているのか理解すること 

３）毎回の内容に関する実習やデモンストレーションの意味を理解し、グループワークに積極的

に参加する 

４）毎回の内容を自分の身近な問題として捉えることができ、それを簡潔な文章にまとめること

ができること 

テキスト・ 

参考文献 

なし。授業資料 PDF をサーバーに乗せるので、それを予習復習のときに参考にすること。 

試験・評価

方法 

出席状況(講義の際の質問を含む)、レポート提出と定期試験 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

自学自習(予習)課題を自宅で学んでおき、ワークシートの一問題として出すので、そこにまとめ

る。予習として、授業資料 PDF をよく読み、心そのものについて、その存在が如何に不思議であ

るか改めて意識し直してみること。 



健康栄養学 
 

開設大学 愛知みずほ大学 科目コード 301903 

担当教員 土田 満 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 

開講日程 ＜前期＞ 火：5（1620～1750） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ スポーツ・健康・医療 

教室 一号館 301 教室 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 【授業の概要】 

・内容 

３大栄養素やからだの調子を整えるミネラル・ビタミンと健康の関係について、含有する食品や

実際の生活のなかの事例、健康問題を取り上げながら基礎的な理解を深めていく。随時話題を提

供する。 

・方法 

パワーポイントを用いて講義を行う。毎回プリントを配布して講義の要点を整理し、講義内容に

関する課題をまとめて授業終了後に提出する。毎回、復習したことや予習したことの要点を質問

して確認する 

【到達目標】 

①知識を習得する。 

②自分自身や家族、また社会の問題として考えることができる。 

③食と健康についてデスカッションすることができる。 

テキスト・ 

参考文献 

授業毎にプリントを配布します。 

試験・評価

方法 

出席状況(講義の際の質問を含む)、レポート提出と定期試験 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

 



家族福祉 
 

開設大学 桜花学園大学 科目コード 302001 

担当教員 嶋守 さやか（保育学部） 

学年配当 4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 木曜：4 限（1450～1620） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 未定 

履修条件 特になし 

募集定員 10 募集時期 4 月 

講義概要 授業概要と方法 

 現代家族の多様性や子どもと家族をめぐる今日的な問題について、家族社会学の視点から考察

する。また、現代の家族や家族福祉の理解に役立つキーワードから理解する。テーマに即した映

像資料の視聴、グループディスカッション・プレゼンテーションなどを行い現代の子どもと家族

についての理解を深めていく。  

授業の到達目標 

 現代の家族の現状や家族関係、養育の問題など、子どもと家族の現状と社会問題、社会的課題

を理解する。また、家族社会学の諸理論や基本的な対人支援技術等をグループディスカッション

やグループワークを通じて学習することで、家族支援についての見識を得る。  

1 授業オリエンテーション（授業目的、授業の進め方等についての説明）   

2 家族福祉の定義とその機能   

3 家族をとりまく社会的状況と家族関係（１）   

4 家族をとりまく社会的状況と家族関係（２）   

5 第１回 理解度評価および解説   

6 家族福祉とは（１）： 家族福祉の定義・対象・重要概念の理解   

7 家族福祉とは（２）：家族問題を理解するための基礎理論の理解   

8 子どもと家族（１）：映像資料から理解する家族関係における諸問題①   

9 子どもと家族（２）：映像資料から理解する家族関係における諸問題①   

10 第２回 理解度評価および解説   

11 家族支援の技法（１）：回想法の理解   

12 家族支援の技法（２）：回想法の実践   

13 グループワークによる授業のまとめとふりかえり①   

14 グループワークによる授業のまとめとふりかえり②（プレゼンテーション）   

15 第３回 理解度評価および解説   

16 なし   

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書 ：嶋守さやか・廣田貴子『She という生き方』新評論 

参考図書：佐々木正美『はじまりは愛着から』福音館書店 

試験・評価

方法 

 評価は、理解度評価による 60％、グループワークの相互評価 30％、ミニコメントシート（毎

授業後のまとめ）10％にて行います。 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

 



国際ボランティア論 
 

開設大学 桜花学園大学 科目コード 302002 

担当教員 成田 弘成（学芸学部） 

学年配当 3・4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 月曜：4 限（1450～1620） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 未定 

履修条件 特になし 

募集定員 10 募集時期 4 月 

講義概要 授業概要と方法 

国際ボランティアの実像、意義、そして内容についての理解を深め、社会現象としての国際ボラ

ンティア活動を学ぶ。国際援助、技術協力の具体的な方法、必要な理論・方法・技術についても

学ぶ。また食料援助や感染症対策などの具体的事例を分析しながら、グローバルに変化する時代

のボランティアの立場についての理論と実践的知識を修得し、将来に向けた展望を持てることを

目指す。   

授業の到達目標 

（１）国際ボランティア活動の意義について学ぶ （２）国際ボランティア活動とはどのような

内容なのかを知る （３）国際ボランティア活動についての仕組みについて学ぶ （４）国際ボ

ランティア活動の発展の歴史を学ぶ （５）組織としてのボランティア集団の特質について学

び、等々。   

授業計画  

1 開発援助の目標：ミレニアム開発目標からサステイナブル開発目標へ   

2 ＯＤＡとＮＧＯ: 日本の JICA を中心に   

3 プランテーション農業と南北問題   

4 食料援助ビジネス: アメリカが始めた開発援助の時代   

5 フェアトレードの可能性   

6 貧困とビジネス   

7 貧困と教育: ユニセフのアプローチから   

8 マザーテレサの精神   

9 貧困とスラム   

10 グローバリゼーション、環境、感染症   

11 災害とボランティア   

12 開発におけるヒーローたち 1    

13 開発におけるヒーローたち 2   

14 開発におけるヒーローたち 3   

15 海外ボランティアの役割   

16 なし   

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書:特になし、参考図書:その都度指示します。 

試験・評価

方法 

受講者は授業ごとに、内容のまとめと感想を求められ、リフレクションを中心とした教員と受講

者の間のコミュニケーションが重視される。またプレゼンテーションを含めた小テストや期末レ

ポートの提出を求める。 

 配点は、「授業への参加態度 30％ 小テスト 30％ 期末レポート 40％」。 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

授業外に行うべき学修活動（準備学修・事後学修」）毎週、予習範囲を指定するので、事前に資

料を読み、予備知識を持つこと。授業後は、当日のテーマ内容にそって、出来るだけ多くの関連

資料をメディア等で検索し、その成果を発表できるように心掛けること。特に期末レポートにつ

いては、自分の理解度を示せるように、しっかり準備してください。 



ＮＧＯ・ＮＰＯ論 
 

開設大学 桜花学園大学 科目コード 302003 

担当教員 成田 弘成（学芸学部） 

学年配当 3・4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 月曜：2 限（1040～1210） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 未定 

履修条件 特になし 

募集定員 10 募集時期 4 月 

講義概要 授業概要と方法 

国際援助における NPO・NGO の組織と構造と、運営のあり方について学ぶとともに、国際機関

や企業などとの連携のあり方などについても理解を深める。更に国際ボランティア活動への参加

の方法・運営に関して必要な知識と実践技術を学ぶ。講義においては国際 NGO 等の活動の事例

を取り上げながら、そのあり方や今後の課題等について学び、学生達が将来の選択肢の一つとし

て国際 NGO を認識することを目指す。   

授業の到達目標 

NGO の勉強は、国際社会への理解度を高めるもので、具体的に以下の目標を達成できるように

しましょう。 

(1)ODA に対する NGO の存在意義を学ぶ。   (2)NGO の在り方の多様性を知ること。 

(3)NGO のマネジメントについて理解すること。(4)NGO 活動の発展の歴史について学ぶこと。

(5)NGO 活動への実践的な参加の方法について学びこと、等々。  

1 NGO・NPO の概念と方法   

2 国際ボランティアと NGO   

3 バングラデシュのグラミン銀行   

4 スリランカのサルボダヤ運動   

5 インドのマザーハウス   

6 英国の NGO: オックスファム   

7 英国の NGO：その他   

8 米国の NGO   

9 フランスの NGO:国境なき医師団   

10 医療 NGO と国際赤十字   

11 ネパール母の家: 人身売買   

12 ハイチにおける医療活動: 災害救助   

13 タイにおける NGO 活動   

14 アジアにおける NGO 活動   

15 今後の国際 NGO の役割   

16 なし 

テキスト・ 

参考文献 

教科書 特になし。 参考図書 その都度、資料の指示をします。   

 

試験・評価

方法 

配点は、授業への参加態度 30％ 小テスト 30％ 期末レポート 40％。 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

毎週、予習範囲を指定するので、事前に資料を読み、予備知識を持つこと。授業後は、当日のテ

ーマ内容にそって、出来るだけ多くの関連資料をメディア等で検索し、その成果を発表できるよ

うに心掛けること。また機会があれば、地域で開催されるボランティア活動にも参加し、実践的

意義を確認してください。期末レポートは、専門的な資料により、現在の学問レベルを確認でき

る機会なので、英文の資料にも挑戦してみてください。 



観光学概論 
 

開設大学 桜花学園大学 科目コード 302004 

担当教員 根尾 文彦（学芸学部） 

学年配当 1 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 月曜：1 限（900～1030） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 社会・マスコミ・情報 

教室 未定 

履修条件 特になし 

募集定員 10 募集時期 4 月 

講義概要 授業概要と方法 

少子高齢社会の中、ここ 10 年来で我が国の重要な成長戦略の柱の一つになった「観光」につい

て、観光資源・観光産業・観光政策の観点から、その歴史的背景の基礎を学びます。その上で我

が国の観光政策に対する理解を深める。講義スタイルが中心であるが、画像・映像などを多用す

ることにより理解しやすい内容とし、グループ討議も取り入れる. 

授業の到達目標 

①我が国の観光の歴史や観光資源、観光産業などについて基本的な知識を習得する。 

②我が国の観光政策の現状を理解し、それぞれの課題に対して自分なりの意見を持てるようにす

る。 

1 観光の定義と概念（観光のもたらす様々な効果）   

2 観光の歴史（中世～近世～明治～大正時代の観光）   

3 観光の歴史（昭和～平成時代の観光）   

4 観光の歴史（現代の観光）   

5 世界の観光産業   

6 我が国における観光の現状と課題（国内旅行）   

7 我が国における観光の現状と課題（海外旅行）   

8 我が国における観光の現状と課題（訪日旅行）   

9 我が国における観光の現状と課題（地域創生、観光まちづくり） 我が国における観光の現状

と課題（地域創生、観光まちづくり）   

10 観光資源 ①   

11 観光資源 ②   

12 観光政策と観光行政   

13 観光関連産業（運輸機関）   

14 関連産業（宿泊機関）   

15 関連産業（旅行業）   

16 定期試験   

 

テキスト・ 

参考文献 

特になし、プリントを配布。参考図書は、授業で指示する 

試験・評価

方法 

授業への参加態度（10％）定期試験（80％）その他レポート（10％）を総合して評価する。 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

新聞、本、ＴＶ等から情報を入手し、社会情勢に対して強い関心を持つ。 



古典特殊講義Ａ（１） 
 

開設大学 金城学院大学 科目コード 302101 

担当教員 龍澤 彩（文学部教授） 

学年配当 3 年、4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 月曜：4 限（1505～1635） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 芸術・文学・表現 

教室 N2-214 

履修条件 なし 

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 『源氏物語』を絵画化した「源氏絵」をとりあげる。物語の順に沿って、各場面がどのように絵

画化されているか、それらが時代や作者、媒体によってどのように表現が異なるかについて見て

いく。源氏絵は、日本の絵画史上、平安時代から現代にいたるまで、さまざまな画面形式（絵

巻・屏風・色紙・扇など、現代では漫画・映画など）連綿と描き継がれてきた画題であり、源氏

絵のバリエーションを通じて、日本絵画史の一側面を知ることができる。講義では物語のあらす

じを理解した上で、さまざまな源氏絵について、画像を用いながら講じる。  

第１回： ガイダンス 

第２回： (1)桐壺～(4)夕顔     

第３回： (5)若紫～(8)花宴     

第４回： (9)葵～（14）澪標    

第５回： (15)蓬生～（21）少女 

第６回： (22)玉鬘～（24）胡蝶   

第７回： (25)螢～(33)藤裏葉    

第８回： (34)若菜上～(37)横笛   

第９回： (38)鈴虫から(41)幻    

第 10 回：(42)匂宮～(45)橋姫  

第 11 回：(46)椎本～(49)宿木   

第 12 回：（50)東屋～(54)夢浮橋 

第 13 回：源氏絵を描いた絵師と画面形式の多様性 

第 14 回：源氏絵のバリエーション 

第 15 回：まとめ 

テキスト・ 

参考文献 

龍澤彩『絵巻で読む源氏物語 毛利博物館所蔵「源氏物語絵巻』（三弥井書店 2017 年） 

試験・評価

方法 

小レポート 30％ レポート 60％ 授業中の取り組み 10％ 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

女子学生に限る 



中国語文化入門 
 

開設大学 金城学院大学 科目コード 302102 

担当教員 浅井 邦昭（文学部教授） 

学年配当 1 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 月曜：4 限（1505～1635） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 N1-406 

履修条件 なし 

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 現在の中国世界を理解するために知識について講義する。ふだん目にする中国の情報には、その

文化や社会に対する知識がなければ、十分に理解することができないものがある。授業では、

ニュースなどで見る中国を理解するために必要な文化的社会的背景について論じていく。 

第１回ガイダンス 

第２回中華人民共和国 

第３回中華民国 

第４回中国共産党と中国国民党 

第５回中華人民共和国の建国期 

第６回文化大革命 

第７回文化大革命後の中国世界 

第８回中間試験・中国世界の拡大 

第９回民族という視座 

第１０回漢族と中国人 

第１１回漢族の伝統 

第１２回漢族と少数民族 

第１３回少数民族の生活 

第１４回中国世界における少数民族 

第１５回期末試験・中国世界とのつきあい方 

テキスト・ 

参考文献 

授業時にプリントを配布する。参考書はガイダンスにて指示する。 

試験・評価

方法 

毎回提出の授業ノート（5％×15 回）、中間試験・期末試験（２５％） 

15 週分の新聞スクラップを提出すれば、10 点加算する。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

女子学生に限る 



フランス語文化入門 
 

開設大学 金城学院大学 科目コード 302103 

担当教員 北原 ルミ（文学部准教授） 

学年配当 1 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 金曜：3 限（1320～1450） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 E5-209 

履修条件 なし 

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 「フランスはどこにあるのか？」「フランス人と呼ばれるのはどういう人たちか？」「フランス

文化とは何なのか？」といった問いに答えていく授業である。 

まずフランス的なもののイメージを一手に担う首都パリについての紹介からはじめ、革命や戦争

の歴史に踏み込む。いくつかの映画も見ながら、「フランス」の記憶に迫る。後半は、南仏地方

の例をとりあげ、共和国フランスと地域の歴史や伝統文化の対立を考えるとともに、現代の共和

国が抱える新たな問題へ目を向ける。 

第１回：「フランス」のイメージ 

第２回：観光都市パリに刻まれた歴史 

第３回：フランス革命と共和政—諷刺画文化 

第４回：諷刺画文化：伝統と問題 

第５回：ヴィシー政府のユダヤ人政策—共和政の否定 

第６回：映画『バティニョールおじさん』—パリ庶民の描き方-小レポート① 

第７回：映画『バティニョールおじさん』—対独協力と対独抵抗運動 

第８回：対独抵抗（レジスタンス）と共和政の復活 

第９回：フランス地方の多様性①：ノルマンディー地方 

第１０回：フランス地方の多様性②：南仏プロヴァンスと映画『マルセルの夏』      

第１１回：ふたたび歴史へ：第三共和政期のベル・エポック-小レポート② 

第１２回：南仏（Le Midi）文化圏 

第１３回：映画『サン・ジャックへの道』と現代フランス 

第１４回：ヨーロッパ中世を透かして見えるフランス 21 世紀 

第１５回：まとめ、期末試験（記述式） 

 

テキスト・ 

参考文献 

適宜プリントを配布する。 

試験・評価

方法 

授業コメント文：20％、小レポート：40％（20％×2 回）、期末試験（記述式）：40％ 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

女子学生に限る 



ドイツ語文化入門 
 

開設大学 金城学院大学 科目コード 302104 

担当教員 柴﨑 隆（文学部教授） 

学年配当 1 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 金曜：3 限（1320～1450） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 N2-212 

履修条件 なし 

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 前半でドイツ語圏諸国（ドイツ・スイス・オーストリア等）の地理と主要諸都市の紹介を行い、

後半では主に１９世紀以降のドイツとオーストリアの政治的関係を中心としたドイツ語圏の歴史

を概説する。いずれの場合も、適宜に視覚教材を用いる。   

前半（ドイツ語圏の地理と主要都市） 

１.ドイツ語圏諸国および主要河川＋都市の地理的位置の確認。国旗とその由来等。 

２.ﾄﾞｲﾂ（旧ﾌﾟﾛｲｾﾝ王国）の首都ﾍﾞﾙﾘﾝと 100 万都市ｹﾙﾝ。 

３.ｵｰｽﾄﾘｱ(旧ﾊﾟﾌﾟｽﾌﾞﾙｸ帝国)の都ｳｨｰﾝ。ﾖｰﾛｯﾊﾟ貴族文化の中心地 

４.ﾄﾞｲﾂの「文化的な首都」ﾐｭﾝﾍﾝ（旧ﾊﾞｲｴﾙﾝ王国）と「環境首都」ﾌﾗｲﾌﾞﾙｸ。 

５.ｽｲｽ 大の都市ﾁｭｰﾘﾋと首都ﾍﾞﾙﾝ。多言語国家ｽｲｽの実態 

６.中間試験(主に地理＋都市が対象）と自然文化遺産（スイス・ﾍﾞﾙﾝ高地） 

後半(ドイツ語圏の歴史と人物） 

７.ﾄﾞｲﾂ･ｵｰｽﾄﾘｱ簡略史-1（ｶｰﾙ大帝〜神聖ﾛｰﾏ帝国消滅） 

８.ｳｨｰﾝ会議後のﾄﾞｲﾂ連邦・ドイツ関税同盟 

９.３月革命とﾄﾞｲﾂ統一問題（題 

10.普墺戦争＋ﾌﾟﾛｲｾﾝ＝ﾄﾞｲﾂ帝国の成立とﾊﾟﾌﾟｽﾌﾞﾙｸ帝国の改変 

11.第一次世界大戦とハプスブルク帝国の解体 

12.混乱の戦間期とﾋﾄﾗｰ=ﾅﾁｽの登場 

13.第二世界大戦と戦後の分断国家ﾄﾞｲﾂ 

14.ﾍﾞﾙﾘﾝ壁崩壊とﾄﾞｲﾂの再統一＋EU の誕生 

15.試験(主に歴史的事件と人物）とまとめ 

テキスト・ 

参考文献 

プリントにて代用 

試験・評価

方法 

試験７０％(35 点の試験 X2 回）と授業参加度等３０％ 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

女子学生に限る 



西洋美術史Ａ 
 

開設大学 金城学院大学 科目コード 302105 

担当教員 山本 敦子（非常勤講師） 

学年配当 1 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 木曜：2 限（1055～1225） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 芸術・文学・表現 

教室 E5-109 

履修条件 なし 

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 中世からルネサンスまでの西洋美術の歴史を取り上げる。キリスト教美術がどのように生まれ、

発展し変容していったか、その概要を辿る。パワーポイントを使用する。 

第１回：ガイダンス＆異教古代（ギリシア、ローマ）美術の概要 

第 2 回：キリスト教美術の誕生 

第 3 回：初期中世美術 

第 4 回：ロマネスク美術 

第 5 回：ゴシック美術（1）建築 

第 6 回：ゴシック美術（2）絵画と彫刻 

第 7 回：ゴシック美術（3）国際ゴシック ＆小テスト（30 分） 

第 8 回：初期ルネサンス 

第 9 回：北方ルネサンス（1）15 世紀ネーデルラント 

第 10 回：イタリアの盛期ルネサンス（1）レオナルド 

第 11 回：イタリアの盛期ルネサンス（2）ミケランジェロ 

第 12 回：イタリアの盛期ルネサンス（3）ラファエッロ ＆小テスト（30 分） 

第 13 回：ヴェネツィア派 

第 14 回：北方ルネサンス（2）デューラーとブリューゲル 

第 15 回：マニエリスム 

第 16 回：期末試験 

テキスト・ 

参考文献 

教材は毎回配布する。 

試験・評価

方法 

小テスト（25％×2 回で合計 50％）、期末試験（50％） 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

女子学生に限る 



金融商品学 
 

開設大学 金城学院大学 科目コード 302106 

担当教員 中森 千佳子（生活環境学部教授） 

学年配当 3 年、4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 月曜：3 限（1320～1450） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 N2-215 

履修条件 なし 

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 金融市場の仕組みや動向、株式や債券を取り入れた資産運用について、現実の市場価格などを取

り入れながら学習する。  

第１回オリエンテーション・証券の基礎 

第２回経済情報の捉え方 

第３回株式投資コンテスト参加説明・課題提示 

第４回金融市場の役割とその変化 

第５回証券投資のリスク・リターン 

第６回ポートフォリオ・マネジメント 

第７回債券市場の役割と投資の基礎知識（１） 

第８回債券市場の役割と投資の基礎知識（２） 

第９回株券市場の役割と投資の基礎知識（１） 

第 10 回株券市場の役割と投資の基礎知識（２） 

第 11 回投資信託の役割とその仕組み 

第 12 回日本の株式市場の歴史 

第 13 回資本市場における投資家心理 

第 14 回資産運用とライフ・プランニング 

第 15 回授業期間内試験とまとめ 

テキスト・ 

参考文献 

テキスト・参考書は特に指定しない。授業で用いる資料は、野村證券独自のパワーポイント教材

をプリントしたものを配布する。 

試験・評価

方法 

学習支援システム manaba を介した日常的な学習（10％）、レポート（30％）、授業期間内試

験（60％）を対象に総合的に評価する。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

女子学生に限る 



生活経済学（１） 
 

開設大学 金城学院大学 科目コード 302107 

担当教員 古寺 浩（生活環境学部教授） 

学年配当 1 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 木曜：4 限（1505～1635） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 N1-611 

履修条件 なし 

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 前半は、生活経済学の理念・目的を紹介した後、具体的に現代家計の動向を概観しながら、生活

経済学の学史・学説史的視点に立って既存の諸理論を紹介する。後半は、生活者としての経済活

動がより大きな自然的・社会的環境との関連を持って営まれていることを示すとともに、生活経

済の営みが生涯にわたるものであるということを示す。また、生活上のある特定支出についての

比較分析レポ－トを課し、授業およびメ－ルによる個別指導を通して、さらなる生活経済学領域

の研究目的・方法論への理解を深める。 

第１回オリエンテ－ションと生活経済の全体像 

第２回家計収支の特質・現状と生活経済 

第３回金融資産運用と生活経済（１）経済・金融市場 

第４回金融資産運用と生活経済（２）株・債権投資 

第５回社会保険制度と生活経済（１）５つの社会保険制度 

第６回社会保険制度と生活経済（２）公的年金制度 

第７回税制度と生活経済（１）-所得税のしくみ 

第８回税制度と生活経済（２）-所得税の計算 

第９回可処分所得・非消費支出と生活経済 

第 10 回ライフサイクルと生活経済（１）生涯生活設計 

第 11 回ライフサイクルと生活経済（２）住宅ローンと返済 

第 12 回ライフサイクルと生活経済（３）生涯賃金・生涯収入 

第 13 回生活のリスクと生活経済（１）-生命保険 

第 14 回生活のリスクと生活経済（２）-損害保険 

第 15 回まとめと FP 資格試験の傾向と対策 

第 16 回期末試験 

テキスト・ 

参考文献 

テキスト、参考書などは特に指定しないが、必要に応じて講義の中で紹介する。教材はプリント

を配布するので、各自ノ－トに貼り、まとめるように心がけてほしい。また、期間を通して、学

習支援システム manaba を活用し、授業以外の時間においても教員・学生が同時双方向的に意見

交換、情報共有ができるようにし、その機会を通して参考図書や論文などについての情報を提供

する。 

試験・評価

方法 

ミニレポート（20%）、期末レポート（30%）、期末試験（50%）を対象に総合的に評価す

る。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

女子学生に限る 



生活と住まい 
 

開設大学 金城学院大学 科目コード 302108 

担当教員 白川 在（生活環境学部准教授） 

学年配当 1 年、2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 水曜：1 限（910～1040） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 家政・生活 

教室 N1-408 

履修条件 なし 

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 戦後から現代の日本の集合住宅の変遷を振り返る中で、社会からの要請と集合住宅における計画

の関係、および家族像の変化と集合住宅の関係をつかんでいく。利用状況のわかる写真や当時の

図版を確認しながら日本の代表的な集合住宅を知る授業でもある。 

第１回オリエンテーション（授業の概要） 

第２回 1950 年代の集合住宅（公共）ー51C 型標準設計、晴海高層アパート、阿佐ヶ谷住宅等 

第３回 1950 年代の集合住宅（民間）ー四谷コーポラス、殿ケ谷第一アパート等（課題説明①）

第４回 1960 年代の集合住宅（公共）ー公団草加松原団地、63・67 型標準設計、高蔵寺

ニュータウン等 

第５回 1960 年代の集合住宅（公・民）ー坂出人工土地、代官山ヒルサイドテラス等（課題説明

②） 

第６回 1970 年代の集合住宅（公・民）ー広島基町団地、茨城県営水戸六番、桜台コートビレッ

ジ、中銀カプセル等 

第７回 1980 年代の集合住宅（公・民）ー秋田県営新屋団地、デネブ、六甲の集合住宅等 

第８回 1980 年代の集合住宅（民間）ーアトリウム等（課題説明③） 

第９回 1990 年代の集合住宅（公共）ー熊本県営保田窪第一団地、コモンシティ星田、ハイタウ

ン北方等 

第 10 回 1990 年代の集合住宅（民間）ー再春館女子寮、SQUARES 等（課題説明④） 

第 11 回 2000 年代の集合住宅（公・民）ー東雲キャナルコート CODAN、コレクティブハウ

スかんかん森、森山邸等 

第 12 回 2000 年代の集合住宅（民間）ーヨコハマアパートメント等（課題説明⑤） 

第 13 回 2010 年以降の集合住宅（公共）ー観月橋団地再生計画、UR 洋光台等 

第 14 回 2010 年以降の集合住宅（民間）ーSHARE yaraicho、LT 城西、食堂つきアパート等

（課題説明⑥） 

第 15 回まとめ・定期試験 

テキスト・ 

参考文献 

授業内でプリントを配布する。 

試験・評価

方法 

課題プリント 30％、レポート 30％、定期試験 40％ 

欠席・遅刻の取り扱いは履修要覧に記載のとおりとする。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

女子学生に限る 



生活と衣服 
 

開設大学 金城学院大学 科目コード 302109 

担当教員 伊藤 海織（生活環境学部講師） 

学年配当 1 年、2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 水曜：1 限（910～1040） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 家政・生活 

教室 N1-410 

履修条件 なし 

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 快適な衣生活を送るため、衣服の購入・着用・手入れに必要な知識を学ぶ。また、他者のための

衣服選びもできるよう、ユニバーサルデザインについても学ぶ。さらに賢く衣生活が送れるよ

う、既製服生産のしくみも学ぶ。 

第１回１章ヒトはなぜ装うのか、２章気候風土と装い 

第２回３章衣服のかたちと変遷 

第３回４章装いと健康 

第４回５章装いによる気候調節 

第５回６章動きやすさと衣服 

第６回７章１繊維と布の構成、織物組織の課題提示 

第７回７章２素材の性能、織物組織の課題提出 

第８回７章３各種加工と新素材、４染色 

第９回８章１衣料品の品質と表示、２衣類の洗濯 

第 10 回８章３仕上げと保管、４衣生活と環境問題 

第 11 回９章ヒトの成長とからだつき 

第 12 回 10 章アパレル産業と既製服 

第 13 回 11 章装いのコミュニケーション 

第 14 回 12 章ユニバーサルデザインと装い 

第 15 回 13 章装いと生活環境 

第 16 回試験 

テキスト・ 

参考文献 

岡田宣子編著；ビジュアル衣生活論，建帛社 

試験・評価

方法 

試験（90%）、織物組織の課題（10%） 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

女子学生に限る 



ファッションの歴史 
 

開設大学 金城学院大学 科目コード 302110 

担当教員 青山 喜久子（生活環境学部教授） 

学年配当 1 年、2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 水曜：1 限（910～1040） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 家政・生活 

教室 W2-205 

履修条件 なし 

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 現代の日本の衣生活に関する選択・購入・着装・廃棄の衣服行動について、スライドを用いて講

述する。前半は、人間の「衣服の選択および着装」について、主にファッションデザインの要因

となるファッショントレンド、ファッションと時代、民族衣装、デザインの基礎、ファッション

イメージと人間の心理・行動と関連付けて説明を行う。後半は、「衣服の購入および廃棄」につ

いて、ファッションビジネスのしくみ、環境の問題と衣服行動の関係から講述する。 

第 1 週.授業の概要・スケジュール 

第 2 週.ファッショントレンド（2018 春/夏 他） 

第 3 週.西洋・古代〜中世の時代とファッション 

第 4 週.西洋・近世の時代とファッション 

第 5 週.西洋・近代の時代とファッション 

第 6 週.西洋・現代のファッション 

第 7 週.日本・戦後〜現在のファッション  

第 8 週.世界の民族衣装とファッション 

第 9 週.ファッションデザインと心理①（点・線・立体・錯視効果） 

第 10 週.ファッションデザインと心理②（構成原理） 

第 11 週.ファッションデザインと心理③（素材・色） 

第 12 週.ファッションデザインとイメージ 

第 13 週.ファッションビジネスのしくみ（企画－生産－流通－販売） 

第 14 週.ファッションの価格とデザイン 

第 15 週.衣服の廃棄と環境問題 

第 16 週.試験  

 

テキスト・ 

参考文献 

適宜、プリントを配布する。 

試験・評価

方法 

課題 50％、試験 50% 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

女子学生に限る 



中国の社会経済 
 

開設大学 金城学院大学 科目コード 302111 

担当教員 中村 岳穂（国際情報学部准教授） 

学年配当 2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 火曜：1 限（910～1040） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 N2-111 

履修条件 なし 

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 この授業では、中華人民共和国の成立過程および成立後の社会の変遷に焦点をあて、中国経済の

特質について考察する。とくに、日本と中国の発展過程の類似点と相違点に着目しながら学習を

進める。 

第１回.中国の特質について考える 

第２回.中国経済の諸問題を取り上げ概観する，バブル，投資と成長，家族 

第３回.中国共産党：その役割と特質 

第４回.大躍進政策 

第５回.文化大革命 

第６回.多民族国家  

第７回.国際関係１：台湾との関係 

第８回.国際関係２：ソ連との関係 

第９回.国際関係３：日本との関係 

第 10 回.改革開放：中国における市場経済の特質 

第 11 回.天安門事件と民主化 

第 12 回.香港：一国二制度 

第 13 回.貧富の格差 

第 14 回.経済大国としての中国：対外インフラ投資政策と外交 

第 15 回.中国経済の未来 ／ 全体のまとめ 

テキスト・ 

参考文献 

池上彰 [著] 『そうだったのか！中国』（集英社文庫、2010 年） 定価（724 円＋税） 

試験・評価

方法 

毎回の授業で、課題問題を課す。その内訳は以下の割合（％）で評価する。 

・第２回から第５回までの課題問題が各５％。（５％×４回＝20％） 

・第６回から第 15 回までの課題問題が各８％。（８％×10 回＝80％） 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

女子学生に限る 



ソーシャルビジネス論Ａ 
 

開設大学 金城学院大学 科目コード 302112 

担当教員 畠山 正人（国際情報学部准教授） 

学年配当 2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 火曜：2 限（1055～1225） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 社会・マスコミ・情報 

教室 N1-513 

履修条件 なし 

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 私たちは誰しも、社会の現実に心を痛めたり、疑問を感じたりする瞬間があります。このような

現代社会の様々な課題に対峙し社会を変えるための新たな担い手として近年クローズアップされ

ているのが、ソーシャルビジネス（社会的企業）や、その担い手の存在です。ソーシャルビジネ

ス論 A では、彼や彼女たちはどのようにして社会の「間違い」に気づくのか、他者と共感を育む

のかといっ た基礎的な議論について、ケースを紹介しながら学んでいきます。 

(1)ソーシャルビジネスとは 

(2)社会的排除とは 

(3)社会的排除の解決をめざして 

(4)共感の形成 

(5)ソーシャルイノベーションの起点 ※動画視聴 

(6)ソーシャルイノベーションの実際 ※動画視聴 

(7)ソーシャルイノベーションはどうやって起こるのか 

(8)コミュニティ形成 

(9)災害とボランティア 

(10)地域社会の課題-その傾向 

(11)外部講師による講演 ※変更の可能性あり 

(12)住民主体の地域運営のいま 

(13)ソーシャルビジネスの法人格と不祥事問題 

(14)支援の意味 

(15)授業のまとめ 

テキスト・ 

参考文献 

なし（授業内で適宜プリントを配布） 

試験・評価

方法 

・授業後の理解度チェック（4%×15 回=60%） 

・レポート課題（4 回×10%=40%） 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

女子学生に限る 



ポジティブ心理学 
 

開設大学 金城学院大学 科目コード 302113 

担当教員 安藤 玲子（人間科学部教授） 

学年配当 3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 月曜：3 限（1320～1450） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 N1-606 

履修条件 なし 

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 今日、社会的に重要な役割を果たしている NPO（非営利組織）および NGO（非政府組織）につ

いて、コミュニティやボランティア・プロボノ等の概念や実践、NGO・NPO の諸理論、法制

度、歴史等の様々な視点・観点から学びを深めていく。また近年、NGO・NPO との関連で注目

されているのが、経済活動を通じて社会的課題の解決を目指す「社会的起業」というアプローチ

である。授業の後半では、社会的起業に関連したトピックスを踏まえながら、市民社会の構築に

寄与する NGO・NPO における今後の展望についても考察する。なお、授業では国内外における

NGO・NPO の先進的ケーススタディを多数用いながら、進めて行く予定である。 

第１回.イントロダクション〜新しい公共と NGO・NPO 

第２回.NGO・NPO とは何か 

第３回.NGO・NPO と資金調達 

第４回.ボランティア、プロボノと NGO・NPO 

第５回.コミュニティと NGO・NPO 

第６回.NPO の諸理論   

第７回.ゲストスピーカーによる講義（予定） 

第８回.ビジネスと NGO・NPO 

第９回.社会的起業と NGO・NPO 

第１０回.ソーシャル・ビジネス論① 

第１１回.ソーシャル・ビジネス論② 

第１２回.コミュニティ・ビジネス論① 

第１３回.コミュニティ・ビジネス論② 

第１４回.社会貢献のデザインと NGO・NPO 

第１５回.今後の展望と総括～開発的視点と NGO・NPO 

テキスト・ 

参考文献 

テキスト：川村暁雄・川本健太郎・柴田学・武田丈編著『これからの社会的企業に求められるも

のは何か－カリスマからパートナーシップへ』ミネルヴァ書房 

その他：関連する新聞・雑誌のコピー等の資料、ビデオ教材も使用する。 

試験・評価

方法 

中間レポート（課題）３０％、 終レポート（課題）３０％、平常点（発言、質問等積極的な授

業参加）４０％ 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

女子学生に限る 



ＮＧＯ・ＮＰＯ論 
 

開設大学 金城学院大学 科目コード 302114 

担当教員 柴田 学（人間科学部准教授） 

学年配当 3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 火曜：4 限（1505～1635） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 社会・マスコミ・情報 

教室 N1-403 

履修条件 なし 

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 今日、社会的に重要な役割を果たしている NPO（非営利組織）および NGO（非政府組織）につ

いて、コミュニティやボランティア・プロボノ等の概念や実践、NGO・NPO の諸理論、法制

度、歴史等の様々な視点・観点から学びを深めていく。また近年、NGO・NPO との関連で注目

されているのが、経済活動を通じて社会的課題の解決を目指す「社会的起業」というアプローチ

である。授業の後半では、社会的起業に関連したトピックスを踏まえながら、市民社会の構築に

寄与する NGO・NPO における今後の展望についても考察する。なお、授業では国内外における

NGO・NPO の先進的ケーススタディを多数用いながら、進めて行く予定である。 

第１回.イントロダクション〜新しい公共と NGO・NPO 

第２回.NGO・NPO とは何か 

第３回.NGO・NPO と資金調達 

第４回.ボランティア、プロボノと NGO・NPO 

第５回.コミュニティと NGO・NPO 

第６回.NPO の諸理論   

第７回.ゲストスピーカーによる講義（予定） 

第８回.ビジネスと NGO・NPO 

第９回.社会的起業と NGO・NPO 

第１０回.ソーシャル・ビジネス論① 

第１１回.ソーシャル・ビジネス論② 

第１２回.コミュニティ・ビジネス論① 

第１３回.コミュニティ・ビジネス論② 

第１４回.社会貢献のデザインと NGO・NPO 

第１５回.今後の展望と総括～開発的視点と NGO・NPO 

テキスト・ 

参考文献 

テキスト：川村暁雄・川本健太郎・柴田学・武田丈編著『これからの社会的企業に求められるも

のは何か－カリスマからパートナーシップへ』ミネルヴァ書房 

その他：関連する新聞・雑誌のコピー等の資料、ビデオ教材も使用する。 

試験・評価

方法 

中間レポート（課題）３０％、 終レポート（課題）３０％、平常点（発言、質問等積極的な授

業参加）４０％ 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

女子学生に限る 



薬学 
 

開設大学 金城学院大学 科目コード 302115 

担当教員 林 高弘（オムニバス） 

学年配当 1 年、2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 水曜：1 限（910～1040） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ スポーツ・健康・医療 

教室 N1-409 

履修条件 なし 

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 ヒトの健康を守るため、「くすり」は欠かせない存在となっています。この授業では、「女性と

くすり」をテーマに、身近にある「くすり」について学びます。授業は、薬学部教員 5 名（林、

吉川、中尾、永津、福石）が担当し、それぞれの専門分野の立場から「くすり」のことを分かり

やすく解説します。 

(1)「くすりの不思議」-林 

(2)「くすりのつかい方いろいろ」-林 

(3)「実際くすりに触れてみよう（1）」-林 

(4)「実際くすりに触れてみよう（2）」-林 

(5)「日常でよく使うくすり」-林 

(6)「くすりとサプリメント」-吉川 

(7)「くすりが世の中に送り出されるまで」-中尾 

(8)「くすりとうまく付き合うために知っておきたいこと」-中尾 

(9)「漢方薬の使い方・選び方と女性の健康（1）」-永津 

(10)「漢方薬の使い方・選び方と女性の健康（2）」-永津 

(11)「アレルギーとくすり」-福石 

(12)「高血圧とくすり」-福石 

(13)「妊婦・授乳婦とくすり」-林 

(14)「こどもへのくすりの飲ませかた」-林 

(15)「 新のくすり事情」-林 

(16)「レポート試験」-林 

テキスト・ 

参考文献 

配布資料 

試験・評価

方法 

ミニテスト（5％×15 回で合計 75%） 

レポート試験「講義を通じて知ったこと（400 字程度）、資料持込み可」（25％） 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

女子学生に限る 



薬学 
 

開設大学 金城学院大学 科目コード 302116 

担当教員 水谷 暢明（薬学部教授） 

学年配当 1 年、2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 水曜：2 限（1055～1225） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ スポーツ・健康・医療 

教室 N1-509 

履修条件 なし 

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 医薬品の登録販売者試験は、平成２７年度実施から受験資格がすべて撤廃され、誰でも受験でき

るようになった。この講義では、医薬品の登録販売者の資格を取得する際の入門編として、試験

問題範囲を念頭に病気と薬の関係を中心に易しい講義を行う。昨年度にこの講義を受講した学生

が、実際に登録販売者の資格試験に合格しており、興味ある学生は挑戦して欲しい。また、薬の

基本的なことから講義するので資格試験に関係なく薬を勉強したい人は受講して欲しい。 

１医薬品概論・薬害の歴史 

２医薬品の効き目や安全性に影響を与える要因 

３人体の構造と働き 

４薬が効く仕組み 

５副作用 

６かぜ薬 

７解熱鎮痛薬 

８胃腸に作用する薬 

９心臓などの器官や血液に作用する薬 

１０アレルギーの薬 

１１皮膚に用いる薬 

１２漢方薬 

１３公衆衛生用薬 

１４薬事関係法規・制度 

１５医薬品の適正使用・安全性対策 

１６試験期間内試験 

テキスト・ 

参考文献 

特になし 

試験・評価

方法 

ミニレポート（１５回×４ ６０％）講義ごとに実施 

試験期間内試験（４０％）試験当日に出題される課題に対して解答する。ノートの持ち込み可 

 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

女子学生に限る 



薬学 
 

開設大学 金城学院大学 科目コード 302117 

担当教員 青柳 裕（薬学部教授） 

学年配当 1 年、2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 月曜：1 限（910～1040） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ スポーツ・健康・医療 

教室 N1-611 

履修条件 なし 

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 女性が社会でいきいきと活躍するために必要な基礎的薬学知識を習得するために、天然物化学や

有機化学をベースとして、医薬品、化粧品、健康食品（サプリメント）、ハーブなど幅広いテー

マを取りあげていく予定です。出来るだけわかりやすく、ていねいに解説する予定です。又、ク

リッカーを使用して学生参加型の学習を行います。 

第１回：授業オリエンテーション 

第２回：薬の常識・非常識 

第３回：くすりと法 

第４回：セルフメディケーションを実践しよう（１）～基本編 

第５回：セルフメディケーションを実践しよう（２）～解熱鎮痛薬、生理痛薬、風邪薬など 

第６回：セルフメディケーションを実践しよう（３）～胃腸薬、便秘薬など 

第７回：食生活を見直そう 

第８回：サプリメントを考えよう（１）～栄養補助食品 

第９回：サプリメントを考えよう（２）～ビタミン、サプリメント各論 

第 10 回：ハーブの効用を考えよう（１）～ハーブ各論 

第 11 回：ハーブの効用を考えよう（２）～アロマの上手な使い方 

第 12 回：お肌と美容の科学 

第 13 回：薬物乱用の危険性を考えよう 

第 14 回：漢方薬の基礎知識 

第 15 回：薬の四方山話 

第 16 回：試験期間内試験 

テキスト・ 

参考文献 

特定のテキストはありません。適宜プリントやパワーポイントを使いながら授業を進めます。参

考書はその都度紹介します。 

試験・評価

方法 

受講態度及び振り返りシートの提出（45％）、課題レポート（15％）、試験期間内試験

（40％） 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

女子学生に限る 



健康心理学 
 

開設大学 至学館大学 科目コード 302201 

担当教員 笹竹 英穂（健康科学部教授） 

学年配当 2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 月曜：2 限（1030～1200） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ スポーツ・健康・医療 

教室  

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 授業のねらいは、健康心理学の考え方や主要なテーマを学習し，心身ともに健康に生活するため

の知識や技術を身に付けるというものである。到達目標は、健康心理学の基本的な知識に基づ

き，日常生活の現象について考察することができるようになることである。 

授業の内容は以下のとおりである。ひとつのテーマを数回にわたって講義をする場合もある。 

1． 心理テストの考え方～心理学への入り口～心理テストについて，その種類と考え方を解説す

る。 

2． 健康の新しい考え方～慢性疾患の人はもう健康になれないのか～健常者だけでなく，慢性疾

患の患者などを含んだ「健康」を考える。 

3． ストレスのしくみ～意識できないストレスはあるのか～ストレスのしくみをモデルを用いて

学習する。 

4． ストレスの過程～人によってストレス反応が違うのはなぜか～ストレスを受けてから対処方

法を実行するまでの過程を失恋の場合を取り上げて説明する。 

5． ストレスの対処行動～ストレスにはどのように対処すればよいか～ストレス対処行動の心理

テストを実施して自分の特有のストレス対処行動を理解する。 

6． 病気と性格～朝登校する時間になると腹痛が襲うわけ～病気と関連しやすい性格特性につい

て説明する。 

7． ユーモアと健康～ユーモアは健康にどのように役立つのか～医療現場におけるユーモアの実

践例や日常生活の活用例を紹介する。 

8． イメージと健康～イメージの力って本当にあるのか～イメージがどのように活用されている

のかの実践例を紹介し、イメージをどのように使えば，日常生活における精神的健康に役立つの

かを解説する。 

9． まとめ 

テキスト・ 

参考文献 

テキストは本学の売店で販売する。 

試験・評価

方法 

評価はレポートよって決める(評価割合 100%)。 

別途必要な

経費 

なし。 

その他特記

事項 

初の講義では、教員の自己紹介や講義のルール説明を行う。 



スポーツ栄養演習Ⅰ 
 

開設大学 至学館大学 科目コード 302202 

担当教員 杉島 有希（健康科学部助教） 

学年配当 2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 火曜：1 限（850～1020） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ スポーツ・健康・医療 

教室  

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 スポーツ選手の栄養管理は、栄養学及び運動生理学的根拠に基づき、適切に実施しなければなら

ない。また、対象者の特性（競技特性、血液性状、身体組成、食事状況など）を把握し、効果的

な栄養ケアを行うことが重要となる。この授業では、スポーツ選手の栄養管理に必要な基礎知識

を習得するとともに、対象者の自己管理能力の向上を目的とした教育媒体の作成及び栄養ケア計

画の立案を行い、スポーツ選手に対する栄養ケアの在り方への理解を深め、スポーツ・運動分野

で活躍するための実践能力を身につけることをねらいとする。 

 ①スポーツ栄養マネジメントの過程・方法について説明できる。   

 ②様々なスポーツ競技・種目の特性について説明できる。   

 ③スポーツ栄養学に関する基礎知識について説明できる。 

 この授業では「理論から実践へ」を重要視しているため、講義及び演習（学外実習含む）形式

で行う。 

1． 講義：スポーツ栄養マネジメントについて 

2． 講義：スポーツ選手へのアセスメント 

3． 講義：補食の摂り方 

4． 講義：増量時の食事 

5． 講義：減量時の食事 

6． 講義：試合前の食事 

7． 講義：試合後の食事 

8． 講義：水分補給の重要性 

9． 講義：サプリメントとドーピング 

10． 講義：アスリートの食事摂取基準（計算） 

11． 演習：競技特性を知る（学外実習：球技系種目の競技特性の把握・サポート現場の見学） 

12． 演習：競技特性を知る（学外実習：瞬発系種目の競技特性の把握・サポート現場の見学） 

13． 演習：競技特性を知る（学外実習：階級制種目の競技特性の把握・サポート現場の見学） 

14． 講義：スポーツの現場で活躍しているスタッフの講話 

15． まとめと試験 

テキスト・ 

参考文献 

必要に応じてパワーポイントやビデオの使用、資料の配付等を行う。 

試験・評価

方法 

レポート（80％）①②③、筆記試験①②③（20％） 

別途必要な

経費 

学外実習参加のための交通費および参加費 

その他特記

事項 

予習として、栄養管理論、栄養管理実習、栄養学、運動生理学、生化学を復習 

し、よく理解しておくこと。 



環境心理学 
 

開設大学 椙山女学園大学 科目コード 302401 

担当教員 橋本 雅好  

（生活科学部准教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 月曜日：1 限（910～1040） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 星が丘キャンパス 

生活科学部棟 B110 教室 

履修条件 女子学生に限る。 

募集定員 30 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 【授業のテーマ】 

環境と人間の心理や行動との関連性 

【授業の到達目標/育成する能力】 

環境と人間の心理や行動との関連性についての具体的な事例を参照し、環境心理学の視点からも

のごとを考えられるようになること。/〔知識・理解〕 

【授業内容】 

私たちは日々様々な環境で生活をしていて、その中で私たちは様々なモノを眺め、様々な空間を

体験することになる。そうしたことから、私たち人間の心理的側面と環境との関連性を知ること

は、モノづくり(デザインする)、建築都市空間の計画・設計を考える上で欠かせない。そこで本

講義では、モノづくりと環境とりわけ建築・都市空間と人間の心理や行動との関連性について基

礎的な概念や具体的な事例を紹介しながら概説する。また併せて数回のレポートを通じて体験的

に学習する。 

【授業計画】 

1.ガイダンス 環境と心理の関連性とは 

2.パーソナル・スペース(人間のまわりの空間、人と人の距離帯など) 

3.テリトリー(場所、空間への愛着、ものの表出など) 

4.環境の使いやすさ(ヒューマンエラー、設備機器の使いやすさなど) 

5.認知地図(都市のイメージなど) 

6.認知地図(街並みの記憶など) 

7.環境の探索行動(建築空間/都市での迷い、導線計画、サイン計画など) 

8.環境とストレス 

9.住空間を３次元的に捉える(住空間の天井高の影響、生活行動パターンなど) 

10.環境を五感で捉える(モノ・空間と味覚、嗅覚、聴覚、視覚、触覚との関係) 

11.アフォーダンス(モノや空間を心理的側面からデザインすること) 

12.様々な人にとっての環境(保育所、幼稚園、高齢者施設などの利用実態から) 

13.犯罪・災害と安全性 

14.環境と心理の関連性 

15.まとめ 

【授業の進め方】 

主として講義とするが、数回のレポートをおこなう。 

 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】 

指定しない。テーマに沿った資料を配付する。 

【参考書】 

槙究：環境心理学 環境デザインへのパースペクティブ、春風社 

試験・評価

方法 

レポートの内容(80％)と授業態度(20％)によって評価する。 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

【履修上の注意】 

・女子学生に限る。 

・関連するテーマがありますので、毎回復習をしっかりとしておくこと。 



・デザインする際に、環境と心理との関係はとても大切ですので、人間の心理、行動特性をしっ

かりと把握してください。 

【事前･事後学修】 

事前学習：次回のテーマに関する資料の検索/収集。 

事後学習：配布した資料を基に講義内容をまとめる。 



小説創作（習作） 
 

開設大学 椙山女学園大学 科目コード 302402 

担当教員 堀田 あけみ  

（国際コミュニケーション学部教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 水曜日：1 限（910～1040） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 芸術・文学・表現 

教室 星が丘キャンパス 

国際コミュニケーション学部棟 421 教室 

履修条件 女子学生に限る。 

募集定員 30 募集時期 4 月 

講義概要 【授業のテーマ】 

小説の基礎 

【授業の到達目標/育成する能力】 

人間の言語活動について、基本的な知識を身につける。オリジナルの作品を完成させるだけの文

章力を身につける。/〔思考・判断〕〔技能・表現〕 

【授業内容】 

人が文章を書くのは、何かを伝える為である。それは具体的な情報であったり、感情であったり

する。小説を書くのは、文章の力のみで、架空の世界を作り上げ、そこで展開される物語の筋を

適確に伝え、受け手の感情を動かす作業である。この一筋縄ではいかない作業の基礎作りが、本

講義の目的となる。まず、文章産出のシステムについて学び、文章を伝達する上で、人が陥り易

いトラブルについて考える。科学的に理論を組み立て、分析・理解する心構えが必要とされる。 

【授業計画】 

1.小説とは何か 

2.キャラクターを描く 

3.人間関係を描く 

4.心の動き 

5.言われてみたい・言ってみたいー台詞の書き方 

6.台詞のキャッチボール、してみよう 

7.発表 

8.物語のスキーマ 

9.言葉のスキーマ 

10.スキーマの形成 

11.スキーマの実際ー学校の怪談 

12.発表 

13.タイトルを考える 

14.「伝える」から「語る」へ 

15.まとめ 

【授業の進め方】 

講義を中心とし、随時、課題を出す。 

 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】 

なし。それぞれが作る作品が教科書であることを自覚し、丁寧な作品の創作、他者の作品に対す

る敬意を持つよう心がけて欲しい。 

【参考書】 

なし。 

試験・評価

方法 

レポート 50％。講義中の課題 40％。授業態度 10％。 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

【履修上の注意】 

・女子学生に限る。 

・大小の課題の準備をきちんとすること。その場で適当につくらないように。 



・まず、なんでもいいから、本を沢山読んでください。 

・授業中に発表される作品をきちんと読んで、意見をまとめておきましょう。 

【事前･事後学修】 

・作品と意見で授業が成立するものであると認識すること。 

・積極的な参加が求められる。 

・課題を作成し、発表できるようにしておくこと。 

・発表作品への感想をまとめておくこと。 



小説創作（発展） 
 

開設大学 椙山女学園大学 科目コード 302403 

担当教員 堀田 あけみ  

（国際コミュニケーション学部教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 水曜日：1 限（910～1040） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 芸術・文学・表現 

教室 星が丘キャンパス 

国際コミュニケーション学部棟 421 教室 

履修条件 女子学生に限る。 

募集定員 30 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 【授業のテーマ】 

小説を書くための発展的な技術 

【授業の到達目標/育成する能力】 

小説という表現について理解を深めるとともに、より高いレベルの作品を完成させるだけの文章

力を身につける。/〔思考・判断〕〔技能・表現〕 

【授業内容】 

人が文章を書くのは、何かを伝える為である。それは具体的な情報であったり、感情であったり

する。小説を書くのは、文章の力のみで、架空の世界を作り上げ、そこで展開される物語の筋を

適確に伝え、受け手の感情を動かす作業である。この一筋縄ではいかない作業の基礎作りが、本

講義の目的となる。まず、文章産出のシステムについて学び、文章を伝達する上で、人が陥り易

いトラブルについて考える。小説という表現手段についてよく理解し、作品を制作する。 

【授業計画】 

1.言葉にできることー媒体による違い 

2.改変の理由ー映像化の実例 

3.発表 

4.メディアを超える 

5.複数の視点 

6.発表 

7.シーン描く 

8.発表 

9.起承転結 

10.細部に神は宿るーアイテム編 

11.細部に神は宿るー台詞編 

12.細部に神は宿るー仕草編 

13.フィクションの意味 

14.物語の完成 

15.まとめ 

【授業の進め方】 

講義を中心とし、随時、課題を出す。 

 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】 

なし。それぞれが作る作品が教科書であることを自覚し、丁寧な作品の創作、他者の作品に対す

る敬意を持つよう心がけて欲しい。 

【参考書】 

なし。 

試験・評価

方法 

レポート 50％。講義中の課題 40％。授業態度 10％。 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

【履修上の注意】 

・女子学生に限る。 

・大小の課題の準備をきちんとすること。その場で適当につくらないように。 



・まず、なんでもいいから、本を沢山読んでください。 

【事前･事後学修】 

・作品と意見で授業が成立するものであると認識すること。 

・積極的な参加が求められる。 

・課題を作成し、発表できるようにしておくこと。 

・発表作品への感想をまとめておくこと。 



エッセイ創作（習作） 
 

開設大学 椙山女学園大学 科目コード 302404 

担当教員 堀田 あけみ  

（国際コミュニケーション学部教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 水曜日：2 限（1050～1220） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 芸術・文学・表現 

教室 星が丘キャンパス 

国際コミュニケーション学部棟 421 教室 

履修条件 女子学生に限る。 

募集定員 30 募集時期 4 月 

講義概要 【授業のテーマ】 

創作と発表 

【授業の到達目標/育成する能力】 

エッセイの基本について学び、実際に創作し、他の学生の作品に触れて、より上質な文章の書き

手を目指す。／〔思考・判断〕〔技能・表現〕 

【授業内容】 

自分の気持ちや経験を、言語化したいと感じている人は多い。それは、三つの方向性を持つ。自

分自身の為の覚え書きである日記、特定の他者への伝達を目的とした手紙やメール、不特定多数

の他者への伝達を目的としたエッセイである。受け手との相互作用が複雑になる分、後者ほど書

くことは困難になっていく。その困難の主なものは、発信者の意図と受信者の解釈の「ずれ」で

ある。実際に書き、それを受け手と討論することで、文章表現の技術を磨く。「私」は、本来、

ことばでは存在しない。「私」の気持ち・感性・性格・経験・意見。それらを文章化することを

目的とする。幾つかのグループを作り、発表と作品に関する討論を、毎回、行う。 

【授業計画】 

1.エッセイとは 

2.小説との違い 

3.発表 グループ１ 

4.発表 グループ２ 

5.発表 グループ３ 

6.文体を考える 

7.発表 グループ４ 

8.発表 グループ５ 

9.発表 グループ６ 

10.感情を表現する 

11.発表 グループ７ 

12.発表 グループ８ 

13.発表 グループ９ 

14.心に残る文章 

15.まとめ 

【授業の進め方】 

講義と、発表。作品に関する討論を中心に進行する。 

 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】 

なし。それぞれの作品が教科書なので、自分の作品に対する矜持と、他者の作品に対する敬意を

忘れないこと。 

【参考書】 

なし。 

試験・評価

方法 

発表 50％。レポート 40％。コメント 10％。 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記 【履修上の注意】 



事項 ・女子学生に限る。 

・余裕を持って作品を作ることを心がける。 

・創作と同時に、他の学生の作品に敬意を持って接し、きちんと読みこなすこと。 

【事前･事後学修】 

・発表と討論が中心の講義であることを自覚すること。 

・授業の前に発表者は、作品を用意し、それ以外は他者の作品についての意見をまとめてくるこ

と。 



エッセイ創作（発展） 
 

開設大学 椙山女学園大学 科目コード 302405 

担当教員 堀田 あけみ  

（国際コミュニケーション学部教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 水曜日：2 限（1050～1220） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 芸術・文学・表現 

教室 星が丘キャンパス 

国際コミュニケーション学部棟 421 教室 

履修条件 女子学生に限る。 

募集定員 30 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 【授業のテーマ】 

発表と評価 

【授業の到達目標/育成する能力】 

より多くの作品を書き、また、触れることによって、書き手・読み手として、より高いレベルを

目指す。／〔思考・判断〕〔技能・表現〕 

【授業内容】 

前期で、エッセイとは何かを考え、体得した上に、更に文章家として上質なノンフィクションの

創作を目指す。文体を獲得し、読み手を引き込み、自分の世界を作るにはどうしたらよいかに主

眼を置き、とにかく、文章を書く。書いて、討論し、他人の作品に触れ、世界を広げる。 

【授業計画】 

1.エッセイの効用 

2.発表 グループ１ 

3.発表 グループ２ 

4.発表 グループ３ 

5.発表 グループ４ 

6.読み手を引き込む 

7.発表 グループ５ 

8.発表 グループ６ 

9.発表 グループ７ 

10.どこまで書くか 

11.発表 グループ８ 

12.発表 グループ９ 

13.発表 グループ 10 

14.良いエッセイについて 

15.まとめ 

【授業の進め方】 

授業の軸は、発表と討論。幾つかのグループをつくり、各グループ持ち回りで、テーマを決めて

作品を発表する。残った時間を、レクチャーにまわすという形式で進める。 

 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】 

なし。それぞれの作品が教科書代わりなので、自分の作品に対する矜持と、他者の作品に対する

敬意を忘れないこと。 

【参考書】 

なし。 

試験・評価

方法 

発表 50％。レポート 40％。コメント 10％。 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

【履修上の注意】 

・女子学生に限る。 

・発表の日には、きちんと作品を準備すること。 

・自身の作品に誇りを持ち、他者の作品に敬意を持つこと。 



【事前･事後学修】 

・とにかく書くことに力点を置く。 

・授業前に発表者は作品を必ず用意する。 

・それ以外は、他者の作品へのコメントもきちんと整理すること。 

・作品とコメントについて、毎回まとめておくこと。 

・講義に関する要望があれば、遠慮なく申し出ること。 



ジェンダー・セクシュアリティ論 B 
 

開設大学 椙山女学園大学 科目コード 302406 

担当教員 藤原 直子  

（人間関係学部教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 金曜日：2 限（1050～1220） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 日進キャンパス 5 号棟 306 教室 

履修条件 女子学生に限る。 

募集定員 30 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 【授業のテーマ】 

現代社会におけるジェンダー、セクシュアリティをめぐる諸問題 

【授業の到達目標/育成する能力】 

現代社会における性をめぐる諸問題を発見し、解決しようとする態度を養う。そのために、ジェ

ンダー、セクシュアリティに関する知識・理解を深めるとともに、じぶんの＜生・性＞の在り方

を考える。さらに、ジェンダーの平等とセクシュアリティの多様性という視点を獲得し、性に関

わる人権侵害の問題を理解する。/〔知識・理解〕〔態度・志向性〕 

【授業内容】 

ジェンダーやセクシュアリティをめぐる諸現象を分析し理解を深める。 

この講義では、これまでに蓄積されたジェンダー論・セクシュアリティ論を理解したうえで、具

体的な事象・トピックを取り上げ、現状としてどのような問題が提起されているのかとともに、

自分自身の問題として「性」と「生」について考察する。 

以下のようなトピックを取り上げる予定である。 

[1]性の多様性という側面から、同性愛/異性愛、セクシュアリティとアイデンティティ形成につ

いて考察し、[2]現代社会におけるジェンダー構造という側面から、性差別や性暴力について考

え、[3]心身とジェンダーという視点から、性同一性障害について考察する。 

【授業計画】 

1.日常生活世界におけるジェンダーの諸相 

2.性に関する基本的概念を理解する 

3.ジェンダーの多様性：現代社会における性別二元制 

4.性同一性障害①：性に関するアイデンティティの諸相 

5.性同一性障害②：現代社会におけるジェンダー体制 

6.ゲスト・スピーク：性の多様性を知る 

7.セクシュアリティの多様性①：性的指向に関する理解を深める 

8.セクシュアリティの多様性②：セクシュアル・マイノリティをめぐる諸問題 

9.ゲスト・スピーク：セクシュアル・マイノリティの支援のために  

10.同性間のパートナーシップ：現代社会におけるカップルの法的保障 

11.同性婚をめぐって 

12.性暴力について考える：デート DV、セクシュアル・ハラスメント 

13.ゲスト・スピーク：ドメスティック・バイオレンスを考える 

14.子をもつということ 

15.まとめ 

【授業の進め方】 

講義形式。必要に応じて DVD 教材を使用。 

 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】 

指定しない。 

【参考書】 

参考書は授業中に適宜指示する。 

試験・評価

方法 

授業時のコメント用紙への記載内容 40%、定期試験レポート 60% 

別途必要な なし 



経費 

その他特記

事項 

【履修上の注意】 

・女子学生に限る。 

・受講希望者数と教室の都合により、同時限開講の吉田先生とクラス分けを行います。 

この科目の学修を通して、個々人が生きていく社会そして日常生活世界にジェンダーがどれほど

影響しているのか見出すことができます。それと同時に、自らのジェンダーを生きるための困難

や快楽を実践するために、個々人が直面する課題を解決するための態度を身につけてください。 

【事前･事後学修】 

授業への意欲的な参加を求めます。授業に関わるテーマについて、新聞等のメディアからの情報

をチェックしておくことを心 



仕事学概論 
 

開設大学 椙山女学園大学 科目コード 302407 

担当教員 上嶋 正博 （文化情報学部教授） 

山崎 直美 （非常勤講師） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 月曜日：5 限（1640～1810） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 社会・マスコミ・情報 

教室 星が丘キャンパス 

文化情報学部メディア棟メ 127 教室 

履修条件 女子学生に限る。 

募集定員 30 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 【授業のテーマ】 

仕事についての考え方と必要とされるスキルの基礎的習熟 

【授業の到達目標/育成する能力】 

社会的・職業的自立のため必要とされる仕事と自身の関係について関心をもち、解決すべき課題

を見つけ取り組む志向性を身につけ、現代社会に積極的に参画しようとする態度を醸成する。ま

た職業人として求められる姿勢や能力等の自己理解・管理能力を育成するとともにコミュニケー

ション・問題発見等のスキルを身につける。/〔態度・志向性〕〔技能・表現〕 

【授業内容】 

社会的・職業的自立のために必要とされる「考え方」・「知識」・「スキル」についてオムニバ

ス方式で授業を進める。具体的には、職業の世界への入り方と行動様式の手がかりを示すととも

に、職業の世界での生きがいと実生活でのバランスを考える手がかりも提供する。さらに組織の

在り方、必要とされる基礎的な法知識や各種スキルについても紹介し、社会・職業への円滑な移

行を図る。 

【授業計画】 

1.働く意味を考える(1)自身にとっての働くことの意味(山崎） 

2.働く意味を考える(2)キャリア・アンカーインタビュー、キャリア・アンカー（山崎） 

3.社会人基礎力・・・「前に踏み出す力」、「考え抜く力」、「チームで働く力」とは（山崎） 

4.働き方を考える(1)雇用されて働く（山崎） 

5.働き方を考える(2)起業して働く（山崎） 

6.ライフキャリア(1)ワークライフバランス（山崎） 

7.ライフキャリア(2)ライフイベント、ライフプラン（山崎） 

8.働くことの意味再考(上嶋) 

9.仕事に必要な「知識」Ⅰ・・・組織の在り方と職位・職務、権限・責任(上嶋) 

10.仕事に必要な「知識」Ⅱ・・・職場と仕事の法知識入門(ゲストスピーカーの招聘)(上嶋) 

  ＜予習：事前に配付された資料に眼を通し疑問点・確認点を整理しておく＞ 

11.職場における「コミュニケーションスキル」(上嶋) 

  ＜復習：実習での学び・気づきを整理しておく＞ 

12.職場における「問題発見スキル」(上嶋) 

  ＜復習：実習での学び・気づきを整理しておく＞ 

13.「事例」から学ぶ「仕事の進め方」(上嶋） 

  ＜予習：配付された「事例」に眼を通し疑問点・確認点を整理しておく＞ 

14.仕事と学生生活・・・仕事と学生生活の結びつき(上嶋) 

15.授業のまとめと整理(上嶋・山崎) 

【授業の進め方】 

講義を中心に授業を進めるが、必要に応じ映像を用い、また、ゲストスピーカーとして実務者の

招聘も予定している。なおスキルを取り扱う際には簡単な実習も併用し、「フィードバックシー

ト」の活用により授業への参加を促す。 

 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】 

なし 

【参考書】 

授業との関連において、その都度指示する。なお、必要な資料はその都度配付する。 



試験・評価

方法 

評価は、100 点満点とし、２名の担当教員が出題する課題 80％、授業参加度 20％のウエイト

で評価する。 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

【履修上の注意】 

・女子学生に限る。 

・グループワークなどの際には、先ずは自分で考え、そして他の履修生と積極的に意見を交換す

ることを期待する。 

【事前･事後学修】 

事前に配付される資料については眼を通し、疑問点・確認点を整理し授業に出席すること。ま

た、授業で出てくる専門用語については、授業後、整理し定着させ、次の授業に出席すること。 



情報社会史 
 

開設大学 椙山女学園大学 科目コード 302408 

担当教員 米田 公則 

 （文化情報学部教授） 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 金曜日：1 限（910～1040） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 社会・マスコミ・情報 

教室 星が丘キャンパス 

文化情報学部棟 319 教室 

履修条件 女子学生に限る。 

募集定員 30 募集時期 4 月 

講義概要 【授業のテーマ】 

メディア発達の歴史と社会への影響－－－歴史的視点からのメディアと社会の関係を考える。メ

ディアの発達が社会へどのような影響を与えてきたかについての知識を修得し、メディアと社会

の関係を歴史的な観点から理解し、現代におけるメディアの影響を理解する基礎的態度を身につ

ける。 

【授業の到達目標/育成する能力】 

これまでの歴史をメディア発達の視点から見ることで、歴史を相対的に見る視点を養う。また、

それによりこれから発達をするメディアが将来もたらすであろうことを見抜く基礎的力量をつけ

ることを目標としている。/〔知識・理解〕〔態度・志向性〕 

【授業内容】 

現代社会を表すキーワードの一つとして「情報化」がある。今日「情報」のあり方の変化は、個

人の生活のみならず、社会全域に大きな影響を与えている。本講義では、はじめに「情報」「情

報化」「コミュニケーション」「メディア」などの基本的概念を考察し、その後、メディアの発

達の歴史について概観し、それが社会にどのように関係し、影響を与えてきたのかを解明する。

後に、情報化の進展の中で私たちの生活と社会がどのような影響を受けつつあるのかを検討す

る。 

【授業計画】 

1.はじめに、情報と情報化 

2.コミュニケーションとメディア 

3.メディアの発達史 I(文明の発達とメディア) 

4.メディアの発達史 II(印刷革命、市民革命と公共圏) 

5.メディア発達の社会的影響 I(近代とメディア) 

6.メディアの発達史 III(マスメディア革命) 

7.メディア発達の社会的影響 II(大衆とメディア) 

8.メディアの発達史 IV(デジタル・メディア革命) 

9.デジタル・メディア発達の個人的影響 

10．デジタル・メディア発達の社会的影響 

11.情報社会論の考え方と争点 

12.情報革命と世界システム 

13.メディア､情報､コミュニティ 

14.これからの情報化と社会への影響 

15.まとめ 

【授業の進め方】 

授業前に、PPT で資料を配布する。（グレクサを利用する）事前にダウンロードし入手するこ

と。講義を中心に授業を進める。学生の理解を深めるために、資料にポイントを明示したい。 

 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】 

教科書は使用しない。 

【参考書】 

授業中に参考文献、資料を紹介する。 

試験・評価

方法 

筆記試験 

途中でレポートを課す予定。(７回の授業の後を予定) 



筆記試験とレポートを総合的に評価する。 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

【履修上の注意】 

・女子学生に限る。 

・座席指定にして、授業を行う。 

・講義内容等についてわからないことや気づいたことがあったら、授業中でも質問をすること。 

・多少、歴史的知識(特に世界史)が必要となると思われる。知識の不足している学生のためにな

るべく、それを資料などで補いたい。 

・わらかないことは、どんどん質問してほしい。 

・講義形式の授業となるが､受動的な姿勢で､望むのではなく､積極的に取り組んでほしい。 

【事前･事後学修】 

理解を深めるために、授業中に参考文献などを提示する。これにより、より深い理解 



【金融リテラシー講座】現代マネジメント実務研究 A（地域・公共） 
 

開設大学 椙山女学園大学 科目コード 302409 

担当教員 植林 茂 

（現代マネジメント学部准教授） 

他オムニバス 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 木曜日：3 限（1320～1450） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 星が丘キャンパス 

現代マネジメント学部棟 001 教室 

履修条件 女子学生に限る。 

募集定員 30 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 【授業のテーマ】 

金融リテラシー 

【授業の到達目標/育成する能力】 

金融のグローバル化が進み、金融商品や金融機関のサービスが多様化・複雑化する中で、国際的

にみて大学生が修得すべき金融リテラシー(金融について 低限身に付けるべき知識・判断力)を

身に付けることを目標とする。/〔態度・志向性〕〔技能・表現〕 

【授業内容】 

金融庁、金融広報中央委員会、全国銀行協会、日本証券業協会等、金融の第一線で活躍している

専門家・実務家が毎回、それぞれの専門分野について分かり易く抗議を行うことで、大学生レベ

ルにとって必要な金融知識、判断力を身に付ける。具体的には、サービスの利用方法、商品の仕

組み・儲け方、金融リスク管理、トラブル事例等、金融をめぐる様々なテーマについて、基本的

な枠組みのほか現在の状況や具体例などを説明していく。 

【授業計画】 

1.コースガイダンス、導入—金融経済の重要性(生活を取り巻く社会経済環境、金融リテラシーの

意義・重要性) 

2.人生とお金(人生にかかるお金の意味・重要性、奨学金制度など) 

3.お金を稼ぐ(職業選択の意義、就労形態と生涯所得、収支管理、社会保障制度の基礎など) 

4.お金と経済(金融・経済環境の変化とそうした変化への対応) 

5.パーソナルファイナンスを学ぶ(給与明細票から見える社会保障・税制など) 

6.金融機関を使う(色々な金融機関、カードのしくみ、インターネット取引の留意点など) 

7.お金を借りる①(クレジットカード・消費者ローンの仕組みと利用上の留意点など) 

8.お金を借りる②(住宅ローンの仕組みと利用上の留意点など) 

9.お金をふやす①(金融商品の種類・特徴など) 

10.お金をふやす②(投資の意義、リスクとリターンの関係、長期投資の重要性など) 

11.お金をふやす③(投資信託の仕組み、分散投資の重要性など) 

12.リスクに備える①(人生におけるリスクと保険の役割、生命保険の商品概要・活用法など) 

13.リスクに備える②(生活に潜むリスクと保険の役割、損害保険の商品概要・活用法など) 

14.トラブルに強くなる(学生や若手社会人が陥り易い悪徳商法・金融商品詐欺と予防策など) 

15.全体総括(グループ発表、講義の中で生じた疑問への回答、講義に対する感想発表など) 

【授業の進め方】 

①授業は毎回の異なるテーマごとに、それぞれの第一線の専門家・実務家が来て講義を行うこと

を基本とする。 

②毎回、講義内容を踏まえた質疑応答の時間を設ける。 

③ 終回では、幾つかのグループに分けて、講義についての発表を行う。 

 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】 

なし。毎回、説明資料のコピーを配布する。 

【参考書】 

金融庁『基礎から学べる金融ガイド』(授業時に配布) 

試験・評価

方法 

試験(40％)、課題発表(第 15 回目に実施、30％)、受講態度・質問姿勢(30％) 



別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

【履修上の注意】 

・女子学生に限る。 

・第一線の実務家による説明が中心の講義で、質問も受け付けるので積極的な姿勢で臨んでほし

い。 

・この授業を通じて大学生レベルに求められる金融リテラシーをしっかりと身に付けてほしい。 

・単位認定される科目名は、「現代マネジメント実務研究Ａ（地域・公共）」である。 

【事前･事後学修】 

事前学習：毎回の授業に当たり初回に配布する「基礎から学べる金融ガイド」の該当箇所を予め

目を通すこと(15～30 分程度)。第 15 回目のグループ発表についてはプレゼン資料の作成等の

準備が必要(２～ 



環境の科学 
 

開設大学 椙山女学園大学 科目コード 302410 

担当教員 野崎 健太郎 

（教育学部准教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 火曜日：1 限（910～1040） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 地球・環境・エネルギー 

教室 星が丘キャンパス 

教育学部棟 A301 教室 

履修条件 女子学生に限る。 

募集定員 30 募集時期 4 月 

講義概要 【授業のテーマ】 

環境問題の現状と課題はどうなっているのか 

【授業の到達目標/育成する能力】 

保育者・教員、そして社会人として、21 世紀の世界的課題である環境問題の現状と解決への道

筋を子どもたち、家族、友人、地域、世界で説明できるようになる。 

【授業内容】 

受講生に地域及び地球環境問題がどのような仕組みで生じているのかを理解させ、その解決のた

めには自分自身がどのような行動を取るべきなのかを考えさせることを目的とする。環境問題に

対する意識を高めていくには、受講生自身の生活と環境問題との関係を認識させることが欠かせ

ない。そこで我々が日常消費している資源、エネルギーと、排出しているゴミ、汚染物質の現状

から環境問題を解説していく。そして解決策として重要なことは、技術の革新とともに我々の生

活態度の改変にあることを結論とする。 

【授業計画】 

1.環境問題の本質とは何か～物質循環の視点から環境問題をとらえる(野崎担当) 

2.水の環境問題-1～安全な飲み水は確保できるのか(野崎担当) 

3.水の環境問題-2～河川、湖沼や海の汚染(野崎担当) 

4.農業と環境問題-1～地球は何人養えるのか(受講生) 

5.農業と環境問題-2～食の安全とは何か(受講生) 

6.大気汚染と酸性雨～健康被害と自然破壊(受講生) 

7.オゾン層破壊と紫外線～日本で紫外線は増えているのか(受講生) 

8.地球温暖化１：温暖化の仕組み(受講生) 

9.地球温暖化２：温暖化によって引き起こされる被害(受講生) 

10.地球温暖化３：温暖化は本当なのか(受講生) 

11.ごみ問題１～現状はどうなのか(受講生) 

12.ごみ問題２～ごみ減量への道筋(受講生) 

13.人工化学物質と健康(受講生) 

14.新しいエネルギー～化石燃料からの転換を目指して(受講生) 

15.生物の多様性(受講生) 

【授業の進め方】 

受講者が確定しだい座席指定とする。学籍番号とは関係ない３～４人で班を組んでもらう。その

割り振りは教員が行う。この授業では 初の３回を野崎(担当教員)が中心となって行うが、４回

目以降は、受講生(班ごと)が分担し講義を行う。講義を担当しない受講生は講義への質問や補足

を行い、授業内容の質の向上に寄与してもらう。 

 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】 

環境学－21 世紀の教養，京都大学で環境学を考える研究者たち編，朝倉書店，2014 年４月発

行，定価 2,700 円＋税 

【参考書】 

各単元ごとに授業の中で紹介する。 

試験・評価

方法 

原則として定期試験の得点で判定する。なお、担当した講義の内容、授業への参加態度を加味す

る場合がある。 

別途必要な なし 



経費 

その他特記

事項 

【履修上の注意】 

・女子学生に限る。 

・受け身で講義を聞きたい方には向かない。 

・授業の後半に質疑応答の時間を取ります。 

・積極的な発言をお願いします。環境問題は解決できるはずです。 

【事前･事後学修】 

授業方法の欄で説明するが、この授業は受講生の参加によって成り立つ形式をとる。 

従って、受講生は積極的に資料を調べ、討論に参加してもらう。 

教員からの情報を一方的に受け取る講義式の授業が良い者には向かない。 

授業を担当する班は、事前学習として授業で用いる資料、板書案を準備し担当教員と事前に打ち

合わせを行う。 



安全学 
 

開設大学 椙山女学園大学 科目コード 302411 

担当教員 オムニバス 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 土曜日：集中（910～1220） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 地球・環境・エネルギー 

教室 星が丘キャンパス 

文化情報学部メディア棟メ 001 教室 

履修条件 女子学生に限る。 

募集定員 30 募集時期 4 月 

講義概要 【授業のテーマ】 

安全学(自然災害) 

【授業の到達目標/育成する能力】 

地震や豪雨などの自然災害のリスクを理解し、安全確保や生活支援のできる人材となるため、防

災の実践的知識を多方面の分野から修得する。 

【授業内容】 

近い将来に発生するであろうと言われている南海トラフ大地震(東海、東南海及び南海地震、ある

いはこれらの３連動地震)など大規模な自然災害を想定し、災害に対する科学的な知識を得るとと

もに、常に防災意識を持ち、災害時に的確な判断と適切な行動ができる能力を身につける。ま

た、演習や実習を通して、いざという時に地域防災に貢献できる専門的な知識やスキルを学ぶも

のである。 

【授業計画】 

1.防災の基本的発想（福和 5 月 12 日 1 限） 

2.地球温暖化と気象災害（坪木 5 月 12 日 2 限） 

3.災害と報道～東日本大震災を映像で語り継ぐ～（栃窪 5 月 19 日 1 限） 

4.被災地の学びと教訓を生かすために今できること（浦野 5 月 19 日 2 限） 

5.①愛知県の災害と防災対策、家庭・地域での備え。②愛知県の災害と防災対策、家庭・地域で

の備え、地域防災力（演習を含む。）（山田・早川 5 月 26 日 1・2 限） 

6.災害時の医療（災害医療と救急医療の違いを知る。過去の災害から学んだ教訓。大規模災害に

備えて我々に求められること。）（杉浦 6 月 2 日 1 限） 

7.災害時における女性の安全・安心学（中嶋 6 月 2 日 2 限) 

8.公助と防災情報の活用：ハザードマップ、気象情報の読み方（山根 6 月 9 日 1 限） 

9.災害に備える衣服（着衣着火・寒さ暑さ、倒壊物から身を守る衣服）（橋本 6 月 9 日 2

限） 

10.都市インフラと災害情報のあり方について（平山 6 月 23 日 1 限） 

11.建築の耐震安全性Ⅰ（清水 6 月 23 日 2 限） 

12.建築の耐震安全性Ⅱ（清水 6 月 30 日 1 限） 

13.被災者の心のケア（李 6 月 30 日 2 限） 

14.大規模災害時の食の備え（個人・家庭での備えと公的備蓄）（及川 7 月 7 日 1 限） 

15.災害時の心理、行動：正しく恐がるために（山根 7 月 7 日 2 限) 

【授業の進め方】 

講義を中心とするが、必要に応じて課題研究やディスカッション等の演習や実習を行い、学生自

身が能動的に学習するアクティブラーニング型の授業を行います。 

 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】 

必要に応じ、「授業プリント」を配付します。 

【参考書】 

随時、紹介します。 

試験・評価

方法 

毎回の授業後、小レポートを提出し、10 点満点で評価します。全 15 回の合計点を 100 点満点

に換算して 終評価とします。学期末の筆記試験は行いません。 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記 【履修上の注意】 



事項 ・女子学生に限る。 

・星が丘キャンパスで受講。 

・第 5 回目（5 月 26 日）は、星が丘キャンパスに全員集まってもらい、1・2 時限連続で簡単

な防災グッズ作成とグループワークを行います。各自、新聞紙、はさみを持参してください。 

・いざという時に地域防災に貢献できる専門的な知識やスキルを学ぶことの自覚をもって受講し

てください。 

【事前･事後学修】 

事前学習：授業計画の各テーマに沿ってインターネットや書籍・新聞などを活用し、積極的にイ

ンフォメーション(資料)を集め、問題意識を持って授業に参画できるよ 



シリアスゲーム演習 
 

開設大学 星城大学 科目コード 302501 

担当教員 天野 圭二（経営学部教授） 

野村 淳一（経営学部准教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 1 単位 

開講日程 ＜後期＞ 月曜：4 限（1440～1610） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 社会・マスコミ・情報 

教室 本学キャンパス地域交流プラザ 

履修条件 経営学の知識を有する者。チームを作っての協調学習であるため、欠席厳禁。 

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 シリアスゲームとは「教育や社会における問題解決のためにデジタルゲームを開発・利用する取

り組み」であり、これを用いて課題解決型の演習を行う。本演習は教材となるハードウェアの物

的制約があるため、定員を設ける。 

 本演習は経営学の体系を体験的に理解することを目的とする科目である。1 年次に学習した基

礎 4 科目が身についているかを仮想実践的に再確認し、2 年後期から始まる専門科目で学ぶこと

になる内容の事前確認を目標とする。 

演習では「自らがゲーム内で直面する場面を、各科目で教えられている経営学の知識を用いて解

決・改善する」ことに重きを置く。本講義の到達目標としては、以下を挙げる。 

１） 自らが直面する場面を、各科目で教えられている経営学の知識を用いて解決・改善すること

ができる。 

２） 関連する各科目で教授されている経営学上の概念を自ら説明、活用することができる。 

第 1 回 演習概要説明   

シリアスゲームとは何か？この演習の位置づけは？など演習の受講に先立って把握すべきことを

解説する。   

第 2 回 選択ゲーム１：課題設定   

学習課題設定、関連概念整理、関連科目表、事前レポートの作成。以上を実験計画とする。 

グループごとに使用するゲームを選択。ゲームを使って検証したい課題を文章化する。 

設定した課題に関連する科目の一覧を作成し、科目中で出てくるどの概念を用いるのかもレポー

トに記載する。   

第 3 回 選択ゲーム１：ゲームプレイ（前半）   

実験計画に沿ってゲームプレイを行う。   

第 4 回 選択ゲーム１：ゲームプレイ（前半）   

実験計画に沿ってゲームプレイを行う。   

第 5 回 選択ゲーム１：中間報告   

実験の目的、手法、経過についてまとめ、事前レポートの内容と合わせてスライドによるプレゼ

ンテーションを各グループが実施する。そこで得られたフィードバックを選択ゲーム１の後半の

作業で活用する。   

第 6 回 選択ゲーム１：ゲームプレイ（後半）   

中間報告で明らかになった課題を踏まえて、実験計画に沿ってゲームプレイを行う。   

第 7 回 選択ゲーム１：ゲームプレイ（後半）   

中間報告で明らかになった課題を踏まえて、実験計画に沿ってゲームプレイを行う。 

選択ゲーム１の 終報告の準備。   

第 8 回 選択ゲーム１： 終報告   

選択ゲーム１の実験目的、経過、実験結果、考察について各グループがスライドによるプレゼン

テーションを行う。関連科目表についてもプレゼンテーションの中で触れること。   

第 9 回 選択ゲーム２：課題設定   

第 9 回以降の実験で用いるゲームを選択し、課題を設定して事前レポートを作成する。 

設定した課題に関連する科目の一覧を作成し、科目中で出てくるどの概念を用いるのかもレポー

トに記載する。   

第 10 回 選択ゲーム２：課題設定   

学習課題設定、関連概念整理、関連科目表、事前レポートの作成。以上を実験計画とする。 

グループごとに使用するゲームを選択。ゲームを使って検証したい課題を文章化する。 



設定した課題に関連する科目の一覧を作成し、科目中で出てくる度の概念を用いるのかもレポー

トに記載する。   

第 11 回 選択ゲーム２：ゲームプレイ（前半）   

実験計画に沿ってゲームプレイを行う。   

第 12 回 選択ゲーム２：ゲームプレイ（前半）   

実験計画に沿ってゲームプレイを行う。   

第 13 回 選択ゲーム２：中間報告   

実験の目的、手法、経過についてまとめ、事前レポートの内容と合わせてスライドによるプレゼ

ンテーションを各グループが実施する。そこで得られたフィードバックを選択ゲーム１の後半の

作業で活用する。   

第 14 回 選択ゲーム２：ゲームプレイ（後半）   

報告で明らかになった課題を踏まえて、実験計画に沿ってゲームプレイを行う。   

第 15 回 選択ゲーム２：ゲームプレイ（後半）   

報告で明らかになった課題を踏まえて、実験計画に沿ってゲームプレイを行う。 

中間選択ゲーム１の 終報告の準備。   

第 16 回 選択ゲーム２： 終報告   

選択ゲーム１の実験目的、経過、実験結果、考察について各グループがスライドによるプレゼン

テーションを行う。関連科目表についてもプレゼンテーションの中で触れること。   

 

テキスト・ 

参考文献 

経営学概論、経済学概論、会計学総論、経営学原理の講義資料 

すべて Minerva で検索可能な教材も利用すること。 

試験・評価

方法 

レポート：20 点×2 回、報告：20 点×2 回、議論への参加度：20 点 

各 終報告を試験の代替とする。 

再試験対象者の条件：実施しない            

 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

学習課題の設定や関連する経営学の概念の整理、関連科目表から構成されるレポートの作成や、

課題を検討するためのゲームプレイ、ならびに報告資料の作成など、授業時間外に行う活動が自

ずと予習・復習になる。 



女性経営者論 
 

開設大学 星城大学 科目コード 302502 

担当教員 赤岡 美津子（経営学部教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 火曜：2 限（1050～1220） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 社会・マスコミ・情報 

教室 本学キャンパス 2 号館 2203 教室 

履修条件 なし 

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 社会における女性の役割の重要性が日々喧伝されている。しかし実際に社会に進出し、ワークラ

イフバランスを獲得し、自己実現としての労働を享受するには、未だ壁は厚い。性別役割分業の

文化は根強く存在しており、生き方を限定されることも多い。本授業では、女性の辿ってきた歴

史を学び、社会での女性の役割や位置づけを捉え直し、活躍している女性達からも学びたい。そ

れを通して各人が今後のキャリアデザインをなし、社会で活躍するための可能性と方向性、具体

的な「自分のこれから像」を獲得していくことを目標とする。男性諸君の受講も大いに歓迎であ

る。 

１ 総論Ⅰ・女性史 1    

オリエンテーション・古代～近世の女性の状況・女大学   

２ 総論Ⅱ・女性史 2    

明治～敗戦の女性の状況：良妻賢母主義・青鞜・大戦下の女性   

３ 総論Ⅲ・女性史 3    

大戦後の女性の状況：憲法・民法・労働基準法・男女雇用平等法   

４ 総論Ⅳ・ジェンダー論 1    

ジェンダーの概念・ジェンダーと言葉・ジェンダーとメディア   

５ 総論Ⅴ・ジェンダー論 2    

ジェンダーと教育：男女別学・良妻賢母・男女共学・家庭科共修   

６ 総論Ⅵ・ジェンダー論 3    

ジェンダーと労働：性別職務分離・生産労働と家事労働・家族   

７ 中間報告・研究発表   

自主的なテーマを設定と、発表・質疑応答   

８ 各論Ⅰ・女性文化論     

古典に見る女性キャリアと労働環境：紫式部論・清少納言論   

９ 各論Ⅱ・働く女性の現状と課題    

女性の就業構造・特質・均等法の課題・継続就業支援策   

10 各論Ⅲ・女性のキャリアデザイン    

ポジティブアクション・非正規雇用・派遣とキャリア形成   

11 各論Ⅳ・多様な働き方と社会    

ファミリーフレンドリー施策・ダイバーシティー   

12 各論Ⅴ・出産、子育てを巡る状況    

保育制度・休業時短制度・経済的支援・目指すべき方向   

13 各論Ⅵ・女性が働ける社会の展望    

「女性」の視点からの働き方の変革・今後の方向性   

14 事例研究Ⅰ・女性経営者研究１    

女性経営者についてのグループ研究と発表①   

15 事例研究Ⅱ・女性経営者研究２    

女性経営者についてのグループ研究と発表②   

16 期末試験    

15 コマの復習・確認・総まとめ   

 

テキスト・ 

参考文献 

購入教科書なし。毎時間作成レジュメや資料を配布する。 

『時代を生きた女達』  著者：総合女性史研究会編     朝日新聞出版・2010 

 『叢書・働くということ・全８巻』 監修：橘木俊詔・佐藤博樹  ミネルヴァ書房・2009 



他授業時に適宜紹介 

 

試験・評価

方法 

定期試験 60%・出席点 10%・レポート点 20%・討論や質疑応答への参加点マーナー点 10% 

購入教科書なし。毎時間作成レジュメや資料を配布する。 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

内容が多岐にわたるので、毎時間の授業内容を必ず整理し、既習内容の理解に努める。また、日

常的に女性労働を初めとする関連情報を積極的に収集し、自己の見解を持ち、授業に活用する。

積極的に発言し、他者の意見を傾聴する。毎回のレポートは必ず提出する。他は折々に指示す

る。 

 



医療管理学 
 

開設大学 星城大学 科目コード 302503 

担当教員 北野 達也（経営学部教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 月曜：4 限（1440～1610） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ スポーツ・健康・医療 

教室 本学キャンパス本館 1203 教室 

履修条件 なし 

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要  この講義では、医療マネジメントコース専門科目全般の概要を学びつつ、患者本位の安全・安

心で質の高い医療提供を実践するための知識と理解を深め、組織横断的な医療管理の実践手法、

医療機関における総合的なリスクマネジメント実践手法などを身につける。近年、医療機関にお

いては「質・安全管理部」、「医療マネジメント部」、「医療経営管理部」、「経営企画部」な

どの部門に専従・専任医療安全管理者、認定医療メディエーター、認定医療クオリティ・マネ

ジャー、医療経営士などの医療専門官が配置されており、将来、副院長・院長補佐、理事長など

病院管理者に登用されるべく実践手法についても学ぶ。 

1  Introduction   

 医療管理学とは？医療管理学の基本的な考え方、歴史的背景   

2  医療政策   

 社会保障制度、診療報酬制度、医療制度改革、医療法、医師法   

3  医学教育   

 医学教育史、医療倫理、プロフェッショナリズム、利他的教育   

4  医療の質管理Ⅰ   

 医療クオリティ・マネジャー・評価調査者（サーベイヤー）の役割   

5  医療の質管理Ⅱ   

 Total Quality Management、クリニカル・パス、クリニカル・ガバナンス、臨床監査   

6  医療の質管理Ⅲ   

 第三者機関の活用、医療の質評価、Evidence Practice Gap   

7  地域医療   

 地域医療再生、ヘルスプロモーション、健康教育、SRI（社会的責任投資）の活用   

8  中間まとめ   

 1～7 まとめ（レポート）   

9  患者安全管理Ⅰ   

 患者安全管理のあり方、専従・専任医療安全管理者の役割   

10  患者安全管理Ⅱ   

 患者参加、説明責任、医療メディエーション、コーチング、ファシリテーション   

11  医療コミュニケーション   

 患者-医療者間パートナー・シップの確立：グループワーク   

12  医療機関における組織管理Ⅰ   

 医療機関の組織構造、組織・人材の役割、Team Building、Non-Technical Skills、インプロ

ヴィゼーション教育導入の重要性   

13  医療機関における組織管理Ⅱ   

 組織調整、組織マネジメント評価、Enterprise Risk Management   

14  課題解決のための演習Ⅰ   

 医療の質・安全管理体制再構築のための新たな手法：演習Ⅰ 

 ・インプロヴィゼーション教育導入   

15  課題解決のための演習Ⅱ   

 人的資源管理、組織マネジメントのための新たな手法：演習Ⅱ 

 ・目的・目標の明確化⇒合意形成のためのワークショップ実施 

 ・コーチング、ファシリテーション   

16  期末試験   

 15 コマの復習・確認・まとめ   



 

テキスト・ 

参考文献 

購入教科書なし 

試験・評価

方法 

①期末テストによる評価：60％、②授業参加（積極的な授業参加、討論、発言、出席状況、レポ

ートなど）：40％ 

筆記試験を行う。 

 再試験対象者の条件：総合（期末テスト及び授業参加・レポート等）による評価が 60 点未満

の学生 

 ※但し、総合による評価が 40 点未満の学生は不合格とし、再試験を実施しない。 

 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

携帯電話電源切又はマナーモード、飲食禁、講義中入退室禁、10 回以上出席を条件とする。 



スポーツマネジメント論 
 

開設大学 星城大学 科目コード 302504 

担当教員 小島 廣光（経営学部教授） 

横井 康博（経営学部教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 木曜：1 限（910～1040） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ スポーツ・健康・医療 

教室 本学キャンパス 2 号館 2301 教室 

履修条件 なし 

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 近年わが国において，学校と企業を中心とした旧来のスポーツ構造基盤が危機的な状況に陥って

いる。こういった状況を打破していくためには，近代経営学のノウハウの導入が不可欠である。 

 そこで本講義では，スポーツ経営学を学ぶ上での基本的な考え方を学ぶとともに，マーケティ

ング技法の活用，スポーツイベントの開催とチームクラブ運営に必要なスポンサーシップの導入

など，現場の状況に対応できる能力を身につけることを目標にする。 

1 オリエンテーション   

スポーツマネジメントについて   

2 スポーツにおける経営とは   

スポーツ経営とその範囲   

3 スポーツ消費市場と消費行動   

スポーツ消費市場の動向   

4 スポーツ経営と戦略   

スポーツビジネスの戦略について（組織と経営過程）   

5 スポーツ集団・組織のマネジメント   

地域スポーツクラブのマネジメント戦略   

6 スポーツマーケテイングとは   

スポーツ・スポンサーシップ（スポーツと企業とのかかわり）   

7 スポーツ権利ビジネス   

スポーツのビジネス化と多様化   

8 中間まとめ   

前半のまとめ   

9 知識創造の必然性   

スポーツは挑戦，正解はないから考える   

10 社会の中で生きるスポーツチーム   

社会に貢献するスポーツチーム   

11 マネジメント・マインド   

なぜスポーツチームにマネジメントは必要か   

12 知識労働者としてのプレイヤー   

プレイヤーの意欲はどのようにして決まるのか   

13 スポーツチームのしくみ   

スポーツにおける知識創造とは   

14 創造的対立の力を活かす①   

複雑で不確実な環境に生きるスポーツチームの適応モデル   

15 創造的対立の力を活かす②   

拡張・拡散力と結合・結束力の連鎖   

16 期末試験   

15 コマの復習・確認・総まとめ   

 

テキスト・ 

参考文献 

書籍名：『スポーツチームの知識創造－複雑性と不確実性のマネジメント力－』，著者：市野聖

治他，出版社：スキージャーナル社 

書籍名：『スポーツマネジメント』，著者：ボニーL・パークハウス，出版社：大修館書店。 

試験・評価 テスト 60％，出席点 40％で評価する。 



方法 再試験対象者の条件：スポーツマネジメントコースの出席要件を満たした者。 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

・講義形式で行うが，VTR の映像を使用しながら，現場の状況把握にも努める。 

・定期試験受験資格者は，基本的に皆出席者のみ。 



建築デザイン論 
 

開設大学 大同大学 科目コード 302601 

担当教員 佐藤 達生（工学部教授） 

学年配当 3 年 単位数 2 

開講日程 ＜後期＞ 月曜日：1 時限（0～1030） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室  

履修条件  

募集定員 5 募集時期 9 月 

講義概要  建築の本質は＜空間＞にあると考えられる。しかし，ここでいう 

空間とは，均一な広がりをもった数学的な空間，あるいは単なる容積 

としての物理的な空間のことではない。我々が生活し体験している空間は， 

場所の持つ様々の＜意味＞によって分節されていると考えられる。 

建築を設計するという行為は，構築物を造ることによって，場所に 

新しい意味を与えることだと言ってもよい。そして建築を理解する 

ということは，具体的な造形をとおして,場所に与えられた意味を 

感じとることである。この講義では，＜意味＞と＜造形＞との関係， 

即ち建築デザインの＜論理＞を，具体的な建築作品の分析を通して 

開示してゆく。  

1. 導入：デザインとは何か 

2. デザインの論理について－(1) 

 「出雲大社庁の舎」（菊竹清則）の場合 

3. デザインの論理について－(2) 

 フランク・ロイド・ライトの建築にみる「物語性」－1 

4. デザインの論理について－(3) 

 フランク・ロイド・ライトの建築にみる「物語性」－2 

5. デザインの論理について－(4) 

 フランク・ロイド・ライトの建築にみる「物語性」－3 

6. 「設計」と「コンセプト」と「イメージ」 

7. デザインの論理について－(5) 

 「銀閣寺」と「ファンズワース邸」と 

  「ロンシャン礼拝堂」にみる「物語性」 

8. 建築の「空間」について 

9. 建築の原理(「囲うこと」と「支えること」)からみた 

  西洋建築史の流れ：「壁の建築」と「柱の建築」 

10. 古典系建築とは何か：調和の美 

11. 古典系建築の発展：オーダーの展開 

12. 中世系建築はなぜ壁の建築か 

13. ゴシックの空間-(1)：ロマネスクからゴシックへ 

14. ゴシックの空間-(2)：ゴシック空間の目指すもの 

15. ドームの空間  

16. 期末試験 

テキスト・ 

参考文献 

「建築デザイン論」 ＜大同大学建築学科＞ 佐藤研究室編 2012 年  

佐藤達生『図説 西洋建築の歴史』河出書房新社 2005 

佐藤達生・木俣元一『大聖堂物語』河出書房新社 2001  

 

試験・評価

方法 

期末試験の採点結果による。 

授業への取り組みと各回のレポートをも参考にすることがある。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



環境河川工学 
 

開設大学 大同大学 科目コード 302602 

担当教員 鷲見 哲也（工学部准教授） 

学年配当 3 年 単位数 2 

開講日程 ＜前期＞ 木曜日：2 時限（1040～1210） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室  

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 水理学２では、開水路の水理学を学んだ。河川は開水路の流れである。 

本講義では、堤防に挟まれた川の中の現象について、水の流れだけでなく、土砂や物質を運ぶ現

象をまずは学ぶ。そして、洪水や渇水の対策（治水・利水）といった人間社会の問題を扱う一方

で、人間や生物にとっての環境の役割についても扱い、これらの役割が互いに作用する問題につ

いて学ぶ。海岸までの「水系」の環境学として、以下について学ぶ． 

・山地から海岸にかけての、水・土砂・物質の動く現象。 

・河川の持つ自然や人間にとっての諸機能と、河川工学。 

・都市における河川の役割（河川と都市環境）。 

・生態系・水質・都市環境の側面から見たときに、上記の機能がそれらをどのように支え、歪め

るのか、という関わり。 

（河川計画に用いる雨から流量に至る流域での過程は、後期の流域水文学において学ぶ。本科目

は河道内の問題に限定する。 ） 

[1]ガイダンス・河川の管理目的 

[2]流域・セグメント・リーチ 

[3]河道形状の特徴 

[4]治水（１） 

[5]治水（２） 

[6]利水（１） 

[7]利水（２） 

[8]土砂輸送と地形（１） 

[9]土砂輸送と地形（２） 

[10]人工物や植物による影響と相互作用系 

[11]河道断面デザインの演習 

[12]河川の変動と生物の生活史 

[13]河川動態と生物応答１ 

[14]河川動態と生物応答２・多自然川づくり 

[15]沿岸環境の劣化と改善 

[16]期末試験 

 

テキスト・ 

参考文献 

「河川工学」 ＜コロナ社＞ 川合茂 他著 

「河川工学」 ＜東京大学出版会＞ 高橋裕 

「構造沖積河川学」 ＜山海堂＞ 山本晃一 

試験・評価

方法 

レポート 20%及び期末試験 80%の総合評価 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



流域水文学 
 

開設大学 大同大学 科目コード 302603 

担当教員 鷲見 哲也（工学部准教授） 

学年配当 3 年 単位数 2 

開講日程 ＜後期＞ 月曜日：4 時限（1440～1610） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室  

履修条件  

募集定員 5 募集時期 9 月 

講義概要  地球上の水循環を扱う学問を水文学と言うが、この科目では特に、陸上の「流域」の循環を扱

う。流域の水の循環・存在状況について、理解できるようにする。その上で、以下について学

ぶ。 

・雨の特徴、流域への影響 

・雨の時間的な特徴と空間的な広がり、河川流量への影響 

・流域の山腹に降った降水が、どの様な経路を経て河道に流出するのか。 

・蒸発散として大気に戻る成分、降ってすぐに川に出てしまう成分、地中に留まって少しづつ流

れて普段の川の流れとなる成分、の違い 

・山地の森林や土壌のあり方が、川に出る水の量に与える影響 

・雨の量（波形）が川の流量やその波形に変換する計算の考え方と方法 

[1]流域水循環の概論、流域水文学の目的 

[2]降雨の観測と概要 

[3]降雨の時空間特性 

[4]降雨の流域平均雨量（ティーセン法ほか） 

[5]蒸発散と短期流出、長期流出 

[6]浸透と有効降雨 

[7]流域の森林・土壌の管理と緑のダム 

[8]降雨の確率の整理１ 

[9]降雨の確率の整理２ 

[10]流出解析１：合理式法 

[11]流出解析２：タンクモデル 

[12]流出解析３：貯留関数法 

[13]流出解析４：演習 

[14]流量の観測と概要 

[15]まとめ 

[16]期末試験 

テキスト・ 

参考文献 

プリント配布 

「河川水文学」 ＜森北出版＞ 高瀬信忠 著 

「水文学」自然地理学講座 3 ＜大明堂＞ 榧根勇 編 

試験・評価

方法 

レポート（40％）や期末試験（60％）による評価 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



現代物理学１ 
 

開設大学 大同大学 科目コード 302604 

担当教員 斉田  浩見（教養部准教授） 

学年配当 2 年 単位数 2 

開講日程 ＜前期＞ 木曜日：5 時限（1620～1750） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 数学・物理・化学 

教室  

履修条件  

募集定員 10 募集時期 4 月 

講義概要 アインシュタインの相対性理論の基礎的な講義です。 

19 世紀までの物理学を支えた理論はニュートン力学です（大同大学では力学１・２・３でその

一部を扱っています）。しかし、19 世紀の終わりから 20 世紀初頭にかけて、ニュートン力学

は厳密には正しくないことが、様々な実験によって明らかにされました。20 世紀以降の科学技

術で達成可能な精密な実験結果を説明し、自然現象の詳細を理解するために、人類は新たな理論

を作らなければならなくなったのです。 

20 世紀以降に確立された物理学（いわゆる現代物理学）は、大きく分けて 2 つの理論によって

支えられています。「相対性理論」と「量子力学」です。現代物理学で得られている成果（電子

顕微鏡、超伝導半導体、発光ダイオード、レーザービーム、人工衛星を使った精密なカーナビ、

星の輝きの原因の説明、ビックバン宇宙論、核兵器などなど）は、この 2 つの理論が正しいと信

じた上で導かれたものです。 

現代物理１では「相対性理論」を取り上げます。相対性理論は、「特殊」相対論と「一般」相対

論の 2 つに大別されますが、特殊相対論を主に扱います。特殊相対論は「光速（30 万 km/s）

はどの観測者から見ても不変である」ということに矛盾しないようにニュートン力学を拡張した

理論です。その帰結として、「世の中の 高速は光速である」「人によって時間の進み方が変わ

る」「人によって長さが変わる」「タイムマシーンは禁止される」「質量はエネルギーに変化す

る」などの、直感的には不思議な現象を理解することができます。この授業では、この 5 つを理

解することを目指します。 

また、一般相対論にも触れる予定です。一般相対論は、特殊相対論を拡張して重力も扱えるよう

にした理論で、この宇宙を現代物理学的に理解する上では欠かせない理論です。一般相対論を正

確に理解するには微分幾何学という高度な数学のテクニックをマスターしなければなりません

が、その数学は使わずに、可能な限り大雑把にビックバン宇宙論とブラックホールについて物理

的なイメージだけ説明（紹介）することを試みます。 

なお、講義担当の斉田は、相対性理論とそれを応用した宇宙物理学が専門の研究者です。授業中

でも授業以外でも、物理学に関する質問や疑問を投げかけて下さい。現役第一線で研究をしてい

る者として答ます。 

□■授業の内容 

[1] 導入：光、重力そして宇宙 — ニュートン理論の有効範囲と限界 — 

[2] 特殊相対論の原理１：ガリレイの相対性原理 

[3] 特殊相対論の原理２：光速不変の原理 

[4] 特殊相対論の時空１：「距離」の概念の重要性 

[5] 特殊相対論の時空２：ミンコフスキー時空 

[6] 特殊相対論の帰結１：時間の遅れ、ローレンツ収縮 

[7] 特殊相対論の帰結２：ローレンツ変換 

[8] 特殊相対論の帰結３：速度合成則 — 光速は超えられない — 

[9] 特殊相対論の帰結４：因果律とタイムマシーンの禁止 

[10]特殊相対論の帰結５：質量とエネルギー 

[11]特殊相対論の限界 

[12]等価原理 

[13]一般相対論の原理と重力 

[14]一般相対論の帰結と限界１：ブラックホール時空と中心特異点 

[15]一般相対論の帰結と限界２：ビックバン宇宙論と初期特異点 

テキスト・ プリント配布 



参考文献 「物理学の基礎」山本邦夫 著、学術図書出版 

「相対論入門」上・下、バーナード シュッツ 著（江里口 良治、二間瀬 敏史 訳）、丸善 

「観測的宇宙論」池内 了 著、東京大学出版会 

試験・評価

方法 

自由科目（卒業に必要な単位に無関係な科目）なので、興味を持って参加すればＯＫです。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



現代物理学２ 
 

開設大学 大同大学 科目コード 302605 

担当教員 斉田  浩見（教養部准教授） 

学年配当 2 年 単位数 2 

開講日程 ＜後期＞ 木曜日：5 時限（1620～1750） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 数学・物理・化学 

教室  

履修条件  

募集定員 10 募集時期 9 月 

講義概要 原子サイズ以下の極微な物理を正確に記述する、量子力学の基礎的な講義です。 

19 世紀までの物理学を支えた理論はニュートン力学です（大同大学では力学１，２，３でその

一部を扱っています）。しかし、19 世紀の終わりから 20 世紀初頭にかけて、ニュートン力学

は厳密には正しくないことが、様々な実験によって明らかにされました。20 世紀以降の科学技

術で達成可能な精密な実験結果を説明し、自然現象の詳細を理解するために、人類は新たな理論

を作らなければならなくなったのです。 

20 世紀以降に確立された物理学（いわゆる現代物理学）は、大きく分けて 2 つの理論によって

支えられています。「相対性理論」と「量子力学」です。現代物理学で得られている成果（電子

顕微鏡、超伝導半導体、発光ダイオード、レーザービーム、人工衛星を使った精密なカーナビ、

星の輝きの原因の説明、ビックバン宇宙論、核兵器などなど）は、この 2 つの理論が正しいと信

じた上で導かれたものです。 

現代物理２では「量子力学」を取り上げます。自然現象を理解する上での考え方としては、相対

論よりも量子力学のほうが、人間の直感を遥かに超越した「モノの見方」を要求しています。例

えば「粒子の運動（位置と速度）を 100 パーセント正確に予測することは原理的に不可能であ

る（不確定性原理）」というモノの見方です。その帰結として「様々な種類の原子が崩壊せずに

安定して存在できる」ことが初めて理解できるのです（ボーアの原子モデル）。この授業では、

量子力学がもつ思想（量子論的な自然観）の必要性と内容と説明した上で、ボーアの原子モデル

とその応用を理解することを目指します。 

また、不確定性原理の別の帰結として「完全に密閉した箱の中に閉じ込めた電子（などの粒子）

が壁をすり抜けて外に現れたり、逆に箱の外の電子が壁をすり抜けて中に入ってしまう」という

現象が理解できます。この「壁のすり抜け（トンネル効果）」は、原子核反応や発光ダイオード

の基礎となる現象です。これを理解するためには、複素関数の微積分をマスターする必要があり

ますが、その数学は可能な限り簡単化して、トンネル効果を説明（紹介）することを試みます。

そして、原子核反応を大雑把に説明した上で、太陽のような星の輝きの原因（星がどうやって生

まれ、そして死ぬか）などの説明も試みます。 

なお、講義担当の斉田は、相対性理論とそれを応用した宇宙物理学が専門の研究者です。講義

後の星の話は、宇宙物理学研究者の教養の一旦をみせることになります。授業中でも、授業以外

でも、物理学に関する質問や疑問を投げかけて下さい。現役第一線で研究をしている者として答

ます。 

1. 準備：ニュートン力学の自然観のまとめ — 粒子と波動 — 

2. 量子力学への導入１：量子の概念 — 物質波（粒子性と波動性の共存）— 

3. 量子力学への導入２：コンプトン散乱 — 光の粒子性 — 

4. 量子力学への導入３：光電効果 — 光の粒子性 — 

5. 量子力学への導入４：電子の干渉実験 — 電子の波動性 — 

6. 量子力学への導入５：ボーアの原子モデルと輝線スペクトル — 電子の波動性 — 

7. 量子力学の数学：確率、複素関数、ベクトル空間 

8. 量子力学の原理１：波動関数と不確定性原理 — 物質波の確率解釈 — 

9. 量子力学の原理２：波動関数の重ね合わせの原理 — 基礎方程式を探す手がかり — 

10. 量子力学の基礎方程式：シュレーディンガー方程式 — 波動関数の運動方程式 — 

11. 量子力学での測定：物理量とその測定による期待値 — シュレーディンガーの猫 — 

12. 量子力学の練習問題：箱の中の粒子 — 無限に高い壁と有限な高さの壁 — 

13. 量子力学の帰結１：トンネル効果 — 電子顕微鏡 — 

14. 量子力学の帰結２：原子核反応、半減期 — 物理学の負の産物、核兵器 — 



15. 量子力学の帰結３：星の輝きの原因 — 星の誕生から死まで — 

テキスト・ 

参考文献 

プリント配布 

「物理学の基礎」山本邦夫 著、学術図書出版 

「工学系のための量子力学」上羽弘 著、森北出版 

「量子力学の基本原理」デヴィッド Z.アルバート 著（高橋真理子 訳）、日本評論社 

「量子力学１」ランダウ、リフシッツ 著（佐々木健、好村滋洋 訳）、東京図書出版 

試験・評価

方法 

自由科目（卒業に必要な単位に無関係な科目）なので、興味を持って参加すればＯＫです。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



哲学Ａ 
 

開設大学 大同大学 科目コード 302606 

担当教員 服部 文彦（教養部教授） 

学年配当 1 年 単位数 2 

開講日程 ＜前期＞ 月曜日：3 時限（1300～1430） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室  

履修条件  

募集定員 10 募集時期 4 月 

講義概要 テーマは、西洋哲学の古典に親しむ＆自分を知る、です。西洋哲学史を概観することで、古代か

ら近現代までの代表的な哲学を知り、「哲学的なものの見方や考え方」さらに「知恵のある生き

方とは？」を確認していきます。 

 繰り返すと、人類の歴史上、それぞれの時代を特徴づける世の中の見立て（世界観）を理解

し、そうすることで逆に現在の自分自身のものの見方や思考の組み立て方を振り返ります（自己

知）。講義の終盤では日本の哲学についても触れる予定です。全体を通して視聴覚教材も取り入

れながら進めます。  

1. シラバス説明＆学修到達目標の確認  

2. イントロダクション：「哲学 philo-sophy 」とは？  

3. 模倣と創造１   

4. 模倣と創造２  

5. 科学と魔術１ 

6. 科学と魔術２ 

7. 科学と魔術３ 

8. 中間のまとめ 

9. バロックと啓蒙１ 

10. バロックと啓蒙２ 

11. バロックと啓蒙３ 

12. ドイツの啓蒙思想１  

13. ドイツの啓蒙思想２ 

14. 日本の西洋哲学の受容と哲学の現在 

15. 全体のまとめ  

16. 期末試験 

 

テキスト・ 

参考文献 

必読資料およびプリントを適宜配布する。 

試験・評価

方法 

◇成績は以下の３項目を点数化し、配点比率に従って加算しﾎﾟｲﾝﾄとする。   

 ア） 授業中の小作文 ２５％ イ）中間テスト ２５％ ウ）期末試験 ５０％  

◇詳細は初回のシラバス配布時に各自確認すること。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



哲学Ａ 
 

開設大学 大同大学 科目コード 302607 

担当教員 服部 文彦（教養部教授） 

学年配当 1 年 単位数 2 

開講日程 ＜前期＞ 月曜日：4 時限（1440～1610） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室  

履修条件  

募集定員 10 募集時期 4 月 

講義概要 テーマは、西洋哲学の古典に親しむ＆自分を知る、です。西洋哲学史を概観することで、古代か

ら近現代までの代表的な哲学を知り、「哲学的なものの見方や考え方」さらに「知恵のある生き

方とは？」を確認していきます。 

 繰り返すと、人類の歴史上、それぞれの時代を特徴づける世の中の見立て（世界観）を理解

し、そうすることで逆に現在の自分自身のものの見方や思考の組み立て方を振り返ります（自己

知）。講義の終盤では日本の哲学についても触れる予定です。全体を通して視聴覚教材も取り入

れながら進めます。  

1. シラバス説明＆学修到達目標の確認  

2. イントロダクション：「哲学 philo-sophy 」とは？  

3. 模倣と創造１   

4. 模倣と創造２  

5. 科学と魔術１ 

6. 科学と魔術２ 

7. 科学と魔術３ 

8. 中間のまとめ 

9. バロックと啓蒙１ 

10. バロックと啓蒙２ 

11. バロックと啓蒙３ 

12. ドイツの啓蒙思想１  

13. ドイツの啓蒙思想２ 

14. 日本の西洋哲学の受容と哲学の現在 

15. 全体のまとめ  

16. 期末試験 

 

テキスト・ 

参考文献 

必読資料およびプリントを適宜配布する。 

試験・評価

方法 

◇成績は以下の３項目を点数化し、配点比率に従って加算しﾎﾟｲﾝﾄとする。   

 ア） 授業中の小作文 ２５％ イ）中間テスト ２５％ ウ）期末試験 ５０％  

◇詳細は初回のシラバス配布時に各自確認すること。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



哲学Ｂ 
 

開設大学 大同大学 科目コード 302608 

担当教員 服部 文彦（教養部教授） 

学年配当 1 年 単位数 2 

開講日程 ＜後期＞ 月曜日：3 時限（1300～1430） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室  

履修条件  

募集定員 10 募集時期 9 月 

講義概要 テーマは、多様な価値観に触れ、それらを相対化できる視座を獲得しよう、です。哲学の中でも

倫理学および人生論を中心に進めます。 

 前半はイタリア・ルネサンスを代表する思想家ニッコロ・マキァヴェッリが著わした『君主

論』（1513）の数章を読解し、世にいうマキャベリズムと彼の実際の見解とのズレを確かめま

す。 

 後半は、日常生活に生ずる典型的ないくつかのジレンマを取り上げ、これまでに人類がいかに

次の判断、選択、行動を導いてきたか、「幸福」「自由」「美徳」の三つの軸を中心に考えてみ

ようと思います。 

  

1. シラバス説明と学修到達目標の確認  

2. ルネサンスの時代背景  

3. マキァヴェッリ導入、理想と現実（第 15 章）  

4. 愛と恐れ（第 17 章）  

5. 見かけと実質（第 18 章）  

6. 知と力（第 6 章）  

7. 自由と運命（第 25 章）  

8. マキァヴェッリ評価の歴史 

9. 中間のまとめ  

10. ジレンマの世界 

11. ジレンマの突破口—「幸福」という物差し 

12. ジレンマの突破口—「自由」という物差し 

13. ジレンマの突破口—「美徳」という物差し  

14. 道徳性の起源と現代の倫理的課題 

15. 全体のまとめ  

16. 期末試験 

テキスト・ 

参考文献 

必読資料およびプリントを適宜配布する。 

試験・評価

方法 

◇成績は以下の３項目を点数化し、配点比率に従って加算し得点とする。  

 ア）授業中の小作文 ２５％ イ）中間テスト ２５％ ウ）期末試験（小論文含む） ５

０％  

◇詳細は初回のシラバス配布時に各自確認すること。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



哲学Ｂ 
 

開設大学 大同大学 科目コード 302609 

担当教員 服部 文彦（教養部教授） 

学年配当 1 年 単位数 2 

開講日程 ＜後期＞ 月曜日：4 時限（1440～1610） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室  

履修条件  

募集定員 10 募集時期 9 月 

講義概要 テーマは、多様な価値観に触れ、それらを相対化できる視座を獲得しよう、です。哲学の中でも

倫理学および人生論を中心に進めます。 

 前半はイタリア・ルネサンスを代表する思想家ニッコロ・マキァヴェッリが著わした『君主

論』（1513）の数章を読解し、世にいうマキャベリズムと彼の実際の見解とのズレを確かめま

す。 

 後半は、日常生活に生ずる典型的ないくつかのジレンマを取り上げ、これまでに人類がいかに

次の判断、選択、行動を導いてきたか、「幸福」「自由」「美徳」の三つの軸を中心に考えてみ

ようと思います。 

  

1. シラバス説明と学修到達目標の確認  

2. ルネサンスの時代背景  

3. マキァヴェッリ導入、理想と現実（第 15 章）  

4. 愛と恐れ（第 17 章）  

5. 見かけと実質（第 18 章）  

6. 知と力（第 6 章）  

7. 自由と運命（第 25 章）  

8. マキァヴェッリ評価の歴史 

9. 中間のまとめ  

10. ジレンマの世界 

11. ジレンマの突破口—「幸福」という物差し 

12. ジレンマの突破口—「自由」という物差し 

13. ジレンマの突破口—「美徳」という物差し  

14. 道徳性の起源と現代の倫理的課題 

15. 全体のまとめ  

16. 期末試験 

テキスト・ 

参考文献 

必読資料およびプリントを適宜配布する。 

試験・評価

方法 

◇成績は以下の３項目を点数化し、配点比率に従って加算し得点とする。  

 ア）授業中の小作文 ２５％ イ）中間テスト ２５％ ウ）期末試験（小論文含む） ５

０％  

◇詳細は初回のシラバス配布時に各自確認すること。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



社会学Ａ 
 

開設大学 大同大学 科目コード 302610 

担当教員 松木 孝文（教養部准教授） 

学年配当 2 年 単位数 2 

開講日程 ＜前期＞ 月曜日：3 時限（1300～1430） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 社会・マスコミ・情報 

教室  

履修条件  

募集定員 10 募集時期 4 月 

講義概要  本講義は社会学の入門編にあたる授業である。 

「社会」はどこからか取り出して「これだ」と示すことができない。また、立場が違えばその数

だけ様々な社会のイメージが存在する。そうした見えない曖昧なものでありながら、個人に与え

る「社会」の影響は絶大である。そのため、「社会」なるものがどのような構造を持ち、どのよ

うな動きを見せるのかを学んでおくことは人生を戦い抜く上での大きな武器になることだろう。 

 授業序盤ではまず、上述の「構造と動き」を把握するために、社会学の「学説史」と「基礎理

論」を学ぶ。一見すると堅く、役に立ちそうに無いという印象を与えるフレーズだが、100 年以

上を経て今なお現代社会の現象に納得いく説明を与えてくれる、珠玉の理論ばかりである。 

 中盤では、「身近な社会」の現実を把握するために「家族」を取り上げてみたい。この「家

族」は、 も古く、 も強力で、これまでの人類史上絶えることなく続いてきた集団である（も

し家族が失われた時代があったとすれば現代まで人類は続いていない）。この「家族」を社会学

的に考えることを通して、受講者各位が人生における様々な困難に冷静に向き合えることを期待

している。 

 授業の終盤では、社会における様々なイシューを取り上げ、思考実験をしながら社会学的な思

考を身に着けていきたい。考えるべきこと、想像を巡らせると楽しい事は社会の至る所に転がっ

ている。社会学の学習を通じて「世の中なかなか面白く、学ぶ甲斐のある楽しいものである」と

感じてもらえれば幸いである。 

[1]- イントロダクション：見えないものを科学する 

[2]- 近代とは何か 

[3]- 社会と変動 

[4]- 個人と社会 

[5]- 社会関係を分類する 

[6]- 社会を調査する 

[7]- 中間まとめ（中間試験を予定） 

[8]- 家族と社会１ 

[9]- 家族と社会２ 

[10]- 家族と社会３ 

[11]- グローバリゼーションと地域 

[12]- 集団と組織 

[13]- 貧困・格差 

[14]- 日本の社会の今後 

[15]- 講義まとめ 

[16]- 期末試験 

テキスト・ 

参考文献 

レジュメを配布する。 

試験・評価

方法 

中間試験（30%）、期末試験（60%）、授業中の発言点（10％）で評価するが、２回の試験の

受験を単位認定の条件とする。中間試験および期末試験を正当な理由無く欠席した場合は、単位

取得が不可能となるので注意すること。 

試験については、単に知識を問う問題だけでなく、授業内容をまとめたり自分なりに考察したり

する論述問題も出題する予定である。 

別途必要な

経費 

 

その他特記  



事項 



社会学Ａ 
 

開設大学 大同大学 科目コード 302611 

担当教員 松木 孝文（教養部准教授） 

学年配当 2 年 単位数 2 

開講日程 ＜前期＞ 月曜日：4 時限（1440～1610） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 社会・マスコミ・情報 

教室  

履修条件  

募集定員 10 募集時期 4 月 

講義概要  本講義は社会学の入門編にあたる授業である。 

「社会」はどこからか取り出して「これだ」と示すことができない。また、立場が違えばその数

だけ様々な社会のイメージが存在する。そうした見えない曖昧なものでありながら、個人に与え

る「社会」の影響は絶大である。そのため、「社会」なるものがどのような構造を持ち、どのよ

うな動きを見せるのかを学んでおくことは人生を戦い抜く上での大きな武器になることだろう。 

 授業序盤ではまず、上述の「構造と動き」を把握するために、社会学の「学説史」と「基礎理

論」を学ぶ。一見すると堅く、役に立ちそうに無いという印象を与えるフレーズだが、100 年以

上を経て今なお現代社会の現象に納得いく説明を与えてくれる、珠玉の理論ばかりである。 

 中盤では、「身近な社会」の現実を把握するために「家族」を取り上げてみたい。この「家

族」は、 も古く、 も強力で、これまでの人類史上絶えることなく続いてきた集団である（も

し家族が失われた時代があったとすれば現代まで人類は続いていない）。この「家族」を社会学

的に考えることを通して、受講者各位が人生における様々な困難に冷静に向き合えることを期待

している。 

 授業の終盤では、社会における様々なイシューを取り上げ、思考実験をしながら社会学的な思

考を身に着けていきたい。考えるべきこと、想像を巡らせると楽しい事は社会の至る所に転がっ

ている。社会学の学習を通じて「世の中なかなか面白く、学ぶ甲斐のある楽しいものである」と

感じてもらえれば幸いである。 

[1]- イントロダクション：見えないものを科学する 

[2]- 近代とは何か 

[3]- 社会と変動 

[4]- 個人と社会 

[5]- 社会関係を分類する 

[6]- 社会を調査する 

[7]- 中間まとめ（中間試験を予定） 

[8]- 家族と社会１ 

[9]- 家族と社会２ 

[10]- 家族と社会３ 

[11]- グローバリゼーションと地域 

[12]- 集団と組織 

[13]- 貧困・格差 

[14]- 日本の社会の今後 

[15]- 講義まとめ 

[16]- 期末試験 

テキスト・ 

参考文献 

レジュメを配布する。 

試験・評価

方法 

中間試験（30%）、期末試験（60%）、授業中の発言点（10％）で評価するが、２回の試験の

受験を単位認定の条件とする。中間試験および期末試験を正当な理由無く欠席した場合は、単位

取得が不可能となるので注意すること。 

試験については、単に知識を問う問題だけでなく、授業内容をまとめたり自分なりに考察したり

する論述問題も出題する予定である。 

別途必要な

経費 

 

その他特記  



事項 



社会学Ｂ 
 

開設大学 大同大学 科目コード 302612 

担当教員 松木 孝文（教養部准教授） 

学年配当 2 年 単位数 2 

開講日程 ＜後期＞ 月曜日：3 時限（1300～1430） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 社会・マスコミ・情報 

教室  

履修条件  

募集定員 10 募集時期 9 月 

講義概要 「社会」はどこからか取り出して「これだ」と示すことができない。また、立場が違えばその数

だけ様々な社会のイメージが存在する。そうした見えない曖昧なものでありながら、個人に与え

る「社会」の影響は絶大である。そのため、「社会」なるものがどのような構造を持ち、どのよ

うな動きを見せるのかを学んでおくことは人生を戦い抜く上での大きな武器になることだろう。 

 後期から始まる本講義では、変動のただ中にある日本社会の状況を取り上げる。何故世代に

よって考え方が違うのか、何故社会は変わっていくのか、どの方向に進むのが正しいのか、ある

いは正しいとされているのか、それは何故か。広く外に目を向ければ考える事は沢山ある。 

 逆に自らの将来に向けて狭く深く想いをはせれば、様々な心配事もあるだろう。自分は就職で

きるのか？失業せずに定年まで勤められるのか？失敗しても這い上がれるのだろうか？それら妄

想も不安も全て得難い社会学的想像力をもたらしてくれる。是非想像を逞しくして欲しい。 

 授業の全体を通して、社会における様々なイシューを取り上げ、思考実験をしながら社会学的

な思考を身に着けていきたい。考えるべきこと、想像を巡らせて楽しい事は社会の至る所に転

がっている。社会学の学習を通じて「世の中なかなか面白く、学ぶ甲斐のある楽しいものであ

る」と感じてもらえれば幸いである。 

[1]- イントロダクション 

[2]- 社会学とはどういう学問か？ 

[3]- 日本の近代化 

[4]- 戦後日本の社会変動 

[5]- 環境と社会 

[6]- 現代日本社会の諸相 

[7]- 中間まとめ（中間試験） 

[8]- 貧困と格差１ 

[9]- 貧困と格差２ 

[10]- 地域と社会１ 

[11]- 地域と社会２ 

[12]- グローバリゼーションと日本社会 

[13]- 情報化と社会１ 

[14]- 情報化と社会２ 

[15]- 講義のまとめ 

[16]- 期末試験 

 

テキスト・ 

参考文献 

レジュメを配布する。 

試験・評価

方法 

中間試験（30%）、期末試験（60%）、授業中の発言点（10％）で評価するが、両方の試験の

受験を単位認定の条件とする。中間試験および期末試験を正当な理由無く欠席した場合は、単位

取得が不可能となるので注意すること。 

試験については、単に知識を問う問題だけでなく、授業内容をまとめたり自分なりに考察したり

する論述問題も出題する予定である。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



社会学Ｂ 
 

開設大学 大同大学 科目コード 302613 

担当教員 松木 孝文（教養部准教授） 

学年配当 2 年 単位数 2 

開講日程 ＜後期＞ 月曜日：4 時限（1440～1610） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 社会・マスコミ・情報 

教室  

履修条件  

募集定員 10 募集時期 9 月 

講義概要 「社会」はどこからか取り出して「これだ」と示すことができない。また、立場が違えばその数

だけ様々な社会のイメージが存在する。そうした見えない曖昧なものでありながら、個人に与え

る「社会」の影響は絶大である。そのため、「社会」なるものがどのような構造を持ち、どのよ

うな動きを見せるのかを学んでおくことは人生を戦い抜く上での大きな武器になることだろう。 

 後期から始まる本講義では、変動のただ中にある日本社会の状況を取り上げる。何故世代に

よって考え方が違うのか、何故社会は変わっていくのか、どの方向に進むのが正しいのか、ある

いは正しいとされているのか、それは何故か。広く外に目を向ければ考える事は沢山ある。 

 逆に自らの将来に向けて狭く深く想いをはせれば、様々な心配事もあるだろう。自分は就職で

きるのか？失業せずに定年まで勤められるのか？失敗しても這い上がれるのだろうか？それら妄

想も不安も全て得難い社会学的想像力をもたらしてくれる。是非想像を逞しくして欲しい。 

 授業の全体を通して、社会における様々なイシューを取り上げ、思考実験をしながら社会学的

な思考を身に着けていきたい。考えるべきこと、想像を巡らせて楽しい事は社会の至る所に転

がっている。社会学の学習を通じて「世の中なかなか面白く、学ぶ甲斐のある楽しいものであ

る」と感じてもらえれば幸いである。 

[1]- イントロダクション 

[2]- 社会学とはどういう学問か？ 

[3]- 日本の近代化 

[4]- 戦後日本の社会変動 

[5]- 環境と社会 

[6]- 現代日本社会の諸相 

[7]- 中間まとめ（中間試験） 

[8]- 貧困と格差１ 

[9]- 貧困と格差２ 

[10]- 地域と社会１ 

[11]- 地域と社会２ 

[12]- グローバリゼーションと日本社会 

[13]- 情報化と社会１ 

[14]- 情報化と社会２ 

[15]- 講義のまとめ 

[16]- 期末試験 

 

テキスト・ 

参考文献 

レジュメを配布する。 

試験・評価

方法 

中間試験（30%）、期末試験（60%）、授業中の発言点（10％）で評価するが、両方の試験の

受験を単位認定の条件とする。中間試験および期末試験を正当な理由無く欠席した場合は、単位

取得が不可能となるので注意すること。 

試験については、単に知識を問う問題だけでなく、授業内容をまとめたり自分なりに考察したり

する論述問題も出題する予定である。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



郷土の民俗特論 
 

開設大学 中京大学 科目コード 302701 

担当教員 小早川 道子（文学部准教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 火曜：2 限（1045～1215） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 名古屋キャンパス 

履修条件 特になし 

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 本講義では郷土・愛知県に特徴的な民俗事例を取り上げて紹介することで、身近な風俗習慣への

理解を深めることを主眼とする。さらに他地域の類似例などと比較することにより、地域から全

国へ視野を広げて民俗事例を考察していくことも併せて目標とする。 

具体的な内容は以下のとおり。 

1．ガイダンス・概説：授業の進め方、愛知県の民俗の概要など 

2．食生活：尾張と三河の郷土食 

3．衣生活：衣服と寝具 

4．住生活：カマヤ建てと共同風呂 

5．生業１：農業と民俗 

6．生業２：漁業と民俗 

7．年中行事１：尾張の年中行事 

8．年中行事２：三河の年中行事 

9．人の一生：名古屋の嫁入り」 

10．社会生活１：若者宿の習俗〜愛知三島の民俗 

11．社会生活２：隣組と親類 

12．信仰１：東の「お天王様」総本社・津島神社 

13．信仰２：御札が語る信仰圏 

14．口頭伝承：奥三河の精神世界、自然と民俗 

15．まとめ：全国的にみた愛知の民俗の位置づけ 

テキスト・ 

参考文献 

【参考文献】『愛知県史 別編 民俗』１～３ 『愛知県史民俗調査報告書』１～６ 

試験・評価

方法 

レポート（50％）、平常点（50％） 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

特になし 



尾張三河と織豊政権 
 

開設大学 中京大学 科目コード 302702 

担当教員 播磨 良紀（文学部教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 火曜：4 限（1455～1625） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 名古屋キャンパス 

履修条件 特になし 

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要  日本の近世社会は、織田信長・豊臣秀吉・徳川家康によって形成・成立したが、彼らの出身

は、現在の愛知県の尾張・三河両国であった。本講義は、こうした中・近世の移行期の尾張・三

河の様相を明らかにし、織田・豊臣政権（織豊政権）によって、同地域がいかに近世化されたの

か、またどのような歴史的展開をしてきたのかを述べていく。また、尾張・三河だけでなく、近

隣の美濃・伊勢などの動向もふまえて考えていく。単なる地方史的観点のみならず、全国的な動

向も考慮して、同地域の歴史像を明らかにする。 

テキスト・ 

参考文献 

なし 適宜プリントを配布する。 

試験・評価

方法 

定期試験(80％) 平常点(20％) 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

 この講義はテキストもなく、自分で積極的にノートをとっていかなければ 

ならないため、安易な気持ちで受講すると単位取得は難しい。自分から積極 

的に学ぶ意志と関心をもって受講してほしい。 



感性工学 
 

開設大学 中京大学 科目コード 302703 

担当教員 井口 弘和（工学部教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 火曜：2 限（1045～1215） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 名古屋キャンパス 

履修条件 特になし 

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 ものづくりにおける機械システム、生活環境などを人間の特性からデザインするために、人間の

優れた感覚・認知特性となっている感性の多面的な特性を分析する技術として、統計手法である

多変量解析の基礎技術を習得する。 

具体的講義内容は以下のとおり。 

1. 感性の意義・・基本定義の解説 

2. 音の感性・・基本感覚としての音についての心理的特徴を知る 

3. 形の感性・・基本感覚としての形状についての心理的特徴を知る 

4. 色の感性・・基本感覚としての色についての心理的特徴を知る 

5. アフォーダンスと使用性・・使いやすさと見た目効果の関係を知る 

6. 快適性の評価（心理 1）・・感性の入口である感覚特性と印象評価の方法を理解する 

7. 快適性の評価（心理 2）・・快適性の心理的特徴を快ー不快の対極で理解する 

8. 快適性の評価（生理）・・快適性の生理的特徴を覚醒ー鎮静の対極で理解する 

9. 感情の計測・・感情を計測するＳＤ法について学ぶ 

10. デザインの分類・・デザインの感性的特性を数量的尺度により判別する方法を学ぶ 

11. ヒューマンインターフェイス・・人間と機械・環境の接点の設定方法について学ぶ 

12. 感性設計システム・・感動を作り出すための設計システムの実例を紹介する 

13. 感性エージェント・・ロボット技術に関わる感性設計の方法を学ぶ 

14. 感性評価の演習 I・・本講で学んだ技術を応用した評価方法を各自でデザインする 

15. 感性評価の演習 II・・本講で学んだ技術を応用した評価方法を実験的に検証してまとめる 

 

テキスト・ 

参考文献 

参考文献:感性の科学（サイエンス社） 

試験・評価

方法 

演習課題レポート（毎回）と定期試験の総合点で評価する 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

毎回が完結型になっている授業であるので、復習によって理解を深めておくこと。なお、統計手

法に関する理論は、本授業では詳細を学ばないので、関係の参考書で確認しておくと良い。 



材料工学 
 

開設大学 中京大学 科目コード 302704 

担当教員 野浪 亨（工学部教授） 

寺岡 啓（工学部非常勤講師） 

佐藤 誠（工学部非常勤講師） 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 月曜：3 限（1310～1440） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ スポーツ・健康・医療 

教室 名古屋キャンパス 

履修条件 特になし 

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 材料には機械、建築物等の構造物として利用する場合の基本的性質である曲げ強度や弾性率等の

機械的性質と、電子材料や磁性材料、生体材料などに利用されている機能的性質があり、現在で

は微細構造の高度な制御により所望の機械的強度を有する材料の設計や新たな機能を有する材料

の創出が求められている。そこで、材料工学では原子の結合、結晶構造などの材料の微細的構造

とその物性や機能に関する基本的な知識を習得するとともに金属材料やセラミックス、有機材料

の特徴を概説する。 

材料工学は、ロボットなど、あらゆる機械の基本となる学問である。本講義では適切な材料選

択・設計が可能となるよう、材料の機械的、機能的性質とその原因となる原子レベルからの微細

構造との関係を理解することを目標とする。 

テキスト・ 

参考文献 

材料工学（技報堂）野浪 亨 

試験・評価

方法 

定期テストを行う。定期試験 60% 、平常点 40%  

 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

なし 



生産管理論 
 

開設大学 中京大学 科目コード 302705 

担当教員 王 建国（工学部准教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 金曜：1 限（900～1030） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 名古屋キャンパス 

履修条件 特になし 

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 現代の生産企業は多品種化、需要量の急速な変動および製品寿命の短期化という市場環境に直面

している。いかにして、多品種化と生産効率の調和を図り、コストを節約しながらより良質な製

品を生産し続け、市場ニーズの激しい需要変動に機敏に応答できる効率的で柔軟な生産システム

を構築するかが今日の生産管理論の重要な課題となっている。  

この講義では生産活動全般を対象に、生産管理の概要とそこで用いられる各種技法の意義と内容

について説明し、生産管理の基本的な知識を習得する。 

本講義の学修到達目標は生産管理に関する基本的な知識の習得であり、生産管理の基本概念や豊

田生産方式の特徴と原理を説明できるようになることとしている。 

テキスト・ 

参考文献 

1. 小川英次「現代の生産管理」日本経済新聞社  

2. 藤本隆宏「生産マネジメント入門Ⅰ」、「生産マネジメント入門Ⅱ」日本経済新聞社 

試験・評価

方法 

定期試験 80％ 平常点 20％ 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

この講義の内容は工学的なアプローチと経済学や社会心理学などの社会科学的なアプローチが含

まれている。工学と社会科学の方法論上の差異に留意しながら、勉強していこう。 

受講前の予習が望ましい（進展は講義要綱を参照してください、予習の重点は講義中に説明す

る） 



技術経営論 
 

開設大学 中京大学 科目コード 302706 

担当教員 王 建国（工学部准教授） 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 水曜：2 限（1045～1215） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 名古屋キャンパス 

履修条件 特になし 

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 技術経営（management of technology: MOT）とは、技術的可能性を企画・計画し、開発、

実行して、新技術、新製品を生み出し、経営の成果に結びつけることをいう。この講義では以下

の内容を学ぶ 1. 技術経営のための基本的な視点や枠組み。 2. 企業における技術の蓄積・伝承

と移転の仕組み。 3. R&D マネジメントの基本 4. 技術成果を事業化するまでの過程を理解し、

技術起業に必要な知識と考え方。 5. ビジネビジネスプランの作成。 

本講義の学修目標は技術経営とベンチャー起業の基礎知識の習得であり、既存の枠に捕らわれな

い起業家マインドが醸成され、起業できるようになることとする。 

テキスト・ 

参考文献 

追って指示する。 

試験・評価

方法 

定期試験 80% 

平常点 20% 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

この講義は技術を研究対象としているが、方法論としては社会科学的なアプローチが用いられて

いる。工学と社会科学の方法論上の差異に留意しながら、勉強していこう。 

受講前の予習が望ましい（進展は講義要綱を参照してください、予習の重点は講義中に説明す

る） 



制御・メカトロニクス概論 
 

開設大学 中京大学 科目コード 302707 

担当教員 ハルトノ ピトヨ（工学部教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 火曜：2 限（1045～1215） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 名古屋キャンパス 

履修条件 線形代数、基本的な解析学の知識は必須 

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 本講義では、主にシステムの入出力関係を伝達関数として記述する技術を学ぶ。ここでは、線形

時不変システムを対象に基本的な動作解析と制御手法を習得する。科目の前半では、数学的な準

備として Laplace 変換の数学的な意味と計算技術に関して解説を行う。後半では、実例を用い

て、単純な力学系と電気回路の入出力関係の定式化と基礎的な解析技術（Gain、周波数特性）を

得る。これらの基本的な要素知識を学んだ上で、制御やメカトロニクス分野での今的なテーマに

関して解説を行う。 

 

テキスト・ 

参考文献 

演習で学ぶ基礎制御工学、森泰親 著、森北出版 

試験・評価

方法 

期末試験: 40%、中間試験: 30%、小テスト: 30% 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

線形代数、基本的な解析学の知識は必須 



エレクトロニクス概論 
 

開設大学 中京大学 科目コード 302708 

担当教員 磯 直行（工学部教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 水曜：2 限（1045～1215） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 名古屋キャンパス 

履修条件 特になし 

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 システムの設計・構築に必要な技術であるディジタル回路や電子デバイスの概要について解説す

る。 

コンピュータをはじめとする高機能なシステムは、多くの電子回路や半導体デバイス等の基礎技

術により実現されていることを学ぶ。 

講義では、アナログ回路、ディジタル回路、半導体工学等のエレクトロニクス分野の基礎技術に

ついて概説する。 

また、それらを応用した LSI の設計手法や、さらに大規模な機能を実現するシステム LSI の設計

についても概説する。 

テキスト・ 

参考文献 

《教科書》講義の際に、毎回レジュメを配布します。 

《参考文献》適宜紹介します。 

試験・評価

方法 

定期試験 80%  

平常点 20% 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

特になし 



通信工学概論 
 

開設大学 中京大学 科目コード 302709 

担当教員 上林 真司（工学部教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 金曜：4 限（1455～1625） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 名古屋キャンパス 

履修条件 特になし 

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 この 30 年間のインターネットと携帯電話の普及、拡大は驚異的であり、変革は更に加速化して

いる。学生は、その全貌を理解しようとすると消化不良になり、基礎を地道に修得していては、

新の動向を見渡すことが困難になる。 近は、特定分野の専門的書籍が増加しているようだ

が、この講義は、通信工学の基礎を広く見通し良く学習しつつ，新聞記事など 新のニュースを

読み， 新技術の概要を把握し，納得感を持って通信工学の全貌を大づかみにすることを目的と

する。具体的な内容は以下のとおり。 

1. 通信工学とはどのような学問領域か  

2. 伝送技術の概要 

3. 有線通信              

4. 無線通信 

5. アナログ通信とディジタル通信    

6. 変調(1) (ASK, PSK) 

7. 変調(2) (信号点配置，QAM)      

8. 符号化(1) (音声符号化) 

9. 符号化(2) (画像符号化)       

10. 誤り制御 

11. 多元接続(1) (FDMA, TDMA)      

12. 多元接続(2) (CDMA) 

13. 多元接続(3) (パケット接続)     

14. 交換(1) (回線交換とパケット交換) 

15. 交換(2) (OSI 参照モデル，インターネットプロトコル) 

テキスト・ 

参考文献 

特になし。 

試験・評価

方法 

出席，レポート（2 回程度），試験成績の総合点で評価する。 

別途必要な

経費 

特になし。 

その他特記

事項 

特になし。 



国際平和論 A 
 

開設大学 中京大学 科目コード 302710 

担当教員 小坂田 裕子（法学部教授） 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 火曜：2 限（1045～1215） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 名古屋キャンパス 

履修条件 特になし 

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要  国際法の規律対象は、人権にも拡大しており、国際条約が国内法の改廃や制定を導くことが増

え、今まで以上に重要な学問領域となっています。本講義では、現在、どのような国際人権条約

が存在しており、いかなる影響を国内法に与えてきたのか、あるいは、人権条約の観点からみた

場合、日本の国内法や実行にどのような問題があるのかを具体的に説明します。具体的な内容は

以下のとおりです。 

1. はじめに、人権の歴史 1 

2. 人権の歴史 2 

3. 国際人権規約 1 

4. 国際人権規約 2 

5. 国際人権規約 3 

6. 国連の人権活動 

7. 人種差別の禁止、拷問の禁止 

8. 女性差別の禁止、子どもの権利 

9. 障害者の権利、難民 

10. 人権訴訟 1 

11. 人権訴訟 2 

12. 個人の地位 

13. 授業特別講師による講演 

14. 小テスト解説 

15. まとめ 

テキスト・ 

参考文献 

佐道明広他（著）『資料で学ぶ国際関係（第 2 版）』法律文化社 

試験・評価

方法 

定期試験 100％、履修登録状況によって、評価基準を「平常点 20、期末試験 80」とする場合

があります。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

「平常点 20、期末試験 80」とする場合、30 分以上遅刻した者には、小テストの受験を認めま

せん。 



法哲学 A 
 

開設大学 中京大学 科目コード 302711 

担当教員 土井 崇弘（法学部教授） 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 月曜：3 限（1310～1440） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 名古屋キャンパス 

履修条件 法哲学 B とセット履修 

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 ・法哲学とは、法をめぐる基本的問題を哲学的・理論的に考察する学問である。この講義では、

法哲学の分野におけるいくつかの基本的テーマについて検討を加える。 

・指定の教科書と事前に配布するレジュメの内容に沿って、口頭で授業を進める。レジュメ配布

に際しては、MANABO の「教材提示」機能を使用する。なお授業の際には、適宜ソクラティッ

ク・メソッド（教員と受講者の間での口頭のやり取り）を用いる。 

テキスト・ 

参考文献 

竹下賢・角田猛之・市原靖久・桜井徹 編『はじめて学ぶ法哲学・法思想−古典で読み解く 21 の

トピック−』ミネルヴァ書房、2010 年 

試験・評価

方法 

定期試験 100％ 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

1. 学生としての基本的な受講マナーを守ること。具体的には、授業中における私語の禁止、携帯

電話の使用禁止、脱帽、飲食の禁止などである。これらのマナーを守れない学生に対しては、厳

しく指導する。  

2. 「法哲学 A・B」はセット履修科目であるので、履修の際にはこの点に注意すること。  

3. ソクラティック・メソッド（教員と受講者の間での口頭のやり取り）を用いた授業における受

講者の発言に対しては、ボーナスポイントを与えるので、積極的な発言を求める。 



法哲学 B 
 

開設大学 中京大学 科目コード 302712 

担当教員 土井 崇弘（法学部教授） 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 木曜：2 限（1045～1215） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 名古屋キャンパス 

履修条件 法哲学 A とセット履修 

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 ・法哲学とは、法をめぐる基本的問題を哲学的・理論的に考察する学問である。この講義では、

法哲学の分野におけるいくつかの基本的テーマについて検討を加える。 

・指定の教科書と事前に配布するレジュメの内容に沿って、口頭で授業を進める。レジュメ配布

に際しては、MANABO の「教材提示」機能を使用する。なお授業の際には、適宜ソクラティッ

ク・メソッド（教員と受講者の間での口頭のやり取り）を用いる。 

テキスト・ 

参考文献 

竹下賢・角田猛之・市原靖久・桜井徹 編『はじめて学ぶ法哲学・法思想−古典で読み解く 21 の

トピック−』ミネルヴァ書房、2010 年 

試験・評価

方法 

定期試験 100％ 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

1. 学生としての基本的な受講マナーを守ること。具体的には、授業中における私語の禁止、携帯

電話の使用禁止、脱帽、飲食の禁止などである。これらのマナーを守れない学生に対しては、厳

しく指導する。  

2. 「法哲学 A・B」はセット履修科目であるので、履修の際にはこの点に注意すること。  

3. ソクラティック・メソッド（教員と受講者の間での口頭のやり取り）を用いた授業における受

講者の発言に対しては、ボーナスポイントを与えるので、積極的な発言を求める。 



デジタル計測 
 

開設大学 中部大学 科目コード 302801 

担当教員 葛谷 幹夫 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 月：5・6 時限（1335～1505） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 未定 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 デジタル計測では，エレクトロニクス技術を利用して電気磁気量，物理・化学量を計測するシス

テムについて講義する。具体的には，各種センサー，デジタル計測法，各種計測器及び計測シス

テムと信号処理について説明する。 

1.デジタル計測の特徴と意義 

〔授業外学修〕「電気計測」を復習しておくこと。 

教科書の第 1 章を読んでおくこと。 

2.センサー(1)：温度センサー 

〔授業外学修〕温度センサーの使用例を調べる。 

3.センサー(2)：光センサー 

〔授業外学修〕光センサーの使用例を調べる。 

4.センサー(3)：その他のセンサー 

〔授業外学修〕講義で学習した以外のセンサーを 1 つ取り上げ，その使用例を調べる。 

5.デシタル計測システムの原理と特徴 

〔授業外学修〕アナログとデジタル違いについて調べておくこと。 

6.デジタル計測用回路：演算増幅器とその応用回路  

〔授業外学修〕演算増幅器の基礎的事項を復習しておくこと。 

7.デジタルコード  

〔授業外学修〕デジタルコードの使用例を調べる。 

8.D/A 変換とＡ/Ｄ変換  

〔授業外学修〕Ａ/Ｄ変換方式の種類を調べておくこと。 

9.Ａ/Ｄ変換方式  

〔授業外学修〕逐次比較方式と追従比較方式の原理を復習すること。 

10.サンプリング定理と量子化誤差  

〔授業外学修〕サンプリング周波数とエリアシングについて調べる。 

11.デジタル計測器とその用途  

〔授業外学修〕具体的にデジタル計測器を 1 つ取り上げ，その仕組みについて調べる。 

12.信号処理(1)：移動平均法，同期加算法  

〔授業外学修〕アナログフィルタについて調べておくこと。 

13.信号処理(2)：デジタルフィルター  

〔授業外学修〕ラプラス変換を復習しておくこと。 

14.信号処理(3)：フーリェ変換法  

〔授業外学修〕フーリエ級数を復習しておくこと。 

15.計測データの編集と表現  

〔授業外学修〕エクセルを用いて実際に実験データの処理を行ってみる。 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書 

『わかる電子計測』中根 央 他日新出版 28354-8173-0188-8 

参考文献 

なし 

試験・評価

方法 

成績の評価方法 

成績評価は，期末試験と課題等を総合して評価する。 

成績の評価基準 

電子計測の基礎知識とその応用に関する理解の程度を評価する。 



６０点以上を合格とする。 

 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



ソフトウェア工学 
 

開設大学 中部大学 科目コード 302802 

担当教員 服部公央亮 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 月：7・8 時限（1520～1650） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 未定 

履修条件  

募集定員  募集時期 9 月 

講義概要 プログラムを効率よく動かすために必要とされる基本ソフトウェア（ＯＳ）の役割、機能、仕組

みなどに関する基礎的な知識を習得することを目的とする。また、ソフトウェアのアルゴリズム

やその評価方法についての理解を目的とする。 

1.コンピュータの基本構成、OS の基礎（歴史、目的） 

ハードウェアの発展とともにＯＳがどのように発展してきたかを概略する。 

〔授業外学修〕授業の復習を行うこと。演習問題や課題が出題された場合、真面目に取り組むこ

と。 

2.OS の基礎（プロセス、タスク、仮想記憶、仮想計算機） 

ＯＳがどのような機能から成り立っているかの説明を行う。 

〔授業外学修〕授業の復習を行うこと。演習問題や課題が出題された場合、真面目に取り組むこ

と。 

3.コンピュータの基礎（性能評価指標、資源） 

ＯＳには様々な目標がある。各目標がどのようなものであるか、どのように実現されているかな

どを説明する。さらに、コンピュータに関わる資源について説明する。 

〔授業外学修〕授業の復習を行うこと。演習問題や課題が出題された場合、真面目に取り組むこ

と。 

4.OS の機能（仮想化、割り込み、メモリ管理） 

ＯＳの機能がどのように実現され、それがどのように役立っているかなどについて説明する。 

〔授業外学修〕授業の復習を行うこと。演習問題や課題が出題された場合、真面目に取り組むこ

と。 

5.並列処理、排他処理（セマフォ） 

複数のプロセスやユーザとのインタラクションに対応したソフトウェアに欠かせない、並列処理

や排他処理について説明する。 

〔授業外学修〕授業の復習を行うこと。演習問題や課題が出題された場合、真面目に取り組むこ

と。 

6.デッドロック 

デッドロックという問題と対策について説明する。  

〔授業外学修〕授業の復習を行うこと。演習問題や課題が出題された場合、真面目に取り組むこ

と。 

7.木構造、ファイル、ディスクの構造、フォーマット、アクセス権 

ＯＳはハードウェアを直接制御するため、ハードウェアとの関連を理解しておく必要がある。基

本的な記憶装置である HDD の物理的な構成と、その内部の論理的な構成について説明する。  

〔授業外学修〕授業の復習を行うこと。演習問題や課題が出題された場合、真面目に取り組むこ

と。 

8.故障について、システムの障害対策 

ソフトウェアを動かすコンピュータなどの各種ハードウェアにおいて、故障は避けられない問題

である。この問題と対策について説明する。  

〔授業外学修〕授業の復習を行うこと。演習問題や課題が出題された場合、真面目に取り組むこ

と。 

9.HDD の故障対策（RAID、誤り訂正） 

HDD の故障対策とその実装方法について説明する。  

〔授業外学修〕授業の復習を行うこと。演習問題や課題が出題された場合、真面目に取り組むこ

と。 



10.ネットワーク通信の基礎（ネットワーク構成） 

ソフトウェアで通信を行う際の構成について説明する。  

〔授業外学修〕授業の復習を行うこと。演習問題や課題が出題された場合、真面目に取り組むこ

と。 

11.ネットワーク通信の基礎（OSI 参照モデル、TCP/IP） 

ネットワーク通信実現のため、OS やアプリケーションが階層別に提供するプロトコルについて

説明する。  

〔授業外学修〕授業の復習を行うこと。演習問題や課題が出題された場合、真面目に取り組むこ

と。 

12.ネットワーク通信の基礎（IP アドレス、TCP/UDP） 

IP アドレスについてと、通信方式ごとの特徴について説明する。  

〔授業外学修〕授業の復習を行うこと。演習問題や課題が出題された場合、真面目に取り組むこ

と。 

13.ソフトウェア（アルゴリズム）の性能 

ソフトウェアの性能を評価するための方法として、ランダウ記号を用いた計算量概算手法を説明

する。  

〔授業外学修〕授業の復習を行うこと。演習問題や課題が出題された場合、真面目に取り組むこ

と。 

14.オブジェクト指向プログラミング入門 

ソフトウェア設計で広く使用されているオブジェクト指向を取り入れたプログラミングについ

て、簡単に説明する。  

〔授業外学修〕授業の復習を行うこと。演習問題や課題が出題された場合、真面目に取り組むこ

と。 

15.演習問題 

ここまでの講義内容に関する演習を行う。  

〔授業外学修〕演習問題について復習を行うこと。 

16.期末試験  

 

テキスト・ 

参考文献 

 

試験・評価

方法 

成績の評価方法 

成績評価は，レポートの提出状況及び内容，期末試験の結果等を総合して行う。授業への参加状

況及び授業を受ける態度は成績評価の参考データとして扱う。 

期末試験は、具体的達成目標にあげた知識と能力が身についたか評価できるように、社会的に要

求される情報工学の基本的な内容水準の問題を出題する。 

具体的達成目標は以下のとおりである。 

（１）ＯＳの持つ機能を理解して、説明することができる。 

（２）コンピュータを実際に使用する場面で、ＯＳの働きを実例に則して理解できる。 

（３）ＯＳの提供する機能やコマンドを 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



監査論 
 

開設大学 中部大学 科目コード 302803 

担当教員 田中 智徳 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 月：7・8 時限（1520～1650） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 未定 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 会計情報は投資判断等において極めて重要な役割を果たしている。しかし残念ながら、企業は必

ずしも正しい会計情報を公表するとは限らない。自社に都合が良いように会計情報を操作した

り、都合の悪いことを隠して会計情報を偽る行為、いわゆる粉飾を行うことがある。こうした行

為を防止し、経済の健全な発展に寄与するために、公認会計士は企業が公表した会計情報につい

て検証を行い、企業が公表する会計情報の信頼性に関する保証業務を行っている。これを財務諸

表の監査という。 

しかし実際には、粉飾等による企業不正は後を絶たず、公認会計士による監査には多くの課題が

残されている。そこで本授業では、公認会計士による監査の基礎を学び、情報の信頼性の担保、

保証という概念について理解を得ることを目的とする。 

1.ガイダンス－監査とは何か 

〔授業外学修〕特になし 

2.監査の基礎 ドラマ「監査法人」の視聴と感想 

〔授業外学修〕ドラマ「監査法人」を見て疑問に思った点について調べてみる。 

3.監査とは何か 

〔授業外学修〕教科書 15 頁～31 頁を読む 

4.監査の対象 

〔授業外学修〕教科書 32 頁～40 頁を読む 

5.監査人の適格性 

〔授業外学修〕教科書 41 頁～64 頁を読む 

6.監査の目的  

〔授業外学修〕教科書 65 頁～83 頁を読む 

7.監査の実施  

〔授業外学修〕教科書 84 頁～107 頁を読む 

8.監査報告書  

〔授業外学修〕教科書 108 頁～124 頁を読む 

9.虚偽の会計情報と監査  

〔授業外学修〕教科書 125 頁～132 頁を読む 

10.企業の倒産と監査  

〔授業外学修〕教科書 133 頁～142 頁を読む 

11.監査の品質管理  

〔授業外学修〕教科書 143 頁～162 頁を読む 

12.公認会計士の資格制度  

〔授業外学修〕教科書 163 頁～175 頁を読む 

13.監査の国際化  

〔授業外学修〕教科書 176 頁～190 頁を読む 

14.監査の未来像  

〔授業外学修〕教科書 191 頁～ 後まで読む 

15.総括  

〔授業外学修〕財務諸表監査の社会的意義と課題を考える 

16.期末試験  

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書 

『監査元年！12 の疑問を解く これが公認会計士監査です』奥山章雄・八田進二同文舘



4495180916 

参考文献 

『逐条解説で読み解く監査基準のポイント』八田進二・町田祥弘同文舘出版

3,8009784495198817 

『ベーシック監査論（七訂版）』伊豫田隆俊他同文舘出版 41049784495182571 

試験・評価

方法 

成績の評価方法 

期末試験、確認小テスト・小レポートを基に評価する。 

成績の評価基準 

期末試験（70%）、確認小テスト・小レポート（30%） 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

会計に関連する授業であるため、会計や簿記に関する基本的な知識があったほうが理解が進むと

思われるが、専門的な用語については平易な説明を心がけているため、会計や簿記が苦手な学生

でも、十分に理解することは可能であると思われる。 



国際会計論 
 

開設大学 中部大学 科目コード 302804 

担当教員 阿部  仁 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 火：3・4 時限（1115～1245） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 未定 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 企業活動の国際化や資金調達の国際化によって，企業を取り巻く利害関係者は国内だけにとどま

らず，全世界に広がっている。そのため各国で異なっている会計基準を統一しようとする動きが

世界的に主流となっており，国際財務報告基準と呼ばれるグローバル基準が世界 100 か国以上

で使用されている。 

本講義ではそのような現状をふまえ，会計国際化の歴史・ 新の動向を理解するとともに，日本

の会計基準がどのように国際基準と収斂してきたかを明らかにしながら，日本の会計を取り巻く

諸問題について考えてみたい。 

1.ガイダンス 企業の国際化と会計制度 

〔授業外学修〕企業が国際化する理由をまとめ、その結果が会計に与える影響を整理する。 

2.国際会計の歴史１ 国際会計基準の誕生 

〔授業外学修〕国際基準が生まれた経緯と時代背景、その発展のプロセスを文章で説明する。 

3.国際会計の歴史２ 国際財務報告基準（IFRS）の誕生 

〔授業外学修〕IAS から IFRS に変更した理由、その後の IFRS の発展についてまとめる。 

4.会計基準をめぐる欧州の動向１ 

〔授業外学修〕EU が誕生した経緯、EU の経済政策と会計との関係について調べてみる。 

5.会計基準をめぐる欧州の動向２ 同等性評価問題 

〔授業外学修〕同等性評価の意味と結果、同等性評価が世界各国の会計政策に与えた影響につい

てレポートにまとめる。 

6.会計基準をめぐるアメリカの動向  

〔授業外学修〕アメリカが国際基準とどのように対峙してきたのか、アメリカの会計政策は時代

とともにどのように変化しているのか、レポートにまとめる。 

7.会計基準をめぐる日本の動向  

〔授業外学修〕日本が国際基準とどのように対峙してきたのか、国際基準の適用に踏み切った理

由は何か、レポートにまとめる。 

8.ＩＦＲＳと日本基準１ 財務報告制度の変化  

〔授業外学修〕IFRS を採用することによって、日本企業の財務諸表はどのように変化したのか、

実例を見ながらレポートにまとめる。 

9.ＩＦＲＳと日本基準２ ＩＦＲＳの適用事例  

〔授業外学修〕IFRS 適用会社の財務諸表を入手し、その特徴点について調べてみる。 

10.ＩＦＲＳと日本基準３ 資産の部の変化  

〔授業外学修〕日本基準と IFRS を比較した場合、資産の部ではどのような相違点があるのか、

また実務に影響を与える点はどこなのか、レポートにまとめる。 

11.ＩＦＲＳと日本基準４ 負債の部の変化  

〔授業外学修〕日本基準と IFRS を比較した場合、負債の部ではどのような相違点があるのか、

また実務に影響を与える点はどこなのか、レポートにまとめる。 

12.ＩＦＲＳと日本基準５ 費用・収益  

〔授業外学修〕日本基準と IFRS を比較した場合、収益・費用についてどのような相違点がある

のか、また実務に影響を与える点はどこなのか、レポートにまとめる。 

13.ＩＦＲＳと日本基準６ 企業集団と連結財務諸表  

〔授業外学修〕日本基準と IFRS の連結に関する考え方の相違、また実務に影響を与える点はど

こなのか、レポートにまとめる。 

14.ＩＦＲＳと日本基準７ 表示と開示  

〔授業外学修〕日本基準と IFRS を比較した場合、財務諸表の表示にはどのような相違点がある



のか、レポートにまとめる。 

15.ＩＦＲＳのこれからと日本基準  

〔授業外学修〕日本は IFRS をアドプションするべきなのか、それとも他の方法を選択するべき

なのか、授業を通して得た知識から自分なりの解答をレポートとしてまとめる。 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書 

『IFRS 国際会計論の基礎（第５版）』平松一夫中央経済社 2800 

参考文献 

『国際財務報告論』平松一夫中央経済社 3400978-4-502-27700-9 

試験・評価

方法 

成績の評価方法 

国際会計を取り巻く諸問題に対して，各自がどのような問題意識を持ち，それに対して理論的に

解答を導けるかどうかを授業時のショートレポート，中間レポートおよび期末試験（記述式）で

評価する。 

成績の評価基準 

ショートレポート（30%），中間レポート（20%），期末試験（50%）で評価し 60%以上で

合格とする。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



経営組織論 
 

開設大学 中部大学 科目コード 302805 

担当教員 辻村 宏和 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 火：7・8 時限（1520～1650） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 未定 

履修条件  

募集定員  募集時期 9 月 

講義概要 組織づくりのハード面（組織構造論）を取り扱う。これから起業する者をイメージし、経営の根

幹に当たる組織づくりがいかに大切で、どれほどデンジャラスなものかをいくつかの事例を交え

ながら組織の病理を伝える。 

1.序論 

経済学と経営学、そして経営組織論 

〔授業外学修〕ノートと教科書＆配布プリントとの照合をし、体系的なつながりを確認しておく

こと。 

2.組織論のスタイル 

職場組織の病理と２つのアプローチ 

〔授業外学修〕ノートと教科書＆配布プリントとの照合をし、体系的なつながりを確認しておく

こと。 

3.組織力の比較 

組織力の比較の手法 

〔授業外学修〕ノートと教科書＆配布プリントとの照合をし、体系的なつながりを確認しておく

こと。 

4.組織のかく乱要因 

非公式組織の意義 

〔授業外学修〕ノートと教科書＆配布プリントとの照合をし、体系的なつながりを確認しておく

こと。 

5.非公式組織の応用１） 

会議制の功罪 

〔授業外学修〕ノートと教科書＆配布プリントとの照合をし、体系的なつながりを確認しておく

こと。 

6.非公式組織の応用２） 

組織内情報の功罪  

〔授業外学修〕ノートと教科書＆配布プリントとの照合をし、体系的なつながりを確認しておく

こと。 

7.強い組織の原理 

日本的経営と能力成果主義  

〔授業外学修〕ノートと教科書＆配布プリントとの照合をし、体系的なつながりを確認しておく

こと。 

8.組織づくり 

組織づくりの基礎概念  

〔授業外学修〕ノートと教科書＆配布プリントとの照合をし、体系的なつながりを確認しておく

こと。 

9.組織づくりの病理１） 

職務・権限・責任と均等原則  

〔授業外学修〕ノートと教科書＆配布プリントとの照合をし、体系的なつながりを確認しておく

こと。 

10.組織づくりの病理２） 

職務権限の委譲  

〔授業外学修〕ノートと教科書＆配布プリントとの照合をし、体系的なつながりを確認しておく

こと。 



11.組織づくりの病理３） 

目標による管理の意義  

〔授業外学修〕ノートと教科書＆配布プリントとの照合をし、体系的なつながりを確認しておく

こと。 

12.組織づくりの病理４） 

ライン＆スタッフ組織の意義  

〔授業外学修〕ノートと教科書＆配布プリントとの照合をし、体系的なつながりを確認しておく

こと。 

13.組織づくりの病理５） 

権威中心組織と責任感中心組織  

〔授業外学修〕ノートと教科書＆配布プリントとの照合をし、体系的なつながりを確認しておく

こと。 

14.組織づくりの病理６） 

誘因（動機づけ）理論  

〔授業外学修〕ノートと教科書＆配布プリントとの照合をし、体系的なつながりを確認しておく

こと。 

15.総括 

経営組織論の全体系の効用 

具体的達成目標 

経営学の魅力を「対経済学」において理解した上で、その各論である経営組織論の意義を習得す

る。具体的には、１． も興味深かったトピックの説明の仕方をパッケージで用意し、就活等で

「口頭で説明できる能力」を身につけること。２．同様に、就活等のレポートや小論文等で「論

理的に記述できる能力」を身につけること。 

テキスト・ 

参考文献 

教科書 

『組織のトラブル発生図式』辻村宏和成文堂 3,0004-7923-4136-1 

参考文献 

なし 

試験・評価

方法 

成績の評価方法 

試験の成績と取り組み姿勢（受講態度など）にもとづいて評価する。 

1.期末試験の成績 

2.出席状況 

3.受講態度 

授業中に投げかける質問に対する回答回数・スコアも成績に加味する。 

成績の評価基準 

授業内容の範囲内で、上述した達成目標とその小項目がどれだけ達成できているかを、期末試験

により点数化し、定められた成績評定基準・単位認定基準（S：90 点以上、A：80 点以上、

B：70 点以上、C：60 点以上）に従って成績評価を行う。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



国際経済学 
 

開設大学 中部大学 科目コード 302806 

担当教員 山口 直樹 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 金：1・2 時限（930～1100） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 未定 

履修条件  

募集定員  募集時期 9 月 

講義概要 経済活動のグローバル化が急速に進展している今日の世界では，国際経済関係が経済問題の中で

大きな比重を占めている。この授業では，国際経済関係を経済学的に理解するための基礎を学習

し，現実の国際経済問題についての理解を深めることを目的とする。 

1.①国際経済学の方法と対象（1 週） 

〔授業外学修〕国際経済学の考え方について復習する。 

2.②貿易の仕組みと貿易利益－なぜ貿易が行われ，どのような貿易利益が生じるか－ 

（1）比較生産費原理（2，3 週） 

〔授業外学修〕比較生産費の基本的な考え方に理解できたか，復習する。 

3.②貿易の仕組みと貿易利益－なぜ貿易が行われ，どのような貿易利益が生じるか－ 

（1）比較生産費原理（2，3 週） 

〔授業外学修〕比較生産費についての授業中の練習問題ができるようになったか，確認する。 

4.②貿易の仕組みと貿易利益－なぜ貿易が行われ，どのような貿易利益が生じるか－ 

（2）貿易利益（4，5 週） 

〔授業外学修〕特化と交換の利益とは何かが説明できるようにする。 

5.②貿易の仕組みと貿易利益－なぜ貿易が行われ，どのような貿易利益が生じるか－ 

（2）貿易利益（4，5 週） 

〔授業外学修〕貿易利益についての授業中の練習問題ができるようになったか，確認する。 

6.③貿易パターンの決定因－貿易のパターンはどのように決定されるか－ 

（1）ヘクシャー＝オリーン理論（6，7 週）  

〔授業外学修〕ヘクシャー・オリーンモデルが理解できたか確認する。 

7.③貿易パターンの決定因－貿易のパターンはどのように決定されるか－ 

（1）ヘクシャー＝オリーン理論（6，7 週）  

〔授業外学修〕ヘクシャー・オリーンモデルの授業中の練習問題ができるようになったか，確認

する。 

8.③貿易パターンの決定因－貿易のパターンはどのように決定されるか－ 

（2）レオンチェフ・パラドクス（8 週）  

〔授業外学修〕貿易モデルを現実の貿易に当てはめて考えてみる。 

9.③貿易パターンの決定因－貿易のパターンはどのように決定されるか－ 

（3）産業内貿易（9 週）  

〔授業外学修〕産業内貿易モデルについて復習する。 

10.④貿易政策－なぜ保護貿易政策を取るのか－ 

（1）保護貿易の論拠（10，11 週）  

〔授業外学修〕貿易政策の実際の制度について確認しておく。 

11.④貿易政策－なぜ保護貿易政策を取るのか－ 

（1）保護貿易の論拠（10，11 週）  

〔授業外学修〕保護貿易の考え方について復習する。 

12.④貿易政策－なぜ保護貿易政策を取るのか－ 

（2）日本の貿易政策（12 週）  

〔授業外学修〕日本の関税政策の歴史と現状について復習する。 

13.⑤海外直接投資－なぜ企業は海外生産を行うのか－ 

（1）企業の多国籍化と直接投資の理論（13 週）  

〔授業外学修〕直接投資の考え方を復習する。 

14.⑤海外直接投資－なぜ企業は海外生産を行うのか－ 



（2）アジアにおける直接投資の展開（14 週）  

〔授業外学修〕わが国企業の直接投資の現状について復習する。 

15.まとめ  

〔授業外学修〕1 年のふり返りを行なう。 

 

テキスト・ 

参考文献 

 

試験・評価

方法 

成績の評価方法 

授業中に行う中間・期末テストの結果により評価する。ただし、授業に対する取り組み状況など

により加点・減点を行う場合がある。 

成績の評価基準 

合否の判断基準は，経済学のツールを用いて，基本的な貿易問題を分析する考え方が理解できた

かどうかである。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



国際機構 
 

開設大学 中部大学 科目コード 302807 

担当教員 加々美康彦 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 月：7・8 時限（1520～1650） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 未定 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 現代国際社会の重要な特徴の一つは、その急速な「組織化」にあるといえる。なぜ国家は国際機

構を生成するのか？そうした問題意識の下で、国際連合をはじめとする国際機構の構造、機能な

どを探索し、国際関係の理解を深める 

1.イントロダクション： 講義の進め方や、評価方法の説明 

〔授業外学修〕 

・国際機構に関する文献を自分で探しておく 

・国際機構に関する新聞記事などの情報を探してみる 

2.スライドで見る国連ツアー 

〔授業外学修〕 

・「国連広報センター」のウェブサイトを閲覧し、基本情報を調べておく 

・日本にある国連関係機関を探し、どのような分野を担当する機関か調べてみる 

3.国際機構が生まれる： 戦争・革命が国際機構を生む 

〔授業外学修〕 

・19 世紀から 20 世紀までの欧州の歴史について調べておく 

・参考文献の第 1 章をよく読み、分からないタームを見つけ、調べてみる 

4.国際連盟(1)： 第一次世界大戦と国際連盟、連盟の組織 

〔授業外学修〕 

・第 1 次世界大戦について、基本情報を調べておく 

・国際連盟時代に生じた紛争について調べてみる 

5.国際連盟(2)： 国際連盟の活動 

〔授業外学修〕 

・国際連盟の活動について、自分で文献を探して読んでみる 

・ここまで配布されたレジュメを基に、内容を文章で説明できるようにする 

6.第 1 回小テスト及びこれまでの振り返り  

〔授業外学修〕 

・第 2 次世界大戦について、基本情報を調べておく 

・参考文献の第 2 章をよく読み、分からないタームを見つけ、調べてみる 

7.国際連合(1)： 成立の経緯、創設当初の特徴  

〔授業外学修〕 

・国際連合について、自分で文献を探して読んでおく 

・冷戦について調べてみる 

8.国際連合(2)： 集団安全保障体制、冷戦期の変化  

〔授業外学修〕 

・国連の集団安全保障体制について、基本情報を調べておく 

・国連の PKO について、調べてみる 

9.国際連合(3)： 冷戦終焉後の錯綜  

〔授業外学修〕 

・湾岸戦争について、自分で文献を探して読んでおく 

・参考文献の第 3 章をよく読み、分からないタームを見つけ、調べてみる 

10.国連改革： 国連改革とは何か、改革論の軌跡と系譜  

〔授業外学修〕 

・日本政府の主張する国連改革案とその問題点を調べてみる 

・ここまで配布されたレジュメを基に、内容を文章で説明できるようにする 



11.第 2 回小テスト及びこれまでの振り返り  

〔授業外学修〕 

・ウエストファリア体制について、自分で文献を探して読んでおく 

・参考文献の第 5 章をよく読み、分からないタームを見つけ、調べてみる 

12.国際機構創設の動因(1)： 共通利益 対 国益  

〔授業外学修〕 

・NGO について、自分で文献を探して読んでおく 

・配布レジュメを基に、内容を文章で説明できるようにする 

13.国際機構創設の動因(2)： 創設動因の具体的類型  

〔授業外学修〕 

・地域的機関について、自分で文献を探して読んでおく 

・配布レジュメを基に、内容を文章で説明できるようにする 

14.国際機構の構造・機能・意思決定  

〔授業外学修〕 

・国際連合についてこれまでの授業で学んだことを復習しておく 

・ここまで配布されたレジュメを基に、内容を文章で説明できるようにする 

15.第 3 回小テスト及び全体の振り返り  

〔授業外学修〕 

・国際機構はなぜ設立されるのか、授業で学んだタームを使いながら説明文章を作成する 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書 

なし 

参考文献 

『国際機構論講義』 上敏樹岩波書店 3200987-4-00-022954-8 

試験・評価

方法 

成績の評価方法 

期間中に数回実施する小テスト及び授業への取組み(質問・発言等)に基づき総合的に評価する。

任意レポートの提出も評価に加味する 

成績の評価基準 

達成目標をどの程度達成できているかを数値化する。100 点満点に換算し、定められた成績評価

基準・単位認定基準（S：90 点以上、A：80 点以上、B：70 点以上、C：60 点以上）に従っ

て成績評価をおこなう 

達成目標は以下の通り 

1.国際機構の史的変遷を理解する 

2.国際連盟、国際連合の基本的な構造、機能を理解する 

3.国際機構の有する意義について理解する 

 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



国際金融論 
 

開設大学 中部大学 科目コード 302808 

担当教員 高  英求 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 木：5・6 時限（1335～1505） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 未定 

履修条件  

募集定員  募集時期 9 月 

講義概要 国際金融に関する基礎的な用語・概念を、ひととおり学ぶ。新聞・テレビなどの経済ニュースの

理解度を高めることが、一つの目標である。また、国際金融論の 基礎的な理論についても学ぶ。

研究書・論文を理解する土台をつくることが、もう一つの目標である。 

 なお、基礎的な用語・概念については、日本語と英語の両方でマスターする。基礎的かつ（あ

る程度）専門的な英語の文章を読めるようになってほしい。ただし、英語が苦手でも大丈夫なの

でご安心を。 

1.授業方針の説明・確認 近の国際金融のトピックス 

〔授業外学修〕自分で国際金融のトピックスを調べてくる。 

2.為替相場とは？ 円高・円安とは？ 

〔授業外学修〕講義資料の該当箇所を予習してくる。 

3.為替相場変動の影響 

〔授業外学修〕講義資料の該当箇所を予習してくる。 

4.為替相場変動の要因 

〔授業外学修〕講義資料の該当箇所を予習してくる。 

5.通貨の実力 －実質為替相場と実効為替相場 

〔授業外学修〕講義資料の該当箇所を予習してくる。 

6.為替リスクのヘッジ －フォワードとフューチャー  

〔授業外学修〕講義資料の該当箇所を予習してくる。 

7.為替相場決定理論① －購買力平価説為替リスクのヘッジ －スワップとオプション  

〔授業外学修〕講義資料の該当箇所を予習してくる。 

8.為替相場決定理論② －アセットアプローチ  

〔授業外学修〕講義資料の該当箇所を予習してくる。 

9.小テスト① 解説  

〔授業外学修〕テスト勉強（範囲は事前に指定）。 

10.国際収支① －基礎概念の説明  

〔授業外学修〕講義資料の該当箇所を予習してくる。 

11.国際収支② －データで読み解くマネー・フロー  

〔授業外学修〕講義資料の該当箇所を予習してくる。 

12.現代のマネー －マネー・ストックと信用創造  

〔授業外学修〕講義資料の該当箇所を予習してくる。 

13.国際通貨システムの選択  

〔授業外学修〕講義資料の該当箇所を予習してくる。 

14.国際通貨制度の歴史① －国際金本位制から両大戦間期  

〔授業外学修〕講義資料の該当箇所を予習してくる。 

15.国際通貨制度の歴史② －ブレトンウッズ体制から現代 

小テスト② 解説  

〔授業外学修〕テスト勉強（範囲は事前に指定）。 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書 

なし 

参考文献 

『現代経済学』吾郷健二他岩波書店 

試験・評価 成績の評価方法 



方法 基本的に、小テスト（２回の予定）の合計点（計 100 点）と、授業中の発言点および課題・レ

ポート提出で成績評価する。点数が合格点にみたない場合、出席点を加算する。ただし、レポー

トについては、授業中に説明するレポートの書式・条件（複数の資料を参照・典拠を示す等）を

守ること。 

成績の評価基準 

X＝「小テストの合計点」＋「発言点」＋「講義期間中に提出した課題・レポート」 

この X を素点として成績評価する。 

上記の小テストで問うのは、貿易（理論を含む）に関する基礎的な知識である。見解の是非は問

わないが、 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

ほとんどの授業時間で、積極的に英語（あるいはその他外国語）の利用を図る授業である。 

（ただし、英語が苦手な人でも講義内容を理解できるようにする。むしろ、この講義を受けるこ

とで、英語力を高める、というように考えてほしい。） 



古典文学講読Ａ 
 

開設大学 中部大学 科目コード 302809 

担当教員 岡本  聡 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 月：5・6 時限（1335～1505） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 芸術・文学・表現 

教室 未定 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 服部土芳が松尾芭蕉からの伝聞、蕉門での論議、俳諧の心構え等をまとめた俳諧論書『三冊子』

をくずし字で読解していく。 「赤冊子」「白冊子」「黒冊子」から成る。1702 年（元禄 15

年）頃成立したとみられる。蕉風の根本問題に触れた批評が多く蕉門の俳論書として良くまと

まっている。 

1.芭蕉の俳論書 

〔授業外学修〕次回範囲予習 

2.『三冊子』読解 

〔授業外学修〕次回範囲予習 

3.『三冊子』読解 

〔授業外学修〕次回範囲予習 

4.『三冊子』読解 

〔授業外学修〕次回範囲予習 

5.『三冊子』読解 

〔授業外学修〕次回範囲予習 

6.『三冊子』読解  

〔授業外学修〕次回範囲予習 

7.『三冊子』読解  

〔授業外学修〕次回範囲予習 

8.『三冊子』読解  

〔授業外学修〕次回範囲予習 

9.『三冊子』読解  

〔授業外学修〕次回範囲予習 

10.『三冊子』読解  

〔授業外学修〕次回範囲予習 

11.『三冊子』読解  

〔授業外学修〕次回範囲予習 

12.『三冊子』読解  

〔授業外学修〕次回範囲予習 

13.『三冊子』読解  

〔授業外学修〕次回範囲予習 

14.『三冊子』読解  

〔授業外学修〕次回範囲予習 

15.到達度判定試験  

〔授業外学修〕復習 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書 

『三冊子』中村俊定編笠間書院 971978-4-305-00121-4 

参考文献 

なし 

試験・評価

方法 

成績の評価方法 

授業時間内に行う試験と出席により評価 

成績の評価基準 

試験 70％ 平常点 30％ 



別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



歴史学特殊講義Ｂ 
 

開設大学 中部大学 科目コード 302810 

担当教員 小島  亮 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 火：3・4 時限（1115～1245） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 未定 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 近代思想を担当者の立場から再検討する。近代思想の諸問題を独自な切り口で論じるための序説

であるが、担当者の視点から近代という歴史状況に切り込み、目前の現代史を再考するための特

論を行う。なお授業計画は順番を変更し、詳論を行うために同じ課題を連続して講義する場合も

あるため、組み替えられる場合もあるが、だいたいの構図には変更はない。 

1.カトリシズム再検討ーキリスト教の思想的可能性ー 

〔授業外学修〕レジュメを毎週配布し、その中で参考文献（日本語）を必ず明記する。講義中に

も多くの文献を紹介するので意欲的に読んでいってほしい。 

2.朱子学的社会倫理の再検討ー東アジアの近代を考える序説ー 

〔授業外学修〕レジュメを毎週配布し、その中で参考文献（日本語）を必ず明記する。講義中に

も多くの文献を紹介するので意欲的に読んでいってほしい。 

3.近代思想の諸前提ートーマス・ホッブズとルソーー 

〔授業外学修〕レジュメを毎週配布し、その中で参考文献（日本語）を必ず明記する。講義中に

も多くの文献を紹介するので意欲的に読んでいってほしい。 

4.アグラリアン、反近代とユートピア 

〔授業外学修〕レジュメを毎週配布し、その中で参考文献（日本語）を必ず明記する。講義中に

も多くの文献を紹介するので意欲的に読んでいってほしい。 

5.ヒュームの歴史意識 

〔授業外学修〕レジュメを毎週配布し、その中で参考文献（日本語）を必ず明記する。講義中に

も多くの文献を紹介するので意欲的に読んでいってほしい。 

6.経験論、そして近代科学  

〔授業外学修〕レジュメを毎週配布し、その中で参考文献（日本語）を必ず明記する。講義中に

も多くの文献を紹介するので意欲的に読んでいってほしい。 

7.カントとヘーゲル  

〔授業外学修〕レジュメを毎週配布し、その中で参考文献（日本語）を必ず明記する。講義中に

も多くの文献を紹介するので意欲的に読んでいってほしい。 

8.アジアの近代化と近代思想  

〔授業外学修〕レジュメを毎週配布し、その中で参考文献（日本語）を必ず明記する。講義中に

も多くの文献を紹介するので意欲的に読んでいってほしい。 

9.ダーウィンと進化論ーダーウィンは進化論者か？ー  

〔授業外学修〕レジュメを毎週配布し、その中で参考文献（日本語）を必ず明記する。講義中に

も多くの文献を紹介するので意欲的に読んでいってほしい。 

10.マルクスを読むための前提ーマルクスをダーウィンから再読するー  

〔授業外学修〕レジュメを毎週配布し、その中で参考文献（日本語）を必ず明記する。講義中に

も多くの文献を紹介するので意欲的に読んでいってほしい。 

11.レーニン主義とスターリン主義ー後発近代化の治思想ー  

〔授業外学修〕レジュメを毎週配布し、その中で参考文献（日本語）を必ず明記する。講義中に

も多くの文献を紹介するので意欲的に読んでいってほしい。 

12.福沢諭吉を読むための前提  

〔授業外学修〕レジュメを毎週配布し、その中で参考文献（日本語）を必ず明記する。講義中に

も多くの文献を紹介するので意欲的に読んでいってほしい。 

13.ヨーロッパの近代化を考え直す  

〔授業外学修〕レジュメを毎週配布し、その中で参考文献（日本語）を必ず明記する。講義中に

も多くの文献を紹介するので意欲的に読んでいってほしい。 



14.アジアの近代化を考え直す  

〔授業外学修〕レジュメを毎週配布し、その中で参考文献（日本語）を必ず明記する。講義中に

も多くの文献を紹介するので意欲的に読んでいってほしい。 

15.日本の近代化を考え直す  

〔授業外学修〕期末レポート提出 

 

テキスト・ 

参考文献 

 

試験・評価

方法 

成績の評価方法 

頻繁に小テストを行い平常点 70 点に換算する。これに期末レポート 30 点を足し、100 点満点

で評価する。 

成績の評価基準 

S 90 点以上 A 80 点以上 B 70 点以上 C 60 点以上 E 59 点以下 再テストは行わな

い。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



古典文学講読Ｂ 
 

開設大学 中部大学 科目コード 302811 

担当教員 岡本  聡 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 月：5・6 時限（1335～1505） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 芸術・文学・表現 

教室 未定 

履修条件  

募集定員  募集時期 9 月 

講義概要 服部土芳が松尾芭蕉からの伝聞、蕉門での論議、俳諧の心構え等をまとめた俳諧論書『三冊子』

をくずし字で読解していく。 「赤冊子」「白冊子」「黒冊子」から成る。1702 年（元禄 15

年）頃成立したとみられる。蕉風の根本問題に触れた批評が多く蕉門の俳論書として良くまと

まっている。 

1.芭蕉の俳論書 

〔授業外学修〕次回範囲予習 

2.『三冊子』読解 

〔授業外学修〕次回範囲予習 

3.『三冊子』読解 

〔授業外学修〕次回範囲予習 

4.『三冊子』読解 

〔授業外学修〕次回範囲予習 

5.『三冊子』読解 

〔授業外学修〕次回範囲予習 

6.『三冊子』読解  

〔授業外学修〕次回範囲予習 

7.『三冊子』読解  

〔授業外学修〕次回範囲予習 

8.『三冊子』読解  

〔授業外学修〕次回範囲予習 

9.『三冊子』読解  

〔授業外学修〕次回範囲予習 

10.『三冊子』読解  

〔授業外学修〕次回範囲予習 

11.『三冊子』読解  

〔授業外学修〕次回範囲予習 

12.『三冊子』読解  

〔授業外学修〕次回範囲予習 

13.『三冊子』読解  

〔授業外学修〕次回範囲予習 

14.『三冊子』読解  

〔授業外学修〕次回範囲予習 

15.到達度判定試験  

〔授業外学修〕復習 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書 

『三冊子』中村俊定編笠間書院 971978-4-305-00121-4 

参考文献 

なし 

試験・評価

方法 

成績の評価方法 

授業時間内に行う試験と出席により評価 

成績の評価基準 

試験 70％ 平常点 30％ 



別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



地球環境学 
 

開設大学 中部大学 科目コード 302812 

担当教員 南  基泰 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 火：7・8 時限（1520～1650） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 地球・環境・エネルギー 

教室 未定 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 本講義ではローカルな視点から身近な生態系を理解した後，グローバルな視点から地球規模での

生態系を理解する。生物学・生態学・景観学を横断的に駆使し，生物多様性の もマクロなレベ

ルである生態系について理解する。 

1.ローカルな生態系１（中部大学近郊の植生の現状と過去の変遷） 

〔授業外学修〕教科書「4-4 里山の定義と重要性」を予習し，講義内容をまとめておく 

2.ローカルな生態系２（愛知県と中心とした中部圏の植生の現状と過去の変遷） 

〔授業外学修〕教科書「4-4 里山の定義と重要性」を予習し，講義内容をまとめておく 

3.ローカルな生態系３（日本の里山構造とその変遷の歴史） 

〔授業外学修〕教科書「4-4 里山の定義と重要性」を予習し，講義内容をまとめておく 

4.ローカルな生態系４（都市の生物多様性） 

〔授業外学修〕教科書「4-4 里山の定義と重要性」を予習し，講義内容をまとめておく 

5.ローカルな生態系５（生態系ネットワーク） 

〔授業外学修〕教科書「4-4 里山の定義と重要性」を予習し，講義内容をまとめておく 

6.ローカルな生態系６（日本の植生の種類）  

〔授業外学修〕教科書「4-3-3 日本の植物相」を予習し，講義内容をまとめておく 

7.ローカルな生態系 1-6 の総括と試験  

〔授業外学修〕ローカルな生態系 1-6 を復習しておく 

8.グローバルな生態系１（中部圏と東アジア地域の植生の関係）  

〔授業外学修〕教科書「4-3-3 日本の植物相」を予習し，講義内容をまとめておく 

9.グローバルな生態系２（黒船の果たした役割）  

〔授業外学修〕教科書「4-3-3 日本の植物相」を予習し，講義内容をまとめておく 

10.グローバルな生態系３（周北極圏要素植物）  

〔授業外学修〕教科書「4-3 植生の種類」を予習し，講義内容をまとめておく 

11.グローバルな生態系４（ケッペンの気候区分と植生の関係，熱帯から温帯）  

〔授業外学修〕教科書「4-3 植生の種類」を予習し，講義内容をまとめておく 

12.グローバルな生態系５（ケッペンの気候区分と植生の関係，冷帯から寒帯）  

〔授業外学修〕教科書「4-3 植生の種類」を予習し，講義内容をまとめておく 

13.グローバルな生態系６（高山帯の植物）  

〔授業外学修〕教科書「4-3 植生の種類」を予習し，講義内容をまとめておく 

14.グローバルな生態系７（極地の植物）  

〔授業外学修〕教科書「4-3 植生の種類」を予習し，講義内容をまとめておく 

15.グローバルな生態系１-７の総括と試験  

〔授業外学修〕グローバルな生態系１-７を復習しておく 

テキスト・ 

参考文献 

教科書 

『環境生物科学序論改訂版』南基泰，上野薫，山木昭平風媒社 2800978-4-8331-4121-5 

参考文献 

なし 

試験・評価

方法 

成績の評価方法 

講義中に実施する 2 回の試験 

成績の評価基準 

講義中に実施する 2 回の試験の平均点が 60 点以上を合格とする． 

別途必要な

経費 

 



その他特記

事項 

 



基礎食品科学 
 

開設大学 中部大学 科目コード 302813 

担当教員 和田 俊夫 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 水：1・2 時限（930～1100） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 家政・生活 

教室 未定 

履修条件  

募集定員  募集時期 9 月 

講義概要 食品を理解するためには、科学的な知識が必要である。本科目は食品栄養科学専攻で学ぶ食品関

連の様々な科目を理解する際に必要な基礎的な知識を身に付けるための導入科目である。 

1.食品科学とは 

〔授業外学修〕教科書の「序」を読み、現代における「食品科学」の概要を理解しておく 

2.食物質の構成： 水分、タンパク質、脂質、炭水化物のかたち（1） 

〔授業外学修〕教科書の「3.食物質のかたち」に従い、順次講義をすすめるためあらかじめ目を

通し、講義に臨み、授業後は復習と参考資料を自ら調べまとめる。 

3.食物質の構成：水分、タンパク質、脂質、炭水化物のかたち（2） 

4.食物質の構成：水分、タンパク質、脂質、炭水化物のかたち（3） 

5.食物質の構成：水分、タンパク質、脂質、炭水化物のかたち（4） 

6.食物質の構成：水分、タンパク質、脂質、炭水化物のかたち（5）  

7.食物質の構成：水分、タンパク質、脂質、炭水化物のかたち（6）  

〔授業外学修〕食物質の主要成分である水分、タンパク質、脂質、炭水化物について基本的な構

造を説明できること。 

8.食物質の構成：前半のまとめ、中間テスト 

〔授業外学修〕食物質の主要成分である水分、タンパク質、脂質、炭水化物について基本的な構

造を説明できるようにまとめる。 

9.食物質の構成：ビタミン発見の歴史、分類、働き 

10.食物質の構成：ミネラルとは何か 

11.食物の機能：色、味、香り、テクスチャー（1） 

12.食物の機能：色、味、香り、テクスチャー（2） 

13.食物の機能：色、味、香り、テクスチャー（3） 

14.食品成分の変化  

15.後半のまとめ、期末テスト 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書 

『食品の科学』上野川修一 他東京化学同人 2700 予習、復習に活用することが必要 

参考文献 

なし 

試験・評価

方法 

成績の評価方法 

成績は 2 回のテストおよび、ブリーフレポート、受講態度を合わせて評価する。 

成績の評価基準 

総合点を 100 点とし 60 点以上を合格とする。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



運動処方論 
 

開設大学 中部大学 科目コード 302814 

担当教員 堀田 典生 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 水：3・4 時限（1115～1245） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ スポーツ・健康・医療 

教室 未定 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 少子高齢化社会を迎え、健康の維持増進に運動の必要性が高まっている。スポーツを科学的に把

握し、理解することはますます重要になってきている。本講義では、スポーツ科学の歴史から科

学的トレーニング法まで教授する。 

先ずスポーツの概念、スポーツの歴史、スポーツの文化、スポーツと余暇、スポーツと健康等に

ついて講義し、次いで、ストレスと運動、現代人の生活と健康の関わり、指導者の役割につい

て、プレイヤーと指導者の望ましい関係、ミーティングの方法等について講義する。さらに、ト

レーニング理論とその方法、トレーニング計画とその実際、体力テストとその活用、スキルの獲

得と獲得過程等について学び、運動の処方の仕方を学ぶ。 

1.本授業の構成。流れ。 

〔授業外学修〕スポーツの概念と歴史予習 

2.スポーツの概念と歴史 

〔授業外学修〕スポーツの概念と歴史復習，文化としてのスポーツ予習 

3.文化としてのスポーツ 

〔授業外学修〕文化としてのスポーツ復習，社会の中のスポーツ予習 

4.社会の中のスポーツ：現代社会におけるスポーツと、スポーツの政治・経済との関わり 

〔授業外学修〕社会の中のスポーツ復習，我が国の中のスポーツプロモーション予習 

5.我が国の中のスポーツプロモーション 1 

〔授業外学修〕我が国の中のスポーツプロモーション復習 

6.我が国の中のスポーツプロモーション 2  

〔授業外学修〕我が国の中のスポーツプロモーション復習，体力テストの目的と具体的内容予習 

7.体力要素を概説し、体力テストの目的と具体的内容について理解する  

〔授業外学修〕体力テストの目的と具体的内容復習，スポーツの分類とトレーニング計画予習 

8.スポーツの分類とトレーニング計画について  

〔授業外学修〕スポーツの分類とトレーニング計画復習，トレーニングの原理・原則と目的によ

る分類予習 

9.トレーニングの原理・原則と目的による分類について  

〔授業外学修〕トレーニングの原理・原則と目的による分類復習，健康づくりの運動処方のため

の基礎予習 

10.健康づくりの運動処方のための基礎  

〔授業外学修〕健康づくりの運動処方のための基礎復習，健康づくりの運動処方の実際復習 

11.健康づくりの運動処方の実際  

〔授業外学修〕健康づくりの運動処方の実際復習，成人運動の生理学予習 

12.成人運動の生理学:持続力を支える自律神経機能  

〔授業外学修〕成人運動の生理学復習 

13.成人運動の生理学:動きの巧みさを決定する運動神経機能  

〔授業外学修〕成人運動の生理学復習，成人運動の心理学予習 

14.成人運動の心理学:運動への動機付け、運動による心理的効果  

〔授業外学修〕成人運動の心理学復習，成人運動の栄養学予習 

15.成人運動の栄養学:体力・スタミナと栄養  

〔授業外学修〕成人運動の栄養学復習 

16.期末テスト  

〔授業外学修〕15 講義分の復習 

 



テキスト・ 

参考文献 

教科書 

『健康づくりのための運動科学』鵤木 秀夫化学同人 24009784759817102 

参考文献 

『公認スポーツ指導者養成テキストⅠ、Ⅱ、Ⅲ』（財）日本体育協会編（財）日本体育協会

13,000 円（税込） 

『※1 トレーニング指導者協会テキスト 理論編』ＮＰＯ法人日本トレーニング指導者協会編大

修館書店 2,800 円＋税 

『※1 トレーニング指導者協会テキスト 実践編』ＮＰＯ法人日本トレーニング指導者協会編大

修館書店 2,800 円＋税 

『体力学』中谷敏昭化学同人 2500 

試験・評価

方法 

成績の評価方法 

授業内評価と期末テスト成績を総合評価する。 

成績の評価基準 

出席回数 3 分の 2 以上、期末テスト 6 割以上の両方を満たした者を合格とする。筆記試験の評

価基準は本学試験規定の通りとする。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



小児科学 
 

開設大学 中部大学 科目コード 302815 

担当教員 馬場 礼三 

学年配当 3 年,4 年 単位数 1 単位 

開講日程 ＜春学期前半＞ 金：1・2 時限（930～1100） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ スポーツ・健康・医療 

教室 未定 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 小児の特徴は、成熟・完成した成人と異なり、心身ともに発達し成長していることにある。小児

の正常発達を理解し、それが障害された時に生じる様々な疾患を学ぶ。 

1.小児科学概論：小児の心と体の特徴 

〔授業外学修〕事前に講義内容を確認し、事後に配布資料を復習して試験の準備をする。 

2.染色体異常・新生児疾患 

〔授業外学修〕事前に講義内容を確認し、事後に配布資料を復習して試験の準備をする。 

3.小児の代謝・内分泌疾患 

〔授業外学修〕事前に講義内容を確認し、事後に配布資料を復習して試験の準備をする。 

4.小児の免疫・アレルギー疾患 

〔授業外学修〕事前に講義内容を確認し、事後に配布資料を復習して試験の準備をする。 

5.小児の感染症 

〔授業外学修〕事前に講義内容を確認し、事後に配布資料を復習して試験の準備をする。 

6.小児の呼吸器・循環器疾患  

〔授業外学修〕事前に講義内容を確認し、事後に配布資料を復習して試験の準備をする。 

7.小児の消化器疾患血液造血器疾患  

〔授業外学修〕事前に講義内容を確認し、事後に配布資料を復習して試験の準備をする。 

8.期末テスト  

〔授業外学修〕事前に講義内容を確認し、今までの講義内容も総復習しておく。 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書 

なし 

参考文献 

『系統看護学講座 専門分野Ⅱ 小児看護学各論』奈良間美保他医学書院 3300978-4-260-

01990-3 

 

試験・評価

方法 

成績の評価方法 

期末テストで評価する。 

成績の評価基準 

期末テスト１００点満点で６割以上を合格とする。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



睡眠医学 
 

開設大学 中部大学 科目コード 302816 

担当教員 野田 明子 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 火：5・6 時限（1335～1505） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ スポーツ・健康・医療 

教室 未定 

履修条件  

募集定員  募集時期 9 月 

講義概要 社会の２４時間化、高齢化社会を背景に睡眠医学・睡眠医療は目覚ましい発展をとげつつある。

心身の健康維持に必須である睡眠について理解する。各種疾病の病態生理および疾病診断・治療

のための臨床検査の知識を深める。 

1.睡眠の役割 

〔授業外学修〕健康と睡眠との関係について調べる。 

2.睡眠の基礎知識 

〔授業外学修〕睡眠の機序について調べる。 

3.循環生理・睡眠生理 

〔授業外学修〕心機能について理解を深める。 

4.呼吸生理・神経生理・睡眠生理 

〔授業外学修〕換気機能と自律神経活動について調べる。 

5.睡眠評価法 

〔授業外学修〕睡眠評価法について調べる。 

6.睡眠衛生指導  

〔授業外学修〕快眠の方法について調べる 

7.睡眠障害の病態生理  

〔授業外学修〕睡眠障害の病態生理について調べる 

8.睡眠障害の診断・治療  

〔授業外学修〕臨床障害の診断・治療について調べる。 

9.睡眠問題 討論会  

〔授業外学修〕睡眠問題について知識を深める。 

10.臨床生理学検査 循環生理・呼吸生理  

〔授業外学修〕循環呼吸生理学検査について知識を深める。 

11.臨床生理学検査 画像検査  

〔授業外学修〕画像検査について調べ、理解する。 

12.臨床生理学検査 神経生理  

〔授業外学修〕神経生理学検査について調べる。 

13.緊急対応 不整脈と睡眠関連てんかん  

〔授業外学修〕緊急検査の知識を深める。 

14.神経内科疾患・精神科疾患の診断治療と臨床生理学検査  

〔授業外学修〕脳波検査について調べ、理解する。 

15.生活習慣病・循環器疾患・呼吸器疾患の診断・治療と臨床生理学検査  

〔授業外学修〕心電図および肺機能検査について調べ、理解する。 

テキスト・ 

参考文献 

教科書 

『基礎からの睡眠医学』野田明子、他名古屋大学出版 5800978-4-8158-0638-5 

『臨床検査学講座 生理機能検査学』東條尚子、他医歯薬出版株式会社 6480978-4-263-

22368-0 

『臨床検査学講座 生理学』佐藤健次、他医歯薬出版株式会社 2600978-4-263-22904-0 

参考文献 

なし 

試験・評価

方法 

成績の評価方法 

具体的達成目標にあげた知識が得られたかどうかを小テスト、レポートおよび学期末試験により

評価する。 



成績の評価基準 

達成目標がどの程度達成できているかを、小テスト、レポートおよび学期末試験により点数化す

る。これらの達成度を総合して 100 点に換算し、定められた成績評価基準・単位認定基準

（S:90 点以上、A:80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上）に従って成績評価を行う。 

具体的達成目標は以下の通り。 

睡眠の役割・睡眠障害について知識を深め、自己の健康管理に役立てる。また、睡眠障害および

その 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



健康運動トレーニング論 
 

開設大学 中部大学 科目コード 302817 

担当教員 堀田 典生 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 月：7・8 時限（1520～1650） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ スポーツ・健康・医療 

教室 未定 

履修条件  

募集定員  募集時期 9 月 

講義概要 高齢化が進む中、生涯にわたり健康を維持するには、スポーツをはじめとする身体運動が不可欠

である。健康の維持増進を目的とする各種身体運動は、スポーツ科学やトレーニング科学の成果

に則り行うことが必要である。本授業科目では、体力の概念、トレーニング理論、トレーニング

の種類、方法、進め方、トレーニング計画とその実際、評価法、簡単な体力テストとその活用、

体調チェックの意義と方法、スキルの獲得とその獲得過程等について学ぶ。 

1.体力とは？：体力の種類、エネルギー供給機構の種類 

〔授業外学修〕体力の種類復習，体力測定の理論予習 

2.体力測定の理論：無酸素能力、有酸素能力、形態の測り方 

〔授業外学修〕体力測定の理論復習 

3.体力測定の理論：新体力テストとその評価方法 

〔授業外学修〕体力測定の理論復習，トレーニングの原則予習 

4.トレーニングの原則・種類・進め方 

〔授業外学修〕トレーニングの原則復習，トレーニングの理論予習 

5.健康増進のための運動の効果およびトレーニングの原理・理論 

〔授業外学修〕トレーニングの理論復習，健康維持・増進のための運動の必要性と運動指針予習 

6.健康維持・増進のための運動の必要性と運動指針  

〔授業外学修〕健康維持・増進のための運動の必要性と運動指針復習，動プログラムの基本的考

え方・目標設定予習 

7.運動プログラムの基本的考え方・目標設定  

〔授業外学修〕運動プログラムの基本的考え方・目標設定復習，有酸素運動とその効果予習 

8.有酸素運動とその効果  

〔授業外学修〕有酸素運動とその効果復習，レジスタンス運動とその効果予習 

9.レジスタンス運動とその効果  

〔授業外学修〕レジスタンス運動とその効果復習，ウォ—ミングアップとクーリングダウン予習 

10.ウォ—ミングアップとクーリングダウンの必要性  

〔授業外学修〕ウォ—ミングアップとクーリングダウン復習，スポーツバイオメカニクス予習 

11.バイオメカニクスの基礎と応用  

〔授業外学修〕スポーツバイオメカニクス復習，運動プログラミングとトレーニング計画予習 

12.運動プログラミングとトレーニング計画の実際 1  

〔授業外学修〕運動プログラミングとトレーニング計画復習 

13.運動プログラミングとトレーニング計画の実際 2  

〔授業外学修〕運動プログラミングとトレーニング計画復習 

14.運動プログラミングとトレーニング計画の実際 3  

〔授業外学修〕運動プログラミングとトレーニング計画復習，運動スキルの獲得予習 

15.運動スキルの獲得とその獲得過程  

〔授業外学修〕運動スキルの獲得復習，試験勉強 

16.期末テスト  

〔授業外学修〕15 講義分の復習 

テキスト・ 

参考文献 

教科書 

なし 

参考文献 

『公認指導者養成テキストⅠ、Ⅱ、Ⅲ』（財）日本体育協会編（財）日本体育協会 13,000 円

（税込） 



『図解スポーツトレーニングの基礎理論』横浜市スポーツ医科学センター西東社 1,500 円＋税 

『体力学』中谷敏昭化学同人 2500978-4-7598-1703-4 

試験・評価

方法 

成績の評価方法 

試験，授業への取り組み，レポートなどの課題を総合して評価する。 

成績の評価基準 

評価基準は、本学の試験規定に則り、60 点以上を合格とする。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



多文化共生と教育 
 

開設大学 中部大学 科目コード 302818 

担当教員 宮川 秀俊 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 月：7・8 時限（1520～1650） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 未定 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 多文化共生と教育に係わる基本的事項について学ぶと共に、課題研究（調べ学習）を通して、こ

れからのグローバル社会における課題の発見・集約と解決のリテラシーを身に付ける。そして、

将来の教育に係わる職業人としての基礎的能力を育成する。 

1.オリエンテーション、本授業に係わる学習レディネスの調査、多文化共生と教育に係わる基礎

用語について 

〔授業外学修〕 

・「多文化共生と教育に係わる基礎用語」に関する情報を収集し、自分の考えを持つ。 

・授業で学んだ「多文化共生と教育」に係わる基礎用語を、ポートフォリオにまとめ、復習す

る。 

2.多文化共生の教育の基礎：我が国の現状と課題について 

〔授業外学修〕 

・「多文化共生と教育：我が国の現状と課題」に係わる情報を収集し、自分の考えを持つ。 

・授業で学んだ事項を、ポートフォリオに整理してまとめ、復習する。 

3.多文化共生と教育の基礎：特別講師による愛知県の現状と課題の紹介 

〔授業外学修〕 

・「多文化共生と教育の基礎：愛知県の現状と課題」に係わる情報を収集し、自分の考えを持

つ。 

・授業で学んだ事項を、ポートフォリオに整理してまとめ、復習する。 

4.多文化共生と教育の理解：東アジアの現状と課題の探究 

〔授業外学修〕 

・「多文化共生と教育の理解：東アジアの現状と課題」に係わる情報を収集し、自分の考えを持

つ。 

・授業で学んだ事項を、ポートフォリオに整理してまとめ、復習する。 

5.多文化共生と教育の理解：西アジアの現状と課題の探究 

〔授業外学修〕 

・「多文化共生と教育の理解：西アジアの現状と課題」に係わる情報を収集し、自分の考えを持

つ。 

・授業で学んだ事項を、ポートフォリオに整理してまとめ、復習する。 

6.多文化共生と教育の理解：南アジアの現状と課題の探究  

〔授業外学修〕 

・「多文化共生と教育の理解：南アジアの現状と課題」に係わる情報を収集し、自分の考えを持

つ。 

・授業で学んだ事項を、ポートフォリオに整理してまとめ、復習する。 

7.多文化共生と教育の理解：アフリカの現状と課題の探究  

〔授業外学修〕 

・「多文化共生と教育の理解：アフリカの現状と課題」に係わる情報を収集し、自分の考えを持

つ。 

・授業で学んだ事項を、ポートフォリオに整理してまとめ、復習する。 

8.多文化共生と教育の理解：ヨーロッパの現状と課題の探究  

〔授業外学修〕 

・「多文化共生と教育の理解：ヨーロッパの現状と課題」に係わる情報を収集し、自分の考えを

持つ。 

・授業で学んだ事項を、ポートフォリオに整理してまとめ、復習する。 



9.多文化共生と教育の理解：南北・中央アメリカの現状と課題の探究  

〔授業外学修〕 

・「多文化共生と教育の理解：南北・中央アメリカの現状と課題」に係わる情報を収集し、自分

の考えを持つ。 

・授業で学んだ事項を、ポートフォリオに整理してまとめ、復習する。 

10.多文化共生と教育に関わる課題発表と討議：社会グループの発表を通して共有  

〔授業外学修〕 

・「多文化共生と教育に関わる課題発表と討議：社会グループ」に係わる情報を収集し、自分の

考えを持つ。 

・授業で学んだ事項を、ポートフォリオに整理してまとめ、復習する。 

11.「多文化共生と教育に関わる課題発表と討議：歴史グループの発表と通して共有  

〔授業外学修〕 

・「多文化共生と教育に関わる課題発表と討議：歴史グループ」に係わる情報を収集し、自分の

考えを持つ。 

・授業で学んだ事項を、ポートフォリオに整理してまとめ、復習する。 

12.多文化共生と教育に関わる課題発表と討議：産業グループの発表を通して共有  

〔授業外学修〕 

・「多文化共生と教育に関わる課題発表と討議：産業グループ」に係わる情報を収集し、自分の

考えを持つ。 

・授業で学んだ事項を、ポートフォリオに整理してまとめ、復習する。 

13.多文化共生と教育に関わる課題発表と討議：文化グループの発表を通して共有  

〔授業外学修〕 

・「多文化共生と教育に関わる課題発表と討議：文化グループ」に係わる情報を収集し、自分の

考えを持つ。 

・授業で学んだ事項を、ポートフォリオに整理してまとめ、復習する。 

14.多文化共生と教育に関わる課題発表と討議：スポーツグループの発表を通して共有  

〔授業外学修〕 

・「多文化共生と教育に関わる課題発表と討議：スポーツグループ」に係わる情報を収集し、自

分の考えを持つ。 

・授業で学んだ事項を、ポートフォリオに整理してまとめ、復習する。 

15.これからの多文化共生と教育に向けて：ＥＳＤ活動・ユネスコスクールについて  

〔授業外学修〕 

・「ＥＳＤ活動・ユネスコスクール」に係わる情報を収集し、自分の考えを持つ。 

・授業で学んだ事項を、ポートフォリオに整理してまとめ、復習する。 

テキスト・ 

参考文献 

教科書 

なし 

参考文献 

『世界の産業技術教育—開発途上国３９カ国の現状と課題—』宮川秀俊編集「産業技術教育」国

際教育協力研究会－ 

『続・国際競争力を高めるアメリカの教育戦略』—技術的素養の育成をめざして—』宮川秀俊編

集日本産業技術教育学会国際関係委員会 1,500 円 

試験・評価

方法 

成績の評価方法 

授業の時に課すレポート、課題発表に係わる内容と方法、授業への参加度、全授業後に提出する

学習ポートフォリオ等を総合的に評価する。 

成績の評価基準 

レポート２０％、課題発表２０％、授業参加度２０％、ポートフォリオ４０％で評価し６０％以

上を合格とする。 

９０点以上は評価 S、８０点以上８９点までは評価 A、７０点以上７９点までは評価 B、６０点

以上６９点までは評価 C とする。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

第１回の講義で、学習ポートフォリオ冊子を配付し、全授業を通して活用していく。また、授業

に係わる資料等を適宜配布する。 



多文化共生と教育 
 

開設大学 中部大学 科目コード 302819 

担当教員 宮川 秀俊 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 月：5・6 時限（1335～1505） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 未定 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 多文化共生と教育に係わる基本的事項について学ぶと共に、課題研究（調べ学習）を通して、こ

れからのグローバル社会における課題の発見・集約と解決のリテラシーを身に付ける。そして、

将来の教育に係わる職業人としての基礎的能力を育成する。 

1.オリエンテーション、本授業に係わる学習レディネスの調査、多文化共生と教育に係わる基礎

用語について 

〔授業外学修〕 

・「多文化共生と教育に係わる基礎用語」に関する情報を収集し、自分の考えを持つ。 

・授業で学んだ「多文化共生と教育」に係わる基礎用語を、ポートフォリオにまとめ、復習す

る。 

2.多文化共生の教育の基礎：我が国の現状と課題について 

〔授業外学修〕 

・「多文化共生と教育：我が国の現状と課題」に係わる情報を収集し、自分の考えを持つ。 

・授業で学んだ事項を、ポートフォリオに整理してまとめ、復習する。 

3.多文化共生と教育の基礎：特別講師による愛知県の現状と課題の紹介 

〔授業外学修〕 

・「多文化共生と教育の基礎：愛知県の現状と課題」に係わる情報を収集し、自分の考えを持

つ。 

・授業で学んだ事項を、ポートフォリオに整理してまとめ、復習する。 

4.多文化共生と教育の理解：東アジアの現状と課題の探究 

〔授業外学修〕 

・「多文化共生と教育の理解：東アジアの現状と課題」に係わる情報を収集し、自分の考えを持

つ。 

・授業で学んだ事項を、ポートフォリオに整理してまとめ、復習する。 

5.多文化共生と教育の理解：西アジアの現状と課題の探究 

〔授業外学修〕 

・「多文化共生と教育の理解：西アジアの現状と課題」に係わる情報を収集し、自分の考えを持

つ。 

・授業で学んだ事項を、ポートフォリオに整理してまとめ、復習する。 

6.多文化共生と教育の理解：南アジアの現状と課題の探究  

〔授業外学修〕 

・「多文化共生と教育の理解：南アジアの現状と課題」に係わる情報を収集し、自分の考えを持

つ。 

・授業で学んだ事項を、ポートフォリオに整理してまとめ、復習する。 

7.多文化共生と教育の理解：アフリカの現状と課題の探究  

〔授業外学修〕 

・「多文化共生と教育の理解：アフリカの現状と課題」に係わる情報を収集し、自分の考えを持

つ。 

・授業で学んだ事項を、ポートフォリオに整理してまとめ、復習する。 

8.多文化共生と教育の理解：ヨーロッパの現状と課題の探究  

〔授業外学修〕 

・「多文化共生と教育の理解：ヨーロッパの現状と課題」に係わる情報を収集し、自分の考えを

持つ。 

・授業で学んだ事項を、ポートフォリオに整理してまとめ、復習する。 



9.多文化共生と教育の理解：南北・中央アメリカの現状と課題の探究  

〔授業外学修〕 

・「多文化共生と教育の理解：南北・中央アメリカの現状と課題」に係わる情報を収集し、自分

の考えを持つ。 

・授業で学んだ事項を、ポートフォリオに整理してまとめ、復習する。 

10.多文化共生と教育に関わる課題発表と討議：社会グループの発表を通して共有  

〔授業外学修〕 

・「多文化共生と教育に関わる課題発表と討議：社会グループ」に係わる情報を収集し、自分の

考えを持つ。 

・授業で学んだ事項を、ポートフォリオに整理してまとめ、復習する。 

11.「多文化共生と教育に関わる課題発表と討議：歴史グループの発表と通して共有  

〔授業外学修〕 

・「多文化共生と教育に関わる課題発表と討議：歴史グループ」に係わる情報を収集し、自分の

考えを持つ。 

・授業で学んだ事項を、ポートフォリオに整理してまとめ、復習する。 

12.多文化共生と教育に関わる課題発表と討議：産業グループの発表を通して共有  

〔授業外学修〕 

・「多文化共生と教育に関わる課題発表と討議：産業グループ」に係わる情報を収集し、自分の

考えを持つ。 

・授業で学んだ事項を、ポートフォリオに整理してまとめ、復習する。 

13.多文化共生と教育に関わる課題発表と討議：文化グループの発表を通して共有  

〔授業外学修〕 

・「多文化共生と教育に関わる課題発表と討議：文化グループ」に係わる情報を収集し、自分の

考えを持つ。 

・授業で学んだ事項を、ポートフォリオに整理してまとめ、復習する。 

14.多文化共生と教育に関わる課題発表と討議：スポーツグループの発表を通して共有  

〔授業外学修〕 

・「多文化共生と教育に関わる課題発表と討議：スポーツグループ」に係わる情報を収集し、自

分の考えを持つ。 

・授業で学んだ事項を、ポートフォリオに整理してまとめ、復習する。 

15.これからの多文化共生と教育に向けて：ＥＳＤ活動・ユネスコスクールについて  

〔授業外学修〕 

・「ＥＳＤ活動・ユネスコスクール」に係わる情報を収集し、自分の考えを持つ。 

・授業で学んだ事項を、ポートフォリオに整理してまとめ、復習する。 

テキスト・ 

参考文献 

教科書 

なし 

参考文献 

『世界の産業技術教育—開発途上国３９カ国の現状と課題—』宮川秀俊編集「産業技術教育」国

際教育協力研究会－ 

『続・国際競争力を高めるアメリカの教育戦略』—技術的素養の育成をめざして—』宮川秀俊編

集日本産業技術教育学会国際関係委員会 1,500 円 

試験・評価

方法 

成績の評価方法 

授業の時に課すレポート、課題発表に係わる内容と方法、授業への参加度、全授業後に提出する

学習ポートフォリオ等を総合的に評価する。 

成績の評価基準 

レポート２０％、課題発表２０％、授業参加度２０％、ポートフォリオ４０％で評価し６０％以

上を合格とする。 

９０点以上は評価 S、８０点以上８９点までは評価 A、７０点以上７９点までは評価 B、６０点

以上６９点までは評価 C とする。 

 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

第１回の講義で、学習ポートフォリオ冊子を配付し、全授業を通して活用していく。また、授業

に係わる資料等を適宜配布する。 



障害児の発達と理解 
 

開設大学 中部大学 科目コード 302820 

担当教員 武藤 久枝 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 水：1・2 時限（930～1100） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 未定 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 障碍のある幼児の心身の発達や心理的特徴について理解する。まず、基本的な障碍である、視覚

障碍、聴覚障碍、知的障碍、運動障碍、自閉スペクトラム症、重症心身障碍、およびＡＤＨＤな

どを障碍別にとりあげて乳幼児期の発達の特徴、心理的特徴、行動特徴について学ぶ。次に、発

達段階の見方、心理検査の方法、それに応じた発達支援の概略について学ぶ。 後に、障碍のあ

る乳幼児の集団保育における行動特徴を理解して、幼児教育に必要な保育者としての専門的対応

を修得する。また、保護者へ対応として障碍児をもった母親や家族の障碍受容の心理的な過程に

ついても理解する。 

1.障碍の概念と早期療育 

〔授業外学修〕事後：テキスト 14 章と配布資料を中心に障害の概念を理解する。 

2.特別支援教育、障碍児保育の現状 

〔授業外学修〕事後：テキスト 13 章と配布資料を中心に現状を理解する。 

3.視覚障碍児の行動と心理的特徴、学習過程の特徴 

〔授業外学修〕事後：テキスト 1 章、授業ノートを中心に講義で得た知識を確認する。 

4.聴覚障碍児の行動と心理的特徴、学習過程の特徴 

〔授業外学修〕事後：テキスト 2 章、授業ノートを中心に講義で得た知識を確認する。 

5.知的障碍児の行動と心理的特徴、幼稚園・保育所での行動特徴、学習過程の特徴 

〔授業外学修〕事後：テキスト 5 章、授業ノートを中心に講義で得た知識を確認する。 

6.自閉スペクトラム症児の行動と心理的特徴  

〔授業外学修〕事後：テキスト 6 章、授業ノートを中心に講義で得た知識を確認する。 

7.自閉スペクトラム症児の幼稚園・保育所での行動特徴、学習過程  

〔授業外学修〕事後：テキスト 6 章、授業ノートを中心に講義で得た知識を確認する。 

8.運動障碍児、重症心身障碍児の行動と心理的特徴、幼稚園・保育所での行動特徴と学習過程  

〔授業外学修〕事後：テキスト 4 章、11 章、授業ノートを中心に講義で得た知識を確認する。 

9.注意欠如多動性障碍児の行動、心理的特徴、幼稚園、保育所での行動特徴と対応  

〔授業外学修〕事後：テキスト 7 章、授業ノートを中心に講義で得た知識を確認する。 

10.幼児期の発達段階と発達検査、知能検査、心理検査 （概論）  

〔授業外学修〕事後：配布資料を中心に講義で得た知識を確認する。 

11.幼児期の発達段階と発達検査、知能検査、心理検査（発達支援）  

〔授業外学修〕事後：配布資料を中心に講義で得た知識を確認する。 

12.障碍児の集団における行動と保育者の対応  

〔授業外学修〕事後：配布資料を中心に講義で得た知識を確認する。 

13.家族の障碍受容と保護者への対応Ⅰ（母親へのカウンセリング）  

〔授業外学修〕事後：テキスト 16 章、配布資料、授業ノートを中心に講義で得た知識を確認す

る。 

14.家族の障碍受容と保護者への対応Ⅱ（地域との連携）  

〔授業外学修〕事後：テキスト 16 章、配布資料、授業ノートを中心に講義で得た知識を確認す

る。 

15.総括  

〔授業外学修〕事後：教科書、今までの配布資料をよく読んで理解を深める。 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書 

『障害者の心理・『こころ』-育ち、成長、かかわり-』池田勝昭他編学術図書出版社

2300978-4-7806-0062-9 



参考文献 

『特別支援教育における教育実践の方法』管野敦他編ナカニシヤ出版 

『障碍児保育ワークブック』星山麻木萌文書林 1900978-4-89347-170-3 

『保育所保育指針解説書』厚生労働省 

『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』内閣府・文部科学省・厚生労働省 

『幼稚園教育要領解説』文部科学省 

試験・評価

方法 

成績の評価方法 

授業への参加態度と小レポート 20%、学期末のレポート 80%で総合的に評価する。 

成績の評価基準 

100 点満点のうち 60 点以上を合格とする。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



保育の心理学Ａ 
 

開設大学 中部大学 科目コード 302821 

担当教員 武藤 久枝 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 木：3・4 時限（1115～1245） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 未定 

履修条件  

募集定員  募集時期 9 月 

講義概要 保育実践において子どもの発達を理解する意義を学び、心理学の知識を習得する。子どもの発達

にかかわる心理学の基礎（感情、認知、言葉、社会性など）を習得して、子どもへの理解を深め

る。また、人との相互的かかわりを通した発達について基本的信頼感の獲得や社会的相互作用な

どから具体的に理解する。新生児期から老年期までの生涯発達と発達支援の視点にたって乳幼児

期の発達を理解する。乳幼児期の発達の特徴を初期経験の重要性と関連させながら理解する。胎

児期、新生児期、乳児期、幼児期前期、幼児期後期のそれぞれの時期における発達を理解する。

また、学童期、青年期、成人期、老年期の発達を理解する。 

1.子どもの発達を理解する意義・保育実践の心理的評価 

〔授業外学修〕事後学習：テキスト 1 章、2 章と授業ノートを中心に講義で得た知識を確認す

る。 

2.発達観、子ども観、保育観と発達の諸理論 

〔授業外学修〕事後学習：テキスト 3 章、15 章と授業ノートを中心に講義で得た知識を確認す

る。 

3.乳幼児の発達と環境（初期経験） 

〔授業外学修〕事後学習：テキスト 4 章と授業ノート、配布資料を中心に講義で得た知識を確認

する。 

4.乳幼児期の情動と自我・自己の発達 

〔授業外学修〕事後学習：テキスト 5 章と授業ノートを中心に愛着の形成について理解を深め

る。 

5.乳幼児期の身体機能と運動機能の発達 

〔授業外学修〕事後学習：テキスト 6 章と授業ノート、配布資料を中心に講義で得た知識を確認

する。 

6.乳幼児期の知覚と認知の発達  

〔授業外学修〕事後学習：テキスト 7 章と授業ノートを中心に認知の発達について講義で得た知

識を確認する。 

7.乳幼児期の言葉の発達と社会性  

〔授業外学修〕事後学習：テキスト 8 章と授業ノートを中心に言語発達について得た知識を確認

する。 

8.人との相互的かかわりと子どもの発達  

〔授業外学修〕事後学習：テキスト 9 章と授業ノートを中心に講義で得た知識を確認する。 

9.発達のつまずき（発達支援）  

〔授業外学修〕事後学習：テキスト 10 章と授業ノートを中心に講義で得た知識を確認する。 

10.生涯発達と乳幼児期の発達（胎児期、新生児期、乳児期）  

〔授業外学修〕事前学習：テキスト 11 章と今までの授業資料から乳児期までの発達をまとめ

る。 

11.生涯発達と乳幼児期の発達（幼児期前期）  

〔授業外学修〕事前学習：テキスト 11 章と今までの授業資料から幼児期前期までの発達をまと

める。 

12.生涯発達と乳幼児期の発達（幼児期後期）  

〔授業外学修〕事前学習：テキスト 11 章と今までの授業資料から幼児期後期の発達をまとめ

る。 

13.生涯発達と児童期の発達  

〔授業外学修〕事後学習：テキスト 12 章と授業ノートを中心に授業で得た知識を確認する。 



14.生涯発達と青年期、成人期、老年期の発達  

〔授業外学修〕事後学習：テキスト 13 章と授業ノートを中心に授業で得た知識を確認する。 

15.総括  

〔授業外学修〕事後学習：これまでの講義の内容を総復習する。 

テキスト・ 

参考文献 

教科書 

『保育の心理学Ⅰ』 成田朋子他編福村出版 2100 円 978-4-571-11028-3 

参考文献 

『保育の心理学Ⅰ・Ⅱ』本郷一夫編建帛社 2310 円 978-4-7679-3284-2 

『幼稚園教育要領解説』文部科学省フレーベル社 190978-4-577-81245-7 

『保育所保育指針解説書』厚生労働省フレーベル社 190978-4-577-81242-6 

『保育の心理学Ⅰ』井戸ゆかり編著萌文書林 18009784893471635 

『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』内閣府・文部科学省フレーベル 

試験・評価

方法 

成績の評価方法 

授業時の受講態度と小レポート 20%、学期末のレポート 80%によって総合的に評価する。 

成績の評価基準 

100 点満点で６０点以上を合格とする。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



共生人間論Ⅰ（ブッダと法然） 
 

開設大学 東海学園大学 科目コード 302901 

担当教員 齋藤 蒙光 

学年配当 1 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 月曜：1 限（900～1030） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 名古屋キャンパス 教室は初回講義時に教務課にて連絡 

履修条件  

募集定員 15 募集時期 4 月 

講義概要 【授業概要】 

21 世紀は共生の世紀といわれる。しかし、世界情勢や国内の諸問題を見るとき、また自然環境

の破壊や汚染の状況を見るとき、あまりにも反共生的な現実に溢れている。こうした現実を真正

面から見詰め、その背景にある思想・価値観を捉え直す。これからの人類の生き方を仏教の開祖

ブッダ・浄土宗の開祖法然の生涯と思想を踏まえながら、仏教理解とあわせて本学の教育理念、

人材養成の根幹でもある「共生」と「勤倹誠実」の理解を深め、本学で学ぶ意義を主体的に捉え

ることを中心とする。なお、本講義中に「東海学園の歴史と共生」と題して自校教育を実施す

る。 

【到達目標】 

①我々の置かれている現実を見つめることが出来る。 

②その背景にある考え方を取り出すことができる。 

③その問題点を解決する新たな考え方 （ここでは共生思想） の理念の枠組みを理解できる。 

④本学で学ぶことの意義と建学の精神が理解できる。 

⑤ブッダと法然の生涯と基本思想が理解できる。 

⑥人間形成の仕組みを行為と心の観点から理解できる。  

【授業計画】 

第 1～3 週：受講にあたっての留意点①聞く態度を養う。②よく考えること。③ノートを用意す

る。など受講にあたっての留意点と授業の進め方、評価の方法について説明。本学の建学の理念

（「共生」「勤倹誠実」）の解説。「共生」理解に資するための学園の歴史と沿革について(自校

教育) 

課題：本学はどのような人材養成を目指しているか 

第 4～5 週：共生についての概略。「共生」という語の意味するところの歴史的変遷。現代にお

ける「共生」思想。 

課題：共生の概念の理解と、現代における必要性を理解する。 

第 6～10 週：共生理解のために（1）ブッダの生涯と思想。共生思想の基底に流れる仏教の開祖

であるブッダの生涯を通して、仏教の基本的立場と共生思想の考え方との関係性を探る。Ⅰ 仏

教興起時代の社会事情 Ⅱ ブッダの生涯の事情 Ⅲ 仏教の基本的立場 Ⅳ 歴史的展開と変

遷 

課題：共生と仏教(そして宗教)との不可分の関係を知る。 

第 11～14 週：共生理解のために（2）法然の生涯とその思想。真に日本的風土に適応した鎌倉

新仏教のパイオニアである浄土宗の宗祖法然上人の生涯と思想を通して、共生を考える。Ⅰ 日

本仏教史上の法然の位置 Ⅱ  法然の生涯 Ⅲ 彼の思想と共生 

課題：法然の思想と共生の関係性を知る。 

第 15 週：「共生人間論Ⅰ（ブッダと法然）」のまとめ 

課題：受講して も関心を持ち考えたことをまとめる。 

テキスト・ 

参考文献 

特に使用しない。適宜講義の進みにあわせて文献を紹介する。 

試験・評価

方法 

①受講態度（10%）②課題提出（30%）③ノート（10%）④定期試験（50%）で評価する。 

別途必要な

経費 

特になし。 

その他特記

事項 

①主体的な取り組みを求める。 

②ノートをしっかり取る。 



③きちんと講義を聴く姿勢を身につける。 

④講義内容を自己の現実・問題と合わせてよく考える。 



共生人間論Ⅰ（ブッダと法然） 
 

開設大学 東海学園大学 科目コード 302902 

担当教員 齋藤 蒙光 

学年配当 1 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 月曜：2 限（1040～1210） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 名古屋キャンパス 教室は初回講義時に教務課にて連絡 

履修条件  

募集定員 15 募集時期 4 月 

講義概要 【授業概要】 

21 世紀は共生の世紀といわれる。しかし、世界情勢や国内の諸問題を見るとき、また自然環境

の破壊や汚染の状況を見るとき、あまりにも反共生的な現実に溢れている。こうした現実を真正

面から見詰め、その背景にある思想・価値観を捉え直す。これからの人類の生き方を仏教の開祖

ブッダ・浄土宗の開祖法然の生涯と思想を踏まえながら、仏教理解とあわせて本学の教育理念、

人材養成の根幹でもある「共生」と「勤倹誠実」の理解を深め、本学で学ぶ意義を主体的に捉え

ることを中心とする。なお、本講義中に「東海学園の歴史と共生」と題して自校教育を実施す

る。 

【到達目標】 

①我々の置かれている現実を見つめることが出来る。 

②その背景にある考え方を取り出すことができる。 

③その問題点を解決する新たな考え方 （ここでは共生思想） の理念の枠組みを理解できる。 

④本学で学ぶことの意義と建学の精神が理解できる。 

⑤ブッダと法然の生涯と基本思想が理解できる。 

⑥人間形成の仕組みを行為と心の観点から理解できる。  

【授業計画】 

第 1～3 週：受講にあたっての留意点①聞く態度を養う。②よく考えること。③ノートを用意す

る。など受講にあたっての留意点と授業の進め方、評価の方法について説明。本学の建学の理念

（「共生」「勤倹誠実」）の解説。「共生」理解に資するための学園の歴史と沿革について(自校

教育) 

課題：本学はどのような人材養成を目指しているか 

第 4～5 週：共生についての概略。「共生」という語の意味するところの歴史的変遷。現代にお

ける「共生」思想。 

課題：共生の概念の理解と、現代における必要性を理解する。 

第 6～10 週：共生理解のために（1）ブッダの生涯と思想。共生思想の基底に流れる仏教の開祖

であるブッダの生涯を通して、仏教の基本的立場と共生思想の考え方との関係性を探る。Ⅰ 仏

教興起時代の社会事情 Ⅱ ブッダの生涯の事情 Ⅲ 仏教の基本的立場 Ⅳ 歴史的展開と変

遷 

課題：共生と仏教(そして宗教)との不可分の関係を知る。 

第 11～14 週：共生理解のために（2）法然の生涯とその思想。真に日本的風土に適応した鎌倉

新仏教のパイオニアである浄土宗の宗祖法然上人の生涯と思想を通して、共生を考える。Ⅰ 日

本仏教史上の法然の位置 Ⅱ  法然の生涯 Ⅲ 彼の思想と共生 

課題：法然の思想と共生の関係性を知る。 

第 15 週：「共生人間論Ⅰ（ブッダと法然）」のまとめ 

課題：受講して も関心を持ち考えたことをまとめる。 

テキスト・ 

参考文献 

特に使用しない。適宜講義の進みにあわせて文献を紹介する。 

試験・評価

方法 

①受講態度（10%）②課題提出（30%）③ノート（10%）④定期試験（50%）で評価する。 

別途必要な

経費 

特になし。 

その他特記

事項 

①主体的な取り組みを求める。 

②ノートをしっかり取る。 



③きちんと講義を聴く姿勢を身につける。 

④講義内容を自己の現実・問題と合わせてよく考える。 



共生人間論Ⅰ（ブッダと法然） 
 

開設大学 東海学園大学 科目コード 302903 

担当教員 南 清隆 

学年配当 1 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 水曜：1 限（900～1030） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 三好キャンパス 教室は初回講義時に教務課にて連絡 

履修条件  

募集定員 15 募集時期 4 月 

講義概要 【授業概要】 

21 世紀は共生の世紀といわれる。しかし、世界情勢や国内の諸問題を見るとき、また自然環境

の破壊や汚染の状況を見るとき、あまりにも反共生的な現実に溢れている。こうした現実を真正

面から見詰め、その背景にある思想・価値観を捉え直す。これからの人類の生き方を仏教の開祖

ブッダ・浄土宗の開祖法然の生涯と思想を踏まえながら、仏教理解とあわせて本学の教育理念、

人材養成の根幹でもある「共生」と「勤倹誠実」の理解を深め、本学で学ぶ意義を主体的に捉え

ることを中心とする。なお、本講義中に「東海学園の歴史と共生」と題して自校教育を実施す

る。 

【到達目標】 

①我々の置かれている現実を見つめることが出来る。 

②その背景にある考え方を取り出すことができる。 

③その問題点を解決する新たな考え方 （ここでは共生思想） の理念の枠組みを理解できる。 

④本学で学ぶことの意義と建学の精神が理解できる。 

⑤ブッダと法然の生涯と基本思想が理解できる。 

⑥人間形成の仕組みを行為と心の観点から理解できる。  

【授業計画】 

第 1～3 週：受講にあたっての留意点①聞く態度を養う。②よく考えること。③ノートを用意す

る。など受講にあたっての留意点と授業の進め方、評価の方法について説明。本学の建学の理念

（「共生」「勤倹誠実」）の解説。「共生」理解に資するための学園の歴史と沿革について(自校

教育) 

課題：本学はどのような人材養成を目指しているか 

第 4～5 週：共生についての概略。「共生」という語の意味するところの歴史的変遷。現代にお

ける「共生」思想。 

課題：共生の概念の理解と、現代における必要性を理解する。 

第 6～10 週：共生理解のために（1）ブッダの生涯と思想。共生思想の基底に流れる仏教の開祖

であるブッダの生涯を通して、仏教の基本的立場と共生思想の考え方との関係性を探る。Ⅰ 仏

教興起時代の社会事情 Ⅱ ブッダの生涯の事情 Ⅲ 仏教の基本的立場 Ⅳ 歴史的展開と変

遷 

課題：共生と仏教(そして宗教)との不可分の関係を知る。 

第 11～14 週：共生理解のために（2）法然の生涯とその思想。真に日本的風土に適応した鎌倉

新仏教のパイオニアである浄土宗の宗祖法然上人の生涯と思想を通して、共生を考える。Ⅰ 日

本仏教史上の法然の位置 Ⅱ  法然の生涯 Ⅲ 彼の思想と共生 

課題：法然の思想と共生の関係性を知る。 

第 15 週：「共生人間論Ⅰ（ブッダと法然）」のまとめ 

課題：受講して も関心を持ち考えたことをまとめる。 

テキスト・ 

参考文献 

特に使用しない。適宜講義の進みにあわせて文献を紹介する。 

試験・評価

方法 

①受講態度（10%）②課題提出（30%）③ノート（10%）④定期試験（50%）で 

評価する。 

別途必要な

経費 

特になし。 

その他特記

事項 

①主体的な取り組みを求める。 

②ノートをしっかり取る。 



③きちんと講義を聴く姿勢を身につける。 

④講義内容を自己の現実・問題と合わせてよく考える。 



スポーツ科学概論 
 

開設大学 東海学園大学 科目コード 302904 

担当教員 島 典広 

学年配当 1 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 月曜：1 限（900～1030） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ スポーツ・健康・医療 

教室 三好キャンパス 教室は初回講義時に教務課にて連絡 

履修条件  

募集定員 15 募集時期 4 月 

講義概要 【授業概要】 

近年、様々なスポーツ種目での競技力向上が見られるが、その理由の一つとして、スポーツを科

学的に分析し合理的なトレーニングや動作の指導が行えるようになったことが考えられる。本講

義では、スポーツ選手や指導者が身につけておくべきスポーツ科学の基礎を習得することを目的

とする。  

【到達目標】 

本講義で学んだ知識を活用して、個人にあったトレーニング方法やスポーツ動作を理解し、さら

に実践現場でも応用する能力を養うことができる。 

【授業計画】 

1 週 神経の構造と機能、反射、反応、随意運動 ＜島＞ 

   （神経の構造と機能、反射、反応、随意運動について復習する） 

2 週 筋組織の構造と機能、骨格筋の収縮機構 ＜島＞ 

   （筋組織の構造と機能、骨格筋の収納機構について復習する） 

3 週 骨格筋のタイプとスポーツ ＜島＞ 

   （骨格筋のタイプとスポーツについて復習する） 

4 週 エネルギー供給系と運動パフォーマンスとの関係 ＜島＞ 

   （エネルギー供給系と運動パフォーマンスとの関係について復習する） 

5 週 筋疲労と筋肉痛のメカニズム ＜島＞ 

   （筋疲労と筋肉痛のメカニズムについて復習する） 

6 週 立つ動作のバイオメカニクス ＜丸山＞ 

   （立つ動作から身体重心について理解し復習する） 

7 週 歩く・走る動作のバイオメカニクス ＜丸山＞ 

   （歩く・走る動作と速度と加速度との関係を理解し復習する） 

8 週 跳ぶ動作のバイオメカニクス ＜丸山＞ 

   （跳ぶ動作と力、力積、パワーとの関係を理解し復習する） 

9 週 打つ・蹴る動作のバイオメカニクス ＜丸山＞ 

   （打つ・蹴る動作と回転、慣性モーメントとの関係を理解し復習する） 

10 週 投げる動作のバイオメカニクス ＜丸山＞ 

    （投げる動作と運動連鎖や放物線との関係を理解し復習する） 

11 週 トレーニングの原理と原則 ＜金尾＞ 

    （トレーニングの原理と原則について復習する） 

12 週 筋力増強のトレーニング ＜金尾＞ 

    （筋力増強のトレーニングについて復習する） 

13 週 スピード・パワー・瞬発性のトレーニング ＜金尾＞ 

    （スピード・パワー・瞬発力のトレーニングについて復習する） 

14 週 持久力のトレーニング ＜金尾＞ 

    （持久力のトレーニングについて復習する） 

15 週 トレーニングの計画法 ＜金尾＞ 

    （トレーニングの計画法について復習する） 

テキスト・ 

参考文献 

なし。 

試験・評価

方法 

定期試験（100％）の結果で評価する。 



別途必要な

経費 

なし。 

その他特記

事項 

資料を配付し、それによって講義を行う。 

クラスを３つに分け、運動生理学（１～５）、バイオメカニクス（６～１０）、トレーニング科

学（１１～１５）を異なる順序で受講する。 

 



仏教史（インド） 
 

開設大学 同朋大学 科目コード 303001 

担当教員 福田 琢 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 未定：未定（～） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 名古屋キャンパス成徳館 

履修条件  

募集定員 10 募集時期 9 月 

講義概要 授業のテーマはインド仏教の歴史。到達目標はインド仏教の誕生から大乗仏教興隆までの流れ

を、背景となったインドの歴史的展開とのかかわりの上で理解すること。学習内容は以下の通

り。 

仏教が、その発祥の地であるインドにおいてどのような展開をみせたか、その過程を歴史的な流

れに沿って概観する。ゴータマ・ブッダという思想家はどのような歴史的要請に応えて登場した

か、彼の滅後、僧団（サンガ）はなぜ・分裂したか、そして大乗仏教はどこから興ったか、とい

う問題を、背景となるインドおよび周辺諸地域の歴史・社会・文化との関わりに留意しながら考

察する。 

1. インド仏教史研究の問題点 

2. 古代インドの社会と宗教 

3. ゴータマ・ブッダの歴史的実像 

4. 結集と分裂 

5. マウリヤ朝とアショーカ王 

6. インド・ギリシア王朝と仏教 

7. シャカ・パフラヴァ時代からクシャーナ朝へ 

8. カニシカ王とゾロアスター教 

9. 造形表現と大乗仏教 

10. ヒンドゥイズムの展開と大乗仏教 

11. シャータヴァーハナ王朝と南インドの仏教 

12. グプタ王朝と仏典の発展 

13. パーラ王朝と密教の隆盛 

14. イスラム教と仏教の衰退 

15. まとめ 

 

テキスト・ 

参考文献 

【テキスト】授業時にプリント配布 

【参考文献】「仏教史研究ハンドブック」仏教史学会編 法蔵館 

試験・評価

方法 

授業への積極的な参加と授業中に行なう小テスト（2 回～3 回）で評価する。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

授業時間中に行なう小テストの実施にあたっては、自筆ノートの持ち込みを許可するので、各自

講義の内容をノートにまとめて準備しておくこと。 



仏教史（日本） 
 

開設大学 同朋大学 科目コード 303002 

担当教員 安藤 弥 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 未定：未定（～） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 名古屋キャンパス成徳館 

履修条件  

募集定員 10 募集時期 9 月 

講義概要 授業のテーマは日本仏教通史。 

到達目標は日本仏教の歴史について、その通史的内容を理解すること。 

学習内容は以下の通り。 

歴史学の視座に基づき日本仏教史を研究する基礎的な力を養うことを目標とし、授業計画にした

がって日本史・宗教史・仏教史の 新の研究成果をふまえて講義する。 

1. 導入「日本仏教史学」の課題  

2. 飛鳥仏教—仏教伝来  

3. 奈良仏教—大仏建立  

4. 特論①日本仏教の成立  

5. 平安仏教—御霊信仰と浄土信仰  

6. 鎌倉仏教—顕密体制論と鎌倉仏教  

7. 室町仏教—顕密の変容と五山禅宗  

8. 戦国仏教—顕密の崩壊と宗教一揆  

9. 特論②日本仏教の変容  

10. 近世仏教と幕藩体制  

11. 近世仏教と民衆信仰  

12. 明治仏教—維新政府の宗教政策  

13. 大正仏教—近代仏教のあゆみ  

14. 現代仏教の諸課題  

15. 総括（まとめ・理解度の確認） 

テキスト・ 

参考文献 

【テキスト】（なし－板書が基本で資料プリントを配布することもあります） 

【参考文献】『図説日本仏教の歴史』全６巻（佼成出版社、1996 年）・『仏教史研究ハンドブ

ック』（法藏館、2017 年）（その他、適時、紹介します） 

 

試験・評価

方法 

平常点（受講姿勢など）50％・レポート 50％ 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

板書の多い講義です。当たり前のことですが、講義中の私語・携帯電話等は禁止です。 



宗教と人間（親鸞と現代） 
 

開設大学 同朋大学 科目コード 303003 

担当教員 伊東 恵深 

学年配当 1 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 未定：未定（～） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 名古屋キャンパス成徳館 

履修条件  

募集定員 10 募集時期 9 月 

講義概要 授業のテーマは親鸞の生涯と教え。 

到達目標は「親鸞の生涯と教え」を学ぶことを通して、人間として生きることの意味、現代を生

きる私たちが抱えている問題、また同朋大学で学ぶ意義について考えられるようになること。学

習内容は以下の通り。 

同朋大学は、親鸞聖人（1173-1262）の「同朋（どうぼう）」精神と聖徳太子（574-622）

の「和敬（わきょう）」の精神を「建学の理念」とする大学である。その親鸞聖人の生涯と教え

について、まずは基本的な知識を習得する。そのことを通して、「人間とは何か」「人として生

きる（人生）とはどういうことか」ということについて考えていきたい。大学に入って、これか

らどのような学びを進めるにしても、自分自身を問うということは根本的な課題である。親鸞聖

人の生涯と教えを学ぶことを通して、人間存在について、また私自身の生き方・あり方につい

て、主体的に考える力を養いたいと思う。 

1. 授業のガイダンス 

2. 親鸞の生涯と教えに「何を」学ぶのか 

3. 親鸞の生涯①—誕生と出家— 

4. 親鸞の生涯②—比叡山での修行と六角堂参籠— 

5. 親鸞の生涯③—法然との出遇い— 

6. 親鸞の生涯④—流罪と越後での生活— 

7. 親鸞の生涯⑤—関東での生活— 

8. 親鸞の生涯⑥—帰洛とその晩年— 

9. 親鸞の教え①—凡夫、悪人とは何か— 

10. 親鸞の教え②—師教との出遇いとは何か— 

11. 親鸞の教え③—同朋精神とは何か— 

12. 親鸞の教え④—本願、他力とは何か— 

13. 親鸞の教え⑤—浄土真宗の救いとは何か— 

14. 親鸞と現代—現代の諸問題を通して— 

15. 総括（まとめ・テスト） 

テキスト・ 

参考文献 

【テキスト】特になし（板書と配布資料によって行う） 

【参考文献】『親鸞 生涯と教え』（東本願寺出版）その他については、授業中に随時紹介す

る。 

試験・評価

方法 

①平常点（受講態度など）50％、②小レポート・感想文（授業時に数回）20％、③期末試験

（筆記またはレポート）30％ 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

１年生時の必修科目なので、休まず出席すること。受講態度を重視する。 

講義中の私語、携帯電話等の使用は厳禁。複数回注意を受けた場合は、欠席扱いとする。 



外国史（西洋） 
 

開設大学 同朋大学 科目コード 303004 

担当教員 古川 桂 

学年配当 1 年,2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 未定：未定（～） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 名古屋キャンパス成徳館 

履修条件  

募集定員 10 募集時期 9 月 

講義概要 授業のテーマは西洋の歴史を学ぶ。 

到達目標は以下の通り。 

15 世紀以降のヨーロッパ・アメリカの歴史を概観し、重要な歴史事項を理解する。歴史を教え

る教員としての基礎的教養を身につける。 

学習内容は以下の通り。 

グローバル化が進む一方で保守派が台頭し、ヨーロッパの統合を掲げる EU もイギリスの脱退な

ど大きな岐路に立ってきている。こういった現代の諸問題との関連性を見出しながら、ヨーロッ

パの歴史を中心としつつ、現在のヨーロッパやアメリカがどのように成立したのか、重要事項を

踏まえながらを大きな歴史の流れを解説していく。 

1. ガイダンス 

2. ルネサンス 

3. コロンブスと大航海時代 

4. ルターと宗教改革 

5. ヨーロッパの食卓 

6. 三十年戦争とヴァレンシュタイン 

7. 魔女狩り 

8. ヴェルサイユ宮殿と宮廷社会 

9. ハプスブルク家とマリア・テレジア 

10. フランス革命とナポレオン 

11. 産業革命と労働者 

12. アメリカ合衆国の成立と拡大 

13. ヒトラーとスターリン 

14. 大戦後のヨーロッパ 

15. 総括・小テスト 

テキスト・ 

参考文献 

【テキスト】 

上田耕造、入江幸二、比佐篤、梁川洋子編 『西洋の歴史を読み解く—人物とテーマで 

たどる西洋史—』晃洋書房、2013 年。 

【参考文献】 

小山哲・上垣豊・山田史郎・杉本淑彦編著 『大学で学ぶ西洋史〔近現代〕』ミネルヴァ書房、

2011 年。 

試験・評価

方法 

平常点（不定期の小レポート 20％） 筆記試験（80％） 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

私語、携帯電話の使用は禁止します。注意後に改善が見られない場合は厳しく対処します。 



アジア現代事情 
 

開設大学 同朋大学 科目コード 303005 

担当教員 渡邊 幸彦 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 未定：未定（～） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 名古屋キャンパス成徳館 

履修条件  

募集定員 10 募集時期 9 月 

講義概要 授業のテーマはＴＶ番組を通してアジアの今を考える。到達目標はアジアの歴史・社会的状況を

理解し、問題意識を高めること。学習内容は以下の通り。 

近年インターネットが情報伝達の手段として主役の座に躍り出た印象があるが、ネットは権力の

規制を受けやすく、安定した地位を築くまでには至っていない。一方、戦後メディアの中心で

あったテレビは、衛星放送、ケーブルテレビ、インターネットを通じた放送等、インフラの整備

が画期的に進んだことで、視聴できない地域が減少し、その役割は依然として大きいものがあ

る。 

本講義では、アジア各国(主として東アジア)のさまざまなテレビ番組を通じて、そこに生きる人

びとの「今」を考えてみたい。これほど普及しているメディアだけに、その国々の、「見る側」

「作る側」「規制する側」といった立場からのいろいろな事情が、そこから見えてくるはずであ

る。 

実際に映像資料を用いながら講義を進める予定である。 

1. ガイダンス 

2. アジア各国のテレビ事情 

3. ニュースにみるアジアの今 

4. 報道番組に見るアジアの今 

5. ドラマにみるアジアの今①（中国） 

6. ドラマにみるアジアの今②（香港・台湾） 

7. ドラマにみるアジアの今③（韓国ほか） 

8. バラエティ番組にみるアジアの今 

9. 音楽・歌謡番組にみるアジアの今 

10. スポーツ番組にみるアジアの今 

11. 教育番組にみるアジアの今 

12. アニメーション・特撮番組にみるアジアの今 

13. 日本とアジアをめぐる問題 

14. 日本とアジアをめぐる問題（未来） 

15. まとめ 

テキスト・ 

参考文献 

【テキスト】特になし。 

【参考文献】講義時に指示する。 

試験・評価

方法 

平常点５割、レポート試験５割 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

毎回講義終了時に簡単なレポートを書いてもらいます。 



認知症の理解１ 
 

開設大学 同朋大学 科目コード 303006 

担当教員 下山 久之 

学年配当 1 年,2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 未定：未定（～） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 名古屋キャンパス成徳館 

履修条件  

募集定員 10 募集時期 4 月 

講義概要 授業のテーマは認知症に対する基礎的知識を習得する。到達目標は認知症の人に対する支援の歴

史と認知症の原因疾患と治療等について理解すること。学習内容は以下の通り。 

認知症の人の体験を理解する。認知症ケアの歴史を理解する。認知症ケアの理念と視点について

理解する。認知症の人を医学・行動・心理的に理解する。 

1. 認知症を取り巻く状況－認知症ケアのこれまでとこれから 

①認知症とは何か 

2. 認知症を取り巻く状況－認知症ケアのこれまでとこれから 

②認知症ケアの歴史 

3. 認知症を取り巻く状況－認知症ケアのこれまでとこれから 

③認知症ケアの理念と視点 

4. 認知症の人の医学・行動・心理的理解 

①認知症の人の行動・心理症状 

5. 認知症の人の医学・行動・心理的理解 

②脳のしくみ 

6. 認知症の人の医学・行動・心理的理解 

③認知症の原因疾患 

7. 認知症の人の医学・行動・心理的理解 

④認知症の診断と治療、認知症の予防 

8. 認知症の人の医学・行動・心理的理解 

⑤認知症の人の心理的理解 

9. 認知症の人の体験の理解 

①認知症の人の介護をしていくために、認知症の人の体験 

10. 認知症の人の体験の理解 

②本人本位の視点を確かなものに 

11. 認知症の人の生活理解 

①認知機能の変化が生活に及ぼす影響 

12. 認知症の人の生活理解 

②環境の力 

13. 認知症の人の生活理解 

③生活を続ける 

14. 認知症の人の生活理解 

④若年性認知症の人の生活の理解と支援 

15. 授業後に授業内試験を実施 

まとめ 

テキスト・ 

参考文献 

【テキスト】書籍名：新・介護福祉士養成講座「認知症の理解」、著者名：介護福祉士養成講座

編集委員会、出版社：中法法規、販売先：㈱Do 

【参考文献】適宜紹介します。 

試験・評価

方法 

課題 20％、小テスト 20％、試験 60％ 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

プリントはファイルしておくこと。 



認知症の理解２ 
 

開設大学 同朋大学 科目コード 303007 

担当教員 下山 久之 

学年配当 1 年,2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 未定：未定（～） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 名古屋キャンパス成徳館 

履修条件  

募集定員 10 募集時期 9 月 

講義概要 授業のテーマは認知症ケアを理解する。到達目標は認知症の人に対する基本的ケアについて理解

すること。学習内容は以下の通り。 

認知症の人の生活障害について理解する。認知症の人の生活支援の視点について理解する。認知

症の人の家族が体験することについて理解する。 

1. 認知症の人に対する介護 

①認知症の人へのかかわりの基本 

2. 認知症の人に対する介護 

②認知症への気づき－おかしいなと思ったら 

3. 認知症の人に対する介護 

③認知症の人の介護過程 

4. 認知症の人に対する介護 

④認知症の進行に応じた介護 

5. 認知症の人に対する介護 

⑤人が生きることを支えるということ 

6. 地域の力を活かす－連携と協働 

①地域におけるサポート体制 

7. 地域の力を活かす－連携と協働 

②チームアプローチ 

8. 家族の力を活かす 

①介護者自身の体験 

9. 家族の力を活かす 

②家族へのレスパイトケア 

10. 家族の力を活かす 

③家族へのエンパワメント 

11. 家族の力を活かす 

④家族会と介護教室 

12. 認知症に関する制度・関係機関など 

①認知症対策と介護保険制度 

13. 認知症に関する制度・関係機関など 

②その他の施策 

14. 認知ケアと回想法 

15. 授業後に授業内試験を実施 

まとめ 

 

テキスト・ 

参考文献 

【テキスト】書籍名：新・介護福祉士養成講座「認知症の理解」、著者名：介護福祉士養成講座

編集委員会、出版社：中央法規、販売先：㈱Do 

【参考文献】適宜紹介します。 

試験・評価

方法 

課題 20％、小テスト 20％、試験 60％ 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

プリントはファイルしておくこと。 



生活と福祉 
 

開設大学 同朋大学 科目コード 303008 

担当教員 鶴田 禎人 

学年配当 1 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 未定：未定（～） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 名古屋キャンパス成徳館 

履修条件  

募集定員 10 募集時期 9 月 

講義概要 授業のテーマは生活について理解し、福祉の役割を学ぶ。到達目標は以下の通り。 

1. 個人の生活を取り巻く環境の変化を掴み、現代社会において福祉が果たすべき役割やしくみ、

課題を理解する。 

2. 今後、専門領域を学ぶ上での福祉に対する興味・関心を高めるとともに、必要な基礎知識を身

につける。 

学習内容は以下の通り。 

現代の日本において、社会環境が変化する中でどのような生活問題が起きているのかを理解す

る。その上で福祉が果たすべき役割・課題を理解した上で、福祉のしくみを体系的に学ぶ。 

講義の流れとしては、まず講義参加者を 4～5 人のグループに分け、それぞれに講義テーマに応

じた課題を与える。その上で、講義時間および課外時間を利用し、期日までに課題を仕上げるこ

とを指定する。そして、アカデミック・スキルの習得も兼ねて、パワーポイントによる全体発

表、他の学生による質問・感想、担当教員による講評・補足、講義などを行う。 

以上のようなアクティブラーニングに位置付けられる方法によって、主体的・能動的な講義への

参加、授業外における学習の喚起、社会に対する興味・関心の向上を図る。 

第 1 回 ガイダンス、課題提示、グループワーク 

第 2～3 回 グループワーク 

第 4 回 健康と医療保険①発表 

第 5 回 健康と医療保険②講義 

第 6 回 高齢者の生活と介護保険①発表 

第 7 回 高齢者の生活と介護保険②講義 

第 8 回 人口問題と年金保険①発表 

第 9 回 人口問題と年金保険②講義 

第 10 回 貧困と生活保護①発表 

第 11 回 貧困と生活保護②講義 

第 12 回 障がいと福祉①発表 

第 13 回 障がいと福祉②講義 

第 14 回 まとめ 

第 15 回 期末試験 

 

テキスト・ 

参考文献 

【テキスト】テキストは特に指定せず、講義は随時資料等を配布する。 

【参考文献】『社会と制度の理解第 6 版』中央法規・『社会保障入門 2017』中央法規 講義内

で随時テーマに関連した参考文献を紹介する。 

試験・評価

方法 

グループワーク 40 点、期末試験 60 点 

グループワーク参加を単位認定の条件とする。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

グループワークに積極的に参加すること。 

福祉に関する新聞やテレビ等の記事・番組に関心を払うこと。 



国際社会福祉論 
 

開設大学 同朋大学 科目コード 303009 

担当教員 中神 洋子 

学年配当 2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 未定：未定（～） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 名古屋キャンパス成徳館 

履修条件  

募集定員 10 募集時期 4 月 

講義概要 授業のテーマは地球規模で考える福祉（Well-being）と実践：私たちの生き方を問い直す。 

到達目標は以下の通り。 

1. 世界中で起こっている様々な問題に関心を抱くようになる。 

2. 様々な現状を学ぶことで視野が広がり、異なった考え方や価値観、生活などが存在することに

気づく。 

3. 自然と人間が調和しつつ、平和で安全な生活を実現するための方法を考える力がつく。 

4. 考えたことを、自分なりの方法で行動に移す力がついてくる。 

学習内容は以下の通り。 

人間の持つ内面的な問題から、貧困、内戦、テロ、地球の環境汚染の問題まで、巾広く話題を取

り入れながら、その中に置かれている異なった国々や地域の人々、特に女性や子どもたちの問題

や彼らの苦難、そしてその背景をグローバルな視点を持ちながら掘り下げる。少しでも平和で、

安全で、健康で、幸せな生活を送ることができる為の条件や状況を考える。一人一人の人権が保

障され、公正で、平等な社会、自分が自分らしく生きることができる社会の実現の為に、私達は

いかにかかわって生きるべきか、何ができるのか等を模索してゆく。 

1. 国際社会福祉総論 

2. 『世界人権宣言』の意義と問題点 

3. 戦争・民族紛争・テロリズム～人はなぜにくしみ合うのか？ 

4. 戦争の影響を受ける子どもたちと難民問題 

5. 平和とは何か～積極的平和と消極的平和 

6. 児童労働とは？～その実態と背景 

7. 児童労働各論（ストリートチルドレン、債務労働、児童買春・商業的性的詐取、農業労働、工

場労働、家事労働など）・グループワーク（児童労働をなくす為には？） 

8. 貧困とその背景・グループワークの発表 

9. 世界をむしばむドラッグ・人身売買・マフィアの暗躍 

10. 変化するそして多様化する「家族」の姿 

11. 家族に関連した様々な社会問題 

12. 「女性」に例をとる差別、不平等、そして暴力（例：D・V） 

13. 「男」とは、「女」とは何か（ＬＧＢや性同一性障がいの問題なども含む） 

14. 偏見と差別～「エイズ」「ハンセン病」などを例に 

15. 「世界ゲーム」で国際問題を考える～前期のまとめにかえて 

テキスト・ 

参考文献 

【テキスト】それぞれのトピックスに適した資料等を授業中に配布する。 

【参考文献】テーマごとに適宜指示。 

試験・評価

方法 

各トピックスに対する個々人の活発な意見（60％）、前期の授業中に与える課題レポートで

（40％）、総合評価する。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



仏教と福祉 
 

開設大学 同朋大学 科目コード 303010 

担当教員 小島 惠昭 

学年配当 1 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 未定：未定（～） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 名古屋キャンパス成徳館 

履修条件  

募集定員 10 募集時期 4 月 

講義概要 授業のテーマは仏教と福祉。到達目標は「同朋和敬」を建学の理念とする本学が、なぜ社会福祉

学部を設置し、なぜ社会福祉を教育するのか、その理由を知ること。学習内容は以下の通り。 

福祉という言葉は幸福という意味です。社会福祉となると社会の構成員の幸福という意味となり

ます。一般的には福祉の充実には、経済的援助や労力の提供が必要と考えますが、感情的依存の

要求を充足することも必要とおもいます。仏教はながいあいだこころの充実を課題としてきまし

た。こうした福祉の理論と仏教の思想における関係性をみいだすと、その目的とすることは同一

であることに気づきます。また現代の社会福祉がややもすれば見落としていることに気づきま

す。 

1. 序論 

2. 20 世紀の福祉 

3. 21 世紀の福祉 

4. 西洋人の「社会」と個人 

5. 日本人の「世間」 

6. 放生会と「一切衆生」 

7. 行基の救済事業と福田思想 

8. 臨終行儀とビハーラ 

9. 親鸞と慈悲 

10. 日蓮と「共（代）受苦」 

11. 叡尊・忍性と慈悲 

12. 説教『小栗判官』と障碍者 

13. 寛正飢饉と業報説 

14. 蓮如と寄合・談合 

15. 結論・小テスト 

テキスト・ 

参考文献 

【テキスト】特になし。 

【参考文献】『仏教社会福祉辞典』日本仏教社会福祉学会編；法藏館；定価 3,675 円 

試験・評価

方法 

毎回のまとめと感想 30％。授業時配布資料およびノート持込み可の学期末筆記小テスト 70％。

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

毎回資料を配布しますので、必ずファイルに綴じてください。 



熱力学 
 

開設大学 豊田工業大学 科目コード 303101 

担当教員 鈴木 健伸 准教授 

学年配当 2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 月曜日：2 限（1030～1200） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 工学・建築・技術 

教室 未定 

履修条件 なし 

募集定員 10 募集時期 4 月 

講義概要 【授業の目的・方針】 

熱力学は莫大な数の微視的な粒子から構成される系の平衡状態をたった数個の巨視的な状態量で

記述し、巨視的な状態量間に見られる普遍的な関係を取り扱う基礎物理学の一分野である。本講

義では、日常的でありふれた事象の奥にある熱力学の普遍的な法則を抽出し、基本的な事例への

応用を学ぶ。 

【授業計画】 

1.序論、温度 概要、熱平衡、温度目盛  

2.状態方程式 状態方程式、気体の状態方程式、示量変数と強度変数  

3.熱力学第 1 法則(1) エネルギーの保存、準静的過程、理想気体の内部エネルギー 

4.熱力学第 1 法則(2) 熱容量と比熱、理想気体の断熱変化 

5.熱力学第 2 法則(1) 第 2 種永久機関、カルノーサイクル 

6.熱力学第 2 法則(2) 熱力学第 2 法則、可逆変化と不可逆変化、熱機関の効率  

7.中間試験      

8.エントロピー(1) クラウジウスの不等式、エントロピー(I) 

9.エントロピー(2) エントロピー(II)、エントロピー増大の原理  

10.エントロピー(3) 不可逆過程とエントロピー、混合のエントロピー、孤立系の平衡条件 

11.エントロピー(4) 熱機関とエントロピー、熱力学第 3 法則、エントロピーの解釈 

12.熱力学関数(1) 自由エネルギー、熱力学恒等式、熱力学関数 

13.熱力学関数(2) マクスウェルの関係式、粒子数が変化する系  

14.平衡と準安定状態 可能な変化と不可能な変化、熱平衡の条件、平衡の安定性、準安定状態 

15.まとめ    

16.定期試験      

 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】 

三宅哲著「熱力学」（裳華房）1989、ISBN No.978-4785320355 

【参考書】 

1.三宅哲著「基礎演習シリーズ 熱力学」（裳華房）1989、ISBN No.978-4785381127 

2.久保亮五著 「大学演習 熱学・統計力学 [修訂版]」(裳華房) 1998、ISBN No.978-

4785380328 

3.田崎晴明著 「熱力学 =現代的な視点から」(培風館) 2000、ISBN No.978-4563024321 

試験・評価

方法 

定期試験 50%、中間試験 30%、宿題・レポート 10%、クイズ 10% 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

本科目を理解するには積み重ねが重要であるので、毎回かならず復習を十分に行うこと。 



統計力学 
 

開設大学 豊田工業大学 科目コード 303102 

担当教員 神谷 格 教授 

学年配当 3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 水曜日：2 限（1030～1200） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 数学・物理・化学 

教室 未定 

履修条件 条件は特には定めないが、学部 1,2 年レベルの熱力学を履修し、微積分、統計学、量子力学の基

礎がある事が講義を理解する上で欠かせない 

募集定員 10 募集時期 4 月 

講義概要 【授業の目的・方針】 

統計力学は熱力学の理論的裏づけを行っている学問であり、また電磁気学・量子力学と共に物性

物理学の柱の一本である。光・電子物性の微視的現象を議論するための基礎的な手法を習得する

と共に、マクロな現象との繋がりを体得して貰う。統計力学の基本原理を押さえる事に主眼を置

きながら、数学的な取り扱い・物性物理学との関連も学ぶ。 

【授業計画】 

1. 統計力学の基礎 確率と統計、熱力学と統計力学 ・・・・・・・第１章  

2. 〃 統計力学の考え方、量子状態、状態数、等確率の原理とエントロピー、スターリングの公

式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・第１章  

3. 〃 エルゴード仮説、理想気体 ・・・・・・・・・・・第１章、第２章  

4. ミクロカノニカル分布とエントロピー 量子状態、状態数、ボルツマン定数の導

出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第２章  

5. 〃 ボルツマン分布、平均自由行程、理想気体の速度分布 ・・・第２章  

6. カノニカル分布と自由エネルギー カノニカル分布、エネルギーのゆらぎ、分配関数、自由エ

ネルギー ・・・・・・・・・・・・・・・・第３章  

7. 古典統計力学の近似 量子論と古典論、古典統計力学、エネルギー等分配則、不完全気

体 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第４章  

8. 低温と量子効果 熱力学第三法則、磁性体のエントロピー ・・・第５章  

9. 〃 ２原子分子気体、空洞放射、固体の格子振動、比熱 ・・・・第５章  

10. 開いた系と化学ポテンシャル 開いた系、化学ポテンシャル、相平衡 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第６章  

11. 〃 化学平衡、グランドカノニカル分布・・・・・・・・・・・第６章  

12. フェルミ統計とボース統計 フェルミ粒子とボース粒子・・・・第７章  

13. 〃 理想フェルミ気体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第７章  

14. 〃 理想ボース気体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第７章  

15. ２次の相転移 イジングモデルと強磁性体・・・・・・・・・・第８章  

16. 定期試験    

 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】 

長岡洋介著「統計力学」（岩波書店）1994 年 ISBN 4-00-007927-1 

【参考書】 

1.岡部 豊著「統計力学」（裳華房）2000 年 ISBN 4-7853-2095-8 

2.久保亮五著「大学演習 熱学・統計力学」（裳華房）1998 年 ISBN 4-7853-8032-2 

3.都筑卓司著「なっとくする統計力学」（講談社）1993 年 ISBN 4-06-154502-7 

試験・評価

方法 

定期試験 85%、宿題 15% 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

予習、復習を徹底し、適宜質問する事。 利用教科書は良くまとまった、物性物理と関連した基

礎的内容が一通り網羅された良い書籍である。ただ科目の特性上、数学の自学が欠かせない。授

業中補足説明はするが、授業に先立ち参考書 3 を、また、演習書として 2 を読む事を強く勧め

る。 更に、講義ノートを Moodle で公開するので、必ず予習をする事。 



力学３ 
 

開設大学 豊田工業大学 科目コード 303103 

担当教員 高野 健一 教授 

学年配当 3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 月曜日：3 限（1300～1430） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 数学・物理・化学 

教室 未定 

履修条件 理工系大学 1 年次の標準的な力学を学んでいること 

募集定員 15 募集時期 4 月 

講義概要 【授業の目的・方針】 

力学系は，Hamilton の原理にしたがって運動し，作用の 1 次の変化が 0 になるように実現す

る．Hamilton の原理では，位置を指定する任意の変数を広く座標（一般化座標）として使用で

き，拘束条件がない場合には，Lagrange の運動方程式を導出する．Hamilton の原理と一般化

座標を用いた記述は，複雑にみえる力学の問題を簡単にするだけでなく，力学系の本質，特に対

称性をあらわに考察することを可能にする．さらに，Hamilton の原理は，一般化座標と一般化

運動量を同等に扱う正準形式の変分原理へと発展する．これにより，Hamilton の正準方程式，

Poisson 括弧，保存則，正準変換，Hamilton-Jacobi の方程式へと力学の理論は展開してい

く．このように展開された解析力学の適切な局面を利用することによって，力学の多くの問題は

見通しよく解くことができるようになる．さらには，これらの理論展開によってさまざまな対象

や現象に対して深い洞察を得ることができ，近代では量子力学の発見と定式化にもつながった．

ただし，解析力学の理論自体は量子力学と無関係であり，直接的には，Newton の運動法則を進

化させた理論として，巨視的な物体の運動の解析や制御に用いられる． 

【授業計画】 

1.力学の基礎： 解析力学の意義，物理系と質点系，拘束条件，自由度 （板書） 

2.汎関数と変分法： 汎関数の定義，積分型の汎関数，汎関数の変分，停留条件，Euler の方程式 

（2 章） 

3.デカルト座標の Lagrangian 形式： 仮想変位，デカルト座標の Lagrangian と Hamilton 

の原理 （3 章） 

4.デカルト座標の Lagrangian 形式： 自由粒子，弾性反射，デカルト座標系における 

Lagrange の運動方程式 （3 章） 

5.デカルト座標系で見る保存則： 能動的な変換と受動的な変換，空間の一様性と運動量保存則 

（4 章） 

6.デカルト座標系で見る保存則： 空間の等方性と角運動量保存則，時間の一様性とエネルギー保

存則 （4 章） 

7.一般化座標による Lagrangian 形式： 一般化座標，配位空間，Hamilton の原理， 

Lagrange の運動方程式 （5 章） 

8.一般化座標の変換と Lagrangian の利用： 一般化座標の変換，Noether の定理 （6 章） 

9.正準形式： Hamilton の原理の表現，正準形式の変分原理，正準運動方程式 （8 章） 

10.正準形式： 極座標，相空間，シンプレクティック変数，Liouville の定理 （8 章） 

11.Poisson 括弧： Poisson 括弧の定義，角運動量の Poisson 括弧，Legendre 変換 （9

章） 

12.Legendre 変換： Legendre 変換 （10 章） 

13.正準変換： 正準変換 （11 章） 

14.正準変換： 正準変換の母関数 （12 章）  

15.解析力学の発展： 正準不変性，無限小正準変換，Hamilton-Jacobi の理論，作用変数・角

変数などの概観 （13,14,15 章） 

16.定期試験 

 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】 

冊子状の資料（分冊）を配付する 

【参考書】 

1.ゴールドスタイン著「古典力学 上・下」（吉岡書店）2005 年，ISBN978-4-8427-



0336-7/978-4-8427-0350-3 

2.ランダウ・リフシッツ著「力学」（東京図書）1974 年，ISBN978-4-489-01160-3 

3.江沢洋著「解析力学」（新物理学シリーズ 36）（培風館）2007 年，ISBN978-4-563-

02436-9 

4.小出昭一郎著「解析力学」（物理入門コース２）（岩波書店）1983 年，ISBN978-4- 

試験・評価

方法 

定期試験 60%、レポート 40% 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

【予備知識】  

初等的な力学，微分積分学，線形代数を既知とする． 

【学習について】  

授業は独自に構成した資料に基づいて行われる．予習においては，資料の授業に関連ある部分と

その前後を読み，どのように話が発展していくかを頭に入れておくことが望ましい．予習の段階

で内容を深く理解することは，多くの場合困難であり，必ずしも求められていない．復習では，

授業で行われた式変形を自分で再現でき，その結果，内容を理解できるようになることが望まれ

る．解析力学は力学の１つの到達点であり，修得することは必ずしも簡単ではない．講義 



経営ビジネス講座 
 

開設大学 豊橋創造大学 科目コード 303201 

担当教員 佐藤 勝尚（経営学部長） 

学年配当 2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 金曜：3 限（1310～1440） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 豊橋創造大学キャンパス 

履修条件 2 年生以上の履修が望ましい 

募集定員 30 募集時期 4 月のみ 

講義概要 現在の日本の経済・産業は、グローバル化に中で大きな変貌をとげつつある。本講座では、ふだ

んの講義では聴けない、生きた学問を、日々企業活動に取り組まれている方がたからお話を伺う

ことにより、現実の企業・産業について理解を深めることを目的としている。外部からお招きす

る講師がたずさわっておられる業種分野は種々様々であるが、特長ある企業あるいは経営方式が

ユニークである企業の方に講師をお願いしている。 

この講義は、次の二つの講義がワンセットとして構成される。 

①教師がお招きする講師の企業や業界,あるいは関連する知識について講義をする。教師の講義の

狙いは、企業や業界、さらに関連する経営知識について予備知識を与え、問題意識を持たせるこ

とである。 

②講師から直接にお話を聞き、企業経営や業界の諸問題 について理解を深める。また、質疑応

答の時間を設けているので積極的に質問することを強く要請する。  

 ３人の教師が分担してＡ社からＦ社までの合計６社の学習を通して授業を展開する。 

第１回 ガイダンス 

第２回 Ａ社の事前学習ゼミナール 

第３回 Ａ社のお話と質疑応答 

第４回 Ｂ社の事前学習ゼミナール 

第５回 Ｂ社のお話と質疑応答 

第６回 Ｃ社の事前学習ゼミナール 

第７回 Ｃ社のお話と質疑応答 

第８回 Ｄ社の事前学習ゼミナール 

第９回 Ｄ社のお話と質疑応答 

第 10 回 Ｅ社の事前学習ゼミナール 

第 11 回 Ｅ社のお話と質疑応答 

第 12 回 Ｆ社の事前学習ゼミナール 

第 13 回 Ｆ社のお話と質疑応答 

第 14 回 経営者に学ぶ企業経営の諸問題 

第 15 回 経営者と企業経営 

都合により、変更することがあります。 

テキスト・ 

参考文献 

テキスト：毎回、教師が資料を用意し、配布する。 

参考文献：なし 

試験・評価

方法 

以下の 2 項目により、総合的に評価をする。 

①１各時間において、課せられるレポートの内容 

②テストの成績 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

なし 



中国ビジネス特殊講義 
 

開設大学 名古屋外国語大学 科目コード 303401 

担当教員 真家 陽一（外国語学部教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 火曜：4 限（1500～1630） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 ガイダンス時に連絡 

履修条件 特になし 

募集定員 5 募集時期 9 月 

講義概要 。本授業では、中国ビジネスの第一線で活躍した経験豊かな実務家を招き、オムニバス方式で、

実践的な講義を行います。 

これにより、統計やデータといった理論だけにとどまらず、現場での実例やケーススタディも加

えて、出来るだけ実務的かつ総合的に中国ビジネスを理解する視点を養うことで、理論と実務の

両面に優れた人材を育成していくことを目指します。次回の授業のテーマについて、関連資料に

目を通す必要があります（約３０分）。 

※授業内容は 2017 年度実績（特別講師の都合で変更になる場合があります） 

第 1 回：授業の概要説明および中国ビジネスの見方 

第 2 回：グローバルに働くこととリスク感性（コンサルティング会社） 

第 3 回：現場ビジネス経験を踏まえた中国の現状と今後（商社） 

第 4 回：商社マンと中国ビジネス（商社） 

第 5 階：世界と中国の自動車産業（自動車メーカー） 

第 6 回：物流業から見た中国ビジネス（1）（物流業） 

第 7 回：流業から見た中国ビジネス（2）（物流業） 

第 8 回：中国の社会基盤（インフラストラクチャー）整備と重工業（重工業メーカー） 

第 9 回：駐在員から観た中国について（化学メーカー） 

第 10 回：近くて、遠い国での奮闘記—私の中国ビジネス体験（商社） 

第 11 回：中国経済のグローバル化と日本企業の対応（商社） 

第 12 回：中国マスコミ事情と日本人記者の活動（マスコミ） 

第 13 回：建材業から学んだ中国ビジネス（1）（建材メーカー） 

第 14 回：建材業から学んだ中国ビジネス（2）（建材メーカー） 

第 15 回：全体のまとめ  

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書は使用せず、外部講師が作成したプリントや資料をその都度配布します 

試験・評価

方法 

成績は毎授業で行う小レポート（14 回）の評価と授業に対する取り組み状況から総合的に評価

します 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

なし 



ヨーロッパ研究 B（政治・経済） 
 

開設大学 名古屋外国語大学 科目コード 303402 

担当教員 奥田 隆男（現代国際学部教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 水曜：2 限（1050～1220） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 ガイダンス時に連絡 

履修条件 特になし 

募集定員 5 募集時期 9 月 

講義概要 現代の世界を理解するうえで、ヨーロッパの政治・経済について基本的な知識を有していること

は必須の条件である。日本、アメリカの政治や経済の基本的な仕組みの源流がヨーロッパにある

からである。授業では主に、西ヨーロッパを対象に、その政治・経済システムの歴史と現状を検

討していく。「今、世界はどうなっているのか」「私たちはどのような時代に生きているのか」

といった関心を持ちながら、この授業を受けてもらいたい。そのためにも、学生には、日常的な

ニュースを負うだけでなく、ヨーロッパの文化・政治・経済についての基本的な文献を読むなど

の姿勢が求められる。 

第 1 回:ガイダンス等 

第 2 回:源流 

第 3 回:歴史 

第 4 回:冷戦 

第 5 階:解体 

第 6 回:統一 

第 7 回:分離 

第 8 回:統合 

第 9 回:他者 

第 10 回:紛争 

第 11 回:動揺 

第 12 回:介入 

第 13 回:自助 

第 14 回:共助 

第 15 回:定期試験及びまとめ 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書は用いない。 

参考文献は必要に応じて指示する。 

試験・評価

方法 

定期試験の成績に基づいて評価する。定期試験は論述式で行う。 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

なし 



ロシア語Ａ－１（初級） 
 

開設大学 名古屋外国語大学 科目コード 303403 

担当教員 諫早 勇一 （外国語学部教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 1 単位 

開講日程 ＜前期＞ 木曜：1 限（910～1040） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 ガイダンス時に連絡 

履修条件 A-1.B-1 セット履修 

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 【授業概要】 ロシア語は英語やフランス語などと違ってキリル文字と言われる３３文字の独特の

アルファベットを使います。ここでは、まずアルファベットの書き方とその発音を学びます。ま

たロシア語は、英語に比べれば変化が複雑な言語です。そんな複雑な変化の基礎を学びながら、

ロシア語で簡単な会話ができるようになることをめざします。 

 使用する教科書は、文法事項が要領よく説明され、各課の 初には新出の単語が並んでいますか

ら、予習復習に便利な構成になっています。ただ新たな言語の習得には指導する教員の存在が不

可欠ですので、授業にまじめに出席し、授業で教員が説明することをよく聞いて、さらに家で復

習してみてください。 

【授業計画】 

第 1 回:オリエンテーション 

第 2 回:ロシア語のアルファベット 

第 3 回:第 1 課これはジュースです。第 2 課はい、コーヒーをどうぞ。 

第 4 回:第 3 課これはだれですか。第 4 課これは何ですか。 

第 5 階:第 5 課これは砂糖ですか、塩ですか。まとめと応用Ⅰ。 

第 6 回:第 6 課私は大学生です。 

第 7 回:第 7 課これは私の教科書です。 

第 8 回:第 8 課読書をしています。 

第 9 回:第 9 課モスクワに住んでいます。 

第 10 回:第 10 課 郵便局で働いています。まとめと応用Ⅱ。 

第 11 回:第 11 課 ロシア語を話します。 

第 12 回:第 12 課 コーヒーが好きです。 

第 13 回:第 13 課 これは新しいネクタイです。 

第 14 回:第 14 課 彼らの子どもたちはまだ幼いです。 

第 15 回:まとめ 

 

テキスト・ 

参考文献 

黒田龍之助『ロシア語文法への旅（改訂版）』、大学書林 

試験・評価

方法 

1）授業への貢献度および積極性 ４０％、２）まとめの確認 ６０％ 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

「ロシア語Ｂ－１（初級）」＜木曜２限＞とセットで履修する必要がある 



ロシア語 B－１（初級） 
 

開設大学 名古屋外国語大学 科目コード 303404 

担当教員 水野 晶子（非常勤講師） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 1 単位 

開講日程 ＜前期＞ 木曜：2 限（1050～1220） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 ガイダンス時に連絡 

履修条件 A-1.B-1 セット履修 

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 【授業概要】ロシア語をゼロから、一歩ずつ着実に学んでいきます。ロシア語で使われるキリル

文字 33 文字に慣れ親しむことからスタートし、文字や単語の発音の仕方とロシア語の基礎的な

文法を身に付けていきます。1 期に学習する文法事項は、名詞の性の区別、所有代名詞、動詞の

活用、前置詞в/на + 名詞（前置格）表現、形容詞の変化、複数形です。 

 1 期ではまずキリル文字を確実にマスターし、語形の変化が多く、少し複雑、でもユニークな

ロシア語の文法に慣れましょう。教科書の各課で学んだ文法知識を活用して簡単なロシア語の文

が作れるようにしていきます。 

使用する教科書には各課の 初のページにその課で新しく登場する単語が意味と共にまとめられ

ていますので、予習に際して辞書を引く必要はありません。その分、予習の際には各自で単語の

発音を考え、復習の際には出来るだけたくさん発音をし、使える語彙を１回１回の授業で着実に

増やしていって下さい。予習、復習の時間の目安は 30 分～1 時間程度です。 

【授業計画】 

第 1 回:第 1 課母音字の発音（硬母音）と子音字の発音、発音の規則（1. アクセントのない о）

第 2 回:第 2 課母音字の発音（軟母音）と子音字の発音、発音の規則（2. アクセントのない е）

第 3 回:第 3 課子音字の発音、発音の規則（3. アクセントのない я）、語末の有声子音の無声化

第 4 回:第 4 課子音字の発音、語中の有声子音の無声化  

第 5 回:第 5 課軟音記号・硬音記号と数詞。 

第 6 回:第 6 課「私は大学生です」ー 人称代名詞と性の区別。 

第 7 回:第 7 課「これは私の教科書です」ー 名詞の性と所有代名詞。 

第 8 回:第 8 課「読書をしています」ー 動詞の活用（第 1 変化)。 

第 9 回:第 9 課「モスクワに住んでいます」ー 動詞の活用（жить）と в + 名詞（前置格）

表現。 

第 10 回:第 10 課「郵便局で働いています」ー 前置詞 в と на の使い分け 

第 11 回:第 11 課「ロシア語を話します」ー 動詞の活用（第 2 変化） 

第 12 回:第 12 課「コーヒーが好きです」ー 動詞の活用（不規則変化の動詞）と月名。 

第 13 回:第 13 課「これは新しいネクタイです」ー 形容詞の使い方。 

第 14 回:第 14 課「彼らの子供たちはまだ幼いです」ー 複数形。 

第 15 回:これまで学習したことのまとめ 

テキスト・ 

参考文献 

黒田龍之助『ロシア語文法への旅（改訂版）』、大学書林 

試験・評価

方法 

1）「授業への参加度」および「授業内、あるいは授業外での課題」による平常点（45%）、

2）まとめのテスト（55%） 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

「ロシア語Ａ－１（初級）」＜木曜１限＞とセットで履修する必要がある 



ロシア語 A－２（初級） 
 

開設大学 名古屋外国語大学 科目コード 303405 

担当教員 諫早 勇一 （外国語学部教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 1 単位 

開講日程 ＜後期＞ 木曜：1 限（910～1040） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 ガイダンス時に連絡 

履修条件 A-2.B-2 セット履修、授業内容は前期の続き 

募集定員 5 募集時期 9 月 

講義概要 【授業概要】第１セメスターで学んだロシア語の文法知識をさらに発展させ、ロシア語の話す能

力を高めます。 

 あらたに所有の表現、動詞の過去形や未来形、行き先の表現なども学んで、他の人にロシア語

で質問したり、それに答えたりできるようになりましょう。少しでもロシア語でコミュニケー

ションができるようになれば学習も楽しくなるはずです。好奇心と意欲をもってさらなる学習に

取り組んでください。 

  

【授業計画】 

第 1 回:第 15 課車を持っています。まとめと応用Ⅲ 

第 2 回:格変化の話。 

第 3 回:第 16 課ロシア文学を学んでいます。 

第 4 回:第 17 課昨日は読書をしていました。  

第 5 回:第 18 課郵便局へ行きます。 

第 6 回:第 19 課これはモスクワの地図です。 

第 7 回:第 20 課大学で勉強しています。まとめと応用Ⅳ 

第 8 回:第 21 課妹に手紙を書いています。  

第 9 回:第 22 課タバコを吸ってもいいですか。 

第 10 回:第 23 課明日は雨でしょう。 

第 11 回:第 24 課これはいくらですか。 

第 12 回:第 25 課レモンティーが好きです。 

第 13 回:まとめと応用Ⅴ 

第 14 回:動詞の話(1)(2) 

第 15 回:まとめ 

テキスト・ 

参考文献 

黒田龍之助『ロシア語文法への旅（改訂版）』、大学書林 

試験・評価

方法 

1）授業への貢献度および積極性 ４０％、2）まとめの確認 ６０％ 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

・前期からの継続授業となる 

・「ロシア語Ｂ－２（初級）」＜木曜２限＞とセットで履修する必要がある 



ロシア語 B－２（初級） 
 

開設大学 名古屋外国語大学 科目コード 303406 

担当教員 水野 晶子（非常勤講師） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 1 単位 

開講日程 ＜後期＞ 木曜：2 限（1050～1220） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 ガイダンス時に連絡 

履修条件 A-2.B-2 セット履修、授業内容は前期の続き 

募集定員 5 募集時期 9 月 

講義概要 【授業概要】1 期で学んだロシア語の基礎的な文法知識を更に深めていきます。2 期で学習する

文法事項は、所有表現、動詞の過去形、動詞の未来形、運動の動詞（「行く」表現）、ся動詞

の活用、格変化（生格、与格、対格、造格）、命令形、数詞と名詞の結合、動詞の完了体と不完

了体です。 

 2 期では新たにたくさんの文法事項を学びますが、日本語の助詞に相当するような役割を果た

す名詞の格変化についての理解は特に重要です。格変化をしっかり理解し、1 期より少し複雑な

ロシア語の文が作れるようにしていきます。予習、復習の時間の目安は 30 分～1 時間程度です 

【授業計画】 

第 1 回:第 15 課「車を持っています」ー 所有表現 

第 2 回:第 16 課 「ロシア文学を学んでいます」ー 動詞の活用（есть、пить）、対格 

第 3 回:第 17 課 「昨日は読書をしていました」ー 動詞の活用（видеть、сидет

ь）、動詞の過去形 

第 4 回:第 18 課 「郵便局へ行きます」ー 運動の動詞（「行く」表現）と交通手段 

第 5 回:第 19 課 「これはモスクワの地図です」ー 生格 

第 6 回:第 20 課 「大学で勉強しています」ー 前置格、ся動詞の活用 

第 7 回:第 21 課 「妹に手紙を書いています」－ 動詞の活用（писать）、与格、命令形 

第 8 回:第 22 課 「タバコを吸ってもいいですか」－ 可能・必要・禁止の表現、状態の表現 

第 9 回:第 23 課 「明日は雨でしょう」ー 曜日表現、動詞の未来形 

第 10 回:第 24 課 「これはいくらですか」ー 数詞と名詞の結合、年齢・時間・値段・人数・回

数の表現 

第 11 回:第 25 課 「レモンティーが好きです」ー 造格 

第 12 回:様々な前置詞の使い方、時を表す表現 

第 13 回:動詞の完了体と不完了体（1.過去の表現） 

第 14 回:動詞の完了体と不完了体（2.未来の表現） 

第 15 回:これまで学習したことのまとめ 

 

テキスト・ 

参考文献 

教科書は用いない。 

参考文献は必要に応じて指示する。 

試験・評価

方法 

1)「授業への参加度」および「授業内、あるいは授業外での課題」による平常点（45%）、2）

まとめのテスト（55%） 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

・前期からの継続授業となる 

・「ロシア語Ａ－２（初級）」＜木曜１限＞とセットで履修する必要がある 



アラビア語Ａ－１（初級） 
 

開設大学 名古屋外国語大学 科目コード 303407 

担当教員 下村 佳州紀（非常勤講師） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 1 単位 

開講日程 ＜前期＞ 水曜：4 限（1500～1630） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 ガイダンス時に連絡 

履修条件 A-1.B-1 セット履修 

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 【概要】初級アラビア語会話表現の学習と実践的文法運用力の習得。海外旅行のスキットを含んだ

教科書を用いる。 

【目標】①アラビア文字の読み書き、②挨拶、③旅行の場面で 低限必要な表現を習得する。練習

を通じ、VSO 言語、屈折言語、活用形、派生形に慣れる。完璧を目指すのではなく、意思の疎通

が出来ることを目標とし、語彙が足りない部分をイントネーションで補うなどの自発的工夫がで

きるようになる。異文化にとって不適切な表現を学習する。 

【予習復習】会話は、瞬発力。そのためには、基礎練習が重要。①予習：教科書に目を通しておく

こと。６０分。②復習：文字を繰り返し書き取り、教科書付属の CD を何回も聞き直すこと。 指

示された語彙・表現・文法事項を暗記すること。120 分 

【授業計画】 

第 1 回:インド数字の読み方 文字と発音 独立系 pp.7-28 

第 2 回:文字と発音 語頭・語中・語尾 pp.29-42 

第 3 回:単語の読み方 太陽文字 pp.29-42 + 別冊付録 

第 4 回:基本の挨拶 pp.44-53 主格・属格・対格の説明 

第 5 回:Lesson １pp.56-68 定冠詞 名詞の性 指示代名詞 

第 6 回:基本単語を覚えよう pp.190-216 品詞の説明（表の配付） 

第 7 回:Lesson １pp.69-71 疑問詞 これは何？ これは～ 纏めと復習 

第 8 回:Lesson ２ pp.72-91 自己紹介 歓迎 名詞／形容詞の壁 対格の用法 国名 （人

称別活用表の配付） 

第 9 回:人称代名詞 独立系・接尾形の特訓 

第 10 回:Lesson ２ pp.72-91 ～をお願いします 名前は？ 出身は？ 誰の？ ～の…で

す。 

第 11 回:Lesson ３ pp.92-113 仕事は？ 国籍は？ 何があるか？何をしているか？ 動

詞完了形と VSO 

第 12 回:動詞完了形の特訓 

第 13 回:動詞完了形の特訓 

第 14 回:Lesson ３ pp.92-113 ～は…した。～は…しなかった。時を表す表現 数字

(pp.184-188) 

第 15 回:試験   

 

テキスト・ 

参考文献 

カラー版 CD 付 アラビア語が面白いほど身につく本 (語学・入門の入門シリーズ) アルモーメン

アブドーラ (著)KADOKAWA/中経出版 

試験・評価

方法 

平常点（課題の提出など）と期末試験 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

「アラビア語Ｂ－１（初級）」＜木曜１限＞とセットで履修する必要がある 



アラビア語 B－１（初級） 
 

開設大学 名古屋外国語大学 科目コード 303408 

担当教員 松山 洋平（外国語学部講師） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 1 単位 

開講日程 ＜前期＞ 木曜：1 限（910～1040） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 ガイダンス時に連絡 

履修条件 A-1.B-1 セット履修 

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 【授業概要】アラビア語の基礎文法を学習する。 

【学習目標】前期・後期を通じて、動詞を除く、アラビア語の基本的な文法事項を修得すること

を目標とする。 

【準備学習の内容】復習：授業で習った個所の復習を行い、疑問点をまとめる。（３０分）予

習：次回の授業で学ぶテーマの教科書の該当部分に目を通しておく（３０分）   

【授業計画】 

第 1 回:オリエンテーション 

第 2 回:文字の練習  

第 3 回:文字の練習 

第 4 回: 第２章：名詞、形容詞と定冠詞（前半） 

第 5 回:第２章：名詞、形容詞と定冠詞（後半） 

第 6 回:第３章：名詞の性、および指示詞と否定文（前半）  

第 7 回:第３章：名詞の性、および指示詞と否定文（後半） 

第 8 回:第４章：名詞・形容詞の格変化 

第 9 回:第５章：名詞の数（前半） 

第 10 回:第５章：名詞の数（後半） 

第 11 回:１章から５章までの復習 

第 12 回:第６章：指示詞（単数、双数、複数） 

第 13 回:第６章：指示詞（単数、双数、複数）：復習 

第 14 回:１章から６章までの復習 

第 15 回:試験および解説  

 

テキスト・ 

参考文献 

榮谷温子『はじめましてアラビア語』第三書館 

試験・評価

方法 

「授業中におこなう小テストの点数（３０％）」と「第１５回目の試験の点数（７０％）」によ

って評価します。 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

「アラビア語Ａ－１（初級）」＜水曜４限＞とセットで履修する必要がある 



アラビア語Ａ－２（初級） 
 

開設大学 名古屋外国語大学 科目コード 303409 

担当教員 下村 佳州紀（非常勤講師） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 1 単位 

開講日程 ＜後期＞ 水曜：4 限（1500～1630） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 ガイダンス時に連絡 

履修条件 A-2.B-2 セット履修、授業内容は前期の続き 

募集定員 5 募集時期 9 月 

講義概要 【概要】初級アラビア語会話表現の学習と実践的文法運用力の習得。海外旅行のスキットを含んだ

教科書を用いる。 

【目標】①アラビア文字の読み書き、②挨拶、③旅行の場面で 低限必要な表現を習得する。練習

を通じ、VSO 言語、屈折言語、活用形、派生形に慣れる。完璧を目指すのではなく、意思の疎通

が出来ることを目標とし、語彙が足りない部分をイントネーションで補うなどの自発的工夫がで

きるようになる。異文化にとって不適切な表現を学習する。 

【予習復習】会話は、瞬発力。そのためには、基礎練習が重要。①予習：教科書に目を通しておく

こと。６０分。②復習：文字を繰り返し書き取り、教科書付属の CD を何回も聞き直すこと。 指

示された語彙・表現・文法事項を暗記すること。120 分  

【授業計画】 

第 1 回:前期の復習 pp.44-113 

第 2 回:Lesson ４ pp.114-133 動詞未完了形 敬称 場所の副詞（ここ あそこ） ～と

（一人で） ～しましょう 

第 3 回:動詞未完了形の特訓 

第 4 回:動詞未完了形の特訓 

第 5 回:Lesson ４ pp.114-133 ～するでしょう ～しません 何を～していますか 

第 6 回:Lesson ５ pp.134-147 場所を聞く ～はどこですか ～は・・・にあります 様々

な前置詞の用法 

第 7 回:Lesson ５ pp.134-147 全ての～ ～ではない ～もまた 

第 8 回:Lesson ６ pp.148-169 歓迎の表現 A は B である（形容表現） 人称代名詞による

限定とその形容詞 

第 9 回:Lesson ６ pp.148-169 復習と確認 Lesson ７ pp.170-188 ～はありますか ～

が欲しい 何キロ 何時 

第 10 回:Lesson ７ pp.184-188 数字 時間  派生形の活用と意味 派生形の特訓 （Ⅱ

ⅢⅣ形） 

第 11 回:派生形の特訓（ⅤⅥ形） 不規則動詞の特訓（重子音動詞 ハムザ動詞） 

第 12 回:派生形の特訓（ⅦⅧⅩ形） 不規則動詞の特訓（第一語根弱動詞） 

第 13 回:派生形の特訓（Ⅱ～Ⅹ形） 不規則動詞の特訓（第二語根弱動詞） 

第 14 回:派生形の特訓（動名詞、能動・受動分詞） 不規則動詞の特訓（第三語根弱動詞） 

第 15 回:試験   

 

テキスト・ 

参考文献 

カラー版 CD 付 アラビア語が面白いほど身につく本 (語学・入門の入門シリーズ) アルモーメン

アブドーラ (著)KADOKAWA/中経出版 

試験・評価

方法 

平常点（課題の提出など）と期末試験 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

・前期からの継続授業となる 

・「アラビア語Ｂ－２（初級）」＜木曜１限＞とセットで履修する必要がある 



アラビア語 B－２（初級） 
 

開設大学 名古屋外国語大学 科目コード 303410 

担当教員 松山 洋平（外国語学部講師） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 1 単位 

開講日程 ＜後期＞ 木曜：1 限（910～1040） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 ガイダンス時に連絡 

履修条件 A-2.B-2 セット履修、授業内容は前期の続き 

募集定員 5 募集時期 9 月 

講義概要 【授業概要】アラビア語の基礎文法を学習する。 

【学習目標】前期・後期を通じて、動詞を除く、アラビア語の基本的な文法事項を修得すること

を目標とする。 

【準備学習の内容】復習：授業で習った個所の復習を行い、疑問点をまとめる。（３０分）予

習：次回の授業で学ぶテーマの教科書の該当部分に目を通しておく（３０分）   

【授業計画】 

第 1 回:前期の復習 

第 2 回:第７章：人称代名詞 

第 3 回:練習問題を解く 

第 4 回:語根について説明 

第 5 回:練習問題を解く 

第 6 回:第８章：否定辞のليس 

第 7 回:練習問題を解く 

第 8 回:第９章：前置詞 

第 9 回:練習問題を解く 

第 10 回:第１０章：数詞（前半） 

第 11 回:第１０章：数詞（後半） 

第 12 回:練習問題を解く  

第 13 回:第１１章：形容詞 

第 14 回:復習 

第 15 回:試験および解説 

 

テキスト・ 

参考文献 

榮谷温子『はじめましてアラビア語』第三書館 

試験・評価

方法 

「授業内の小テストの点数（３０％）」と「第１５回目の試験でおこなう試験の点数（７

０％）」によって評価する。 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

・前期からの継続授業となる 

・「アラビア語Ａ－２（初級）」＜水曜４限＞とセットで履修する必要がある 



地域商業まちづくり学 
 

開設大学 名古屋学院大学 科目コード 303501 

担当教員 水野・濱・井澤 

学年配当 1 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 月曜：2 限（1055～1225） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 名古屋キャンパス白鳥学舎（教室未定） 

履修条件 特になし 

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 本講義は、商店街を中心にそれに関連する地域コミュニティを対象として、講義形式で商店街の

歴史や施策、現況やそれを取り巻く環境を概説し、地域活性化の方向性や社会的意義の基本的理

解を得ることを目的とする。  

特に、コミュニティビジネス（ソーシャルビジネス）やまちづくり施策との関連性を中心にその

成功事例を取り上げて、商店街活性化に必要な資源や施策について考察する。また、名古屋学院

大学が実践する COC 事業の学習を進めるとともに、事業参加の機会についても検討したい。 

※COC 地域志向科目 

1. （水野１）ガイダンス（名古屋学院大学 COC 事業との関連も含めて）     

2. （水野２）極点社会と地域創生・まちづくり     

3. （水野３）事例研究：熱田にぎわいまちづくり     

4. （水野４）事例研究：名古屋市中央卸売市場とまちづくり     

5. （井澤１）商店街とまちづくり 円頓寺商店街     

6. （井澤２）商店街とまちづくり 大須商店街     

7. （井澤３）商店街とまちづくり 金山商店街     

8. （井澤４）都心商業地とまちづくり 栄のオープンカフェと日曜遊歩道     

9. （水野５）地域活性化ワークショップ（学生にできること・学生に期待されること）     

10. （濱１） 商業の外部性と商店街     

11. （濱２） 中小小売業の歴史と商店街     

12. （濱３） 商店街とまちづくり政策     

13. （濱４） 商業集積のマネジメント     

14. （水野６）まちづくりプランを考えようワークショップ     

15. （水野７）まとめ     

16. 定期試験期間 

テキスト・ 

参考文献 

【参考書】 

『商店街はいま必要なのか』 満薗勇 講談社現代新書 2015 

『稼ぐまちが地方を変える』 木下斉 NHK 出版新書 2015 

試験・評価

方法 

小テスト、授業態度の総合評価 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

【学習到達目標】 

地域商業・商店街についての基本的な理解を深めるとともに、地域商業と社会貢献の関係性やま

ちづくり活動との関連性について理解できる人材を育成することを目標とします。 

【履修上の注意】 

適宜授業中に小テストを実施するが、範囲は、当日のほかに前回までの授業内容を含んでいま

す。復習を必ずしておくこと。なお、一部のまちづくり実践活動は、有志での活動となり、授業

時間外で実施します。 

【事前事後学習】 

毎授業中に小テストを実施するが、範囲は、当日のほかに前回までの授業内容を含んでいます。

復習を必ずしてお 



歴史観光まちづくり学 
 

開設大学 名古屋学院大学 科目コード 303502 

担当教員 田中 智麻 

学年配当 1 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 木曜：2 限（1055～1225） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 名古屋キャンパス白鳥学舎（教室未定） 

履修条件 特になし 

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 観光地あるいは観光資源を有する地域におけるまちづくりを対象として、観光の社会的意義や観

光の歴史、国内外の観光の実態等の基礎を学びます。また、観光資源を核として、観光資源の活

用と資源保護、地域マーケティング、地域組織などについて学び、観光による地域づくりとは何

かを学びます。 

なお、講義によっては、より理解を深めるために、実務者をゲストに招いた講義を行います。 

1. 授業ガイダンス －今なぜ観光が注目されているか 

2. 日本人と観光 －江戸時代から現代旅行への変遷 

3. 観光産業 －観光を取り巻く産業、旅行会社 

4. 宿泊施設市場の変化 －世界のホテルと日本旅館、airbnb 

5. 宿泊施設のサービス -日本旅館の可能性 

6. サービスとホスピタリティ （ゲスト） 

7. 観光と交通 －観光地に必要な交通サービス 

8. 観光資源と地域振興 －地域資源を観光に活かす 

9. 地域資源の活用、 地域マーケティング（ゲスト） 

10. 観光地マーケティング －地域マーケティングとは 

11. 観光地マーケティング２ -マーケティング手法 

12. ビジネスイベントと地域振興 －MICE とは 

13. ビジネスイベントと地域振興２ －国内外の先進都市 

14. 持続可能な観光 -資源の保護、エコツーリズム 

15. これからの観光 －観光の力 

16. 定期試験 

テキスト・ 

参考文献 

特になし 

試験・評価

方法 

授業で学んだことを記述する小テストを平常点（30 点）評価とし、定期試験（70 点）とあわせ

て評価する。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

【学習到達目標】 

歴史観光まちづくりの体系的な基本学習を通じて、身近なところにある地域資源を発見し、まち

づくりを考えることのできる人材を育成することを目標とします。 

【履修上の注意】 

観光は聞いて理解するものではなく、自分で見て体験していくうちに、実感していくものです。 

時間が許す限り、多くのところに出歩いて見聞を深めましょう。 

なお、秋学期の歴史観光まちづくり演習の受講を希望される場合は、できる限り本講義に望んで

ください。 

【事前事後学習】 

日常的にテレビ・新聞・雑誌で本テーマとかかわる記事やニュースを 



減災福祉まちづくり学 
 

開設大学 名古屋学院大学 科目コード 303503 

担当教員 澤田 景子 

学年配当 1 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 木曜：3 限（1320～1450） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 名古屋キャンパス白鳥学舎（教室未定） 

履修条件 特になし 

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 今後発生が予想される南海トラフ自身や大型台風・集中豪雨に対し、災害をできるだけ減少させ

るまちづくりの取り組みである「減災まちづくり」、および社会的に弱い立場にある人々への日

常的な取り組みとしての「福祉まちづくり」を併せ持った「減災福祉まちづくり」を対象としま

す。 

本講義は、これまでの災害史と被災の実態、および減災にむけた対策、コミュニティ再生と福祉

やボランティア、さらには地域情報の習得など、減災福祉まちづくりの概念と基礎を学ぶととも

に、とりわけ「減災まちづくり情報システム（ISDM）」（名古屋都市センターと名古屋大学減災

連携研究センターとが連携して開発しているもの）を活用した災害への備えと、災害の影響は社

会的弱者に大きいことから、福祉的視点をとりいれたまちづくりを学んでいます。 

なお、それぞれの講義テーマに応じ、名古屋都市センター、レスキューストックヤード、名古屋

市防災危機管理局の協力を得ながら、一層理解が深まる講義を実施します。 

1. ガイダンス—減災福祉まちづくりとは何か— 

2. 日本の災害史とまちづくり—地震・大火災・台風・集中豪雨等— 

3. 被災するということ①地震 

4. 被災するということ②風水害 

5. 人はなぜ逃げないのか 

6. 被災に備えて—南海トラフ大地震の被害想定— 

7. 減災にむけた地域の取り組み—消防団活動や防災訓練等— 

8. 減災に向けた企業の取り組み—事業継続計画（BCP）等— 

9. 減災に向けた行政の取り組み—震災対策と風水害対策— 

10. コミュニティ再生と福祉まちづくり①—災害時と要支援者— 

11. コミュニティ再生と福祉まちづくり②—地縁組織の活動— 

12. 災害時における社会福祉の役割 

13. 災害時におけるボランティア活動の役割 

14. 減災福祉まちづくりに向けて—減災まちづくり情報システム（ISDM）を使って地域を知ろ

う— 

15. 減災福祉まちづくりに向けて私たちは今から何をしたらよいか 

16. 定期試験期間 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】 

『被災者がいちばん伝えたいこと』 レスキューストックヤード編著 2014 

『避難所運営の知恵袋』 レスキューストックヤード編著 2015 

教科書の販売についての案内を初回の授業でおこないますので、出席してください。 

【参考書】 

『防災学講座 第４巻 防災計画論』 京都大学防災研究所 編 山海堂 2003 

『三連動地震迫る』  木股文昭 中日新聞社 2011 

『人が死なない防災』 片田敏孝 集英社 2012 

『3・11 複合被災』 外岡秀俊 岩波書店 2012 

『災害ソーシャルワーク入門—被災地の 

試験・評価

方法 

毎回授業で学んだことを記述する小テストを平常点（40 点）評価とし、定期試験（60 点）とあ

わせて評価する。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記 【学習到達目標】 



事項 減災福祉まちづくりの体系的な基本学習を通じて、日常的な減災まちづくりへの取り組みや社会

的弱者への配慮（福祉）といった基本を理解できる人材を育成することを目標とします。  

【履修上の注意】 

非常に身近なテーマであり、他人事ではなく自分のこととしてとらえ、発災時にどう行動するか

常日頃考えていることが重要です。そのためには、住んでいるところ、通学ルート、大学及びそ

の界隈がどういう状況になっているのか、情報を持っていてください。 

専門用語が授業中に出てきますので、不明の言葉の意味を調べるなどして 



資源経済学 
 

開設大学 名古屋学院大学 科目コード 303504 

担当教員 木船 久雄 

学年配当 2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 月曜：2 限（1055～1225） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 名古屋キャンパス白鳥学舎（教室未定） 

履修条件 2 年生以上 

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 『資源の無い国ニッポン』。かつて，そんなタイトル本が書店を飾った。日本の食糧自給率は既

に 4 割弱，エネルギーのそれは 1 割にも満たない。生活や経済活動の生命線を外国に委ねている

のが現在の日本の姿である。 

市場メカニズムが貫徹されるグローバリゼーションの時代にあって，今さら食糧安全保障だのエ

ネルギー安全保障の時代でもあるまい。国の防衛すら米国に依存しているのだから…，といった

論もある。だからといって，現実に目をつぶって良いということにはならない。現実を正しく認

識し謙虚に考察することが，未来への第一ステップなのだから。 

本講座では，天然資源を経済学的な立場から捉える。経済活動に必要な資源の多くは，製品の原

材料やエネルギー源として利用される。原材料が無ければ携帯電話や自動車は製品化できない

し，エネルギーが無ければこれら機器は利用できない。しかし，そんな天然資源の存在やその多

くを海外に依存していること，ましてやそこに国際政治や経済的動機が潜んでいることなど一般

には認識されていない。経済活動に不可欠な天然資源は，天然であるがゆえに賦存量に限界があ

るし，それも特定地域に偏在していることが多い。こうした事情が資源の価格や市場構造を特徴

づけ，興味深い経済分析の対象となる。 

本講座では，天然資源一般に共通する経済理論および市場特性を中心に講義する。具体的には，

資源量の評価，資源価格の決定メカニズム，資源の市場構造，資源と経済発展，といったテーマ

で話を進めてゆく。 

1. 第 1 講 資源経済学とは 

2. 第 2 講 資源量の評価 

3. 第 3 講 資源問題と古典派経済学 

4. 第 4 講 資源価格決定の理論 

5. 第 5 講 資源経済の基礎理論（復習） 

6. 第 6 講 資源保有国の経済発展 

7. 第 7 講 資源市場の組織化 

8. 第 8 講 資源貿易の理論 

9. 第 9 講 成長・市場・貿易（復習） 

10. 第 10 講 資源と地球環境問題 

11. 第 11 講 地球温暖化への国際的な取組 

12. 第 12 講 温暖化問題に対する日本の対応 

13. 第 13 講 温暖化対策と経済理論 

14. 第 14 講 資源と環境（復習） 

15. 第 15 講 資源経済学の要点 

16. 第 16 講 期末試験 

テキスト・ 

参考文献 

【参考書】 

『 エネルギー政策の新展開』 木船・野村・西村共編著 晃洋書房 2017 

『低炭素社会のビジョンと課題』 木船・野村・西村共編著 晃洋書房 2010 

『環境・資源経済学』 時政 勗 中央経済社 2001 

試験・評価

方法 

学期末試験が 100％（試験で 60 点以上とれば「合格」）。 

ただし、以下を平常点として 大 50 点分を「加点材料」として考慮する。それらは、①小テス

トの成績、②授業アンケート提出状況や内容、③「自学自習」の答案練習実績、である。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記 【学習到達目標】 



事項 ①資源に関する経済理論の修得と国際的な資源市場の特異性に関する知見を深め，合理的な根拠

に基づいて国際的な見地から合理的な判断をすることができる。 

・社会問題に取り組むための思考習慣を有し，自らの意見を持ち，他者とディスカッションがで

きる。 

【履修上の注意】 

①毎回の講義後に，内容の理解度を確認するため CCS を利用したミニッツペーパの提出および

理解度調査を行う。履修者は，授業の終了後に回答を必ず提出すること。 

②学期末試験のほかに，学期中に２～３回小テストを行う。小テスト実施のタイミングは 



資源・エネルギー政策 
 

開設大学 名古屋学院大学 科目コード 303505 

担当教員 木船 久雄 

学年配当 3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 金曜：2 限（1055～1225） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 名古屋キャンパス白鳥学舎（教室未定） 

履修条件 3 年生以上 

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 朝の目覚まし時計。起きがけにブルっと震えて暖房のスウィッチをカチリ。パンを焼くトース

ター。時計代わりに点けたテレビ。通学にはバスと電車あるいはバイクや車。全てはエネルギー

無しには動かない。身につけている化繊のジャケットや靴下。食卓に並んだ季節を忘れた野菜や

果物。エアコンの効いた快適な住空間。これまた全てエネルギーの恩恵である。 

 我々の生活にはことごとくエネルギーが密接に絡んでいる。空気や水のごとく、在ってあたり

まえ、無い状態など想像できないくらい、その存在を認識せずに消費している。エネルギーを消

費することによって我々は便利さや快適さを確保し、時間を買うことさえ可能とした。 

 ところがエネルギーの確保や消費には様々な問題が伴うことを忘れてはならない。まず、日本

には経済的なエネルギー資源がほとんど存在しない。そのため、海外からの輸入に依存する。そ

こで、どのようにエネルギーを確保するかという経済安全保障の問題が出てくる。経済活動に不

可欠であるという商品特性や世界的な資源賦存が地理的に遍在していることから、この商品は歴

史上常に戦略商品となってきた。「戦争の歴史はエネルギー確保の歴史」であったといっても過

言ではない。 

 本講座の内容は，大きく 3 部で構成される。１部はエネルギーの基礎知識，２部はエネルギー

と経済，３部はエネルギー政策，である。 

 講義は全てプロジェクターとスクリーンを利用して行う。スクリーンに映し出されたパワーポ

イントのスライドは，授業の折にプリントして配布する（ただし，空欄があるので学生は授業中

にその穴埋めをする）。また，授業中に用いた資料は，CCS にアップする。 エネルギーが現代

の社会経済にいかに影響を及ぼしているか，実際のデータやトピックスを折りませながら，丁寧

に解説する。 

1. エネルギーとは 

2. エネルギー問題の重要性 

3. エネルギーバランス表の読み方 

4. エネルギー問題の基本的な知見（復習） 

5. エネルギーと経済活動 

6. エネルギーの需要分析 

7. エネルギーの供給分析 

8. エネルギー政策の経済 

9. エネルギーの経済分析（復習） 

10. 石油産業の成立 

11. 国際石油市場 

12. 電気事業と政策 

13. 原子力政策 

14. 再生可能エネルギー政策 

15. 資源エネルギー政策の要点（全体の復習）  

16. 定期試験期間 

テキスト・ 

参考文献 

【参考書】 

『エネルギー政策の新展開』 木船・野村・西村共編著 晃洋書房 2017 年 

『エネルギー白書』 経済産業省資源エネルギー庁 政府刊行物 2016 年 

『エネルギー問題入門』 リチャード・ムラー 樂工社 2014 年 

試験・評価

方法 

・学期末試験（60％）と平常点（40％） 

・平常点は授業内での報告，課題レポート 

別途必要な 特になし 



経費 

その他特記

事項 

【学習到達目標】 

①国際的な視野からエネルギー問題への理解を深め，我が国のエネルギー政策に対して，自らの

考えを持ち，他者とディスカッションできるようになる。 

②幅広い社会問題について，自ら考え，自ら取り組むための思考習慣を身に着ける。 

【履修上の注意】 

①毎回の講義後に，内容の理解度を確認するため CCS を利用したミニッツペーパの提出および

理解度調査への回答を求める。履修者は，授業の終了後にこれら二つの回答を必ず提出するこ

と。 

②学期末試験のほかに，学期中に２～３回小テストを行う。小テスト実施のタイミングは 



現代産業論 
 

開設大学 名古屋学院大学 科目コード 303506 

担当教員 十名 直喜 

学年配当 2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 金曜：1 限（910～1040） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 名古屋キャンパス白鳥学舎（教室未定） 

履修条件 2 年生以上 

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 産業は、労働・生活と深く関わり、日々、誰もが体験し接する社会的な営みで、その動向は人々

の将来をも左右する。それゆえ、現代産業論は、普遍的な学問である。 

これまでの産業論は、生産・供給という機能的側面に光をあててきたが、人々が職場や地域で織

りなす働き様や生き様、そこで培われた文化やノウハウなどの文化的側面は、対象外とされてき

た。ひとづくり、まちづくりの概念も入っていないため、現代の複雑かつ多様な産業・地域像を

深く包括して捉えることができない。 

本講義では、上記の課題に正面から向き合う。生産と地域の現場に根ざし、有形財と無形財にま

たがり、ものづくり・ひとづくり・まちづくりを三位一体化し産業システムとして捉える、国際

的にも比類のないオリジナルな現代産業論を提示する。 

それによって、現代産業と地域の多様かつ複雑な諸相と課題を、理論と実証の両面から有機的に

把握できるようにする。さらに、人間観、宇宙観、生命観を問い直し、人の働き方と暮らし方を

見直す。 

ものづくりを活かす企業・社会・地域の多様なモデルとその実像を提示する。 

教材は、理解を深め視野を広げる資料を毎回配布している。授業は、（キーワードを空白にし

た）講義レジメを軸に進め、必要に応じて、参考書および各種図表や新聞記事なども提示する。 

1. 現代産業論への招待 

2. 地球環境の創造と産業基盤 

3. 鉄からみた環境・文明史 

4. 現代産業へのアプローチ 

5. 産業システム論の基本的枠組み 

6. 産業の 3 分割と基本分類 

7. 近代産業文明の自然観・人間観 

8. 日本文明の自然観・人間観 

9. 20 世紀型産業システムとは何か 

10. 21 世紀型産業システムへの視座 

11. ものづくり産業の技術と経営—自動車 

12.     〃            —工作機械 

13. グローバル経営とひとづくり 

14. 地域産業と企業経営 

15. 持続可能な産業・地域づくり 

16. 学期末試験 

テキスト・ 

参考文献 

【参考書】 

『現代産業論』 十名直喜 著 水曜社 2017 年 

参考書をふまえ、レジメおよび各種資料を使って、授業を進める。 

試験・評価

方法 

平常点 25%、学期末試験 75% 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

【学習到達目標】 

現代産業と地域の多様かつ複雑な諸相と課題を、理論と実証の両面から理解する。ものづくり、

ひとづくり、まちづくりを、個々バラバラにではなく三位一体的に、産業システムとして捉え直

し、有機的に把握できるようにする。 

人間観、宇宙観、生命観を問い直し、人の働き方と暮らし方を見直して、それを可能とする 21



世紀型の産業システムへの視点と知恵を育みたい。 

【履修上の注意】 

授業マナーの徹底を心がける。  

【事前事後学習】 

配布資料に目を通すとともに、参考書を読んで深める。 



メディア論 
 

開設大学 名古屋学院大学 科目コード 303507 

担当教員 野尻 洋平 

学年配当 2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 木曜：1 限（910～1040） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 社会・マスコミ・情報 

教室 名古屋キャンパス白鳥学舎（教室未定） 

履修条件 2 年生以上 

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 新時代のビジネスリーダーにとってマーケティングの本質を理解することはもはや常識となって

いる。効率生産のみに力をいれていた企業も消費者ニーズに目を向け始めたが、その先の行動の

指針が見えないというのがビジネス現場の実態である。さらに、急速な情報化と国際化により、

マーケティングも日々刻々と変化し、ビジネス環境は複雑化している。本講義では、現場感覚を

重視し、顧客視点からマーケティングの本質を捕らえることに重きを置く。そして、マーケティ

ング基本戦略および商品、価格、流通、販促戦略を自ら企画構築できる実践力を養成する。また

新の IT 技術、メディア事情、などマーケティングに大きな影響を及ぼす現象をとらえ、現在の

マーケティングビジネスに即したタイムリーな講義を行う。つまり「現場ビジネス」に役立つ講

義をに力点を置く。★マーケティングは日に日に変化してゆくものであり、企業のビジネス現場

でおこったニュースを実践的に講義に加えてゆく。昨年度は燃料電池自動車の概要とその市場動

向、日本のスマホ電子部品メーカーの活躍、PB 商品活性化の背景などを講義で取り上げた。 

1. 講義概要説明とマーケティングへのイントロダクション（お客様に喜んでもらうには） 

2. マーケティングの定義とその基本理念、および顧客の重要性 

3. マーケティングの３C の概要と基本 

4. マーケティングコンセプトの変遷と現場ビジネス 

5. CSR（企業の社会的責任）とステークホルダー、ISO について 

6. マーケティング基本戦略とマーケティングミックス 基本編→顧客志向の徹底 

7. マーケティング基本戦略とマーケティングミックス 応用編→戦略作成の実際 

8. セグメンテーション、ターゲッティングの基本と実際 

9. ポジショニングの基本と実際（PET ボトル日本茶、ブランドバッグ、白鶴まるの実例をとお

して） 

10. CS と CRM：その概要と実際 

11. プロダクト・ポートフォリオ・マネジメントの基本と実際 富士フィルムの例をとおして 

12. SWOT 分析の概要とビジネスへの活用 

13. アンゾフの企業成長ベクトルとその具体例について 

14. マーケティングリサーチ：その概要と実際 

15. 講義のポイントの確認と総復習 

16. 定期試験期間 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】 

『知識ゼロからのマーケティング入門』 前田信弘 幻冬舎 2009 

適宜、プリント等の資料を配布する 

試験・評価

方法 

・評価基準：筆記試験を中心に平常点、授業態度を加味して評価する 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

【学習到達目標】 

・顧客視点に立ったマーケティングの本質理解 

・マーケティング基本戦略およびマーケティングミックス戦略の理解と応用、実践力養成 

・ビジネスの 新情報をベースにしたマーケティングセンスを身につける 

・インターネットのマーケティングへの活用 

・企業、組織の社会的責任と法令順守経営の理解 

【履修上の注意】 

受講条件は特に設けない。教員は、受講生が興味を持って積極的に理解できるように講義するこ



とを心がける。ただし、講義中の私語、携帯電話の使用、他の受講者の迷惑となる行為を取る者

に対しては、厳しい態 



マーケティング論１ 
 

開設大学 名古屋学院大学 科目コード 303508 

担当教員 清水 良郎 

学年配当 2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 木曜：3 限（1320～1450） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 名古屋キャンパス白鳥学舎（教室未定） 

履修条件 2 年生以上 

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 新時代のビジネスリーダーにとってマーケティングの本質を理解することはもはや常識となって

いる。効率生産のみに力をいれていた企業も消費者ニーズに目を向け始めたが、その先の行動の

指針が見えないというのがビジネス現場の実態である。さらに、急速な情報化と国際化により、

マーケティングも日々刻々と変化し、ビジネス環境は複雑化している。本講義では、現場感覚を

重視し、顧客視点からマーケティングの本質を捕らえることに重きを置く。そして、マーケティ

ング基本戦略および商品、価格、流通、販促戦略を自ら企画構築できる実践力を養成する。また

新の IT 技術、メディア事情、などマーケティングに大きな影響を及ぼす現象をとらえ、現在の

マーケティングビジネスに即したタイムリーな講義を行う。つまり「現場ビジネス」に役立つ講

義をに力点を置く。★マーケティングは日に日に変化してゆくものであり、企業のビジネス現場

でおこったニュースを実践的に講義に加えてゆく。昨年度は燃料電池自動車の概要とその市場動

向、日本のスマホ電子部品メーカーの活躍、PB 商品活性化の背景などを講義で取り上げた。 

1. 講義概要説明とマーケティングへのイントロダクション（お客様に喜んでもらうには） 

2. マーケティングの定義とその基本理念、および顧客の重要性 

3. マーケティングの３C の概要と基本 

4. マーケティングコンセプトの変遷と現場ビジネス 

5. CSR（企業の社会的責任）とステークホルダー、ISO について 

6. マーケティング基本戦略とマーケティングミックス 基本編→顧客志向の徹底 

7. マーケティング基本戦略とマーケティングミックス 応用編→戦略作成の実際 

8. セグメンテーション、ターゲッティングの基本と実際 

9. ポジショニングの基本と実際（PET ボトル日本茶、ブランドバッグ、白鶴まるの実例をとお

して） 

10. CS と CRM：その概要と実際 

11. プロダクト・ポートフォリオ・マネジメントの基本と実際 富士フィルムの例をとおして 

12. SWOT 分析の概要とビジネスへの活用 

13. アンゾフの企業成長ベクトルとその具体例について 

14. マーケティングリサーチ：その概要と実際 

15. 講義のポイントの確認と総復習 

16. 定期試験期間 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】 

『知識ゼロからのマーケティング入門』 前田信弘 幻冬舎 2009 

適宜、プリント等の資料を配布する 

試験・評価

方法 

・評価基準：筆記試験を中心に平常点、授業態度を加味して評価する 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

【学習到達目標】 

・顧客視点に立ったマーケティングの本質理解 

・マーケティング基本戦略およびマーケティングミックス戦略の理解と応用、実践力養成 

・ビジネスの 新情報をベースにしたマーケティングセンスを身につける 

・インターネットのマーケティングへの活用 

・企業、組織の社会的責任と法令順守経営の理解 

【履修上の注意】 

受講条件は特に設けない。教員は、受講生が興味を持って積極的に理解できるように講義するこ



とを心がける。ただし、講義中の私語、携帯電話の使用、他の受講者の迷惑となる行為を取る者

に対しては、厳しい態 



流通論 
 

開設大学 名古屋学院大学 科目コード 303509 

担当教員 濱 満久 

学年配当 2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 水曜：1 限（910～1040） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 名古屋キャンパス白鳥学舎（教室未定） 

履修条件 2 年生以上 

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 流通は、私たちの生活にとってきわめて身近な存在です。ほとんどの人たちは小売業と接した経

験を有しているはずです。しかし、それだけ存在が身近だといっても、流通のことを十分に理解

できるわけではありません。通常、流通とはメーカーが生産した製品が、私たち消費者によって

消費されるまでのすべての過程を指します。したがって私たちが普段接している小売業は流通の

一部分にすぎません。つまり、流通を理解するにはその全体にまで視野を広げることが必要にな

ります。そこで講義ではその理解のために大きく前半と後半にわけて議論します。前半は社会に

おける流通の役割など基礎的な内容について議論します。後半はそれを踏まえた事例など、より

具体的な議論をします。 

※COC 地域志向科目 

1. イントロダクション－流通システムで何を学ぶか 

2. 流通・商業のはたらき 

3. 商業の存立根拠：商業の社会性 

4. 商業の存立根拠：流通費用の視点から 

5. 商業の存立根拠：複数存在について 

6. 小売商業の構造：流通費用と商品分類 

7. 日本の小売商業の構造 

8. 日本の小売商業の構造変化：愛知県を事例として 

9. 日本の中小小売業と商業集積：名古屋市を事例として 

10. 小売業態の基礎理論 

11. 日本における小売業態の発展 

12. 卸売商業の構造 

13. 卸売商業の機能 

14. 情報化の進展と流通システム：情報化の浸透 

15. 情報化の進展と流通システム：流通への影響 

16. 定期試験期間 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】 

『ベーシック流通と商業＜新版＞』 原田英生・渡辺達朗・向山雅夫 有斐閣 2010 

【参考書】 

『流通論をつかむ』 渡辺達朗・原頼利・遠藤明子・田村晃二 有斐閣 2008 

試験・評価

方法 

試験８０％、発言など授業貢献２０％ 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

【学習到達目標】 

社会における流通の基本的な役割や性質を理解する。 

具体的な事例をとおして、商業だけでなくメーカーとの関係やその変化などより広い視点をも

つ。 

「まちづくり」など、従来の枠組みでは捉えられない新たな課題についての視点をもつ。 

あらためて「当たり前」を問う視点をもつ。  

【履修上の注意】 

欠席した場合の情報収集は自身の責任において行うこと。 

自身の買い物行動や店頭のあり方など日々の流通現場においてどのような変化があるか意識して

疑問を感じること。 



【事前事後学習】 

テキストを読んでおくこと。 

日 



情報社会論 
 

開設大学 名古屋学院大学 科目コード 303510 

担当教員 伊藤 昭浩 

学年配当 3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 火曜：2 限（1055～1225） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 社会・マスコミ・情報 

教室 名古屋キャンパス白鳥学舎（教室未定） 

履修条件 3 年生以上 

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 「情報」という言葉は極めて曖昧であるが、「情報技術（Information Technology)」の高度な

応用、象徴的にはデジタル化とネットワーク化をその基盤とする「情報社会」は着実に進展しつ

つある。 

その変化の早さ、激しさは「革命」と言うに相応しく、生活、経済、産業、教育、行政、文化

等々、あらゆる面での変化を促している一方、こうした「革命」は種々の問題も引き起こしてお

り、いわゆる「影」の部分も多く生み出している。情報社会特有の「犯罪」や「社会不安」も次

第に増加し、更には「IT を使える者」と「使えない者」つまり「デジタルディバイド」の問題も

深刻化しようとしている。 

本講義ではこうした情勢を理解し、「光」と「影」を正しく認識した上で、情報社会に生き、か

つ、その健全な発展に寄与できる「常識人としての知恵」の基盤を醸成しながら、その理論や実

際に対する理解を深めていく。 

※COC 地域志向科目 

1. 授業の概要と進め方、情報システム概論 

2. 情報社会への理論的アプローチ１「情報の非対称性」 

3. 情報社会への理論的アプローチ２「取引費用論」 

4. 情報社会への理論的アプローチ３「ネットワーク外部性」 

5. 情報社会への理論的アプローチ４「標準化」 

6. 情報化の現状と動向１ パソコンとインターネット、携帯電話の普及と発展 

7. 情報化の現状と動向２ 企業での情報活用の形態、企業間ネットワークの発展 

8. 情報化の現状と動向３ インターネットのインパクト 

9. IT 革命とその影響１ 情報化と経済 

10. IT 革命とその影響２ 情報通信政策 

11. IT 革命とその影響３ 情報教育、デジタル・デバイド -愛知県を事例とした考察- 

12. 情報化社会の危険性１ 著作権問題、プライバシー問題 

13. 情報化社会の危険性２ 暗号・電子署名・認証 不正アクセス 

14. 情報化社会の危険性３ 情報セキュリティの概念と特徴 

15. まとめ 

16. 定期試験期間 

テキスト・ 

参考文献 

【参考書】 

講義テーマに即した参考書を各回にて紹介する。 

試験・評価

方法 

レポート３０％，学期末テスト５０％，平常点２０％ 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

【学習到達目標】 

急速に進展する「IT 革命」の「光」と「影」を理解し、健全な「情報社会」の担い手として行動

する為の、基礎的な「気づき」と「理解」を深める。 

【履修上の注意】 

テーマごとに実際の事例を紹介しながら講義していくため、高い出席率とともに積極的な授業参

加を求める。なお、本講義は「地(知)の拠点整備事業」に関する地域志向型科目である。 

【事前事後学習】 

講義ごとに告知される次回テーマについて、文献およびインターネットを用いて基礎的知識およ

び理解を高めておくよう、各人が事前準備しておくこと。 



知的財産法 
 

開設大学 名古屋学院大学 科目コード 303511 

担当教員 菱沼 剛 

学年配当 3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 火曜：1 限（910～1040） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 名古屋キャンパス白鳥学舎（教室未定） 

履修条件 3 年生以上 

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 「知的財産権」とは、「特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的

財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利」をいう（知的財

産基本法）。21 世紀における経済社会において、知的財産はもっとも重要な競争力の源泉であ

る。本講義では、特許権や著作権をはじめとした各権利について、それぞれの保護対象・要件、

取得手続、帰属、効力、侵害に対する救済方法といった特色を概観する。また、各権利の活用方

法についても可能な限り扱う。 

1. 知的財産法総説     

2. 特許法(1) 対象・要件 

3. 特許法(2) 取得手続・帰属 

4. 特許法(3) 効力・侵害と救済 

5. 実用新案法 

6. 意匠法 

7. 商標法(1) 意義・登録要件 

8. 商標法(2) 取得手続、効力・侵害と救済手続 

9. 不正競争防止法(1) 総説 

10. 不正競争防止法(2) 営業秘密 

11. 著作権法(1) 総説、対象・要件と帰属 

12. 著作権法(2) 著作権・著作者人格権・著作隣接権 

13. 著作権法(3) 著作権の制限、著作権侵害と救済 

14. 著作権法(4) 著作権・著作物の利用 

15. その他の制度（種苗法、半導体チップ法、地理的表示、パブリシティ） 

16. 定期試験期間 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】 

参考書は準教科書。『知的財産権制度入門』（特許庁）「概要編」や『著作権テキスト』（文化

庁）も参照。https://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/h29_syosinsya.htm, 

http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/h28_text.pdf （各自

更新確認） 

【参考書】 

『実践知的財産法』 木棚照一（編） 法律文化社 2017 

知的財産権六法も参照する。知的財産法の範囲 

試験・評価

方法 

定期試験の成績による。小テスト、平常点も加味する。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

【学習到達目標】 

知的財産制度の基礎知識を取得するとともに、各自のキャリアに合わせて様々な局面で用いるこ

とができることを目標とする。様々な種類の知的財産権を活用したり、また他人の知的財産権を

侵害するリスクを避けるために必要な知見を取得する。  

【履修上の注意】 

実社会における利用、保護のための手続の流れ、自由利用とのバランスのために用いられた制度

に留意しながら、各制度を学習する。また、他の科目との関連や各自のキャリアパスも意識しな

がら、主体的に学ぶことが重要である。  

【事前事後学習】 



全体像を把握するた 



国際知的財産法 
 

開設大学 名古屋学院大学 科目コード 303512 

担当教員 菱沼 剛 

学年配当 3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 火曜：1 限（910～1040） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 名古屋キャンパス白鳥学舎（教室未定） 

履修条件 3 年生以上 

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 本講義では、知的財産権の国際性を踏まえた上で、知的財産権の国際的保護にかかわる代表的な

国際法源の沿革、基本原則や今後の方向性を扱う。 近の国際法源についても触れる。また、国

家間の国際的知的財産紛争の解決方法についても概観する。そして、国際法源と国内法との関

係、知的財産権にかかわる私人間の国際的な紛争解決方法について、具体的な事例を交えつつ学

習していく。 

1. 国際知的財産権法の概念とその特徴、全体図 

2. 知的財産と国際関係、知的財産関係条約・全体図 

3. 知的財産権関係条約・総説 

4. 工業所有権の国際的保護に関するパリ条約 

5. 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS 協定）総説 

6. TRIPS 協定・実体規定 

7. TRIPS 協定・権利行使および紛争解決 

8. 特許協力条約（PCT) 

9. 商標の国際出願・登録 

10. 意匠の国際出願・登録 

11. 著作権の保護に関するベルヌ条約 

12. 著作隣接権関係条約、 近の著作権・著作隣接権条約 

13. 知的財産権に関する並行輸入 

14. 職務発明・職務著作と準拠法 

15. 日本における外国知的財産権の譲渡契約・ライセンス契約 

16. 定期試験期間 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】 

教科書に準じる『国際知的財産法』は、内容が高度な箇所も多い。配布資料を中心に学習するこ

と。  

【参考書】 

『国際知的財産法』 木棚照一 日本評論社 2009 

『実践知的財産法：制度と戦略入門』 木棚照一編 法律文化社 2017 

参考資料を適宜指示する。指定された判例は、図書館などで判例百選などを参照することが望ま

しい。 

【指定図書】 

『特許判例百選 第 4 版』 中山信弘 [ほか] 編 有斐閣 2012.4 

『著作権判例百選 第 5 版』 小泉直樹[ほか]編 有斐閣 2016.12 

『実践知的財産法 

試験・評価

方法 

定期試験の成績による。小テスト、平常点も加味する。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

【学習到達目標】 

知的財産権の国際的保護のための国際法源や関連する日本法についての基礎知識と、国際的知的

財産紛争の解決のために必要な知識と法的思考力を習得する。  

【履修上の注意】 

実社会における利用、保護のための手続の流れ、情報の自由な流通とのバランスを念頭におい

て、制度を理解する。また、民法や国際私法、国際法など他の科目との関連や各自のキャリアパ



スも意識しながら、関連するニュースや公開情報との関連に注意するなど、主体的に学ぶことが

望ましい。 

【事前事後学習】 

配布資料・参考書のほか、『外国産業財産権制 



比較政治学 
 

開設大学 名古屋学院大学 科目コード 303513 

担当教員 鈴木 隆 

学年配当 2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 水曜：1 限（910～1040） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 名古屋キャンパス白鳥学舎（教室未定） 

履修条件 2 年生以上 

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 本講義では、知的財産権の国際性を踏まえた上で、知的財産権の国際的保護にかかわる代表的な

国際法源の沿革、基本原則や今後の方向性を扱う。 近の国際法源についても触れる。また、国

家間の国際的知的財産紛争の解決方法についても概観する。そして、国際法源と国内法との関

係、知的財産権にかかわる私人間の国際的な紛争解決方法について、具体的な事例を交えつつ学

習していく。 

1. 国際知的財産権法の概念とその特徴、全体図 

2. 知的財産と国際関係、知的財産関係条約・全体図 

3. 知的財産権関係条約・総説 

4. 工業所有権の国際的保護に関するパリ条約 

5. 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS 協定）総説 

6. TRIPS 協定・実体規定 

7. TRIPS 協定・権利行使および紛争解決 

8. 特許協力条約（PCT) 

9. 商標の国際出願・登録 

10. 意匠の国際出願・登録 

11. 著作権の保護に関するベルヌ条約 

12. 著作隣接権関係条約、 近の著作権・著作隣接権条約 

13. 知的財産権に関する並行輸入 

14. 職務発明・職務著作と準拠法 

15. 日本における外国知的財産権の譲渡契約・ライセンス契約 

16. 定期試験期間 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】 

教科書に準じる『国際知的財産法』は、内容が高度な箇所も多い。配布資料を中心に学習するこ

と。  

【参考書】 

『国際知的財産法』 木棚照一 日本評論社 2009 

『実践知的財産法：制度と戦略入門』 木棚照一編 法律文化社 2017 

参考資料を適宜指示する。指定された判例は、図書館などで判例百選などを参照することが望ま

しい。 

【指定図書】 

『特許判例百選 第 4 版』 中山信弘 [ほか] 編 有斐閣 2012.4 

『著作権判例百選 第 5 版』 小泉直樹[ほか]編 有斐閣 2016.12 

『実践知的財産法 

試験・評価

方法 

定期試験の成績による。小テスト、平常点も加味する。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

【学習到達目標】 

知的財産権の国際的保護のための国際法源や関連する日本法についての基礎知識と、国際的知的

財産紛争の解決のために必要な知識と法的思考力を習得する。  

【履修上の注意】 

実社会における利用、保護のための手続の流れ、情報の自由な流通とのバランスを念頭におい

て、制度を理解する。また、民法や国際私法、国際法など他の科目との関連や各自のキャリアパ



スも意識しながら、関連するニュースや公開情報との関連に注意するなど、主体的に学ぶことが

望ましい。 

【事前事後学習】 

配布資料・参考書のほか、『外国産業財産権制 



国際政治理論 
 

開設大学 名古屋学院大学 科目コード 303514 

担当教員 鈴木 隆 

学年配当 2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 木曜：3 限（1320～1450） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 名古屋キャンパス白鳥学舎（教室未定） 

履修条件 3 年生以上 

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 本講義は、国際政治の歴史・理論の基本事項を講義する。第一に、国際社会の誕生から二度の世

界大戦をへて冷戦、ポスト冷戦へと至る国際政治史を概観する。第二に、世界大戦を契機に確立

された国際政治学の理論について、基本的アプローチとしてのリアリズムとリベラリズムを解説

し、併せてその他の代表的諸理論を解説する。 

なお、本講義は、カリキュラム・ポリシーに掲げる専門科目の中の政治学科目に該当し、社会の

持続的発展に貢献できる視野の広い人材の育成を目標とするディプロマ・ポリシーを達するた

め、情報収集･分析力、論理的思考力等の技能を身に着けるとともに、本講義の学修成果を活用

し、多様な人々と協働して問題解決に向けて行動しようとする姿勢を育むことを目的とする。 

1. イントロダクション 

2. 国際社会の形成：グローバリゼーション 

3. 国際政治理論の思想的背景Ⅰ：リベラリズム 

4. 国際政治理論の思想的背景Ⅱ：リアリズム 

5. リベラリズム 

6. リアリズム 

7. コミュニケーション理論とゲーム理論 

8. 合理的行為者・組織過程・政府内政治 

9. 相互依存モデル・従属論・世界システム論 

10. ネオリアリズム 

11. ネオリベラル制度主義 

12. 国際政治の課題Ⅰ：内戦型紛争と国際テロリズム 

13. 国際政治の課題Ⅱ：核抑止・核拡散・核軍縮 

14. 国際政治の課題Ⅲ：人権と人道的介入 

15. 国際政治の課題Ⅳ：人間の安全保障 

16. 定期試験期間 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】 

『東アジア国際関係の新展開』 鈴木隆 志學社 2017 年 

教科書がカバーしていないテーマについては、適宜、レジュメを配布する。  

【参考書】 

『安全保障と国際関係』 鈴木隆ほか 内外出版 2016 年 

『国際関係論講義』 山影進 東京大学出版会 2012 年 

『東アジア統合の国際政治経済学』 鈴木隆 国際書院 2011 年 

『グローバル社会の国際関係論』 山田高敬・大矢根聡 有斐閣 2011 年 

『国際政治学をつかむ』 村田晃嗣・君塚直隆・石川卓・栗栖薫子・秋山信将 有斐閣 2009 年 

『日本外交と国 

試験・評価

方法 

期末の試験と講義の進捗に合わせて適宜実施する小テストとの結果を総合して判断する。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

【学習到達目標】 

国際政治学とは、国際関係全体の中の主権国家間の政治現象が、国際社会の中で持つ意味あるい

は機能などについて検討する学問である。そのため、現代の国際政治を理解し、その動向を見極

めるためには、現代の国際政治で生じている様々な問題の歴史的背景を理解し、分析ツールとし

ての基本的な国際政治理論を知ることが必要条件である。よって本講義は、国際政治の歴史・理



論の基本事項を解説し、現代国際政治の全体像を理解することを目標とする。  

【履修上の注意】 

本講義は、国際政治の歴史や理論について、適宜、時事問題を 



ことばの世界 
 

開設大学 名古屋学院大学 科目コード 303515 

担当教員 八亀 五三男 

学年配当 2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 火曜：3 限（1320～1450） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 名古屋キャンパス白鳥学舎（教室未定） 

履修条件 2 年生以上 

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 「ことば」を研究する分野は「文学」，「歴史」，「哲学」などに較べると、まだまだ馴染みが

薄い。言語を実用目的で学ぶ「語学」においては、国際語である英語が優先される。しかしなが

ら、言語学的には全ての言語（英語であれ、ドイツ語であれ、タガログ語であれ、何語であって

も）は同等と見なさなければならない。たとえ言語 A の使用人口が 10 億人で言語 B が 100 人

だとしても、「言語 A と言語 B は異なっている」以上のことは言えない、また言ってはならない

（×「言語 A は言語 B よりすぐれている」）。この大原則を踏まえて講義を進めていく。前半

は、「ことば（言語）」とはどのような性質（多様性、多面性）を持っているのか、「ことば」

を分析するにはどのような基準を用いればよいのか、ことばのルールはどのような原理に基づい

ているのか、構造・比較・変種などの概念を中心にその本質に迫りたい。後半では、具体的な言

語に焦点を絞り、個々の言語が「ことば」としてどのような原理の上に成り立っているのかを

探っていく。日本語・漢字、ポルトガル語・ラテン語、デンマーク語・アイスランド語がそれぞ

れワンセットになっている。 

DP:「ことば」という観点から、英語（言語）の持つ特質・特徴についての十分な知識を獲得

し、理解を深めることができる。  

1. 序 

2. ことばの多面性 

3. ことばのルール 

4. ことばの構成 

5. ことばの比較 

6. ことばの変種 

7. 日本語の構造 

8. 漢字の音訓 

9. ポルトガル語のはなし 

10. ラテン語のはなし 

11. デンマーク語のはなし 

12. アイスランド語のはなし 

13. ことばへの深層 

14. 「ことばへの興味」から「ことばの世界」へ 

15. まとめ 

16. 定期試験 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】 

こちらで準備します。 

試験・評価

方法 

試験７０％、平常点３０％ 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

【学習到達目標】 

一般的に言語とはどのような特徴を持っているのか、どのようなメカニズムででき上がっている

のかについて、明確な考えを持つことができるようになる。  

【履修上の注意】 

個々の言語についてかなり詳しい説明をしますので、言語的・文法的な現象に非常に興味のある

学生だと得るものがたくさんあると思います。集中力を必要とします。  

【事前事後学習】 



ヨーロッパではどんな言語が話されているのか、もう一度調べておいて下さい。また、授業後、

その言語の特徴を再確認することが重要です。 



アジア言語入門２ 
 

開設大学 名古屋学院大学 科目コード 303516 

担当教員 佐伯 奈津子 

学年配当 2 年 単位数 1 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 月曜：4 限（1505～1635） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 名古屋キャンパス白鳥学舎（教室未定） 

履修条件 2 年生以上 

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 「人はおらん（orang）」 

「ご飯はなし（nasi）」 

「魚はいかん（ikan）」 

「菓子を食え（kue）」 

アルファベットで表記し、発音しやすいインドネシア語は、短期間でマスターしやすい言語で

す。もともとはマレー社会（現在のインドネシア、マレーシア、シンガポール、ブルネイ、タイ

南部、フィリピン南部）の交易語であり、共通語として学ばれ、話されていたため、時制の変化

や格（主格・所有格・目的格）の区別がないなど、文法が比較的簡単だからです。 

視聴覚資料などを教材に、インドネシアの暮らしを学びつつ、旅行でつかえるインドネシア語を

身につけます。 

1. 序 

2. ことばの多面性 

3. ことばのルール 

4. ことばの構成 

5. ことばの比較 

6. ことばの変種 

7. 日本語の構造 

8. 漢字の音訓 

9. ポルトガル語のはなし 

10. ラテン語のはなし 

11. デンマーク語のはなし 

12. アイスランド語のはなし 

13. ことばへの深層 

14. 「ことばへの興味」から「ことばの世界」へ 

15. まとめ 

16. 定期試験 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】 

授業中に適宜指示する。  

【参考書】 

『旅の指さし会話帳②インドネシア インドネシア語』 武部洋子 情報センター出版局 2011 

『 新インドネシア語小辞典』 佐々木重次 2008 

『 新インドネシア語小辞典』は、書店では購入できないため、希望者の分をまとめて注文す

る。 

試験・評価

方法 

授業態度（40％）、学期中小テスト（60％） 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

【学習到達目標】 

・基礎的なインドネシア語の能力（読み、書き）を身につける。 

・インドネシア語で 低限の日常会話ができるようにする。  

【履修上の注意】 

語学は日々の積み重ねなので、1 回でも欠席すると、授業についていくのがたいへんです。毎回

出席するようにしてください。 



インドネシア中長期留学を検討している学生は、必ず履修してください。 

愛知県は、日本でもっとも多くのインドネシア人が住む地域です。授業以外にも、インドネシア

人と交流したり、インドネシアの文化に触れる機会を設けるので、積極的に参加してください。 



キリスト教文化論１ 
 

開設大学 名古屋学院大学 科目コード 303517 

担当教員 黒柳 志仁 

学年配当 2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 水曜：2 限（1055～1225） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 名古屋キャンパス白鳥学舎（教室未定） 

履修条件 2 年生以上 

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 人類の歴史において、音楽と宗教は密接な関係を保っている。音楽には感情を増幅させる働きも

あり、宗教を伝える言葉もまた、本来は音声である。声に出して読み、語り伝えるためには、発

声、発音、アクセント、リズムなどの音声表現に付随する韻律要素を含んでいる。キリスト教は

そのルーツであるユダヤ教と同じように神を賛美し、歌うことを重視してきた。祈りは歌へと通

じ、旧約聖書には様々な楽器が登場し、出エジプト記にある「主に向かって歌え」(15:21)は、

弦楽器が奏でる詩編の祈りを経て、J.S.バッハに至る賛美の歌の原点にもなっている。嬉しい時

も悲しい時も、神に向かって歌った歴史もキリスト教の文化を作り上げてきたのである。本科目

では、旧約聖書、新約聖書の内容を伝えるために、音楽がどのように用いられてきたか、礼拝の

テーマに基づいて教会音楽を分類し、その役割や機能について学ぶ。 

1. オリエンテーション 音楽がもたらすもの 

2. 聖書と音楽の関わり  旧約聖書と楽器 

3. 楽譜の情報 

4. ローマ教会とグレゴリオ聖歌  ラテン語聖歌の伝統 

5. 中世ポリフォニーと宗教歌曲  音楽劇と典礼劇 

6. ルネサンスにおける表現の自由  新譜法とミサ曲 

7. 初期ルネサンスの教会音楽  器楽の発達 

8. ルネサンス隆盛期の教会音楽  教会建築と音響効果 

9. ドイツの宗教改革とその波及  コラールの展開 

10. 宗教改革における表現の自由  聖書のみ、信仰のみ、万人祭司 

11. バロックへの道  オルガンの発達と通奏低音の役割 

12. バロック期のイタリア 

13. バロック期のフランスとイングランド 

14. バロック期のドイツ 

15. 日本と西洋音楽 

16. 定期試験期間 

テキスト・ 

参考文献 

【参考書】 

『グレゴリオ聖歌』 水嶋 良雄 音楽之友社 1966 年 

『詩篇の音楽』 寺本 まり子 音楽之友社 2004 年 

『キリスト教音楽の歴史／初代教会から J.S.バッハまで』 金澤 正剛 日本キリスト教団出版局 

2005 年 

『キリスト教と音楽／ヨーロッパ音楽の源流をたずねて』 金澤 正剛 音楽之友社 2007 年 

講義内で適宜紹介する。 

試験・評価

方法 

授業への主体的参加と発言：20 点 

毎回授業で配布するコメントペーパーの内容：30 点 

レポート：50 点 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

【学習到達目標】 

・キリスト教音楽に影響を及ぼした表現の変遷を学ぶこと。 

・音楽史を概観できるようになること。  

【履修上の注意】 

・初回の講義で、評価方法や出欠の取り方などを含めた履修上の注意事項を説明する。 

・講義内で配布したプリントはすべて CCS の教材 BOX にアップロードする。やむを得ない理由



で講義を欠席した場合、あるいは復習のために活用すること。 

【事前事後学習】 

図書館（名古屋キャンパス・瀬戸キャンパス）に所蔵されている音楽史に関する書籍を通読する

こと。 



キリスト教文化論２ 
 

開設大学 名古屋学院大学 科目コード 303518 

担当教員 黒柳 志仁 

学年配当 2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 水曜：2 限（1055～1225） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 名古屋キャンパス白鳥学舎（教室未定） 

履修条件 2 年生以上 

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 人はこれまで、言葉や絵、文字にはじまり、紙、印刷、写真、録音、映像といったメディア技術

の進歩に応じて情報伝達をしてきた。西洋のキリスト教芸術はそもそもの始めから、超越的な神

や聖なる存在を、眼に見える形や色彩で表現しうるか、という大きな課題から出発している。キ

リスト教は、絵の具などの物質的な材料で不可視の霊性をとらえることの不可能性を自覚しつつ

も、信徒の教化や徳の養成に、芸術や聖堂建築を積極的に利用し作品として生み出していった。

中世から近世の作品に描写されている芸術表現の歴史を辿ることで、そこにはリアリズムを求め

る立体的表現、円環的に配される群像、高度な遠近法が用いられる背景など、絵画技術の進歩を

キリスト教芸術から学び知ることができる。本科目ではキリスト教芸術の主題や図像について聖

書から学ぶとともに、作品表現の様式的な変化を生じさせた時代背景や要因について紹介する。 

1. オリエンテーション、絵画がもたらすもの 

2. 画材の歴史 

3. 古代ギリシア美術、幾何学様式 

4. アルカイック美術、エジプトの大彫刻 

5. 古代ローマ美術、写実的肖像彫刻、肖像画 

6. 初期キリスト教美術、精神と神秘の装飾 

7. ビザンティン美術、東ローマ帝国のモザイクと聖像 

8. ロマネスク美術、修道院の美術 

9. ゴシック美術(1)、写本のミニアチュール、板絵祭壇画の自然主義的表現 

10. ゴシック美術(2)、着色ガラスと聖堂のステンドグラス 

11. 初期ルネサンス、人間の精神と肉体、神話画と遠近法 

12. 盛期ルネサンス、均整と調和の古典主義芸術 

13. ヴェネチア派、豊麗な色彩と詩的暗示的表現 

14. 北方ルネサンス、精密・正確な描写（北方ヨーロッパ）の写実的表現 

15. マニエリスム、反自然主義的美 

16. 定期試験期間 

テキスト・ 

参考文献 

【参考書】 

適宜講義内で紹介する。 

試験・評価

方法 

授業への主体的参加と発言：20 点 

毎回授業で配布するコメントペーパーの内容：30 点 

レポート：50 点 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

【学習到達目標】 

・聖書の内容とキリスト教絵画に表現された意味を理解できるようになること。 

・キリスト教絵画に影響を及ぼした表現の変遷を学ぶこと。  

【履修上の注意】 

・初回の講義で、評価方法や出欠の取り方などを含めた履修上の注意事項を説明する。 

・講義内で配布したプリントはすべて CCS の教材 BOX にアップロードする。やむを得ない理由

で講義を欠席した場合、あるいは復習のために活用すること。 

【事前事後学習】 

図書館（名古屋キャンパス・瀬戸キャンパス）に所蔵されている西洋絵画史に関する書籍を通読

すること。 



文化人類学 
 

開設大学 名古屋学院大学 科目コード 303519 

担当教員 宮坂 清 

学年配当 1 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 木曜：4 限（1055～1225） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 名古屋キャンパス白鳥学舎（教室未定） 

履修条件 特になし 

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 文化人類学は、人類のさまざまな営みをとおして「人類とは何か」を考える学問である。本講義

では、まず文化人類学の基礎を学び、続いて人間の社会、次いで経済を取り上げ、それらを文化

人類学的にみる方法を学んでゆく。映像資料を活用し、わかりやすい講義を目指す。 

1. オリエンテーション:講義内容・評価方法について 

2. 文化人類学の基礎(1):人類の来た道 

3. 文化人類学の基礎(2):言語獲得と文化 

4. 異文化に触れる(1):ドキュメンタリー観賞 

5. 文化人類学の基礎(3):人種とはなにか 

6. 文化人類学の基礎(4):民族とはなにか 

7. 文化人類学の基礎(5):言語の盛衰と民族文化 

8. 人類と社会(1):生殖と社会 

9. 人類と社会(2):婚姻と社会 

10. 人類と社会(3):親族の理論 

11. 人類と社会(4):現代社会の性と生殖 

12. 異文化に触れる(2):映画鑑賞 

13. 人類と経済(1):交換 

14. 人類と経済(2):市場経済と伝統経済 

15. 人類と経済(3):贈与 

16. 定期試験期間 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】 

特に指定しない。 

【参考書】 

『よくわかる文化人類学』 綾部恒雄、桑山敬己編 ミネルヴァ書房 2010 年 

【指定図書】 

『よくわかる文化人類学 第 2 版』 綾部恒雄, 桑山敬己編 ミネルヴァ書房 2010.2 

試験・評価

方法 

平常点（40％）、期末試験（60％）により評価する。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

【学習到達目標】 

人類文化の複雑な状況を読み解くための、文化人類学的な思考力の基礎をつくることを目標とす

る。  

【履修上の注意】 

講義内容を理解するだけでなく、問題意識をもちそれを展開する積極的な態度を求める。  

【事前事後学習】 

指示された参考書を読むことが望まれる。 



比較文化・社会論１ 
 

開設大学 名古屋学院大学 科目コード 303520 

担当教員 土屋 勝彦 

学年配当 2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 月曜：1 限（910～1040） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 名古屋キャンパス白鳥学舎（教室未定） 

履修条件 2 年生以上 

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 世界のさまざまの人々の生活様式をとらえる映像作品をもとに、日本と諸外国との文化および社

会の共通性と差異を比較検討する。まず身近な異文化として、日系ブラジル人たちのドキュメン

ト、混血児のドキュメンタリー作品から日本における異文化の問題を取り上げ考える。次にフラ

ンス、ドイツ、イギリス、アメリカなどで製作された映像作品から、日本と欧米のものの見方や

考え方の違いに着目しつつ、そこから日欧米の社会と文化を比較考察する。 

1. 『パリ 20 区、僕たちのクラス』2008 年フランス映画 

2. 『ロスト・イン・トランスレーション』2003 年アメリカ映画 

3. 『孤独なツバメたち』2012 年日本・ブラジル映画 

4. 『移民の記憶』1997 年フランス映画 

5. 『ハーフ』2013 年日本映画 

6. 『世界がもし 100 人の村だったら』2003-2004 年ドキュメンタリー 

7. 『世界がもし 100 人の村だったら』2005-2009 年ドキュメンタリー 

8. 『おじいさんの里帰り』2011 年ドイツ映画 

9. 『イン・ディス・ワールド』2003 年イギリス映画 

10. 『ソフィアの夜明け』2009 年ブルガリア映画 

11. 『堕天使のパスポート』2002 年イギリス映画 

12. 『イロイロ』2013 年シンガポール映画 

13. 『ゲート・トゥ・ヘヴン』2003 年ドイツ映画 

14. 『もんぜん』1999 年ドイツ映画 

15. 総括と討論 

16. 筆記試験期間 

テキスト・ 

参考文献 

【参考書】 

『映画でめぐるドイツ : ゲーテから 21 世紀まで』 青地伯水 編 松籟社 2015 

『図説ドイツの歴史』 石田勇治 編 河出書房新社 2007 

『ヨーロッパ覇権史』 玉木俊明 ちくま新書 2015 

『世界史とヨーロッパ』 岡崎勝世 講談社現代新書 2003 

試験・評価

方法 

毎回のコメントカード 50％とレポート課題 50％により総合的に評価する。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

【学習到達目標】 

世界の様々な生活様式について知見を深め、日本の状況との比較考察から、異文化への理解を深

めると同時に複眼的な視座を得る。  

【履修上の注意】 

毎回映像作品を扱うので、よく観察しメモを取り、各作品に表象される事柄の時代的文化的背景

を探り、日欧米の文化や思考方法を比較検討すること。  

【事前事後学習】 

復習課題、または予習課題を課す。 



ヨーロッパ文化総論 
 

開設大学 名古屋学院大学 科目コード 303521 

担当教員 土屋 勝彦 

学年配当 2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 木曜：1 限（910～1040） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 名古屋キャンパス白鳥学舎（教室未定） 

履修条件 2 年生以上 

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 ヨーロッパの多様な文化を貫く原理と地域的諸問題を紹介し、その特質に言及する。そこから

ヨーロッパ地域の文化的特色と独自性を考える。20 世紀のヨーロッパは激動の歴史に翻弄され

てきた。本講義ではそうした歴史的社会的事件に遭遇した人々の生き方に焦点を当てて、その社

会文化的な背景と意義をともに考えたい。具体的には、ドイツのベルリンを主題とする映画作品

を通して、ドイツ現代史に関わる諸問題を地域文化表象の視点から考察する。すなわち第二次大

戦時のナチズム・ドイツ、ホロコースト、冷戦時代の東西両ドイツの歴史文化、ベルリンの壁と

壁崩壊後の統一ドイツの状況などをめぐって知見を深め、ドイツを中心とする中欧地域の歴史文

化のあり方と将来像を探る。 

1. 『シンドラーのリスト』１、反ユダヤ主義 

2. 『シンドラーのリスト』２、ホロコースト問題 

3. 『白バラの祈り』１、ナチズム体制への抵抗 

4. 『白バラの祈り』２、正義と自己犠牲 

5. 『トンネル』１、東ドイツからの脱出 

6. 『トンネル』２、社会主義と西側社会 

7. 『佳き人のためのソナタ』１、シュタージによる監視社会 

8. 『佳き人のためのソナタ』２、自由への道 

9. 『東ベルリンから来た女』１、東ドイツの日常 

10. 『東ベルリンから来た女』２、自由と使命 

11. 『グッバイ、レーニン』１、統一ドイツの問題 

12. 『グッバイ、レーニン』２、東ドイツへのノスタルジー 

13. 『ベルリン、僕らの革命』１、戦後ドイツの生き方 

14. 『ベルリン、僕らの革命』２、資本主義の闇 

15. まとめと議論、ヨーロッパの戦後体制と EU 

16. 定期試験期間 

テキスト・ 

参考文献 

【参考書】 

『映画でめぐるドイツ : ゲーテから 21 世紀まで』 青地伯水 編 松籟社 2015 

『図説ドイツの歴史』 石田勇治 編 河出書房新社 2007 

『ヨーロッパ覇権史』 玉木俊明 ちくま新書 2015 

『世界史とヨーロッパ』 岡崎勝世 講談社現代新書 2003 

試験・評価

方法 

毎回のコメントカード 50％とレポート課題 50％により総合的に評価する。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

【学習到達目標】 

世界の様々な生活様式について知見を深め、日本の状況との比較考察から、異文化への理解を深

めると同時に複眼的な視座を得る。  

【履修上の注意】 

毎回映像作品を扱うので、よく観察しメモを取り、各作品に表象される事柄の時代的文化的背景

を探り、日欧米の文化や思考方法を比較検討すること。  

【事前事後学習】 

復習課題、または予習課題を課す。 



日本の民俗学 
 

開設大学 名古屋学院大学 科目コード 303522 

担当教員 宮坂 清 

学年配当 2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 金曜：1 限（910～1040） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 名古屋キャンパス白鳥学舎（教室未定） 

履修条件 2 年生以上 

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 民俗学は、習俗、民間伝承、祭りなど、現代まで人々により受け継がれてきた営みを取り上げ、

現代から過去へとさかのぼり、古きを訪ねる学問である。本講義では、とりわけ民俗学者・谷川

健一の思索に寄り添い、古代日本における「神と自然と人間の交渉」がどのようなものであった

かについて考えていく。 

1. オリエンテーション:講義内容・評価方法について 

2. 民俗学の基礎(1):柳田國男と民俗学 

3. 民俗学の基礎(2):民俗学の見方 

4. 古代人の世界観(1):古代における「時間」 

5. 古代人の世界観(2):世界のはじまり 

6. 古代人の世界観(3):現世と他界 

7. 古代人の世界観(4):他界からの来訪神 

8. 民俗学を観る(1):ドキュメンタリー鑑賞 

9. 古代人の世界観(5):循環する世界 

10. 古代人の世界観(6):生まれがえり 

11. 日本の神(1):アニミズム 

12. 日本の神(2):かしこきもの 

13. 日本の神(3):白鳥信仰 

14. 日本の神(4):タマ 

15. 日本の神(5):タマシイ 

16. 定期試験期間 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】 

指定しない。 

【参考書】 

『民俗学の愉楽』 谷川健一 現代書館 2008 年  

【指定図書】 

『民俗学の愉楽 : 神と人間と自然の交渉の学、谷川民俗学の真髄』 谷川健一文 ; 清重伸之イラ

ストレーション 現代書館 2008.10 

試験・評価

方法 

平常点（40％）、期末試験（60％）により評価する。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

【学習到達目標】 

日本の習俗や民間伝承、祭りに底流する水脈をたどることで、日本文化の原初のありようを理解

する。  

【履修上の注意】 

講義内容を理解するだけでなく、問題意識をもちそれを展開する積極的な態度を求める。  

【事前事後学習】 

指示された参考書を読むことが望まれる。 



中国文化社会論 
 

開設大学 名古屋学院大学 科目コード 303523 

担当教員 黄 名時 

学年配当 2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 木曜：4 限（1505～1635） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 名古屋キャンパス白鳥学舎（教室未定） 

履修条件 2 年生以上 

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 明治の脱亜入欧から 100 年余を経た今日、日中間では経済、科学技術、教育、文化など多方面

で曾てない人的物的交流が幅広く行われている。親日の爆買が急増し、中国が疎遠でなく意識と

して再び身近な存在になっている。講義では、ダイナミックな多様性を特色とする巨大中国の

様々な文化事象と社会様相を紹介する。特に、歴史と文化、国家と社会、中央と地方などの中華

世界の諸問題を中心に、中国の文化・社会の歴史的変容と現代的課題について考察する。 

悠久の絢爛たる文化を有する歴史の国—中国。恐らくその中国はほとんどの学生にとってとても

遠い存在であると同時に、しかし何かと気になる隣国でもあろう。日本と中国とは古来、一衣帯

水の隣人、つまりお隣同士の間柄であり、中国発明の漢字の筆談でコミュニケーションを図るこ

とができるのは世界広しといえども今や唯一中国人と日本人しかいない。 

今日、欧米諸国以外では唯一中国のみが国連常任理事国であり、中国語は国連公用語の一つにも

なっている。東アジアの歴史は古代から現代にいたるまで常に中国を中心に展開してきた。中国

文化圏に属する周辺の日本や朝鮮・琉球およびベトナムその他東南アジア・南太平洋などの国々

は、時に衛星国として政治的にも文化的にもその影響を強く受け続けてきた。秦漢時代に中国を

宗主国とする朝貢・冊封体制が構築され、これが、以後二千年間にわたって継承された華夷秩序

として知られるものである。 

超大国中国は多民族国家であり、今も 56 もの民族が暮らしている。北京や上海など富裕層が集

る大都会もあれば、雲南省や甘粛省など貧困な人々の多く住む地方もある。 

授業では中国の地理・歴史のほか、衣食住、教育、余暇・レジャー、社交、冠婚葬祭、伝統行

事、信仰・宗教、少数民族、ジェンダー、学生生活、就活・婚活、少子高齢化の問題など、今日

の中国の生活実態やライフスタイルについて幅広く講授する。 

中国とはどのような国なのか、中国語とはどの様な言葉なのか、悠久の歴史と雄大な国土の中で

育まれてきた大陸文化の特質を解説し、今日の中国社会に対する理解を深めていきたい。 

1. 中国の文化＆社会へのアプローチ 

2. 中国 —力の王朝の歴史— 

3. 日中文化交渉史 —唐長安城と遣唐使— 

4. 中国文明の進化と停滞 

5. 中国文化の特質 —円卓を囲んで— 

6. 日中の懸け橋(1) `火鍋`＆エリート教育 

7. 日中の懸け橋(2) カリスマブロガー＆建築家 

8. 新人類バーリンホゥ＆中国ブランド 

9. 中国への日本企業のアウトソーシング 

10. ジェンダーと社会の課題 —ワーキングプア＆女性の貧困— 

11. 中国の婚活＆結婚事情 —新旧社会３世代の比較— 

12. 中国の女性 —億万長者・料理人・スポーツ選手— 

13. 中国雲南省の少数民族と地域開発ブーム 

14. 中国の人気ファッション 

15. スーパーパワー中国の復興 

16. 定期試験期間 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】 

プリント配布  

【参考書】 

『中国文化史大事典』 黄名時ほか 大修館書店 

『現代中国の社会とくらし』 姜波ほか 大学教育出版 



『現代中国を知るための４４章』 曽根康雄、藤野彰 明石書店 

『中国の衝撃』 溝口雄三 東京大学出版会 

『日中逆転 膨張する中国の真実』 日本経済新聞社 日本経済新聞出版社 

『漢民族と中国社会』 橋本萬太郎 山川出版社 

試験・評価

方法 

授業態度と毎回の小テスト評点（50％）および学期末テスト（50％）の成績でもって評価す

る。 

毎週講義の 後に小テストを課し、授業内容について受講生に感想・意見・論評・質問等を答案

用紙に書いてもらい文章力を評価する。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

【学習到達目標】 

昨今の中国大陸では、14 億人の力が突然解き放たれたかのように、全土が活力に満ち溢れた様

相を呈している。講義ではいくつかのテーマに分け、勢いの凄まじい中国の現状を一つ一つ理解

できるように工夫をしていきたい。 

受講生が、中国の人々の行動様式・喜怒哀楽・生活習慣・伝統文化および 新の社会事情につい

て、全般的な基礎知識が得られることを学習の目標とする。 

教室では折を見て、中国の社会環境や街角・暮らしぶり・人々の素顔など中国現地の 新状況を

映した VTR のビジュアル映像資料を用い、目と耳からの情報で 



南アジア文化社会論 
 

開設大学 名古屋学院大学 科目コード 303524 

担当教員 宮坂 清 

学年配当 2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 金曜：1 限（910～1040） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 名古屋キャンパス白鳥学舎（教室未定） 

履修条件 2 年生以上 

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 本講義では、南アジアの多様かつ豊かな文化・社会の諸相を、宗教文化、とりわけヒンドゥー教

文化に注目しつつ学ぶ。まず、地域を概観して大まかなイメージをつかみ、続いてヒンドゥー教

について、世界観、時間論と宇宙論、神々と祭り、といったテーマを考察し、 後にインドの歴

史を学ぶ。広くアジアの精神文化の源泉となってきたインドの宗教文化を適切に理解するための

視点を身につける。 

1. オリエンテーション:講義内容・評価方法について 

2. インドへの誘い(1):インドの自然と大地 

3. インドへの誘い(2):恵まれた大地と無所有の思想 

4. ヒンドゥー教とは何か(1):呼称、信者、歴史 

5. ヒンドゥー教とは何か(2):「食」に息づく生命への想い 

6. ヒンドゥー教とは何か(3):食物のタブー 

7. ヒンドゥー教とは何か(4):苦行から世界平和へ 

8. ヒンドゥー教の時間論と宇宙論(1):輪廻する時間、輪廻する宇宙 

9. ヒンドゥー教の時間論と宇宙論(2):カルマンからの離脱 

10. ヒンドゥー教の神々と祭り(1):ヴィシュヌとシヴァ 

11. ヒンドゥー教の神々と祭り(2):聖なる力への信仰 

12. ヒンドゥー教の神々と祭り(3):女神の祭礼 

13. インド史(1):古代〜中世 

14. インド史(2):近世〜近代 

15. インド史(3):近代〜現代 

16. 定期試験期間 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】 

指定しない。 

【参考書】 

『ヒンドゥー教 —インドという謎』 山下博司 講談社 2004 年 

【指定図書】 

『ヒンドゥー教 : インドという「謎」』 山下博司編 講談社 2004.5 

試験・評価

方法 

平常点（40％）、期末試験（60％）により評価する。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

【学習到達目標】 

南アジア地域の文化・社会に関する基礎的な知識を身につけ、特にそれらを宗教文化という点か

ら理解する方法を身につける。  

【履修上の注意】 

講義内容を理解するだけでなく、問題意識をもちそれを展開する積極的な態度を求める。  

【事前事後学習】 

特になし。 



演劇の世界 
 

開設大学 名古屋学芸大学 科目コード 303601 

担当教員 田尻 紀子（管理栄養学部教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 金曜：2 限（1125～1255） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 芸術・文学・表現 

教室 日進キャンパス 5 号館 2 階 524 教室 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 ＜授業のテーマ及び到達目標（ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰとの関連）＞ 

〔テーマ〕浄瑠璃の成立と古典演劇の展開 

１．「文楽」として親しまれている人形浄瑠璃の成立と展開をたどり日本の文化の理解を深め

る。 

２．浄瑠璃・歌舞伎の歴史について学び、代表的な作品を鑑賞できるようになる。 

３．現代の日本文化への影響も含めて考察し、古典芸能や日本文化についての理解を深める。 

＜授業の概要＞ 

「文楽」として親しまれている人形浄瑠璃の成立と展開をたどりながら、浄瑠璃・歌舞伎の歴史

について学び、代表的な作品を鑑賞できるようになると共に、現代の日本文化への影響も含めて

考察し、古典芸能や日本文化についての理解を深めることを目標とする。浄瑠璃は、江戸時代に

「語り」と伴奏を伴った人形劇として完成されたが、その源流は、中世の『平家物語』（平曲）

にまで遡る。本講義では、浄瑠璃成立までの歴史的展開をたどった後、大人気を博した近松門左

衛門の世話浄瑠璃作品を紹介し、その特色について考察する。また、作品を鑑賞しながら、歌舞

伎との関わりや、時代物の三大名作『菅原伝授手習鑑』『義経千本桜』『仮名手本忠臣蔵』につ

いても言及し、近世に流行した演劇や近世文化が現代に与えた影響について考察する。 

＜授業計画（回数ごとの内容、授業技法等）＞ 

第 01 回 オリエンテーション・芸能の起源 

第 02 回 時代の特色—中世— 

第 03 回 『平家物語』と「語り」の成立 

第 04 回 平曲の衰退と早物語『浄瑠璃物語』の流行 

第 05 回 浄瑠璃節と人形浄瑠璃の成立 

第 06 回 歌舞伎と浄瑠璃 

第 07 回 古浄瑠璃と新浄瑠璃 

第 08 回 近松門左衛門について 

第 09 回 世話物の世界—『曽根崎心中』について— 

第 10 回 世話物の世界—『冥途の飛脚』について— 

第 11 回 作品鑑賞① 

第 12 回 時代物の世界—時代物三代名作— 

第 13 回 『義経千本桜』について 

第 14 回 作品鑑賞② 

第 15 回 試験・まとめ 

 

テキスト・ 

参考文献 

必要に応じて資料を配付する。 

試験・評価

方法 

期末の試験の成績（約 80％）や作品鑑賞時等のレポート（約 20％）によって総合的に評価す

る。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

＜自己学習（予習・復習等）の内容・時間＞ 

作品鑑賞に際しては、資料を事前に配付するので、授業の前に目を通したうえで、あらすじや特

色など、作品に対する基礎的な知識を身につけておくこと。シラバスあるいは授業時に示される

次回の授業で扱われる話題について予習する（週 90 分）、授業時に生じた疑問点等について調

べ、まとめる（週 90 分）。 



テキストは特に使用せず、講義と配布資料に基づいて授業を進めていくので、講義内容を把握で

きるよう、ノートの取り方を工夫すること。また、授業を始める前に、コメントの記入できる出

席カードを 



食物とアレルギー 
 

開設大学 名古屋学芸大学 科目コード 303602 

担当教員 和泉 秀彦（管理栄養学部教授） 

学年配当 4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 月曜：1 限（940～1110） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 家政・生活 

教室 日進キャンパス東館 3 階 E33 教室 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 ＜授業のテーマ及び到達目標（ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰとの関連）＞ 

タンパク質は、生体を構成している成分の中で も多く、様々な機能を果たす。タンパク質の摂

取なしに生命の維持は考えられない。しかし、そのタンパク質の摂取によって食物アレルギーは

引き起こされることがある。そこで、この講義では、タンパク質の基本的な性質を理解し、食物

アレルギーの発症およびその抑制について理解することを到達目標とする。 

（「食育実践能力」◎、「栄養ケア実践能力」◯、「食に関する情報発信能力」◯） 

＜授業の概要＞ 

食物アレルギーを引き起こすタンパク質の性質、食物アレルギーの発症機構（免疫反応含む）と

その抑制（除去、低アレルゲン食品、免疫療法）、さらに食物アレルギーの現況とその対応につ

いて講義する。 

＜授業計画（回数ごとの内容、授業技法等）＞ 

第 01 回 アミノ酸 

     タンパク質の構造 

第 02 回 タンパク質の分類 

     タンパク質の変性 

第 03 回 タンパク質の消化 

第 04 回 免疫反応 1 

第 05 回 免疫反応 2 

第 06 回 食物アレルギーの発症機構 1 

第 07 回 食物アレルギーの発症機構 2 

第 08 回 食物アレルギーの抑制 

第 09 回 食品の低アレルゲン化 

第 10 回 食物アレルギーの疫学、症状と治療（アナフィラキシーを含む） 

第 11 回 食物アレルギーの検査と診断（食物経口負荷試験） 

第 12 回 食品別のアレルギー対応 

第 13 回 栄養指導（食品表示制度） 

第 14 回 免疫寛容の誘導と経口免疫療法 

第 15 回 食物アレルギーの社会的対応とレポートに関するフィードバック 

第 10～15 回の講義では、あいち小児保健医療総合センターアレルギー科の医師が講義協力者と

して参加 

 

テキスト・ 

参考文献 

認定 NPO 法人 アレルギー支援ネットワーク編 これだけでわかる食物アレルギー みらい 

試験・評価

方法 

レポートにより評価する。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

＜自己学習（予習・復習等）の内容・時間＞ 

食品学ⅠおよびⅡの内容をよく復習しておくこと。（週 90 分） 

授業において生じた問題点等について自分で調べまとめておくこと。（週 90 分） 

 



ユニバーサルデザイン論 
 

開設大学 名古屋学芸大学 科目コード 303603 

担当教員 川原 啓嗣（メディア造形学部教授） 

学年配当 3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 火曜：2 限（1125～1255） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 芸術・文学・表現 

教室 日進キャンパスメディア造形学部 C 棟 2 階 MC215 教室 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 ＜授業のテーマ及び到達目標（ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰとの関連）＞ 

ユニバーサルデザイン（Universal Design:以下、適宜 UD と略す）に関する基本的な知識を身

につけ、人間の多様性と生活環境との関係性への理解および洞察をもとに、受講者が自発的に問

題意識を持ち、人間中心のデザインについて考える力を養うことを到達目標とする。 

[知識・理解◎／意欲・態度・社会性○] 

＜授業の概要＞ 

ユニバーサルデザインとは、年齢、性別、国籍、文化、慣習、能力の違い等にかかわらず、でき

る限り 大限多くの人に利用可能であるように 初から意図して、機器、建築、空間、システム

などをデザインすることである。本科目においては、人間とその周囲の生活環境との関係性にお

いて、人間中心のデザインに必要な知識を、建築、人間工学、社会学、心理学、生理学、人類学

等の学問的体系から修得・考察することを目的とする。 

＜授業計画（回数ごとの内容、授業技法等）＞ 

第 01 回 概論（授業概要／ユニバーサルデザインの理念） 

第 02 回 多様性と包摂性（誰のためのユニバーサルデザイン？） 

第 03 回 普及・教育（バリアフリーからユニバーサルデザインに至る経緯・歴史） 

第 04 回 ユーザー特性（高齢者・障害者の身体特性と日常生活における留意点） 

第 05 回 建築・まちづくりの UD（生活環境のデザイン） 

第 06 回 交通の UD（公共交通と公共空間における移動） 

第 07 回 情報・コミュニケーションの UD（サインや情報のデザイン） 

第 08 回 住宅・設備の UD（ユーザビリティのデザイン） 

第 09 回 商品・生活用品の UD（身の回りの生活用品のデザイン） 

第 10 回 衣と食の UD（ファッションデザインとパッケージデザイン） 

第 11 回 法令・規格（国際人権宣言から ISO/IEC ガイド 71 まで） 

第 12 回 人間中心のデザイン思考（人権・人間性の尊重） 

第 13 回 地球環境保全（持続可能な社会の実現に向けて） 

第 14 回 平和・国際貢献（世界を救う UD） 

第 15 回 安全・防災（災害時の避難環境における UD）／まとめ（試験・レポートのフィード

バック） 

 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】 

「知る、わかる、ユニヴァーサルデザイン ～IAUD UD 検定・中級 公式テキストブック～」 

【参考図書】 

「IAUD UD マトリックス ユーザー情報集・事例集」（国際ユニヴァーサルデザイン協議会）、

「ユニバーサルデザインハンドブック」（丸善）など、ユニバーサルデザインについて書かれた

本は多い。 

「誰のためのデザイン？」（新曜社）、「生きのびるためのデザイン」（晶文社）などもユニバ

ーサルデザインに関連した名著である。 

試験・評価

方法 

1. 授業参画態度(30%) 

2. 授業の 10 週目以降に行なう試験またはレポート提出(70%) 

以上の 2 点より各授業項目の理解度を判定し、総合的に評価を行う。 

授業中の積極的かつ自発的な質問は高く評価し採点に加味する。 

別途必要な

経費 

特になし 



その他特記

事項 

＜自己学習（予習・復習等）の内容・時間＞ 

授業計画で示されているテーマは、教科書に指定した「知る、わかる、ユニヴァーサルデザイン 

～IAUD UD 検定・中級 公式テキストブック～」の各章に関連している。 

アクティブラーニングの観点から、授業中に適宜、質問を行うので、それに答えられるよう常に

準備しておくこと。（週 2〜3 時間） 

なお、15 回の授業終了後、希望者は「UD 検定・初級」および「UD 検定・中級」の検定試験

（有料）を受けることができるので申し出ること。 

 



ヒューマンケア論 
 

開設大学 名古屋学芸大学 科目コード 303604 

担当教員 オムニバス形式 

学年配当 1 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 木曜：1 限（940～1110） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ スポーツ・健康・医療 

教室 日進キャンパスヒューマンケア学部 B 棟 3 階 HB301 教室 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 ＜授業のテーマ及び到達目標（ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰとの関連）＞ 

当講座は 4 年間のスタートに当たり学ぶべき当学部の象徴科目である。その目標は、「人間」そ

のものについて、そしてそのケアの真のあり方についてよく考え、自分なりの基本イメージをも

つことができるようになることである。 

（「問題発見能力」◎、「専門知識」〇） 

＜授業の概要＞ 

当講座は、ヒューマンケア学部の象徴科目であり、医学、心理学、栄養学などの領域から多面的

にヒューマンケアのあり方が論じられる。オムニバス方式で運営される。 

＜授業計画（回数ごとの内容、授業技法等）＞ 

4 名の教員がそれぞれ専門の立場から講義する。具体的な内容は以下の通りである。 

第 01 回 ガイダンス   (釜賀雅史) 

第 02 回 杉浦康夫……基礎医学の立場から人間の健康問題を取り上げつつ広くケアについて考

える。 

第 03 回 杉浦康夫……第 2 回の続き 

第 04 回 杉浦康夫…… 第 3 回の続き 

第 05 回 杉浦康夫…… 第 4 回の続き 

第 06 回 浅野妙子……看護学の立場から現代人のこころとそのケアのあり方を考える。 

第 07 回 浅野妙子……第 6 回の続き 

第 08 回 石田路子……社会福祉学の立場からヒューマンケアのあり方を考える。  

第 09 回 石田路子……第 8 回の続き 

第 10 回 石田路子……第 9 回の続き 

第 11 回 管理栄養学部教員…… 栄養学の立場から現代人の健康問題を論じるとともにケアのあ

り方を考える。 

第 12 回 管理栄養学部教員……第 11 回の続き 

第 13 回 管理栄養学部教員…… 第 12 回の続き 

第 14 回 (ケーススタディ等)ヒューマンケアに関するテーマでのディスカッション (釜賀雅史)

第 15 回 まとめと発展的学習のためのアドバイス (釜賀雅史)  

 

テキスト・ 

参考文献 

テキストは使用しない。配布教材・資料に基づき講義する。 

試験・評価

方法 

各担当教員が課すレポート課題の成績の合計点で評価する。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

＜自己学習（予習・復習等）の内容・時間＞ 

（授業の理解を深めるために）受講後の復習をしっかりすること。担当者ごとに課題がかされる

ので、それにしっかり取り組むこと。また紹介された文献・資料などに当たり、授業内容の理解

をより一層深めるよう努力すること。 



演劇の世界 
 

開設大学 名古屋学芸大学 科目コード 303605 

担当教員 田尻 紀子（管理栄養学部教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 木曜：4 限（1535～1705） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 芸術・文学・表現 

教室 日進キャンパス 

5 号館 2 階 523 教室 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 9 月 

講義概要 ＜授業のテーマ及び到達目標（ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰとの関連）＞ 

テーマ ： 浄瑠璃の成立と古典演劇の展開 

「文楽」として親しまれている人形浄瑠璃の成立と展開をたどりながら、浄瑠璃・歌舞伎の歴史

について学び、代表的な作品を鑑賞できるようになるとともに、現代の日本文化への影響も含め

て考察し、古典芸能や日本文化についての理解を深めることを目標とする。 

（「社会人としての基本的な知識の獲得」◎、「探究心の育成」〇） 

＜授業の概要＞ 

浄瑠璃は、江戸時代に「語り」と伴奏を伴った人形劇として完成されたが、その源流は、中世の

『平家物語』（平曲）にまで遡る。 

本講義では、浄瑠璃成立までの歴史的展開をたどった後、大人気を博した近松門左衛門の世話浄

瑠璃作品を紹介し、その特色について考察する。また、作品を鑑賞しながら、歌舞伎との関わり

や、時代物の三大名作『菅原伝授手習鑑』『義経千本桜』『仮名手本忠臣蔵』についても言及

し、近世に流行した演劇や近世文化が現代に与えた影響について考察する。 

＜授業計画（回数ごとの内容、授業技法等）＞ 

第 01 回 オリエンテーション・芸能の起源 

第 02 回 時代の特色—中世— 

第 03 回 『平家物語』と「語り」の成立 

第 04 回 平曲の衰退と早物語『浄瑠璃物語』の流行 

第 05 回 浄瑠璃節と人形浄瑠璃の成立 

第 06 回 歌舞伎と浄瑠璃 

第 07 回 古浄瑠璃と新浄瑠璃 

第 08 回 近松門左衛門について 

第 09 回 世話物の世界—『曽根崎心中』について— 

第 10 回 世話物の世界—『冥途の飛脚』について— 

第 11 回 作品鑑賞① 

第 12 回 時代物の世界—時代物三代名作— 

第 13 回 『義経千本桜』について 

第 14 回 作品鑑賞② 

第 15 回 試験・まとめ 

 

テキスト・ 

参考文献 

必要に応じて資料を配付する。 

試験・評価

方法 

期末の試験の成績（約 80％）や作品鑑賞時等のレポート（約 20％）によって総合的に評価す

る。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

＜自己学習（予習・復習等）の内容・時間＞ 

作品鑑賞に際しては、資料を事前に配付するので、授業の前に目を通したうえで、あらすじや特

色など、作品に対する基礎的な知識を身につけておくこと。シラバスあるいは授業時に示される

次回の授業で扱われる話題について予習する、授業時に生じた疑問点等について調べ、まとめ

る。 

テキストは特に使用せず、講義と配布資料に基づいて授業を進めていくので、講義内容を把握で

きるよう、ノートの取り方を工夫すること。また、授業を始める前に、コメントの記入できる出



席カードを配布するので、疑問をもっ 



消費者法 
 

開設大学 名古屋経済大学 科目コード 303701 

担当教員 田口 義明（経済学部教授） 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 木曜：2 限（1110～1240） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 未定 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 消費者法の考え方と体系を消費者基本法により包括的にみた上で、消費者が直面する取引被害や

安全問題に対応するための主要な法律や被害救済手段について学ぶ。 

講義に当たっては、具体的な事例や問題を踏まえながら、実践的な生きた知識が身につくよう努

める。 

第 1 回 消費者法とはどのようなものか？ 

第 2 回 消費者法の体系と消費者の権利：消費者基本法 

第 3 回 消費者の取引被害と契約の基本 

第 4 回 取引被害から消費者を守る 

第 5 回 不意打ちの契約から消費者を守る：クーリングオフ制度 

第 6 回 不当な勧誘や契約条項を取り消す：消費者契約法 

第 7 回 サービス契約に関する消費者保護：特定商取引法 

第 8 回 IT 社会のトラブルから身を守る：特定商取引法 

第 9 回 マルチ商法の儲け話には乗らない：特定商取引法 

第 10 回 クレジットのトラブルから身を守る：割賦販売法 

第 11 回 消費者金融と多重債務問題：利息制限法、貸金業法など 

第 12 回 競争を通じて消費者の利益を守る：独占禁止法 

第 13 回 不当表示や誇大広告を規制する：景品表示法 

第 14 回 欠陥商品による被害を救済する：製造物責任法 

第 15 回 消費者法の現況と課題 

テキスト・ 

参考文献 

〈テキスト〉 

・プリントを配布する。 

〈参考文献〉 

・『消費者事件 歴史の証言』（及川昭伍、民事法研究会） 

・『18 歳から考える消費者と法（第 2 版）』(坂東俊矢・細川幸一著、法律文化社) 

・『くらしの豆知識 2018』(国民生活センター編集・発行、全国官報販売協同組合) 

試験・評価

方法 

・授業への参加姿勢（約 30％） 

・期末テスト（約 70％） 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

特になし 



地域政策 
 

開設大学 名古屋経済大学 科目コード 303702 

担当教員 佐藤 正之（経済学部准教授） 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 火曜：1 限（930～1100） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 未定 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月,9 月 

講義概要 地域政策の全体像について理解を進める。「地域政策」の範疇は、国土計画から都市計画、産業

政策、農山村振興等の公共政策、インフラ整備等の自治体の施策やまちづくり、住民や地域コ

ミュニティ、NPO，企業の社会貢献までと幅広い。本講では地域政策の多様な現状を、地域に共

通あるいは固有の問題とともに理解することを目的とする。 

第 1 回 イントロダクション：なぜ地域政策なのか？ 

第 2 回 日本の政策１（国土計画の誕生：戦後復興～産業基盤整備） 

第 3 回 日本の政策２（国土を形成してきた国土計画：高度成長と格差是正～定住） 

第 4 回 日本の政策３（国土計画の転換：国際化～企業活動） 

第 5 回 日本の政策４（「日本列島改造論」「地域開発（政策）」とは） 

第 6 回 国土開発と地域政策 

第 7 回 地域政策の視点 1（地方自治体の総合計画の位置づけ） 

第 8 回 地域特性・まちづくり 1（事例研究プレビュー） 

第 9 回 事例研究 1（地域政策の実際：まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議） 

第 10 回 事例研究 2（地域政策の実際：地方自治体の業務を知る） 

第 11 回 地域特性・まちづくり 2（事例研究レビュー） 

第 12 回 地域政策の視点 2（福祉国家から分権型福祉社会へ：地域格差・合併） 

第 13 回 地域政策の視点 3（量から質へ：地域自治区・地域再生・コミュニティ） 

第 14 回 地域政策の担い手（事業評価、住民会議、ボランティア、CB） 

第 15 回 地域政策の今日的意味 

テキスト・ 

参考文献 

〈テキスト〉 

毎回の講義内容に応じて内容を記載した資料がテキストとなる。 

〈参考文献〉 

「全論点 人口急減と自治体消滅」（2015)，「生活の視点でとく都市計画」（2015)， 

「過疎地域再生の戦略」（2016） 

試験・評価

方法 

講義のなかで求める内容の達成度（参加態度・リアクション（50％）、中間レポート

（25％）、 終レポート（25％））で評価する。 

ただしリアクションおよびレポートの未提出がある場合、不合格とする。 

無断欠席は失格とする。欠席した場合も次の講義までに課題を提出すること。なお「欠席届」の

提出は無効である。 

講義開始後 25 分を越えての入室は認めない。講義の妨げになると判断した場合、退出させるこ

とがある。 

講義では WEB サービスの利用を予定しているため、PC 操作全般の習熟が前提となる。 

なお、内容についての質問は授 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

各自がＰＣを使用する環境で講義を実施する。 

講義内では、学内 web サービスを利用して課題への取組を求める。 

具体的にはＰＣ教室で web サービスに接続しリアクションを提出する。電子データでのレポート

作成と大学のメールへのレポート添付、2 次元コード利用、スマートフォン等とＰＣ間のデータ

同期が必須である。 



人的資源管理論 
 

開設大学 名古屋経済大学 科目コード 303703 

担当教員 大曽 暢烈（経営学部准教授） 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 木曜：2 限（1110～1240） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 未定 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 ヒト・モノ・カネ・情報からなる経営資源のうち、本講義では、「ヒト」のマネジメントについ

て学習します。不確実な環境の中で、価値を創造し、企業の競争力の源泉となるヒト（人的資

源）は、ますます重要な存在となります。そして、ヒトをいかにマネジメントするのかというこ

とが、企業経営に大きな影響を与えると考えられています。さらに、知識・情報社会が進展する

ことで、人的資源管理の変化の必要性が高まりつつあります。 

本講義では、ヒトの採用から育成、評価など、人的資源管理の諸活動を体系的に学ぶとともに、

知識・情報社会における人的資源管理の新たな課題について洞察を得ることを目指します。 

1.イントロダクション「人的資源管理論とは」 

2.人間モデル 

3.従業員の心理的側面 

4.組織構造・組織設計 

5.採用・異動 

6.人材育成 

7.人事評価 

8.昇進・昇格 

9.賃金制度 

10.福利厚生制度と安全・衛生のマネジメント 

11.労使関係 

12.退職管理 

13.ワーク・ライフ・バランスと知識・情報社会 

14.多様な人材マネジメント（女性労働・高齢者雇用・非正規雇用・情報活用による在宅勤務） 

15.知識・情報社会における働き方（知識労働者） 

 

テキスト・ 

参考文献 

〈テキスト〉 

上林憲雄・厨子直之・森田雅也（2018）『経験から学ぶ人的資源管理 新版』有斐閣ブックス 

〈参考文献〉 

・以下の書籍についても、参考にしてください。その他、適宜紹介します。 

今野浩一郎・佐藤博樹（2009）『人事管理入門 第 2 版』日本経済新聞出版社 

奥林康司・上林憲雄・平野光俊 編著（2010）『入門 人的資源管理 第 2 版』中央経済社 

上林憲雄 編著（2015）『人的資源管理 ベーシック＋』中央経済社 

佐藤博樹・藤村博之・八代充史（2015）『新しい人事労務管理 第 5 版』有斐閣アルマ 

開本浩 

試験・評価

方法 

・平常点 30% 

・期末試験 70% 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

特になし 



ビジネスモデル 
 

開設大学 名古屋経済大学 科目コード 303704 

担当教員 矢野 良太（経営学部准教授） 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 金曜：2 限（1110～1240） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 未定 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月,9 月 

講義概要 手元にある商品、どんな過程で出来たか気になりませんか？ 

歴史上で積み重ねてきた結果が今ある企業の姿です。そして、今の姿に至るまでには、どの企業

にも様々な挑戦や困難がありました。そうした企業の歴史から、企業がどのように成功を成し遂

げたか読み取ります。そして、その成功に潜む考え方を身につけて、 新たなビジネスモデルのア

イデアを生めるようになることや、既存のビジネスモデルに対して評価することが出来る様にな

ることを目指します。 

1 回目 授業内容と評価方法の説明、イントロダクション 

2 回目 阪急 

3 回目 東急 

4 回目 ダイエー 

5 回目 トヨタ自動車 

6 回目 ソニー 

7 回目 全日本空輸 

8 回目 [未定] 

9 回目 オリエンタルランド 

10 回目 オリエンタルランド 

11 回目 ユー・エス・ジェイ 

12 回目 任天堂 

13 回目 ソフトバンク 

14 回目 ファーストリテイリング 

15 回目 まとめ、期末レポート配布・説明、質疑応答 

なお、授業計画は適宜変更することがある。 

◆授業外での学習について 

授業で扱った企業や用語について、気になった点や分からなかった点を自身で調べて復習するこ

とが望ましい。 

◆質問への対応 

メール、授業終了後、オフィスアワーに対応します。 

テキスト・ 

参考文献 

〈テキスト〉 

加藤 健太・大石 直樹(2013)『ケースに学ぶ日本の企業 - ビジネス・ヒストリーへの招待』有

斐閣。 

〈参考文献〉 

◆テキストの補足として 

石井 淳蔵・高橋 一夫 編(2011)『観光のビジネスモデル』学芸出版社。 

宇田川 勝・生島 淳(編)(2011)『企業家に学ぶ日本経営史 - テーマとケースでとらえよう』有

斐閣。 

◆ビジネスモデルを作るための参考として 

今津 美樹(2014)『図解ビジネスモデル・ジェネレーション ワークショップ』翔泳社。 

オスターワルダー・ピニュール(小山 龍介 訳 

試験・評価

方法 

参加姿勢：20% 

授業内ワークシート：30% 

期末レポート：50% (指定用紙は 1 月 初の授業で配布する) 

◆注意点 

特段の事情があると自ら申し出た場合を除き、5 回連続欠席で失格とする。 



数回、出席確認を学生証のタッチ以外でも行う。この場合、学生証タッチのみでは出席にならな

い。 

授業内試験及び期末試験は行わず、期末レポートの提出を求める。 

◆ワークシートの返却 

提出されたワークシートは、提出翌週以降の授業内で返却する。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

特になし 



知的財産法 
 

開設大学 名古屋経済大学 科目コード 303705 

担当教員 渕 麻依子（法学部准教授） 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 木曜：2 限（1110～1240） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 未定 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月,9 月 

講義概要 知的財産法は財産的情報の保護に関する法であるが、本講義ではその中から特許法・著作権法を

中心に講義する。製薬や自動車から金融まで幅広い産業に関係する特許法、レポートの作成、イ

ンターネットなど私たちの毎日の生活にも密接に関係する著作権法など知的財産法は現代社会に

重要な関わりを持っている。本講義では特許法や著作権法の基本的な理念や考え方について説明

をするとともに、これからの知的財産法のあり方を一緒に考えていきたい。 

なお、質問には随時対応する。 

テキスト・ 

参考文献 

〈テキスト〉 

講義内でレジュメを配布するため、テキストは特に指定しない。 

講義の際には 新の改正を反映した条文を持参すること。手持ちの六法が改正に対応していない

場合には、e-Gov（法令データ提供システム）や特許庁、その他インターネット上で 新の条文

を入手することができる。それらをプリントアウトやダウンロードするなどして講義中はいつで

も参照できるようにすることが望ましい。 

〈参考文献〉 

駒田泰土・潮海久雄・山根崇邦『知的財産法 I 特許法』（有斐閣、2014 年） 

駒田泰土・潮海久雄・山根崇邦『知的財産法 II 

試験・評価

方法 

期末試験 80%、小テスト 20%により評価を行う。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

特になし 



労働法 
 

開設大学 名古屋経済大学 科目コード 303706 

担当教員 榊原 嘉明（法学部准教授） 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 金曜：1 限（930～1100） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 未定 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月,9 月 

講義概要  労働法は、雇用の場で遭遇するさまざまな問題を規律する法の総体のことを指す。その基本的

理解と実際的運用能力は、労働者として自らの身を守る上でも、経営者として労務管理等を適切

に遂行する上でも、とても重要となる。 

 そこで、本講義では、その基本的なものの考え方を理解するとともに、実際に雇用の場でリス

クに遭遇したときに、法的に考え、予防策・解決策を導きだすことのできる力を身につけること

を目標とする。 

１．社会科学の中の労働法 

２．労働法をスケッチしてみよう 

３．小まとめ：労働法の全体像 

４．働くことの対価 

５．働く時間と休む時間 

６．安全・快適に働く 

７．小まとめ：労基法による 低労働条件規制 

８．働くことをやめる 

９．働き始める 

１０．労働契約のルール 

１１．小まとめ：労契法による労働契約の基本ルール 

１２．労使トラブルの解決 

１３．労使自治と労働者代表制 

１４．交渉、紛争、そして収束 

１５．小まとめ：労組法による集団的労使自治の保障とトラブル解決システム 

テキスト・ 

参考文献 

〈テキスト〉 

特に使用しない。 

〈参考文献〉 

ア）基本的な予習（概説書） 

 浜村・唐津・青野・奥田著『ベーシック労働法』（有斐閣）  

イ）基本的な復習（やや詳しい教科書） 

 毛塚・脇田・米津編『アクチュアル労働法』（法律文化社） 

 土田道夫『労働法概説〔第 3 版〕』（弘文堂） 

ウ）もう一歩前へ（体系書・判例集） 

 野田進『事例判例労働法』（弘文堂） 

 菅野和夫監修『ケースブック労働法』（弘文堂） 

 荒木尚志『労働法』（有斐閣） 

エ)授業中に使用する参考資料 

 日本ワークルール検定協会編『ワークルール検定—問 

試験・評価

方法 

 課題提出・授業参加：100%（予習課題、授業中課題、受講状況振り返りシート、小テスト・

小レポートなど）で評価する。 

 なお、不正行為（剽窃行為など）については、厳正に対処する。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

特になし 



食品機能学 
 

開設大学 名古屋経済大学 科目コード 303707 

担当教員 太田 和徳（人間生活科学部准教授） 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 火曜：2 限（1110～1240） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 家政・生活 

教室 未定 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月,9 月 

講義概要 食品には、生命活動維持に不可欠な栄養素以外にも疾病予防や健康増進といった生体調節作用を

示す機能性成分が含まれている。本講義では、これらを作用別に分類し、どの食品にどのような

機能性成分が含まれているのか、どのように作用しているのかについて学習する。また特定保健

用食品の制度と取扱いをはじめ、その科学的根拠（エビデンス）に基づいた機能について検討す

る。 

第 1 回 機能性の科学 

第 2 回 機能性食品とは 

第 3 回 抗酸化機能①（ビタミン類） 

第 4 回 抗酸化機能②（カロテノイド・ポリフェノール） 

第 5 回 消化吸収への効果①（ミネラル） 

第 6 回 消化吸収への効果②（ビタミン） 

第 7 回 プレバイオティクスとプロバイオティクス 

第 8 回 歯の健康維持作用 

第 9 回 脂質関連代謝機能 

第 10 回 血圧・血糖抑制作用 

第 11 回 免疫機能への影響 

第 12 回 食品アレルギーの影響 

第 13 回 神経系に及ぼす影響 

第 14 回 運動機能への機能 

第 15 回 総括 

 

テキスト・ 

参考文献 

〈テキスト〉 

改訂 食品機能学（建帛社） 

ISBN: 978-4-7679-0579-2 

〈参考文献〉 

イラスト機能性成分入門（メディカ出版） 

ISBN: 978-4-8404-6127-6 

試験・評価

方法 

授業態度（10%）、レポート（40%）、定期試験（50%） 

上記の結果から総合的に判断する。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

特になし 



教育心理学 
 

開設大学 名古屋経済大学 科目コード 303708 

担当教員 楯  誠（人間生活科学部教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 火曜：4 限（1500～1630） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 家政・生活 

教室 未定 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 教育心理学は、古典的には「発達」、「教授・学習」、「パーソナリティと適応」、「測定・評

価」という４つの領域を取り扱ってきた。特に本科目では、後者 3 領域を重点的に学び、近年取

り上げられることの多い発達障害についても検討していく。  

第１回 ガイダンス 

第２回 発達（１） 発達の定義、発達を規定する要因 

第３回 発達（２） 発達と教育の関係 

第４回 教授・学習（１） 学習とは何か、学習の形態（条件づけ理論） 

第５回 教授・学習（２） 学習の形態（観察学習、概念学習） 

第６回 教授・学習（３） 記憶のメカニズム 

第７回 教授・学習（４） 学習意欲と好奇心 

第８回 測定・評価（１） 測定とはなにか、評価法の種類 

第９回 測定・評価（２） 知能と発達の測定と評価 

第 10 回 測定・評価（３） 測定と評価における諸問題、測定の実際 

第 11 回 パーソナリティと適応（１） パーソナリティとは何か、パーソナリティの理論 

第 12 回 パーソナリティと適応（２） パーソナリティの形成因、適応と不適応 

第 13 回 パーソナリティと適応（３） 葛藤、欲求不満とストレス、適応機制 

第 14 回 子どもの障害（１） 障害とは何か、発達期における障害の種類、代表的な子どもの

障害その１（知的障害、運動障害） 

第 15 回 子どもの障害（２） 代表的な子どもの障害その２（自閉症スペクトラム、ADHD、

LD) 

定期試験 

テキスト・ 

参考文献 

〈テキスト〉 

保育に生かす教育心理学（伊藤健次編，みらい） 

試験・評価

方法 

持ち込み不可の試験による(100%）。 出席は、期末試験受験資格の有無を判定する際に使用す

る。  

20 分以上の遅刻は原則，欠席と見なす。 

私語や大きな音を立てての途中退室は授業妨害と見なす。複数回の警告を受けた者は、失格とす

る。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

特になし 



木彫技法 
 

開設大学 名古屋芸術大学 科目コード 303801 

担当教員 岩井 義尚（芸術学部教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 木曜：5 限（1630～1800） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 芸術・文学・表現 

教室 西キャンパス J102 教室 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 テーマに沿いアイディアを平面に描く。（形を考える）考えた形を可塑性のあるもので模型をい

くつか作ってみる。模型の中からより良い形…完成予想図を描き決定する。決定した形をいろい

ろな角度（２方向以上）よりスケッチする。スケッチを元に素材の木を彫っていく。刃物による

彫りを基本とした制作をする。完成した作品を撮影し、ファイルのデータとする。 

毎回チェックを行う。 

1. オリエンテーション テーマ選択；アイディアスケッチ① 

2. アイディアスケッチ② 形の決定（２～３アイディア） 

3. 模型及び完成予想図① 

4. 模型及び完成予想図② いろいろな角度からのスケッチ A 

5. 素材の選択、道具類の扱い方 

6. 制作① 荒彫り１（ノコギリ、平叩きノミによる） 

7. 制作② 荒彫り２  （平ノミの砥ぎ方①） B  

8. 制作③ 中彫り１ （平ノミの砥ぎ方②） 

9. 制作④ 中彫り２ （平ノミの砥ぎ方③・丸ノミの扱い方） 

10. 制作⑤ 中彫り３ （平ノミの砥ぎ方④・丸ノミの砥ぎ方①） 

11. 制作⑥ 中彫り４ （平ノミの砥ぎ方⑤・丸ノミの砥ぎ方②） C 

12. 制作⑦ 仕上げ彫り１ （仕上げ用小道具の扱い方） 

13. 制作⑧ 仕上げ彫り２ （仕上げ用小道具の砥ぎ方） 

14. 制作⑨ 仕上げ彫り３ 

15. 講評（合評会）採点。撮影 D 

テキスト・ 

参考文献 

特に使用しない。 

試験・評価

方法 

アイディアの多様さ、独創さ。模型（スケッチ）と制作作品の比較。 

プロセスが使用できたか。技術の修得。自己評価。A・B・C・D の総合評価で行う。 

別途必要な

経費 

平叩きノミ一本（制作するものにより巾 15～24 ㎜）   

その他各自ごとに必要となる道具類の費用 

その他特記

事項 

演習科目ですが、制作するのに作業工程が幾つも有り時間がかかります。 

立体やレリーフ・・・作りたい形（オリジナルや既製品）を考えておくと良い。 

動きやすい服装と靴が必要。 



木彫技法 
 

開設大学 名古屋芸術大学 科目コード 303802 

担当教員 岩井 義尚（芸術学部教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 木曜：5 限（1630～1800） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 芸術・文学・表現 

教室 西キャンパス J102 教室 

履修条件  

募集定員  募集時期 9 月 

講義概要 テーマに沿いアイディアを平面に描く。（形を考える）考えた形を可塑性のあるもので模型をい

くつか作ってみる。模型の中からより良い形…完成予想図を描き決定する。決定した形をいろい

ろな角度（２方向以上）よりスケッチする。スケッチを元に素材の木を彫っていく。刃物による

彫りを基本とした制作をする。完成した作品を撮影し、ファイルのデータとする。 

毎回チェックを行う。 

1. オリエンテーション テーマ選択；アイディアスケッチ① 

2. アイディアスケッチ② 形の決定（２～３アイディア） 

3. 模型及び完成予想図① 

4. 模型及び完成予想図② いろいろな角度からのスケッチ A 

5. 素材の選択、道具類の扱い方 

6. 制作① 荒彫り１（ノコギリ、平叩きノミによる） 

7. 制作② 荒彫り２  （平ノミの砥ぎ方①） B  

8. 制作③ 中彫り１ （平ノミの砥ぎ方②） 

9. 制作④ 中彫り２ （平ノミの砥ぎ方③・丸ノミの扱い方） 

10. 制作⑤ 中彫り３ （平ノミの砥ぎ方④・丸ノミの砥ぎ方①） 

11. 制作⑥ 中彫り４ （平ノミの砥ぎ方⑤・丸ノミの砥ぎ方②） C 

12. 制作⑦ 仕上げ彫り１ （仕上げ用小道具の扱い方） 

13. 制作⑧ 仕上げ彫り２ （仕上げ用小道具の砥ぎ方） 

14. 制作⑨ 仕上げ彫り３ 

15. 講評（合評会）採点。撮影 D 

テキスト・ 

参考文献 

特に使用しない。 

試験・評価

方法 

アイディアの多様さ、独創さ。模型（スケッチ）と制作作品の比較。 

プロセスが使用できたか。技術の修得。自己評価。A・B・C・D の総合評価で行う。 

別途必要な

経費 

平叩きノミ一本（制作するものにより巾 15～24 ㎜）   

その他各自ごとに必要となる道具類の費用 

その他特記

事項 

演習科目ですが、制作するのに作業工程が幾つも有り時間がかかります。 

立体やレリーフ・・・作りたい形（オリジナルや既製品）を考えておくと良い。 

動きやすい服装と靴が必要。 



デザイン史 
 

開設大学 名古屋芸術大学 科目コード 303803 

担当教員 長田 謙一（芸術学部教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 金曜：1 限（900～1030） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 芸術・文学・表現 

教室 西キャンパスＢ棟大講義室 

履修条件  

募集定員  募集時期 9 月 

講義概要 産業革命以来のデザイン成立過程からモダン・デザインの確立・展開、ポスト・モダン・デザイ

ンを経て、現在に至る世界及び日本のデザインの歴史を概観する。 

1. はじめに〈デザイン/史〉について 

2. 産業革命・万国博覧会・工芸博物館・工芸学校・歴史主義 

3. ウィリアム・モリスとアーツ＆クラフツ運動 

4. アール・ヌーヴォー・ 

5. 日本の近代化と図案 輸出工芸から日本のアールヌーヴォーへ 

6. ドイツ工作連盟 

7. バウハウス 

8. ロシア・アヴァンギャルド、デ・スティル 

9. アール・デコ 

10. アメリカのインダストリアル・デザイン 

11. 日本のモダン・デザイン 

12. 民芸運動 

13. ナチスとデザイン 

14. 戦後世界とデザイン 21 世紀デザインの地平へ 

15. 総括 

テキスト・ 

参考文献 

書名：世界デザイン史 著者名：阿部公正他 出版社：美術出版社 

試験・評価

方法 

平常点３０％（授業参加の意欲）およびレポート７０％ 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



都市環境と防災 
 

開設大学 名古屋産業大学 科目コード 303901 

担当教員 菅井 径世（現代ビジネス学部教授） 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 火曜：4 限（1440～1610） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 地球・環境・エネルギー 

教室 尾張旭キャンパス 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要  

テキスト・ 

参考文献 

 

試験・評価

方法 

 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



水循環論 
 

開設大学 名古屋産業大学 科目コード 303902 

担当教員 鈴木 千賀（現代ビジネス学部准教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 火曜：3 限（1300～1430） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 地球・環境・エネルギー 

教室 尾張旭キャンパス 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要  

テキスト・ 

参考文献 

 

試験・評価

方法 

 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



地域環境認知論 
 

開設大学 名古屋産業大学 科目コード 303903 

担当教員 竹澤 伸一（現代ビジネス学部教授） 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 火曜：2 限（1050～1220） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 地球・環境・エネルギー 

教室 尾張旭キャンパス 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要  

テキスト・ 

参考文献 

 

試験・評価

方法 

 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



循環型社会論 
 

開設大学 名古屋産業大学 科目コード 303904 

担当教員 伊藤 雅一（現代ビジネス学部教授） 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 木曜：2 限（1050～1220） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 地球・環境・エネルギー 

教室 尾張旭キャンパス 

履修条件  

募集定員  募集時期 9 月 

講義概要 授業では、①循環型社会に関する制度的側面を理解し、②循環型社会を形成するうえでの課題解

決に向けた政策提案の基礎的能力を身に付けることを目標とする。また、授業ではレポート課題

にも取り組むが、この取組を通じて、与えられたレポート課題に対して考え抜く力、具体的に

は、現状を分析し、レポート作成上の視点や課題を明らかにする力（課題発見力）、課題解決に

向けてプロセスを明らかにしようとする力（計画力）、自分の意見を分かりやすく伝える力（発

信力）の育成を目指す。 

到達目標 

まず、授業を通じて、循環型社会の制度的側面を多面的に理解し、循環型社会の実現に向けた実

社会の動きに対して、自らの意見を持てるようにすることを目標とする。また、レポート課題へ

の取組を通じて、授業で学んだ知識を確認すると同時に、循環型社会の形成に向けた自らの意見

を政策提案として具体化できるようになることを目指している。 

授業の方法 

授業は、講義形式で進める。授業のポイントは、自作プリントとして「循環型社会論－講義の要

点」にまとめて配布する。また、循環型社会の形成に向けた課題を自ら考え、その解決法を探る

機会として、一部の授業でレポートの作成を行う。 

授業の構成 

1.オリエンテーション：授業の全体像の把握 

2.循環型社会とは何か（1）環境問題の変遷と循環型社会 

3.循環型社会とは何か（2）循環型社会の形成と廃棄物問題 

4.循環型社会とは何か（3）循環型社会の形成と法体系 

5.循環型社会とは何か（4）廃棄物処理と地方自治体の政策手段 

6.循環型社会の形成と都市システム（1）循環型社会の形成と地域協働 

7.循環型社会の形成と都市システム（2）地方自治体における地域協働の実態 

8.循環型社会の形成と都市システム（3）一般廃棄物処理基本計画の実例 

9.循環型社会の環境マネジメント（1）地域協働ＥＭＳの目的 

10.循環型社会の環境マネジメント（2）地域協働ＥＭＳの設計 

11.循環型社会の環境マネジメント（3）地域協働ＥＭＳの構築フロー 

12.循環型社会の環境マネジメント（4）地域協働ＥＭＳのマネジメントシステム 

13.循環型社会の形成と環境ビジネス（1）循環型社会の形成と市場メカニズム 

14.循環型社会の形成と環境ビジネス（2）環境ビジネスの実例 

15.講義全体のまとめ 

 

テキスト・ 

参考文献 

「循環型社会論－講義の要点」及び「環境省循環型社会推進基本計画」「愛知県一般廃棄物処理

基本計画」「尾張旭市一般廃棄物処理基本計画」 

試験・評価

方法 

定期試験 70％、受講態度 30％の配分で評価する。定期試験には、授業の中で行うレポートに対

する評価が含まれる。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

授業では、循環型社会の形成に向けた身近なテーマとして「ごみ減量」を取り上げ、レポート課

題の共通テーマともなる。 

このため、レポート作成に際しては、授業で学ぶ知識に加え、自らが居住する市町村のごみ減量

に関心を持ち、インターネット等を通じて、その状況を逐次、予習することが必要になる。 

また、授業で課すレポートは 5 回程度を予定しており、それぞれのレポート課題は一つ一つ独立



しているのではなく、連続したものとなる。そのため、レポートの提出毎に、レポートに関連す

る授業内容を予復習（12 時間）し、その後のレポート作成に役立てていくことが必要となる。 

以上から、１回のレポート課題に対する予習、復習として４～６時間、授業全体として 20～30

時間程度の予習・復習が必要となる。 



大気循環論 
 

開設大学 名古屋産業大学 科目コード 303905 

担当教員 岡村 聖（現代ビジネス学部教授） 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 火曜：1 限（910～1040） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 地球・環境・エネルギー 

教室 尾張旭キャンパス 

履修条件  

募集定員  募集時期 9 月 

講義概要 本講義は日常生活やビジネスに直接的にあるいは間接的に関係している大気循環（大気環境）に

ついて考察する。 

到達目標 

受講者は、授業の内容を自身の言葉で他者に伝えられるようになることを目標とする。難しい内

容を相手が望む平易な水準で簡潔に報告できること、は社会から求められる基本的な能力であ

る。細部の詳細な理解が求められることは少なく、むしろ内容の大枠を踏まえ、自身の言葉に置

き換え要点が整理されたものが求められる場合が多い。 

授業の方法 

1.配布資料とパワーポイントによる画面提示により、日常生活やビジネスに直接的にあるいは間

接的に関係している大気循環（大気環境）についての概説を受ける。 

2.概説終了後、受講者は授業内容を自身の言葉で他者に伝えることを念頭に、小テストを作成す

る。 

準備学習の具体的な内容及びそれに必要な時間 

1.予習：事前に配布された講義資料を読み込む（1.5 時間） 

2.復習：講義内容および講義での小テストを振り返る（1.5 時間） 

授業の構成 

1.オリエンテーション 

2.大気循環と環境・情報・ビジネス 

3.大気圏の構造 

4.地球全体の熱収支 

5.断熱変化 

6.大気の安定・不安定 

7.大気拡散と気象条件の関係 

8.気圧と熱対流 

9.大気の大循環と熱輸送 

10.環境基本法 

11.大気汚染防止法 

12.大気汚染の影響 

13.大気汚染の現状と対策 

14.都市起源の大気環境問題 

15.まとめ 

テキスト・ 

参考文献 

1.大塚韶三他編『新ひとりで学べる地学 I』清水書院、2012 

2.環境保全対策研究会編『大気汚染対策の基礎知識』産業環境管理協会、2005 

試験・評価

方法 

定期試験 50%、受講態度 15%、小テスト 35%の配分で評価する。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

 



中部地域の都市計画 
 

開設大学 名古屋商科大学 科目コード 304001 

担当教員 亀倉 正彦 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 水曜：2 限（1120～1300） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 社会・マスコミ・情報 

教室 日進キャンパス 

履修条件 特に無し 

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 Ａ．講義の意義、背景、内容、重要性について 

●中部地域の都市計画やビジネス界の仕組みの基本を学修します。 

●本科目の目標(Goal)は、「名古屋商科大学の周辺地域を理解すること」である。 

●協力予定行政は、尾張旭市、瀬戸市、東郷町、豊明市、豊田市、長久手町、名古屋市、日進

市、みよし市の９市町である。 

●これからの地方分権化と厳しい就職状況を考えると「官学による地域活性化」は非常に大きな

テーマである。地域発展には企業の力も欠かせないので、広くは「産官学による地域活性化」と

いって良い。 

●本科目は、関連分野についての基本的な知識を習得するための教養科目群に位置する。 

●本科目で学んだ基礎を踏まえて、より実践的な「地域活性化関連授業ＩＩ ビジネスプランニン

グ実践（産官学連携・半期・２年次推奨）」と「地域活性化関連授業ＩＩＩ ＮＵＣＢフロンティ

ア力育成講座（産官学連携・通年・３年次推奨）」に発展していく。 

●ケース使用について。来客授業の各回は、学生諸君の力を借りて地域活性化をしたいと望んで

いるケース発表です。自分も主人公のつもりで授業に臨みましょう。 

テキスト・ 

参考文献 

教科書 

●広井 良典「『コミュニティを問いなおす—つながり・都市・日本社会の未来(ちくま新書) [新

書]』」筑摩書房（2009) 

参考文献 

[1]ジェイン・ジェイコブズ『発展する地域 衰退する地域: 地域が自立するための経済学 (ちくま

学芸文庫) [文庫]』筑摩書房, 2012 年  

[2]根本祐二『「豊かな地域」はどこがちがうのか: 地域間競争の時代 (ちくま新書) [新書]』筑摩

書房, 2013 年 

[3]香坂 玲『地域再生——逆境から生まれる新たな試み (岩波ブックレット) [単行本（ソフトカ

バー）]』 

試験・評価

方法 

定期試験４０％、来客者レポート３０％、作業シート１０％、来客者質問１０％、受講態度１

０％ 

●来客授業が５－８回程度あります。その翌週には来客者レポートを提出します。授業欠席者も

提出可能です。遅刻提出は減点します。 

⚫�来客がない授業では教科書を使って学びを広げます。授業内で扱った作業シートを提出しま

す。これも欠席者は提出できます。 

⚫�来客者への積極的な質問を奨励します。自主的に行った質問は加点の対象にします。 

⚫�来客授業時の遅刻や居眠りは来客者への失礼にあたるため、特に厳しく減点します 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

特になし 



調理学 
 

開設大学 名古屋女子大学 科目コード 304101 

担当教員 間宮 貴代子 

(家政学部 准教授） 

学年配当 1 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 木曜：3.4 限（1040～1210） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 家政・生活 

教室 南 4 号館 

101 教室 

履修条件 女子学生に限る 

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 調理とは、安全・栄養・嗜好を考慮し、食品を美味しく食べるための過程である。食に携わるに

は、食事摂取対象者に求められる個人の食事摂取基準の設定に関する知識や、調理操作による食

材の組織・物性ならびに食感、栄養価、生体利用性、生理機能性の変化に関することなど多くの

知識が求められる。地域でとれる食材や、その土地の歴史や生活習慣がかかわった地域独特の食

文化の特徴なども理解し、次代の食生活の担い手となり得る力を身に付け、実践できる応用力を

見につけることを目的とする。 フードスペシャリストの資格認定試験の内容も含める。 

食授業計画 

1. 食物の持つ可能性、調理学の目的と意義 

2. 食事計画（食事構成・献立作成）、日本の食文化（地域のお雑煮、正月料理、郷土料理） 

3. 食べ物の嗜好性—おいしさのしくみ、調理操作 

4. 調理操作と調理器具—非加熱調理・加熱調理 

5. 調理操作（調味と調味料）・調理器具（冷蔵庫、新調理システム） 

6. 植物性食品の調理性 米の調理 

7. 植物性食品の調理性 小麦粉の調理 

8. 植物性食品の調理性 いも類・豆類の調理 

9. 植物性食品の調理性 野菜類・果物の調理 

10. 植物性食品の調理性 種実・キノコ・藻類の調理 

11. 動物性食品の調理性 魚介類の調理 

12. 動物性食品の調理性 肉類の調理 

13. 動物性食品の調理性 卵の調理 

14. 動物性食品の調理性 牛乳と乳製品の調理 

15. 抽出食品の調理性  砂糖・油脂・寒天・ゼラチンの調理 

16. 期末試験 

 

テキスト・ 

参考文献 

テキスト： 新 調理学－基礎と応用高木節子・加田静子 編   朝倉書店 

参考文献：NEW 調理と理論  山崎キヨ子（著）同文書院 その他、授業時間内で紹介する。 

 

試験・評価

方法 

評価は期末試験・小テスト（1～2 回程度）70％で、課題・ポートフォリオ 

への記入内容 30％で評価し、合計 100 点として SABC 評価は大学の基準による。 

別途必要な

経費 

「特になし」 

その他特記

事項 

「特になし」 



消費生活論 
 

開設大学 名古屋女子大学 科目コード 304102 

担当教員 三宅 元子 

(家政学部 教授） 

学年配当 1 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 火曜：5.6 限（1300～1430） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 家政・生活 

教室 本館 203 教室 

履修条件 女子学生に限る 

募集定員 若干名 募集時期 9 月 

講義概要 本講義の目的は，社会情勢が急変し生活環境も著しく変化している現代社会において，生活を支

える消費及び持続可能な社会の構築に向けてグローバルな視野に立った生活価値観について理解

を深めることとする。 

具体的な内容は以下のとおり。 

1.現代消費者指向の特徴と若者消費者志向の特徴 

2.消費行動と消費者問題 

3.消費者の権利と責任 

4.消費生活および消費者政策の展開 

5.身近な消費者関連の知識（衣食住に関する法律）と消費者問題 

6.身近な消費者関連の法律知識（景品表示法，特定商取引法など）  と消費者問題  

7.企業の消費者対応と社会的責任 

8.消費者へのマーケティング活動の功罪 

9.消費者教育の重要性  

10.消費者教育の内容・方法 

11.エシカル消費とは 

12.エシカル消費と持続可能な社会の構築（ディスカッション） 

13.エシカル消費と持続可能な社会の構築（プレゼンテーション） 

14.持続可能な社会の構築を目指して（レポート）  

15.まとめ 

 

テキスト・ 

参考文献 

テキストは特に指定せず，各回プリント資料を配布する。 

参考文献 

・改訂新版 消費者契約法・特定商取引法・割賦販売法のしくみ (図解で早わかり),三修社 

試験・評価

方法 

ワークシート課題 30％，レポート 30％の 60％，プレゼンテーション 30％，および主体的態

度等による評価 10％とし，合計 100％を満点として評価する。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

特になし 



被服構成学 
 

開設大学 名古屋女子大学 科目コード 304103 

担当教員 小町谷 寿子 

(家政学部 教授） 

学年配当 1 年、2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 月曜：1.2 限（900～1030） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 家政・生活 

教室 本館 204 教室 

履修条件 女子学生に限る 

募集定員 若干名 募集時期 9 月 

講義概要 本講義の目的は，被服は人間をとりまく環境の一つであるとの視点から，被服が着衣として成立

するための人間と被服とのかかわりを解明して学問的に体系づけることを目的とする。具体的な

内容は以下のとおり。 

１．アパレル構成学の概要，機能：アパレルの領域，目的（１～２章） 

２．アパレルの形式・構成法：衣服の起源，類型，変遷，立体構成と平面構成（２章） 

３．日本の伝統衣装 ：和服の構成，着装（３章） 

４．着衣する人体  ：骨格，皮下脂肪，プロポーション（４章） 

５．着衣する人体  ：人体の計測方法，体型（４章） 

６．着衣する人体  ：動きやすさとアパレル，衣服気候（４章） 

７．アパレルデザイン：形態の表現，シルエットライン，アイテム，ディテール(５章） 

８．アパレルデザイン：形態の美的因子，色彩の表現(５章） 

９．アパレル素材と造形性能：主素材の種類，性能（６章） 

10．アパレル素材と造形性能：アパレル素材の造形性能と立体化の技法（６章） 

11．アパレルの設計 ：パターン作成法，女子胴部原型，ゆとり量（７章） 

12．アパレルの設計 ：スカート原型製図（７章） 

13．アパレルの設計 ：スカート原型からのデザイン展開（７章） 

14・アパレルの生産 ：アパレルの企画・製造・販売（８章）  

           ビデオ視聴とそれについてのミニレポート提出 

15．被服の選択と購入：アパレルの生産・流通，既製服表示（９章） 

テキスト・ 

参考文献 

『アパレル構成学』富田明美他，朝倉書店 

試験・評価

方法 

DP1）については学修ポートフォリオを含めた予習・復習 10％，Calabo による小テスト

45％,課題 3 種類 30％，ミニレポート等 5％ 計 90％，DP3）については授業における主体

性・多様性 10％とし，合計 100％として評価する。SABCD の基準は，大学の履修規程によ

る。 

別途必要な

経費 

無し 

その他特記

事項 

 



自然学 B 
 

開設大学 名古屋造形大学 科目コード 304201 

担当教員 岡田 憲久（造形学部特任教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 金曜：1 限（920～1050） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 芸術・文学・表現 

教室  

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月,9 月 

講義概要 授業のテーマ 

「人間と自然の新たな関係のあり方」を問う。 

授業の到達目標 

自然がどのように壊されてきたかを生命史、文明史の視点で理解し、次の時代を考える。 

授業科目の概要 

我々人間の諸活動は、自然への対し方をどこで誤った方向に変換してきたのかを、歴史的に考察

し、 

自然共生の環境計画のあり方をランドスケープデザインとしてさぐる。 

第 1 回ガイダンス 

第 2 回生命の歴史 １． 

第 3 回生命の歴史 2． 

第 4 回自然の概念 

第 5 回環境史（自然と文明の関係の歴史 西欧） 

第 6 回環境史（自然と文明の関係 の歴史 日本） 

第 7 回都市の中での自然再生 ヨーロッパ庭園史概説（その１） 

第 8 回ヨーロッパ庭園史概説（その２） 

第 9 回都市の中での自然再生 日本庭園史概説（その１） 

第 10 回日本庭園史概説（その２） 

第 11 回庭園から都市へ（近現代のランドスケープデザイン史） 

第 12 回ランドスケープデザインの事例とその手法（その１） 

第 13 回ランドスケープデザインの事例とその手法（その２） 

第 14 回私の作品 

第 15 回新たな新たなるランドスケープデザインの方向を求めて 

 

テキスト・ 

参考文献 

参考資料として「景観と意匠の歴史的展開—土木構造物・都市・ランドスケープ」 岡田憲久ほ

か 信山社 「日本の庭ことはじめ」 岡田憲久 ＴＯＴＯ出版 

 

試験・評価

方法 

平常点 30% 期末試験 50% 授業態度 20% 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



コミュニケーションデザイン論 
 

開設大学 名古屋造形大学 科目コード 304202 

担当教員 東仲 雅明（造形学部教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 金曜：3 限（1320～1450） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 芸術・文学・表現 

教室  

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 テーマ：コミュニケーションとデザイン 

目標：基礎のパートでは、ノンバーバル（言葉によらない）コミュニケーションの基礎知識につ

いて、続くデザイン構成要素のパートでは個々が持つ特性について学ぶ。さらに実例のパートで

媒体ごとに多様な具体的デザイン表現内容を学び、クリエイティブに活かせるコミュニケーショ

ンとデザインの関係についての知識を獲得する。 

概要：視覚に訴えるデザイン領域はもちろんのこと、デザイン全般にも通底するコミュニケー

ション（伝える・伝わる・伝えあう）の概念について、基礎認識を深めるため関連する諸領域に

も視野を広げた講義をまず行う。つぎにコミュニケーションのデザインを構成する視覚的諸要素

について講義をしたのち、実際の社会に現れているコミュニケーションデザインについて、広告

各媒体や書籍、パッケージ、企業の視覚イメージ統合計画であるビジュアルアイデンティティを

取り上げた講義を行う。 

第 1 回 概説、コミュニケーションデザイン基礎 言語と伝達［東仲］ 

第 2 回コミュニケーションデザイン基礎 ノンバーバルコミュニケーション［東仲］ 

第 3 回コミュニケーションデザイン基礎 プロクシミクス［東仲］ 

第 4 回コミュニケーションデザイン基礎 記号論［東仲］ 

第 5 回コミュニケーションデザイン構成要素 文字［伊藤］ 

第 6 回コミュニケーションデザイン構成要素 図形［伊藤］ 

第 7 回コミュニケーションデザイン構成要素 イラストレーション［村越］ 

第 8 回コミュニケーションデザイン実例 広告①ポスター［伊藤］ 

第 9 回コミュニケーションデザイン実例 広告②新聞、雑誌［村田］ 

第 10 回コミュニケーションデザイン実例 広告③Web［渡邊］ 

第 11 回コミュニケーションデザイン実例 広告④テレビコマーシャル［津田］ 

第 12 回コミュニケーションデザイン実例 広告⑤アプリケーション［津田］ 

第 13 回コミュニケーションデザイン実例 パッケージ［東仲］ 

第 14 回コミュニケーションデザイン実例 書籍［東仲］ 

第 15 回コミュニケーションデザイン実例 ビジュアルアイデンティティ［東仲］ 

 

テキスト・ 

参考文献 

必要に応じて教員が作成するテキストを授業毎に配布 

試験・評価

方法 

①出席状況（30%）②毎回の小レポート（30%） ③期末レポート（40%）により評価を行

う。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

期末レポートに対するコメントと採点結果を記入し返却する。 



ホスピタリティ論 
 

開設大学 名古屋文理大学 科目コード 304301 

担当教員 蔵冨 幹 

学年配当 2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 金曜：3 限（1300～1430） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 C303 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 サービス業を中心に幅広く日本の企業に取り入れられいる「ホスピタリティ」の本質を学ぶ。お

客様との関係でホスピタリティはどのように生かされているのか。また、トップレベル企業にお

けるホスピタリティはどのようなものか。その実例を学ぶことにより、より良い人間関係、顧客

満足ための実践力を養うことを目的とする。 

1.オリエンテーションホスピタリティとは 

2.ホスピタリティの基本 

3.ホスピタリティ・マナー １ 

4.ホスピタリティ・マナー ２ 

5.ホスピタリティの原点 

6.ホスピタリティを知る 

7.ホスピタリティの実践 １ 

8.ホスピタリティの実践 ２ 

9.ホスピタリティとコミュニケーション 

10.ホスピタリティと顧客満足 

11.ホスピタリティ・企業と社会 

12.ホスピタリティ・箸の文化 

13.ホスピタリティと職場環境 

14.ホスピタリティと文化 

15.まとめ 

テキスト・ 

参考文献 

プリントを配布する 

試験・評価

方法 

前期末試験７０％ 授業態度、課題レポート提出３０％ 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

 



チェーンストアシステム研究 
 

開設大学 名古屋文理大学 科目コード 304302 

担当教員 河木  智規 

学年配当 3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 木曜：2 限（1040～1210） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 C301 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 大多数の人々の日常生活に欠くことのできなくなった、チェーンストアの本質と今後の可能性に

ついて解説する。 

チェーンストアを支える広範な分業システム、標準化の重要性、商品づくりを実際の企業をケー

ススタディとして取り上げ研究する。 

1.ガイダンス（講義全体の流れ、授業のすすめ方、レポートの提出方法、評価の仕方を説明す

る）チェーンストアの理解（１） チェーンストアの定義 

2.チェーンストアの理解（２）チェーンストアの歴史、絶対原則・本質、チェーンストアとフラ

ンチャイズの理解 

3.マス・マーチャンダイジング・システムづくりの解説（１） 事例研究「サイゼリヤ」 

4.マス・マーチャンダイジング・システムづくりの解説（２） 事例研究「ニトリ・イケア」 

5.マス・マーチャンダイジング・システムづくりの解説（３） 事例研究「しまむら」 

6.マス・マーチャンダイジング・システムづくりの解説（４） 事例研究「無印良品」 

7.マス・マーチャンダイジング・システムづくりの解説（５） 事例研究「セブンイレブン」 

8.チェーンストアの商品の考え方（１） ナショナルブランドとプライベートブランド 

9.チェーンストアの魅力を理解する（１） ストアコンパリゾンと商品構成グラフ 

10.チェーンストアの人財育成 スペシャリストづくりとゼネラリスト 

11.チェーンストアの商品の考え方（２） 課題解説「ＮＢとＰＢ比較」 

12.チェーンストアの魅力を理解する（２） 課題解説「ストアコンパリゾンと観察・分析・判

断」 

13.チェーンストアの業種・業態とフォーマット フォーマットの考え方 

14.チェーンストアの収益構造 損益計算書の理解と投資計画の考え方 

15.まとめ（これからのチェーンストア） 

テキスト・ 

参考文献 

なし 

試験・評価

方法 

試験結果・課題レポートの内容・毎回レポートの内容により総合的に評価する 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

 



フードサービス実務研究 
 

開設大学 名古屋文理大学 科目コード 304303 

担当教員 田中 司朗 

学年配当 3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 金曜：2 限（1040～1210） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 C301 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 フードサービス業のスペシャリストになるためには、まず第一線の店長や料理長になることが登

竜門となる。そのための実務を中心とした店長のマネジメント知識と技術を、フードサービスの

現役コンサルタントが成功事例を解説しながら分かりやすく講義していく 

1.オリエンテーション（フードサービス業の社会的使命・理念） 

2.店舗運営技術  （１）店長の主要機能 

3.店舗運営技術  （２）マニュアル・作業システム 

4.店舗運営技術  （３）繁盛店づくりとＱＳＣ 

5.人事管理    （１）組織・コミュニケーション 

6.人事管理    （２）パート・アルバイトの育成 

7.外食業の計数管理（１）フードサービス業の計数管理の基礎 

8.外食業の計数管理（２）ＰＬとコストコントロール 

9.対人対応技術  （１）フードサービス業のリーダーシップ 

10.対人対応技術  （２）モチベーションアップの方法論 

11.衛生管理の基本 

12.クレーム対応の技術 

13.ＳＷＯＴ分析と不振店対策 

14.企業研究（フードサービス・ブランド企業） 

マクドナルド・スターバックス・ミスタードーナツ・壱番屋・ワタミ・モスバーガー その他 

15.企業研究  東京ディズニーリゾート・ザ･リッツカールトンホテル・ノードストローム・六

花亭・サウスウエスト航空 

テキスト・ 

参考文献 

プリント配布 

試験・評価

方法 

学期末試験 ７０％ レポート・受講態度 ３０％ 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

 



商業立地研究 
 

開設大学 名古屋文理大学 科目コード 304304 

担当教員 蔵冨 幹 

学年配当 3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 金曜：4 限（1440～1610） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 C303 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 起業、開業に必ず必要となる「立地」について、歴史的推移も含めて学ぶ。広義、狭義における

商圏の捉え方、 適立地とはどういう立地か、また留意すべきポイントはなにかを理解する。起

業（アントレプレナー）についても、合わせて学ぶ。 

1.オリエンテーション立地の価値、立地戦略について 

2.立地競争について 

3.まちづくり三法・店舗立地・商圏について 

4.商業集積地の立地について 

5.中小企業と商業集積について 

6.立地分析について 

7.アントレプレナー・起業とは 

8.店舗レイアウトの実際 

9.店舗レイアウトの実際 

10.実査とその原則について 

11.実査のポイント（ＴＧ）について 

12.実査のポイント（動線・視界性）について 

13.建物制約・ロードサイドについて 

14.新たな立地開発について 

15.まとめ・フランチャイズ 

テキスト・ 

参考文献 

プリントを配布する 

試験・評価

方法 

学期末試験 ７０％、授業態度、課題レポート提出 ３０％ 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

 



フードサービス経営論 
 

開設大学 名古屋文理大学 科目コード 304305 

担当教員 蔵冨 幹 

学年配当 2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 木曜：2 限（1040～1210） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 C203 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 フードビジネスの醍醐味は自らのオリジナリティを生かした飲食店舗を立ち上げ、お客様に喜ん

でいただく店舗を経営するところにある。本講座は、新規に店舗をオープンさせるまでのプロセ

スを多くの事例をもとに学習し、経営感覚を磨くことを目的とする。 

1.オリエンテーション 企業倫理とは、サービスとは 

2.フードビジネスマーケティング マーケティングとは 

3.出店戦略、ストアコンセプトの考え方 

4.商品戦略、商品コンセプトの考え方 

5.商品開発のポイント 

6.立地について 

7.店舗設計、厨房設計のポイント 

8.デザイナーズチェア・インテリアスタイルについて 

9.店舗調査のポイント 

10.出店のための計数管理 

11.採用、教育、研修の実務 

12.販売促進・酒類について 

13.フードサービスの関連法規 

14.事業計画書の作成について 

15.まとめ・資金調達 

テキスト・ 

参考文献 

テキスト：プリントを配布する 

参考文献：フードサービス店長法律ハンドブック（神田孝・井嶋倫子） 

試験・評価

方法 

学期末試験 ７０％、授業態度、課題レポート提出 ３０％ 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

 



フードサービス商品論 
 

開設大学 名古屋文理大学 科目コード 304306 

担当教員 蔵冨 幹 

学年配当 3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 木曜：3 限（1300～1430） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 C303 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 フードビジネスの商品（食材）に関し、商品コンセプトをもとに商品の開発方法を学ぶ。商品戦

略としてのメニュー構成、メニューミックスなどの手法を用い、ビジネスとしての損益に貢献で

きる力を学ぶ。 

1.オリエンテーション 消費税について 

2.商品開発について 商品コンセプト 

3.商品戦略について 理論原価 

4.心理的価格戦略について 

5.ABC 分析について① 

6.ABC 分析について② 

7.和食文化（麹）について 

8.商品管理（棚卸、検収）について 

9.商品管理（発注）について 

10.商品発想法について 

11.損益分岐点について 

12.メニューミックスについて 

13.ロス管理について 

14.食器（ワイングラス）について 

15.まとめ・食品表示 

テキスト・ 

参考文献 

テキスト：プリントを配布する。 

参考文献：スーパーマーケット店長法律ハンドブック（消費者経済研究所） 

試験・評価

方法 

学期末試験 ７０％、 授業態度、課題レポート提出 ３０％ 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

 



ＭＩＤＩ制作演習Ⅰ 
 

開設大学 名古屋文理大学 科目コード 304307 

担当教員 柴山 一幸 

学年配当 1 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 水曜：1 限（900～1030） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 社会・マスコミ・情報 

教室 C108 情報実習室 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 音楽制作ソフト GarageBand を使って、楽譜をもとに MIDI の打ち込みを行います。楽器ができ

なくても、マウスで入力するだけでフルオーケストラの曲の制作も可能です。本科目では、コン

ピュータミュージックの入門・初歩として、主にピアノロールウィンドウでの作業を行います。 

1.コンピュータミュージック入門：ガイダンス、著作権の注意、授業に準備するもの。 

2.打ち込みの基礎知識：音符の長さ、ソフトの紹介、ファイルの設定、基本的な音符の打ち込み

方、裏拍、タイで繋がった音符、シャープやフラットの音符。 

3.練習曲(1)：「piece of my love」ドラムの打ち込み ver.1(基本パターンの打ち込み) 

4.練習曲(2)：「piece of my love」ドラムの打ち込み ver.2(ゴーストノートの打ち込み) 

5.練習曲(3)：「piece of my love」ボーカル、コーラスパートの打ち込み 

6.練習曲(4)：「piece of my love」ベースの打ち込み 

7.練習曲(5)：「piece of my love」ピアノの打ち込み 

8.練習曲(3)：「piece of my love」アコースティックギターの打ち込み 

9.練習曲(6)：「piece of my love」エレキギターの打ち込み(ピッチベンドの活用含む) 

10.練習曲(7)：「piece of my love」ストリングス(バイオリン、チェロ)の打ち込み 

11.期末課題の制作(1)：「piece of my love」の別の部分の譜面を渡します。それを参考にし各

自打ち込みを行う。 

12.期末課題の制作(2)：前回に引き続き、楽譜の打ち込みを行います。 

13.期末課題の制作(3)：前回に引き続き、楽譜の打ち込みを行います。 

14.期末課題の制作(4)：前回に引き続き、楽譜の打ち込みを行います。 

15.期末課題の制作(5)：期末課題提出期限。 

テキスト・ 

参考文献 

特になし。譜面はこちらで用意します。 

試験・評価

方法 

授業への参加状況 20％、平常課題 40％、期末課題 40％で評価します。 

授業への欠席が 6 回以上、期末課題の提出がない場合は欠席の扱いとなります 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

※ 実習は連続しているので、毎回の出席が必要です。欠席した分は自己責任で補うことになりま

す。 

※ 授業へは、必ず各自でヘッドフォンまたはイヤフォン（ステレオ）を持参すること。 

 



広告概論 
 

開設大学 名古屋文理大学 科目コード 304308 

担当教員 江草 普二 

学年配当 2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 月曜：2 限（1040～1210） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 社会・マスコミ・情報 

教室 C303 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 朝起きて夜寝るまで、どれだけの広告と出会い、どれを認識し、何を記憶しているのか。広告は

消費生活の貴重な情報源だが、同時に浪費でもあり、時に害悪でさえある。報道や文化や娯楽の

供給源として生活に欠かせないマスメディアは、一方で膨大な広告の供給源でもある。講義で

は、広告メディアとしてのマスメディアのメカニズムを解明し、どのようなプロセスを経て広告

が制作され消費者の元に届けられるのか概説する。 

1.「広告とは何か（１）」広告の定義/広告の目的/広告とブランド/ＰＲとプロパガンダ/広告市

場の現況 

2.「広告とは何か（２）」前週のつづき 

3.「広告とメディア」メディアとは何か/メディアの種類と役割/広告メディアの現況 

4.「新聞と広告」新聞の概要/新聞市場の現況/新聞広告の特性 

5.「雑誌と広告」雑誌の概要/出版市場の現況/雑誌広告の特性 

6.「テレビと広告（１）」テレビの概要/テレビ市場の現況/ＣＭとは何か 

7.「テレビと広告（２）」視聴率の仕組み/テレビＣＭの特性 

8.「ラジオと広告」ラジオの概要/ラジオ市場の現況/ラジオＣＭの特性 

9.「インターネットと広告」インターネットの概要/インターネット市場の現況/インターネット

広告の種類と特性 

10.「広告計画—基本戦略（１）」戦略と戦術/マーケティングとは何か/ポジショニングとター

ゲット 

11.「広告計画—基本戦略（２）」前週のつづき 

12.「広告計画—クリエイティブ戦略（１）」コンセプト開発/広告のタイプと種類/クリエイ

ティブの手法 

13.「広告計画—クリエイティブ戦略（２）」前週のつづき 

14.「広告計画—メディア戦略」各メディアの特性比較/メディアプランニング/メディアミック

スとクロスメディア 

15.「広告計画—ＳＰ戦略」ＳＰとは何か/プッシュ戦略とプル戦略/クロスマーチャンダイジン

グ/景品と懸賞/行動ターゲティングとショッパーズマーケティング 

テキスト・ 

参考文献 

特になし 

試験・評価

方法 

期末試験における小論文と用語説明 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

日頃よりテレビ/ラジオ/新聞/雑誌/Ｗｅｂを通じて広告に目を留めるよう心掛けておくことが肝

要。できれば新聞や雑誌を定期購読することが望ましい。 



現代メディア論 
 

開設大学 名古屋文理大学 科目コード 304309 

担当教員 栗林 芳彦 

学年配当 1 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 月曜：4 限（1440～1610） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 社会・マスコミ・情報 

教室 C201 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 約 20 年前のインターネットの登場により、我々を取り巻くメディア環境は大きく変化した。旧

来のマスメディアは次第にその存在感を失いつつあるが、形を変えて生き残りをもくろんでい

る。このようなメディア環境の変化の中で、我々はメディアをどうとらえ、どのように評価すべ

きなのか。また、インターネットははたして「 強」のメディアであるのか。一緒に考えて行き

たい。 

1.イントロダクション・メディアとはなにか 

2.・日本人のメディア接触 ＮＨＫ生活時間調査をもとに 

3.コミュニケーションとメディアの役割・コミュニケーションとはなにか・マスコミュニケー

ションの変遷 

4.新聞について（１）・起源・歴史的な役割 

5.新聞について（２）・新聞の社会的役割・コンテンツメーカーとしての新聞 

6.新聞について（３）・ネットとの共存は可能か 

7.出版メディアについて（１）・出版メディアとはなにか・日本人と読書 

8.出版メディアについて（２）・出版流通をめぐる課題 

9.出版メディアについて（３）・インターネットの普及と雑誌メディア 

10.テレビについて（１）・テレビ局とクロスオーナーシップ 

11.テレビについて（２）・広告媒体としてのテレビ 

12.インターネットについて（１）・特性・歴史・インターネットがもたらしたリアル社会での

変化 

13.インターネットについて（２）・ウェブコンテンツとウェブコミュニケーション 

・生活者はすぐれたコンテンツメーカーか？ 

14.メディアの社会的責任と役割・現在、メディアに期待されることは何か・まとめサイトの意

味 

15.メディアのこれから 

テキスト・ 

参考文献 

使用しない 

試験・評価

方法 

定期試験により評価する。 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

 



ラテン語 I 文法 1 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304401 

担当教員 井上 淳（人文学部教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 1 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 月曜,木曜：3 限（1330～1500） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 L14 

履修条件 文法・講読を同時に受講できる人に限定。秋学期のみの受講も不可。 

教科書（3,500 円）と辞書（6,500 円）のため、1 万円近くの教材費がかかる（教科書と辞書

の価格は 2017 年 11 月現在）。 

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 【授業概要】 

この授業は講義形式で行われる。 

「ラテン語 I 文法・講読」はラテン語を学び始める人のための入門的な講義であり、ラテン語の

基礎知識の習得を目指す。「ラテン語 II 文法・講読」はその第二段階であり、より詳しいラテン

語文法を学び、ラテン語読解の基礎的技術の習得を目指す。 

【到達目標】 

1. ラテン語の文法的知識と解読法を一通り習得している。 

2. ラテン語原典を文法書と辞典を用いて読めるようになっている。 

【授業計画】 

１．ローマ数字と暦 

２．アルファベット、発音、名詞の主格および対格 

３．疑問詞 

４．奪格 

５．名詞の性 

６．形容詞 

７．奪格支配の前置詞 

８．対格支配の前置詞 

９．受動文 

10．複数形 

11．属格 

12．コプラ 

13．与格 

14．原典解読 

15．原典解読 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

授業で配布された資料や教科書、ノート等によって学習したことを復習し、次の授業の理解に備

えておくこと。 

 

テキスト・ 

参考文献 

テキスト： 

M.アモロス『ラテン語の学び方』（南窓社）約 3,500 円 

水谷智洋『羅和辞典』改訂版（研究社）約 6,500 円 

試験・評価

方法 

小テストを 2 回行ないます。授業参加度（40％）、小テスト（30％）、原典読解レポート

（30%）で評価します。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

毎回の授業に必ず教科書と辞典を持ってくること。 



ラテン語 I 文法 2 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304402 

担当教員 松根 伸治（人文学部教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 1 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 月曜,木曜：4 限（1515～1645） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 L13 

履修条件 文法・講読を同時に受講できる人に限定。秋学期のみの受講も不可。 

教科書（3,500 円）と辞書（6,500 円）のため、1 万円近くの教材費がかかる（教科書と辞書

の価格は 2017 年 11 月現在）。 

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 【授業概要】 

この授業は講義および演習形式で行われます。ラテン語はかつてヨーロッパで広く用いられてい

た言語で、今日のイタリア語・スペイン語・ポルトガル語・フランス語などの祖先にあたりま

す。現在では日常生活でこの言語を使う人はいませんが、多くのすぐれた文学や思想がラテン語

で書かれて私たちに残されています。この科目ではラテン語文法の基礎を初歩から丁寧に学びま

す。授業では課題の確認（答えあわせ）を中心に教科書を順に進みます。西洋文化に関心のある

人、多くの言語を身につけたい人、大学で少し珍しいことを勉強しておきたい人など、興味とや

る気があれば誰でも歓迎します。 

【到達目標】 

・名詞・形容詞の基本的変化を身につけている。 

・動詞の現在形人称変化を身につけている。 

【授業計画】 

１．イントロダクション（初回は予習の必要なし） 

２．発音とアクセント 

３．格の用法（主格・対格・奪格）1 

４．格の用法（主格・対格・奪格）2 

５．形容詞 1 

６．形容詞 2 

７．前置詞 

８．受動態 

９．名詞・形容詞の複数形 1 

10．名詞・形容詞の複数形 2 

11．格の用法（属格） 

12．格の用法（与格） 

13．不定法 

14．動詞の人称変化のまとめ 1 

15．動詞の人称変化のまとめ 2 

  

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

次回範囲の予習と変化表の暗唱が必須。 

テキスト・ 

参考文献 

「文法」と「講読」共通で、一年間通して使用します。 

［教科書］M. アモロス『ラテン語の学び方』（南窓社）：初回授業までに教科書を準備しておく

こと。 

［辞書］水谷智洋編『羅和辞典 改訂版』（研究社）：辞書は他のものでも可。 

試験・評価

方法 

授業参加度（50％）と期末試験（50％） 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



ラテン語 II 文法 1 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304403 

担当教員 井上 淳（人文学部教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 1 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 月曜,木曜：3 限（1330～1500） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 FB2 

履修条件 文法・講読を同時に受講できる人に限定。秋学期のみの受講も不可。 

教科書（3,500 円）と辞書（6,500 円）のため、1 万円近くの教材費がかかる（教科書と辞書

の価格は 2017 年 11 月現在）。 

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 【授業概要】 

この授業は講義形式で行われる。 

「ラテン語 I 文法・講読」はラテン語を学び始める人のための入門的な講義であり、ラテン語の

基礎知識の習得を目指す。「ラテン語 II 文法・講読」はその第二段階であり、より詳しいラテン

語文法を学び、ラテン語読解の基礎的技術の習得を目指す。 

【到達目標】 

1. ラテン語の文法的知識と解読法を一通り習得している。 

2. ラテン語原典を文法書と辞典を用いて読めるようになっている。 

【授業計画】 

１．これまでの復習 

２．変位動詞 

３．受動態の命令法 

４．非人称動詞 

５．動詞的中性名詞 

６．動詞的形容詞 

７．過去形 

８．時をあらわす文 

９．半過去 

10．原因文 

11．未来 

12．比較文 

13．大過去 

14．原典解読 

15．原典解読 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

授業で配布された資料や教科書、ノート等によって学習したことを復習し、次の授業の理解に備

えておくこと。 

 

テキスト・ 

参考文献 

テキスト： 

M.アモロス『ラテン語の学び方』（南窓社）約 3,500 円 

水谷智洋『羅和辞典』改訂版（研究社）約 6,500 円 

試験・評価

方法 

小テストを 2 回行ないます。授業参加度（40％）、小テスト（30％）、原典読解レポート（３

0%）で評価します。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

毎回の授業に必ず教科書と辞典を持ってくること。 



ラテン語 II 文法 2 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304404 

担当教員 松根 伸治（人文学部教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 1 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 月曜,木曜：4 限（1515～1645） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 H26 

履修条件 文法・講読を同時に受講できる人に限定。秋学期のみの受講も不可。 

教科書（3,500 円）と辞書（6,500 円）のため、1 万円近くの教材費がかかる（教科書と辞書

の価格は 2017 年 11 月現在）。 

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 【授業概要】 

この授業は講義および演習形式で行われます。「ラテン語 I（文法・講読）」で身につけた知識を

前提として、教科書後半を進みます。この学期でラテン語文法の基本をひととおり学び終えま

す。とくに、動詞のさまざまな変化に習熟してラテン語の世界を広げましょう。 

【到達目標】 

・動詞変化の全体を身につけている。 

・接続法の用法を理解している。 

【授業計画】 

１．これまでの見直し 

２．動詞的中性名詞（教科書・第 19 章） 

３．動詞的形容詞 1 

４．動詞的形容詞 2 

５．過去形 1 

６．過去形 2 

７．半過去・未来 1 

８．半過去・未来 2 

９．大過去・先立未来 1 

10．大過去・先立未来 2 

11．接続法 1 

12．接続法 2 

13．接続法 3 

14．復習問題 1 

15．復習問題 2 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

次回範囲の予習と変化表の暗唱が必須。 

テキスト・ 

参考文献 

「文法」と「講読」共通で、一年間通して使用します。 

［教科書］M. アモロス『ラテン語の学び方』（南窓社）：初回授業までに教科書を準備しておく

こと。 

［辞書］水谷智洋編『羅和辞典 改訂版』（研究社）：辞書は他のものでも可。 

［参考文献］ 

・逸身喜一郎『ラテン語のはなし：通読できるラテン語文法』（大修館書店） 

・小林標『ラテン語の世界：ローマが残した無限の遺産』（中公新書） 

・野津寛編著『ラテン語名句小辞典』（研究社） 

試験・評価

方法 

授業参加度（50％）と期末試験（50％） 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



ラテン語 I 講読 1 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304405 

担当教員 井上 淳（人文学部教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 1 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 月曜,木曜：3 限（1330～1500） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 L14 

履修条件 文法・講読を同時に受講できる人に限定。秋学期のみの受講も不可。 

教科書（3,500 円）と辞書（6,500 円）のため、1 万円近くの教材費がかかる（教科書と辞書

の価格は 2017 年 11 月現在）。 

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 【授業概要】 

この授業は講義形式で行われる。 

「ラテン語 I 文法・講読」はラテン語を学び始める人のための入門的な講義であり、ラテン語の

基礎知識の習得を目指す。「ラテン語 II 文法・講読」はその第二段階であり、より詳しいラテン

語文法を学び、ラテン語読解の基礎的技術の習得を目指す。 

【到達目標】 

1. ラテン語の文法的知識と解読法を一通り習得している。 

2. ラテン語原典を文法書と辞典を用いて読めるようになっている。 

【授業計画】 

１．不定法 

２．動詞の人称変化 

３．所有形容詞 

４．命令法および呼格 

５．指示代名詞・形容詞 

６．不定代名詞・形容詞 

７．関係代名詞 

８．現在分詞・過去分詞 

９．未来分詞・目的分詞 

10．現在分詞を用いた奪格別句 

11．過去分詞を用いた奪格別句 

12．比較級 

13． 上級 

14．原典解読 

15．原典解読 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

授業で配布された資料や教科書、ノート等によって学習したことを復習し、次の授業の理解に備

えておくこと。 

テキスト・ 

参考文献 

テキスト： 

M.アモロス『ラテン語の学び方』（南窓社）約 3,500 円 

水谷智洋『羅和辞典』改訂版（研究社）約 6,500 円 

試験・評価

方法 

小テストを 2 回行ないます。授業参加度（40％）、小テスト（30％）、原典読解レポート（３

0%）で評価します。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

毎回の授業に必ず教科書と辞典を持ってくること。 



ラテン語 I 講読 2 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304406 

担当教員 松根 伸治（人文学部教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 1 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 月曜,木曜：4 限（1515～1645） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 L13 

履修条件 文法・講読を同時に受講できる人に限定。秋学期のみの受講も不可。 

教科書（3,500 円）と辞書（6,500 円）のため、1 万円近くの教材費がかかる（教科書と辞書

の価格は 2017 年 11 月現在）。 

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 【授業概要】 

この授業は講義および演習形式で行われます。「ラテン語 I 文法」で身につけた知識を前提とし

て教科書を進みます。学期の 後にはラテン語で書かれた短い文章の抜粋を読み、読解の基本的

な方法を学びます。 

【到達目標】 

・分詞の用法を身につけている。 

・ラテン語の文章読解の基本的手順を理解している。 

【授業計画】 

１．代名詞類 1 

２．代名詞類 2 

３．関係代名詞 1 

４．関係代名詞 1 

５．現在分詞 

６．過去分詞 

７．奪格別句 1 

８．奪格別句 2 

９．比較 1 

10．比較 2 

11．変位動詞 

12．これまでの復習 

13．文章読解の基礎練習 1 

14．文章読解の基礎練習 2 

15．文章読解の基礎練習 3 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

次回範囲の予習と変化表の暗唱が必須。 

  

 

テキスト・ 

参考文献 

「文法」と「講読」共通で、一年間通して使用します。 

［教科書］M. アモロス『ラテン語の学び方』（南窓社）：初回授業までに教科書を準備しておく

こと。 

［辞書］水谷智洋編『羅和辞典 改訂版』（研究社）：辞書は他のものでも可。 

試験・評価

方法 

授業参加度（50％）と翻訳レポート（50％） 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



ラテン語 II 講読 1 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304407 

担当教員 井上 淳（人文学部教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 1 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 月曜,木曜：3 限（1330～1500） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 FB2 

履修条件 文法・講読を同時に受講できる人に限定。秋学期のみの受講も不可。 

教科書（3,500 円）と辞書（6,500 円）のため、1 万円近くの教材費がかかる（教科書と辞書

の価格は 2017 年 11 月現在）。 

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 【授業概要】 

この授業は講義形式で行われる。 

「ラテン語 I 文法・講読」はラテン語を学び始める人のための入門的な講義であり、ラテン語の

基礎知識の習得を目指す。「ラテン語 II 文法・講読」はその第二段階であり、より詳しいラテン

語文法を学び、ラテン語読解の基礎的技術の習得を目指す。 

【到達目標】 

1. ラテン語の文法的知識と解読法を一通り習得している。 

2. ラテン語原典を文法書と辞典を用いて読めるようになっている。 

【授業計画】 

１．先立未来 

２．大過去と未来の受動形 

３．条件文 

４．不定法の過去 

５．不定法の未来 

６．接続法 

７．Ut + 接続法 

８．間接疑問 

９．事情や時をあらわす cum 

10．原因をあらわす cum 

11．接続法をとる条件文 

12．譲歩文 

13．結果文 

14．原典解読 

15．原典解読 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

授業で配布された資料や教科書、ノート等によって学習したことを復習し、次の授業の理解に備

えておくこと。 

テキスト・ 

参考文献 

テキスト： 

M.アモロス『ラテン語の学び方』（南窓社）約 3,500 円 

水谷智洋『羅和辞典』改訂版（研究社）約 6,500 円 

試験・評価

方法 

小テストを 2 回行ないます。授業参加度（40％）、小テスト（30％）、原典読解レポート

（30%）で評価します。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

毎回の授業に必ず教科書と辞典を持ってくること。 



ラテン語 II 講読 2 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304408 

担当教員 松根 伸治（人文学部教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 1 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 月曜,木曜：4 限（1515～1645） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 L13 

履修条件 文法・講読を同時に受講できる人に限定。秋学期のみの受講も不可。 

教科書（3,500 円）と辞書（6,500 円）のため、1 万円近くの教材費がかかる（教科書と辞書

の価格は 2017 年 11 月現在）。 

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 【授業概要】 

この授業は講義および演習形式で行われます。文法の見直しをしながら、カエサル、キケロー、

セネカ、プリーニウスなど、実際にラテン語で書かれた文章の抜粋を読みます。テキストの背景

となっている古代ローマの歴史や文化についても学び、2000 年前の人が書いた言葉を読み解く

楽しさを味わってみましょう。 

【到達目標】 

辞書を引きながら平易なラテン語文を訳すことができる。 

【授業計画】 

１．イントロダクション 

２．文章読解の実践練習 1 

３．文章読解の実践練習 2 

４．文章読解の実践練習 3 

５．文章読解の実践練習 4 

６．これまでの復習 

７．文章読解の実践練習 5 

８．文章読解の実践練習 6 

９．文章読解の実践練習 7 

10．文章読解の実践練習 8 

11．これまでの復習 

12．文章読解の実践練習 9 

13．文章読解の実践練習 10 

14．文章読解の実践練習 11 

15．文章読解の実践練習 12 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

次回範囲の予習が必須。 

テキスト・ 

参考文献 

「文法」と「講読」共通で、一年間通して使用します。その他に必要な文章抜粋などは授業で配

布。 

［教科書］M. アモロス『ラテン語の学び方』（南窓社） 

［辞書］水谷智洋編『羅和辞典 改訂版』（研究社）：辞書は他のものでも可。 

［参考文献］ 

・逸身喜一郎『ラテン語のはなし：通読できるラテン語文法』（大修館書店） 

・小林標『ラテン語の世界：ローマが残した無限の遺産』（中公新書） 

・野津寛編著『ラテン語名句小辞典』（研究社） 

試験・評価

方法 

授業参加度（50％）と翻訳レポート（50％） 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



宗教に見る人間の尊厳 1 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304409 

担当教員 佐藤 啓介（人文学部准教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 火曜,金曜：3 限（1330～1500） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 S23 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 【副題】 

悩みと苦しみの宗教史 

【授業概要】 

この授業は講義形式で行われる。 

人は自らの弱さや道徳的な悪さに悩んだり、幸福を願ったりするなかで、時に宗教を信じてき

た。そして、そのなかで救われたと感じたり、また逆に、かえって悩み苦しむこともあったが、

その体験のなかで自分を超えたもの（神や仏）にわずかなりとも出会った、と信じてきた。こう

した宗教体験のなかには、「弱さ」や「悪さ」、「無力さ」といったかたちで、人間の「負の側

面」が様々にあらわれている。だが、おそらくそれらは恥じるべき負の側面ではなく、人間が人

間である以上まぬがれない、本質的な要素であり、それらもまた「人間の尊厳」を裏側から構成

している重要な要素のはずである。宗教とは、人間の尊厳をその（できれば見たくない）負の面

という裏側から照らし出す入口ではないだろうか。 

こうした問題意識から、本講義では、宗教の「ありがたい教え」を説くのではなく、等身大の

「悩み」や「苦しみ」をもって宗教と関わった人々の体験や思想を西洋・東洋を問わず取り上

げ、その体験のなかに鈍く蓄積している人間の尊厳と呼びうるものを掘り起こしていきたい。 

【到達目標】 

１．悩みや苦しみを中心とする多様な宗教現象・宗教思想を学ぶことで、人間の弱さや悪さを考

えることの意義を理解する 

２．人間の弱さや悪さという裏面から照射される、人間の大切さ、人間の尊厳とは何かを理解す

る 

【授業計画】 

１．イントロダクション： 何を宗教から学ぶのか 

２．宗教・悩み・苦しみ 

３．悪と欲望の悩み（１） 分かっているのにやめられない 

４．悪と欲望の悩み（２） 悪い自分に言い訳したい 

５．悪と欲望の悩み（３） どうしたら善くなれるのか分からない 

６．不幸の苦しみ（１） なぜ自分だけがこんな目に遭わないといけないのか 

７．不幸の苦しみ（２） 苦しいうえに孤独でつらい 

８．弱さと無力さの悩み（１） 自分の弱さを見たくない 

９．弱さと無力さの悩み（２） 自分だけがこんなにも無力なのか 

１０．生きることの苦しみ（１） 他を犠牲にしないといけないのがつらい 

１１．生きることの苦しみ（２） 人に負い目を感じてつらい 

１２．生きることの苦しみ（３） みんな死んでつらい 

１３．信じることの悩み（１） 信じればいいというけど、何も信じられない 

１４．信じることの悩み（２） 信じることはただの思い込みではないのか 

１５．宗教からみる、弱さや悪を抱えた人間の尊厳 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

講義で紹介する本や配布した資料をじっくり読み、また自分の関心に応じて参考図書に目を通し

てください。 

テキスト・ 

参考文献 

資料を配布します。 

【参考文献】 

佐藤啓介『死者と苦しみの宗教哲学』、晃洋書房、2017 年 

試験・評価 レポート 60％（2,000 字程度）、講義内で数回実施する小テスト 40％で 



方法 評価します。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



宗教に見る人間の尊厳 2 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304410 

担当教員 山田 望（総合政策学部教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 火曜,金曜：3 限（1330～1500） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 MB2 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 【副題】 

宗教的体験としてのキリスト教 

【授業概要】 

キリスト教人間観は、「神の似姿」として創造された者として人間は被造物の中でも特異な存在

であるという理解と、しかも同時に自然の一部として「泥」から 創造され「泥」に帰る存在でも

あるという一見矛盾した理解の上に成り立っている。ユダヤ教以来のこの人間観を、イエスの内

に受肉したキリストが取り持つ神 と人との新たな契約関係に移し変えたところにキリスト教人間

観の特徴がある。人は「泥」としての弱さ・限界を備えつつも、むしろそれを個の固有性として

積 極的にとらえ直すことにより、キリストによって「神の似姿」を霊的に具現する者と成ってい

く。そこに、人が「人にふさわしく飾られ る」（dignitas）という意味の「人間の尊厳」のキリ

スト教的理解がある。 

【到達目標】 

・創世記に始まりアブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフといった旧約の族長物語の中に、神と人

とのどのような関わりが描かれているかを理解し、自分の言葉で説明ができるようになる。 

・「『神の似姿』であり『泥』でもある人間」、「霊的成長を遂げる存在としての人間」、「歴

史的存在としての人間」、「真の自由を求める存在と しての人間」といった人間の諸側面に照ら

した理解を深め、自分の言葉で説明ができるようになる。 

・イエスの「神の国」について、「善きサマリアの人の譬」、「放蕩息子の譬」、「ぶどう園の

労働者の譬」などの譬話や「山上の説教」を取り上げ、そこに描かれる「ドラマ」の内容と聴き

手に語られているメッセージを理解し、自分の言葉で説明ができるようになる。 

【授業計画】 

１．創造神話の二面的人間観：「神の似姿」と「土の塵」。 

２．神話的原因譚とイサク奉献の物語。 

３．ヨセフ物語と夢解き：摂理と人間。 

４．十戒と本当の自由：自由を求める人間像 

５．降誕物語に見る「信仰」：絶望の中の灯火。 

６．イエスと「神の国」思想－逆転の人間観。 

７．イエスの教えと癒し 

８．イエスの譬話（１） 

９．イエスの譬話（２） 

10．イエスの受難 

11．イエスの復活 

12．パウロの人間観（１） 

13．パウロの人間観（２） 

14．私の宗教体験と人間観（１） 

15．私の宗教体験と人間観（２） 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

授業中の指示に従うこと。毎回課題を提示する。 

テキスト・ 

参考文献 

適宜、その都度、プリント資料を配布する。 

試験・評価

方法 

授業取組度 30％、定期試験 70％で評価する。 

別途必要な  



経費 

その他特記

事項 

講義は、さまざまな文献史料のみならず、ヴィデオやスライドなどの視聴覚資料をも併用しなが

ら進められる。 



キリスト教哲学 A 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304411 

担当教員 松根 伸治（人文学部教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 月曜,木曜：3 限（1330～1500） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 M2 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 【副題】 

七つの罪源をめぐる思想史 

【授業概要】 

この授業は講義形式で行われる。七つの罪源（いわゆる七つの大罪）という考え方は、ダンテの

『神曲』や映画「セブン」などを通じてよく知られている。この思想が成立した歴史的いきさつ

を学び、それぞれの悪徳について哲学史的観点から考える。それらがキリスト教的な人間観にお

いて深刻な悪徳と見なされるのはなぜか、また、それぞれの名称で私たちが思い浮かべる内容と

古代・中世における意味にはどんな違いがあるかに注目する。 

【到達目標】 

（１）七つの罪源に関わる主要な論点を理解している。 

（２）哲学史的理解を通じて、自分の欲望や苦悩について考える視点を得る。 

【授業計画】 

１．イントロダクション 

２．七つの罪源の成立史：東方から西方へ 

３．倦怠：なぜ深刻な悪徳なのか 

４．高慢：「すべての悪の根」 

５．原罪と天使の罪 

６．嫉妬：ねたみのエネルギー？ 

７．キリスト教思想と徳倫理 1：枢要徳の系譜 

８．キリスト教思想と徳倫理 2：徳としての愛 

９．キリスト教思想と徳倫理 3：名誉か謙遜か 

10．怒り：勇気と怒りの関係 

11．強欲：商業と利子をめぐって 

12．貪食：飲食のモラル 

13．色欲：種の保存と「ゆがんだ」欲望 

14．罪や悪徳を考察する視点の整理 

15．まとめと補遺 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

予習は必要なし。講義で紹介する本や配布資料をじっくり読む時間をとってください。 

テキスト・ 

参考文献 

ハンドアウトを配布。関連書籍は図書館の指定図書コーナーにもあります。 

［参考文献］ 

・U. ガリンベルティ『七つの大罪と新しい悪徳』多木陽介訳、青土社、2004 年． 

・J. ドリュモー『罪と恐れ：西欧における罪責意識の歴史／十三世紀から十八世紀』佐野泰雄他

訳、新評論、2004 年． 

試験・評価

方法 

・講義メモ（20％）：講義で要約や疑問点などを書いて提出。 

・中間レポート（30％）：指定された回の講義内容をまとめる。 

・期末レポート（50％）：2,000 字程度の論述。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



キリスト教哲学 B 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304412 

担当教員 佐藤 啓介（人文学部准教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 火曜,金曜：3 限（1330～1500） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 G21 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 【副題】 

西洋近代・現代におけるキリスト教と哲学 

【授業概要】 

この授業は講義形式でおこなわれます。 

近代以降、西洋の哲学はキリスト教から自立し、むしろ理性の立場からキリスト教を批判する潮

流が生まれました。そうしたなかで、思想としてのキリスト教に今なお何を学ぶべきことがある

のか。また、哲学者たちはキリスト教の何を批判し、何を評価しているのか。そうした問題を、

キリスト教内外の思想家を取り上げながら考えていきたいと思います。特に、20 世紀後半にお

ける「ヨーロッパ」とキリスト教思想の関わりや、価値観のゆらぐ現代社会における倫理に対す

るキリスト教の関わりといった主題を取り上げます。 

【到達目標】 

１．近代以降の西洋世界において、キリスト教思想がもつ哲学的な意義を理解する 

２．近代以降におけるキリスト教思想の変容とその背景を理解する 

３．現代世界を他者とともに生きるうえで求められる価値観や態度を学ぶ 

【授業計画】 

１．近代以降におけるキリスト教哲学 

２．哲学におけるキリスト教批判（１） 17～18 世紀 

３．哲学におけるキリスト教批判（２） 19 世紀 

４．世俗化・無神論・現代世界 

５．現代のキリスト教哲学（１） 罪と悪の思想 

６．現代のキリスト教哲学（２） 災禍の思想 

７．現代のキリスト教哲学（３） 赦しの思想 

８．現代のキリスト教哲学（４） 赦しえないものの思想 

９．現代のキリスト教哲学（５） 他者と暴力の思想 

10．現代のキリスト教哲学（６） 隣人愛再考 

11．現代のキリスト教哲学（７） 戦争の思想 

12．現代のキリスト教哲学（８） 死者の思想 

13．現代世界とキリスト教（１） ヨーロッパの脱構築 

14．現代世界とキリスト教（２） 多宗教との対話 

15．まとめ 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

講義で紹介する本や配布した資料をじっくり読み、また自分の関心に応じて参考図書に目を通し

てください。 

テキスト・ 

参考文献 

資料を配布します。 

試験・評価

方法 

レポート 60％（2,000 字程度）、講義内で数回実施する小テスト 40％で評価します。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



キリスト教芸術 A(美術) 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304413 

担当教員 TRUFAS,Ileana（人文学部教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 火曜,金曜：2 限（1105～1235） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 芸術・文学・表現 

教室 S65 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 【副題】 

東方キリスト教芸術 

【授業概要】 

この授業は講義形式で行われる。 

芸術は、ある特定の時代や社会を支配している思想や霊性の鏡だと言われるが、このことは東方

キリスト教芸術に対しても大いに当てはまる。東方キリスト教芸術——とりわけイコン、フレス

コ、モザイク、写本、エナメル、また聖堂建築、典礼的音楽など——は、東方教会にキリスト教

への固有な理解、つまりその神学から切り離すことができず、その忠実な表現なのである。本授

業では上述のような芸術作品を紹介し、それらの意味および、支えとなっているキリスト教の教

えについて考察する。さらに、こうした芸術作品の特徴をより深く把握するため、必要性に応じ

て西方キリスト教芸術との比較を行う。 

【到達目標】 

１．東方キリスト教芸術の特徴を理解こと。 

２．東方キリスト教芸術に関する幅広い知識を得ること。 

３．それに固有の芸術を通して東方キリスト教それ自体をよりよく理解する。 

【授業計画】 

第 １回 オリエンテーション——キリスト教における聖なる美術と宗教的美術とは 

第 ２回 イコンの歴史と特徴 

第 ３回 キリストのイコン（１） 

第 ４回 キリストのイコン（２） 

第 ５回 「聖骸布」（ＤＶＤ） 

第 ６回 聖母マリアのイコン（１） 

第 ７回 聖母マリアのイコン（２） 

第 ８回 執り成しのイコン（デイシス）とイコノスタシス 

第 ９回 ロシア・ブルガリアの典礼的音楽 

第１０回 １２大祭のイコン（１） 

第１１回 １２大祭のイコン（２） 

第１２回 １２大祭のイコン（３） 

第１３回 他のイコン（天使、聖人、三位一体など） 

第１４回 ギリシア・ルーマニアのビザンティン典礼的音楽 

第１５回 まとめと試験の準備 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

東方キリスト教芸術に関する書物、写真集などにできるだけ目を通しておくこと。 

テキスト・ 

参考文献 

テキスト 

授業資料を配布する。カラーイメージの場合、白黒の資料に加えてプロジェクターを使用する。 

参考文献 

ジョヴァナ・ムジ著、大森正樹訳 『美の信仰——イコンによる観想——』（新世社、1994

年）。 

ミシェル・クノー著、高野禎子訳 『魂に触れるイコン——絶対者に向けて開かれた窓——』

（せりか書房、1995 年）。 

試験・評価

方法 

（授業参加度を含む）リアクションペーパーの記入内容３０％、定期試験７０％により評価す

る。 

別途必要な  



経費 

その他特記

事項 

授業終了前の十分間程度に、その日の授業内容の要点や質問・感想などをリアクションペーパー

に記入し、提出する。 

受講者は、正教会の本物のイコンを見、それをよりよく理解できるように、名古屋正教会見学が

行われる。 



言語学概論 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304414 

担当教員 青柳 宏（人文学部教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 木曜：4 限（1515～1645）5 限 17001830 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 Q103 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 【副題】 

世界のさまざまな言語と普遍文法 

【授業概要】 

この授業は講義形式で行われる。 

ヒトという種が生得的知識として普遍文法(Universal Grammar)を有するという生成文法理論の

仮説をもとに言語類型論を考える。 

その数が 3,000 とも 5,000 とも、場合によっては、10,000 以上ともいわれる世界の言語は、

それぞれが特徴を持っている一方、系統的に関係がなくても、その歴史的変化や統語構造に驚く

ほどの類似点がみられる場合がある。本講義では、可能な限りさまざまな言語の実態に触れなが

ら、このような類似点をどう見つけ出し、どう説明するかを考える。 

【到達目標】 

１．日本語や英語といった身近な言語だけでなく、他のさまざまな特徴を持った言語があること

が理解できる。 

２．世界の言語には多様性があるばかりか、普遍性があることを理解できる。 

【授業計画】 

1. 世界の言語の数（言語と方言） 

 2. 音韻のバリエーション（その１） 

 3. 音韻のバリエーション（その２） 

 4. 音韻のバリエーション（その３） 

 5. 音韻のバリエーション（その４） 

 6. 音韻のバリエーション（その５） 

 7. 言語の歴史的変化（その１） 

 8. 言語の歴史的変化（その２）  

 9. 言語の歴史的変化（その３） 

10.言語の歴史的変化（その４） 

11.言語の再建（その１） 

12.言語の再建（その２） 

13.言語と文字（その１） 

14.言語と文字（その２） 

15.まとめ 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

以下の参考文献や逐次 webclass にアップロードされる参考資料を熟読し、授業で取り上げる世

界の言語の諸相について理解を深める。 

１．『世界言語文化図鑑』 バーナード・コムリー、他 東洋書林． 

２．『言語学百科事典』 ディビッド・クリスタル 大修館書店． 

３．『世界の言語と日本語』 角田太作 くろしお出版． 

４．『世界の言語ガイドブック１、２』 東京外大語学研究所（編） 三省堂． 

テキスト・ 

参考文献 

参考資料等は基本的にすべて webclass に掲示する。 

試験・評価

方法 

期末試験 100％ 

別途必要な

経費 

 



その他特記

事項 

webclass を使用するため、AXIA のアカウントが有効であることが、履修のための必須条件。 



社会人類学 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304415 

担当教員 坂井 信三（人文学部教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 火曜,金曜：2 限（1105～1235） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 S56 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 【授業概要】 

この授業は講義形式でおこなわれる。社会人類学は現在では文化人類学の一分野とみなされるこ

とが多いが、歴史的には別の起源をもち、固有の問題意識をもっている。すなわち文化人類学が

アメリカで生まれて成長したのに対して、社会人類学はヨーロッパ（イギリスとフランス）で生

まれ、発展してきたのである。この講義では、前半で社会人類学の成立と展開を学説史的にたど

りながら、社会人類学が何をめざして、どのように研究を進めてきたのかを説明し、これまでの

成果とこれからの課題について考える。 

 後半では、社会人類学が取り扱う主要なトピックス、たとえば、家族・親族、結婚、政治、経

済、儀礼、宗教などを取り上げ、さまざまな社会におけるそれらのあり方を知った上で、現代社

会ではそれらがどのようか形で現れているかを考える手がかりを与える。 

【到達目標】 

１．人類の社会の基本的な特性を理解している。 

２．人類の社会のさまざまなタイプの違いを理解している。 

３． 社会の形の違いが、人間の経験や価値観のあり方と深く関連していることを理解している。

４．自分たちの社会のあり方と生き方が、人類のさまざまなタイプの社会の中で、どのような位

置にあるのか、自分で意識的・反省的に考えられる。 

【授業計画】 

１．「社会」の発見 

２．社会人類学の誕生 

３．構造と機能の概念 

４．イギリスの社会人類学の展開 

５．フランスの社会人類学の特徴 

６．批判と乗り越え 

７．中間のまとめ 

８．家族とは何か 

９．結婚と親族 

１０．さまざまな経済 

１１．社会集団の統合と政治その１ 

１２．社会集団の統合と政治その２ 

１３．宗教の役割その１ 

１４．宗教の役割その２ 

１５．まとめ 

１６．定期試験 

  

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

授業で配付する資料を必ず再確認する。 

テキスト・ 

参考文献 

テキスト／参考文献 

テキストは指定せず、毎回プリントを配付する。 

しかし、各種の人類学の教科書は参考文献として有益である。 

試験・評価

方法 

期末試験による（100％） 

別途必要な

経費 

 



その他特記

事項 

 



科学コミュニケーション 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304416 

担当教員 横山 輝雄（人文学部教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 火曜,金曜：3 限（1330～1500） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 社会・マスコミ・情報 

教室 MB1 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 【副題】 

コミュニケーションと科学・文化 

【授業概要】 

この授業は、講義形式で行われる。 

コミュニケションと文化をめぐる問題を科学技術を中心に検討する。 

【到達目標】 

コミュニケションと科学・文化をめぐる問題にたいする観点を理解できている。 

【授業計画】 

１．はじめに 

２．コミュニケーションと科学・文化 

３．科学の卓越性と不定性 

４．科学と防災ー地震学をめぐって 

５．医学的診断の社会性ー「メタボ」をめぐって 

６．犯罪捜査と科学ーＤＮＡ型鑑定をめぐる問題 

７．科学と裁判 

８．家族概念の科学と民法 

９．「科学の不定性」に気づき、向き合う 

１０．理科教育の諸問題 

１１・理科教育における不定性のとり扱い 

１２．科学報道 

１３．リスクコミュニケーション 

１４．科学リテラシー 

１５．まとめ 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

１．授業の前準備として、他の授業で学んだ関連事項を復習しておくこと。 

２．第２週以降は、上記の授業計画を参考にして、資料などを読んでおくこと。 

テキスト・ 

参考文献 

本堂毅他編『科学の不定性と社会ー現代の科学リテラシー』信山社 

試験・評価

方法 

定期試験’（１００パーセント）で評価する。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



人類文化学特殊講義(縄紋文化論) 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304417 

担当教員 大塚 達朗（人文学部教授） 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 月曜,木曜：4 限（1515～1645） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 FB2 他 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 【副題】 

縄紋文化の見直し 

【授業概要】 

この授業は講義形式でおこなわれる。 

縄紋文化は、日本列島内で独特・固有な変遷を示す縄紋土器を育んだ文化という了解に加えて、

農耕に依存しないが、高度な定住性を示す狩猟民による特異な文化と理解されるようになった。

列島外の諸先史文化とは没交渉で列島内に高度で特異な内容の単一な新石器文化であることが強

調されてきた。はたして、縄紋文化は単一で固有な文化といいきれるのか、むしろ複雑な由来の

多文化的複合の可能性があることをデータの解説と人類学博物館の所蔵資料とから解説する。 

【到達目標】 

1．縄紋文化研究の歴史を理解している。 

2．型式編年研究成果から土器型式の広がりの意味を理解している。 

3．食料獲得行動のモデルを理解している。 

4．ドングリ利用の意義を理解している。 

5．古環境データから文化の見直しを行う方法を理解している。 

【授業計画】 

1．なぜ縄紋文化を見直す必要があるのか（講議全体のガイダンス：人類学博物館に必ず集合す

ること） 

2．縄紋文化の定義（縄紋土器によって定義される土器文化） 

3．縄紋文化論の系譜（日本文化論と北方文化論と南島文化論） 

4．短期編年と長期編年との年代観の違い（交差編年と炭素年代法） 

5．縄紋文化の起源論の問題点（サケ・マス論） 

6．更新世の土器と狩猟採集民（遊動から定住へ） 

7．定住社会論１（5－10 キロモデルとコレクターモデル） 

8．定住社会論２（遺跡数と人口） 

9．定住社会論３（越冬と生業） 

10．縄紋土器の今日的評価１（土器製作のメカニズム） 

11．縄紋土器の今日的評価２（土器型式論と階層化社会） 

12．北東アジア先史社会からの視点（環日本海狩猟採集民の世界） 

13．縄紋文化の再構築（階層化された狩猟採集民の社会） 

14．縄紋文化から弥生文化への移行の再検討 

15．縄紋文化研究の今後の課題（講義のまとめ） 

受講生に、縄紋文化の見直しに興味を抱いてもらいたいことと縄紋土器に親しみをもってもらい

たいことのために、縄紋文化のコレクションで著名な人類学博物館の、その縄紋土器展示物を検

討することも授業に組み込まれているので、受講生は真摯な態度で参加することが求められてい

る。 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

１．人類学博物館を日ごろ見学しておくこと。 

２．予習すべきことは、授業中に指示する。 

３．復習すべきことは、授業中に指示する。 

テキスト・ 

参考文献 

必要に応じて配布する。 

試験・評価 授業参加度 10％、小レポート（「サケ・シカ・イノシシ」レポート、「ドングリ」レポート）



方法 40％、定期試験 50％で評価する。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



人間関係概論 1 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304418 

担当教員 池田 満（人文学部講師） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 水曜：1 限（920～1050）2 限 11051235 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 D51 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 【副題】 

人間関係を自らの体験から学ぶ（ラボラトリー方式の体験学習入門） 

【授業概要】 

この授業は実習および講義形式で行われる。人間関係を学ぶ際には、先人が見出した理論から学

ぶ方法（心理学や社会学などの学問から学ぶ）と、自らの体験から自分自身の人間関係を学ぶ方

法（体験学習）があります。前者は、普遍的な人間関係の原理を整理するために役立ち、後者は

自分自身の人間関係の持ち方について、直接的にふりかえり、気づき、自己の成長につなげるこ

とが可能となります。この授業では、人間関係に関わる実習を授業で実施し、その体験を通して

自分自身の他者との関わり方の理解に取り組みます。 

【到達目標】 

・体験から学ぶという学び方が理解できている。 

・自分自身のコミュニケーションやグループの中での他者との関わり方の特徴に気づいている。 

・行動目標を設定し、それに取り組むことを通して、自己成長に取り組むことができている。 

【授業計画】 

この授業は２コマ連続（縦置き）で実施されます。 

授業は、（１）人間関係の「実習の体験」、（２）その実習での自分や他者の言動・影響関係に

ついての「ふりかえり」、（３）学びを促進するための「小講義」、から構成されています。実

習形式を中心に進めていきます。なお、この授業では、「コーチング・トリオ」を実施します。

「コーチング・トリオ」は、あらかじめ割り当てられた３人がこの授業の中で３～４回集まり、

お互いに成長を支援しあうものです。 

各回の授業内容は以下の通りです。 

第１回 １．イントロダクション（この授業の特徴について） 

    ２．体験学習を体験する（典型的なグループ実習の実施） 

第２回 ３．コーチング・トリオづくり 

    ４．小講義「体験学習とは」、この授業での各自のねらいの設定 

第３回 ５．コミュニケーション実習 

    ６．小講義「コミュニケーションのプロセス」 

第４回 ７．小講義「フィードバックの留意点」 

    ８．コーチング・トリオ実習 

第５回 ９．グループでの問題解決実習(1)［グループワークの実施］ 

    10．グループでの問題解決実習(2)［ふりかえり］ 

第６回 11．小講義と実習「ラボラトリー方式の体験学習をより理解するために」 

    12．コーチング・トリオ実習 

第７回 13．グループでのコンセンサス実習(1)［課題の実施］ 

    14．グループでのコンセンサス実習(2)［ふりかえり］ 

第８回 15．この授業のまとめ 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

テキストの指定された章を熟読してくること。次週までに読む必要がある章はその前の週の授業

時に伝えます。 

テキスト・ 

参考文献 

津村俊充・山口真人（編） 人間関係トレーニング（第２版）──私を育てる教育への人間学的

アプローチ── ナカニシヤ出版 

試験・評価

方法 

授業および実習への参加度（50％）、レポートの内容（50％）によって評価します。評価は PF

方式によって行います。なお、体験学習で進めるため、実習への体験を重要視します。そのた



め、欠席が全授業数の１／６を超えた場合は、体験の不足を補うための追加課題の提出を求めま

す。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

体験学習方式は、学生の皆さんが主体的に参加し、自ら学ぶ教育方法です。ふりかえりの際に

は、他の学生からあなた自身の特徴についてフィードバックを受ける機会もあります。他者との

関わりの中での自分を見つめたい方に 適です。 

 



人間関係概論 2 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304419 

担当教員 土屋 耕治（人文学部講師） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 水曜：1 限（920～1050）2 限 11051235 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 D51 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 【副題】 

人間関係を自らの体験から学ぶ（ラボラトリー方式の体験学習入門） 

【授業概要】 

この授業は実習および講義形式で行われる。人間関係を学ぶ際には、先人が見出した理論から学

ぶ方法（心理学や社会学などの学問から学ぶ）と、自らの体験から自分自身の人間関係を学ぶ方

法（体験学習）があります。前者は、普遍的な人間関係の原理を整理するために役立ち、後者は

自分自身の人間関係の持ち方について、直接的にふりかえり、気づき、自己の成長につなげるこ

とが可能となります。この授業では、人間関係に関わる実習を授業で実施し、その体験を通して

自分自身の他者との関わり方の理解に取り組みます。 

【到達目標】 

・体験から学ぶという学び方が理解できている。 

・自分自身のコミュニケーションやグループの中での他者との関わり方の特徴に気づいている。 

・行動目標を設定し、それに取り組むことを通して、自己成長に取り組むことができている。 

【授業計画】 

この授業は２コマ連続（縦置き）で実施されます。 

授業は、（１）人間関係の「実習の体験」、（２）その実習での自分や他者の言動・影響関係に

ついての「ふりかえり」、（３）学びを促進するための「小講義」、から構成されています。実

習形式を中心に進めていきます。なお、この授業では、「コーチング・トリオ」を実施します。

「コーチング・トリオ」は、あらかじめ割り当てられた３人がこの授業の中で３～４回集まり、

お互いに成長を支援しあうものです。 

各回の授業内容は以下の通りです。 

第１回 １．イントロダクション（この授業の特徴について） 

    ２．体験学習を体験する（典型的なグループ実習の実施） 

第２回 ３．コーチング・トリオづくり 

    ４．小講義「体験学習とは」、この授業での各自のねらいの設定 

第３回 ５．コミュニケーション実習 

    ６．小講義「コミュニケーションのプロセス」 

第４回 ７．小講義「フィードバックの留意点」 

    ８．コーチング・トリオ実習 

第５回 ９．グループでの問題解決実習(1)［グループワークの実施］ 

    10．グループでの問題解決実習(2)［ふりかえり］ 

第６回 11．小講義と実習「ラボラトリー方式の体験学習をより理解するために」 

    12．コーチング・トリオ実習 

第７回 13．グループでのコンセンサス実習(1)［課題の実施］ 

    14．グループでのコンセンサス実習(2)［ふりかえり］ 

第８回 15．この授業のまとめ 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

テキストの指定された章を熟読してくること。次週までに読む必要がある章はその前の週の授業

時に伝えます。 

テキスト・ 

参考文献 

津村俊充・山口真人（編） 人間関係トレーニング（第２版）──私を育てる教育への人間学的

アプローチ── ナカニシヤ出版 

試験・評価

方法 

授業および実習への参加度（50％）、レポートの内容（50％）によって評価します。評価は PF

方式によって行います。なお、体験学習で進めるため、実習への体験を重要視します。そのた



め、欠席が全授業数の１／６を超えた場合は、体験の不足を補うための追加課題の提出を求めま

す。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

体験学習方式は、学生の皆さんが主体的に参加し、自ら学ぶ教育方法です。ふりかえりの際に

は、他の学生からあなた自身の特徴についてフィードバックを受ける機会もあります。他者との

関わりの中での自分を見つめたい方に 適です。 

 



教育課程論 2 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304420 

担当教員 山崎 智子（人文学部講師） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 火曜,金曜：4 限（1515～1645） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 Q501 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 【授業概要】 

この授業は講義形式で行われる。 

この授業では、日本の学校におけるカリキュラムの歴史的な変遷とその特徴について、系統主義

／経験主義という軸を理解しつつ、そうした対立軸を超えるような視点（カリキュラム・イノ

ベーション）も取り入れながら学習する。 

【到達目標】 

（１）日本の学校におけるカリキュラムの変遷とその特徴を説明できる。 

（２）カリキュラムに関する重要な概念を説明できる。 

（３）カリキュラムをめぐる諸課題について、根拠を示しながら自らの考えを述べることができ

る。 

【授業計画】 

１ オリエンテーション 

２ カリキュラムを捉える視点 

３ 系統主義と経験主義 

４ 戦前の教育内容 

５ 自由教育 

６ 学習指導要領（試案） 

７ 1958 年学習指導要領改訂 

８ 新学力観 

９ 総合的な学習の時間 

10 生きる力 

11 2008 年学習指導要領改訂 

12 次期学習指導要領改訂の方向性 

13 国際的な動向 

14 カリキュラム・マネジメントとカリキュラム・イノベーション 

15 総括および補足 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

１ テキストを熟読し、次回の授業に備える（予習）。 

２ 授業の内容について復習する。 

テキスト・ 

参考文献 

中学校学習指導要領・高等学校学習指導要領（平成 29 年 3 月公示、文部科学省） 

その他、授業中に適宜提示する。 

試験・評価

方法 

全講義の 2/3 以上の出席を満たさない者は不可とする。評価は、筆記試験（70％）、授業参加

度（30％）により行う。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



人間関係プロセス論 
(ファシリテーション・アプローチ)I 

 

開設大学 南山大学 科目コード 304421 

担当教員 中村 和彦（人文学部教授） 

池田 満（人文学部講師） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 月曜：3 限（1330～1500）4 限 15151645 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 R63 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 【授業概要】 

この授業は実習および講義形式で行われる。 

人間関係の中でも小グループの中で生じる人間関係のダイナミックスを理解する。特に、ラボラ

トリー方式の体験学習における実習に参加しながら、グループ・ダイナミックスの理論とグルー

プワークの実際とを統合的に学ぶ。同時に、グループプロセスに働きかける力（ファシリテー

ション能力）を養うことを目指す。特に、ファシリテーションに欠かせない，グループプロセス

に気づく目を養うことを主眼に置く。２コマ続きで行う。 

【到達目標】 

・グループプロセスとは何かを理解している。 

・グループプロセスに気づくための基礎的な理論とスキルが身に付いている。 

・フィードバックを伝え、もらうことを通して自分を成長させるとともに、相手の成長に自分を

役立てることを体験的に理解し、実践できている。 

【授業計画】 

第１回：体験学習を体験する（グループでの活動①）：問題解決実習と小講義「体験学習とは何

か」 

第２回：プロセスに目を向ける（グループでの活動②）：グループでの実習 

第３回：グループプロセスを観る（グループでの活動③）：プロセスを観察する実習「ミニＰＯ

ＰＯ」 

第４回：グループプロセスに気づく（グループでの活動④）：実習「ＰＯＰＯ①」 

第５回：グループプロセスに気づく（グループでの活動⑤）：実習「ＰＯＰＯ②」 

第６回：グループプロセスに気づき働きかける（グループでの活動⑥）：制作型実習 

第７回：グループの変化成長をふりかえる（グループでの活動⑦）：実習「グループの変化成

長」 

第８回：まとめ（小講義「グループは発達する」）、学びのふりかえり 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

グループプロセスやファシリテーションに関する理論を理解するための課題が数回提示されるの

で、それに取り組み、提出する必要がある。 

テキスト・ 

参考文献 

津村俊充・山口眞人（編）「人間関係トレーニング（第２版）」ナカニシヤ出版 

試験・評価

方法 

授業参加度（50%）、課題の提出（20%）、期末レポート（30%）から評価する。評価は PF

方式によって行う。 

なお、体験学習で進めるため、実習への体験を重要視する。そのため、欠席が全授業数の１／６

を超えた場合は、体験の不足を補うための追加課題の提出を求める。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



日本文化史 B 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304422 

担当教員 松田 京子（人文学部教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 月曜,木曜：2 限（1105～1235） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 E11 

履修条件  

募集定員 10 募集時期 4 月 

講義概要 【副題】 

海を渡った「日本文化」、日本社会のなかの「異文化」 

【授業概要】 

 この授業は講義形式で行われる。 

 19 世紀後半以降の「世界」は、さまざまな交通・通信手段の発達により、いわば「距離」が

縮まり、それぞれの地域の経験の相互関連性が、一段と強くなったと言われています。「日

本」、「日本文化」もその例外ではありません。近代期の日本は移民を送り出していた国の一つ

で、多くの人々が、日本の非勢力圏であったハワイや南北アメリカ大陸、また勢力圏であった台

湾や朝鮮半島、中国東北部（「満州」）といった諸地域に移り住みました。また逆に、日本社会

内部にも異なる文化的背景を持つ人々が定住するようになり、とりわけ 1920 年代には東京や大

阪といった都市部を中心に、朝鮮半島出身の人々が集住地区を形成するようになります。 

 このような、いわば日本社会のなかの「異文化」は、周囲の人々にどのような影響を与え、交

流や葛藤を生み出していったのでしょうか。また海を渡った「日本文化」は、移出先の社会にど

のような影響を与え、交流や軋轢を生み出していったのでしょうか。本講義では、このような問

題を、特に映像作品などを素材として、考えていきます。 

【到達目標】 

・人の移動という観点からみた、近代期の「文化」交流に関する歴史的知識を習得している。 

・映像資料の視聴により、過去の出来事や状況について具体的に想起する力（歴史的想像力）を

習得している。 

【授業計画】 

第１回 序(1) 海を渡った「日本文化」－日本から海を渡った人々－ 

第２回 序(2) 日本社会のなかの「異文化」－日本へやって来た人々－ 

第３回  日本社会のなかの「異文化」(1) 前近代の「異文化」交流－江戸時代の人の移動－ 

第４回 日本社会のなかの「異文化」(2) 在日朝鮮・韓国人社会形成史－大阪「猪飼野」を中心

に— 

第５回 日本社会のなかの「異文化」(3) 阪神間モダニズムと人の移動 

第６回 日本社会のなかの「異文化」(4)「文化」の交流・葛藤－落語「代書」を素材として－ 

第７回   小括 

第８回 海を渡った「日本文化」(1) 非勢力圏への移民、勢力圏への移民 

第９回 海を渡った「日本文化」(2) 在米日本人社会形成史 

第 10 回 海を渡った「日本文化」(3) 1920 年代の在米日本人社会 

第 11 回 海を渡った「日本文化」(4) 戦争の時代の在米日系人社会 

第 12 回 海を渡った「日本文化」(5) 「満州」移民と小説『大日向村』・映画「大日向村」 

第 13 回 海を渡った「日本文化」(6) 日本人移民と「満州」での生活－都市部・農村部の比較

－ 

第 14 回 海を渡った「日本文化」(7) 引揚げ体験と記憶の中の「満州」 

第 15 回   総括 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

第２回以降のプリントや授業で扱う資料は事前に配布します。授業中に行う指示に従って、それ

らの配布物を読み予習してください。 

テキスト・ 

参考文献 

プリントを配布する予定。参考文献については、講義中に適宜、紹介します。 

試験・評価 授業参加度（30％）、筆記試験（70％） 



方法 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



漢文学概論 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304423 

担当教員 西岡 淳（人文学部教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 火曜,金曜：3 限（1330～1500） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 芸術・文学・表現 

教室 B21 

履修条件  

募集定員 10 募集時期 4 月 

講義概要 【副題】 

漢文読解入門 

【授業概要】 

この授業は講義および演習形式で行われる。 

中国古典、日本漢文のうち、散文を中心に訓読法による読解力を培うことを主眼とし、漢語の成

立と歴史、漢文法（訓読法を含む）の概要を含めて講ずる。毎回資料を配布し、自分で辞書を引

きながらそれを解釈するので、漢和辞典を毎回持参すること。作品選読に際しては、履修者の漢

詩文読解力に応じて毎回選定し、読解の意欲を高めるべく配慮する。 

【到達目標】 

解釈書等に頼らず、漢文を直接読むことができる。 

辞書を用いて漢文を読む「技術」を体得している。 

【授業計画】 

１．導入（授業に必要な工具書や資料の説明） 

２．資料読解演習：先秦・前漢編（１） 

３．資料読解演習：先秦・前漢編（２） 

４．資料読解演習：先秦・前漢編（３） 

５．資料読解演習：魏晋南北朝編（１） 

６．資料読解演習：魏晋南北朝編（２） 

７．資料読解演習：魏晋南北朝編（３） 

８．資料読解演習：唐宋編（１） 

９．資料読解演習：唐宋編（２） 

10．資料読解演習：唐宋編（３） 

11．資料読解演習：唐宋編（４） 

12．資料読解演習：唐宋編（５） 

13．資料読解演習：明清編（１） 

14．資料読解演習：明清編（２） 

15．まとめ 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

１．これまでに学習した漢文の教科書を見直して、基本的な語法等を学習しておくこと。 

２．授業で使用した資料の読解ができるようにしておくこと。 

テキスト・ 

参考文献 

毎回コピーを用いる。 

試験・評価

方法 

レポート（毎回提出）60％、定期試験 40％ 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



日本民俗文化論 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304424 

担当教員 濱田 琢司 （人文学部教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 火曜,金曜：1 限（920～1050） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 MB11 

履修条件  

募集定員 10 募集時期 4 月 

講義概要 【副題】 

民俗文化の発見と文化的消費 

【授業概要】 

 この授業は，講義形式で行われます。 

 現在、私たちが、文化的価値のあるものとして認識している事柄には、近代以降に「発見」さ

れ価値づけられたものが多くあります。講義では、第一に、様々な形で行われたこの「文化の発

見」と民俗との関わりについて考えていきます。特に知識人が地方文化を価値付けていくプロセ

スに注目します。具体的には、民俗芸能や民具，あるいは民家といった、日本のフォークカル

チャーをめぐる事項について、日本民俗学や民具学などの成り立ちろともに考えます。第二に、

この「文化の発見」を、地域の人々がどのように受け入れていったのか、そして観光振興や地域

おこしなどにどのように活用していったかを検討します。さらに「新しい」伝統文化・産業の創

造といった近年の地方行政における文化政策などについても、上記の事柄と関連づけながら考え

ていくことにします。 

【到達目標】 

・現在の民俗文化の成り立ちと、その価値付けの過程を理解できている。 

・多様な成り立ちを持つ民俗文化を、客観的に捉え、分析する視点を獲得できている。 

・日本民俗学、民具学について、基礎的な知識を獲得できている。 

・講義を通して得られた知見を、より広く近現代の民俗文化・地域文化の分析に敷衍できる。 

【授業計画】 

１．文化的価値付けの構造 

２．民俗文化発見の草創—『遠野物語』(1)— 

３．民俗文化発見と地域アイデンティティ—『遠野物語』(2)— 

４．柳田国男と地方文化 

５．日本民俗学の発生とその周辺   

６．民間習俗の価値づけ 

７．「ナマハゲ」の流通と消費 

８．「身辺卑近」を価値付ける─民具への注目(1)─ 

９．渋沢敬三と民具学─民具への注目(2)─ 

10．生活の場への関心─民家(1)─ 

11．今和次郎の民家研究─民家(2)─ 

12．趣味的対象としての民俗文化─郷土玩具(1)─ 

13．民俗文化の創生─郷土玩具(2)─ 

14．フォークロリズムとしての民俗文化 

15．民俗文化の将来を考える 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

・「日本文化学入門」を履修していた場合は、その内容を復習・再確認しておくこと。 

・２回目以降の講義については、毎回、前回の講義内容を再確認しておくこと。 

・事前にテキストを配布し、予習を促す回もある。その折は必ず指示に従うこと。 

テキスト・ 

参考文献 

プリント等配布。参考文献は、適宜指示します。 

試験・評価

方法 

定期試験が 80％、講義期間中課題が 20％（WebClass を通して数回のミニレポートを課す） 

別途必要な  



経費 

その他特記

事項 

 



日本文化学入門 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304425 

担当教員 濱田 琢司 （人文学部教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 火曜,金曜：3 限（1330～1500） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 R49 

履修条件  

募集定員 10 募集時期 4 月 

講義概要 【副題】 

芸術・音楽における表現と「日本らしさ」 

【授業概要】 

 この授業は講義形式で行われます。 

 日本文化学には、例えば、「日本文化」とは何か？、「日本文化」の本質とは何か？、といっ

たことを考えるというアプローチも存在します。一方で、そうした本質論ではなく、様々な場に

おいて、「日本文化」や「日本らしさ」の名のもとに、どのようなことが語られているのか？と

いう点を考えるというアプローチも存在します。 

 本講義は、後者のアプローチを採用し、近代における伝統文化の取り扱い、近現代の日本の芸

術表現、ポピュラーミュージックも含む音楽表現等を事例とし、例えば、モダニズム建築の設計

思想のなかにすり込まれた「日本的伝統」や古典音楽の近代化の過程、あるいはロックの日本語

化の過程で検討された「日本らしさ」とは、いったいどのようなものであったのか？を考えま

す。こうした考察を通して、比較的卑近な事例の中に偏在する日本文化学の「始点」を意識し、

また、対象に対して、どのような視点からアプローチすれば、それを日本文化学として分析する

ことができるのかも同時に学びます。 

【到達目標】 

・日本文化に関わる事象を学術的見地に立って検討することができる。 

・芸術や音楽における表現と「日本らしさ」の関わりについて、多面的に理解することができ

る。 

・「日本文化学」における、様々な考察の視点やその手法を把握できている。 

・自身の日常の中に「日本らしさ」を巡る分析の様々な端緒があることを理解できている。 

【授業計画】 

１．学問対象としての「日本文化」—イントロダクション— 

２．文化・芸術的表現と「日本らしさ／伝統性」についての研究を考える 

３．「無用ノ長物」としての名古屋城—名古屋城の価値づけをめぐって(1)— 

４．「日本的なもの」の価値化—名古屋城の価値づけをめぐって(2)— 

５．南山大学から考える日本文化—アントニン・レーモンド(1)— 

６．モダニズム建築と「日本らしさ」—アントニン・レーモンド(2)— 

７．擬洋風建築と闖入者としての「日本的もの」 

８．伝統邦楽の改良と「日本らしさ」—邦楽の近代(1)— 

９．「新日本音楽」の試みと「日本らしさ」—邦楽の近代(2)— 

10．「日本らしさ」の再発見—邦楽の近代(3)— 

11．新時代の文化創造と日本的伝統—近代期の宝塚歌劇— 

12．「日本語ロック論争」をめぐって—はっぴいえんどと「日本語ロック」(1)— 

13．邦楽と言葉—はっぴいえんどと「日本語ロック」(2)—  

14．はっぴいえんどの「日本語ロック」から考える—はっぴいえんどと「日本語ロック」(3)— 

15．「日本文化学」とは何か？ 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

・初回講義までに、文化・芸術的表現に関する問題と「日本文化学」の関わりについて考えてお

くこと。 

・２回目以降の講義については、毎回、前回の講義内容を再確認しておくこと。 

・事前にテキストを配布し、予習を促す回もある。その折は必ず指示に従うこと。 

テキスト・ プリントを配布します。 



参考文献 必要な参考文献については、適宜指示します。 

試験・評価

方法 

定期試験が 80％、講義期間中課題が 20％（WebClass を通して数回のミニレポートを課す） 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



日本文化史 A 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304426 

担当教員 松田 京子 （人文学部教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 月曜,木曜：4 限（1515～1645） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 S71 

履修条件  

募集定員 10 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 【副題】 

博覧会と「異文化」表象 

【授業概要】 

 この授業は講義形式で行われる。 

 19 世紀から 20 世紀への世紀転換期は、後発の位置から「国民国家」形成を行った日本が、

帝国主義段階に移行していく時期であったといわれています。国家が「帝国」としての相貌を持

つことは、思想や表象といった広義の「文化」領域に属する事象の中で、どのような問題として

立ち現れたのでしょうか。 

 本講義では、博覧会という具体的な出来事に焦点をあて、博覧会開催が契機となった都市構造

の変容、博覧会の「場」に交差する社会進化論や人種主義といった思想潮流、具体的な「展示」

行為によって示される、日本列島の周辺諸民族の序列をともなった把握といった諸問題の相互関

連のあり方を、「日本文化史」の問題として論じていきたいと思います。 

【到達目標】 

・博覧会という具体的な出来事を通じて、近代期の日本の文化・思想状況を理解している。 

【授業計画】 

第１回：「国民国家」形成と近代日本 

第２回：中央集権体制への移行と「国民」形成 

第３回：感性の変化－「近代人」の「誕生」という問題－ 

第４回：「帝国」の博覧会－日本の国際的位置の変化と博覧会－ 

第５回：「貧民街」移転問題と博覧会－公衆衛生観念の浸透－ 

第６回：大阪の築港事業と目指すべき都市像 

第７回：「東洋の商都」大阪の近代とアジア 

第８回：小括 

第９回：「展示」という技法による「異民族」表象 

代 10 回：パビリオン学術人類館と台湾館 

第 11 回：「異民族展示」をめぐる議論の位相 

第 12 回：「琉球」「アイヌ」と「帝国」日本 

第 13 回：世紀転換期における人種を語る「知」—坪井正五郎を中心に－ 

第 14 回：「帝国」の拡大と「異民族」表象の変容－1912 年拓殖博覧会にそくして— 

第 15 回：総括 

※適宜、ポスタ－やイラストなど視覚資料の提示やビデオスタディを織り交ぜて、講義していき

ます。 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

第 2 回以降のプリントや授業で扱う資料は事前に配布します。授業中に行う指示に従って、それ

らの配布物を読み予習してください。 

テキスト・ 

参考文献 

プリントを配布する予定。参考文献については、講義中に適宜、紹介します。 

試験・評価

方法 

授業参加度（30％）、筆記試験（70％） 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



中世文学研究 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304427 

担当教員 森田 貴之（人文学部准教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 火曜,金曜：4 限（1515～1645） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 芸術・文学・表現 

教室 R58 

履修条件  

募集定員 10 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 【副題】 

軍記物語の研究 

【授業概要】 

この授業は講義形式によって行われる。源平合戦・南北朝時代の動乱を描いた軍記物語『平家物

語』『太平記』を読む。軍記物語は複雑に展開した動乱期を物語化しようと試みたものである。

軍記物語の作者は、その動乱の現実をどのように理解し、どう作品世界を構築したのか。軍記物

語の代表作品である２作品を取り上げ、各回のテーマに沿って、歴史的背景、人物や引用故事、

関連作品との関わりなど複数の視点から捉えていく。また両作品の比較や近世・近代への影響に

も触れていく。 

【到達目標】 

・軍記物語を通して日本中世の社会・思想について理解している 

・動乱期に生きた人間のあり方を考える視点を習得している 

・文学ジャンル・文学作品相互の連関を知っている 

【授業計画】 

１．授業方法・作品概説 

２．『平家物語』の序と終わり 

３．『平家物語』の登場人物と歴史叙述方法１（平清盛に注目する） 

４．『平家物語』の登場人物と歴史叙述方法２（平重盛に注目する） 

５．『平家物語』の登場人物と歴史叙述方法３（平宗盛に注目する） 

６．『平家物語』の登場人物と歴史叙述方法４（平知盛に注目する） 

７．『平家物語』の登場人物と歴史叙述方法５（平重衡に注目する） 

８．『平家物語』の登場人物と歴史叙述方法６（平維盛に注目する） 

９．『太平記』の世界（『平家物語』との質的差異） 

10．『太平記』の歴史叙述方法１（武家の抗争の描き方） 

11．『太平記』の歴史叙述方法２（南北朝の描き方） 

12．『太平記』の登場人物と構成（楠木正成に注目する） 

13．中世・近世と軍記物語 

14．近代と軍記物語 

15．近現代と軍記物語 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

毎回の講義後に、感想・質問等のコメントの提出を求める。 

テキスト・ 

参考文献 

毎回講義プリントを配布して進める。 

試験・評価

方法 

レポート試験と授業参加度によって評価する。 

 ・レポート 60％ 

 ・授業参加度 40％ 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



英文法論＜国際科目群＞ 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304428 

担当教員 鈴木 達也（外国語学部教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 火曜,金曜：1 限（920～1050） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 Q504 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 【副題】 

Scientific Study of Human Language 

【授業概要】 

 This course will be delivered using a lecture style. 

 This course explains how generative grammar has developed from its birth to the 

current model, the Minimalist Program, through a theoretically significant turning point 

in the early 1980s. Generative grammar was born in the mid 20th century, when 

American Structural Linguistics enjoyed its prosperity. A young American linguist, 

Noam Chomsky, proposed a revolutionary, new linguistic theory in the mid 1950s. 

The new theory based on rationalism showed how to study human language 

scientifically. The course reviews the challenges of the linguistic science that has been 

trying to reveal our linguistic competence as a biological endowment over a half-

century. 

【到達目標】 

1. Understanding differences between empiricist linguistics and rationalist linguistics. 

2. Understanding important basic concepts of generative grammar. 

3. Understanding the theoretical development of generative grammar. 

【授業計画】 

Lecture 1 Introduction to generative grammar I 

Lecture 2 Introduction to generative grammar II 

Lecture 3 From empiricist linguistics to rationalist linguistics 

Lecture 4 Early days (1950s - mid 1960s): Toward Standard Theory I 

Lecture 5 Early days (1950s - mid 1960s): Toward Standard Theory II 

Lecture 6 Early days (1950s - mid 1960s): Toward Standard Theory III 

Lecture 7 Development (late 1960s-1970s): Revising Standard Theory I 

Lecture 8 Development (late 1960s-1970s): Revising Standard Theory II 

Lecture 9 Development (late 1960s-1970s): Revising Standard Theory III 

Lecture 10 Turning point (1980s - mid 1990s): Principles-and-Parameters 

Approach I 

Lecture 11 Turning point (1980s - mid 1990s): Principles-and-Parameters 

Approach II 

Lecture 12 Turning point (1980s - mid 1990s): Principles-and-Parameters 

Approach III 

Lecture 13 Toward the next leap (mid 1990s and after): The Minimalist Program I 

Lecture 14 Toward the next leap (mid 1990s and after): The Minimalist Program II 

Lecture 15 Toward the next leap (mid 1990s and after): The Minimalist Program III 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

1. Make sufficient preparations and reviews making use of the lecture handout pdf to 

be downloaded from Proself. 

2. Make sufficient preparations for upcoming lectures making use of designated 

books in the library and/or related materials. 

テキスト・ 

参考文献 

Classes will be taught based on the handouts to be distributed each week. 



試験・評価

方法 

Final examination 100% 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

This is offered as an ICC (International Course Category) course. 



Special Topics in English: Culture B 
＜国際科目群＞ 

 

開設大学 南山大学 科目コード 304429 

担当教員 PURCELL,William（外国語学部教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 月曜,木曜：2 限（1105～1235） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 Q602 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 【副題】 

Postcolonial Literature of Africa: The World of Chinua Achebe 

【授業概要】 

This course will be delivered partly as lecture and partly as student-teacher 

discussion. In this course we will read short stories by the Nigerian writer, Chinua 

Achebe. 

【到達目標】 

The purpose of the course is three-fold: to teach the students to read fiction more 

perceptively and reflectively, noting in particular the relationship between the text and 

the historic and cultural context which produced it; to raise in the students a greater 

awareness of and appreciation for the peoples, cultures, and countries of Africa; and 

to gain a deeper understanding of the consequences of European colonialism for 

both the colonizer and the colonized. 

【授業計画】 

1. Introduction and course outline 

2. Africa and Europe: a colonial and postcolonial history 

3-4. "Dead Men’s Path"  

5-6. " Marriage is a Private Affair "  

7-8 " The Sacrificial Egg " 

9-10 "The Madman" 

11-12 "Uncle Ben's Choice" 

13-14 "Civil Peace" 

15. Review 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

From the third week students will be required to read one story per class, averaging 

about 7 pages per story. Students will also answer assigned comprehension 

questions and submit them via WebClass prior to class. 

テキスト・ 

参考文献 

Chinua Achebe, Girls at War and Other Stories 

試験・評価

方法 

Grades will be determined by class participation (50%), submission of weekly 

assignments (30%), and a final on-line test (20%). Note: all assignments AND the 

final on-line test MUST be submitted to receive credit. Failure to hand in an 

assignment and/or f 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

This is offered as an ICC (International Course Category) course. 



英米文学特殊研究 A＜国際科目群＞ 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304430 

担当教員 PURCELL,William（外国語学部教授） 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 月曜,木曜：2 限（1105～1235） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 芸術・文学・表現 

教室 S55 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 【副題】 

Literature and the British Empire: Postcolonial African Fiction in English (I) 

【授業概要】 

 This course will combine lecture and student-teacher discussion.  

 We will examine the impact upon the peoples and cultures of Africa of the colonial 

encounter with Europe. We will start with postcolonial theory and the issues with 

which it is concerned we will examine a selection of short stories by representative 

Anglophone authors from various African countries. Examinations of the stories will 

be against the particular historic and cultural background of the country/cultural 

group concerned. 

【到達目標】 

The purpose of the course is three-fold: to teach the students to read fiction more 

perceptively and reflectively, noting in particular the relationship between the text and 

the historic and cultural context which produced it; to raise in the students a greater 

awareness of and appreciation for the peoples, cultures, and countries of Africa; and 

to gain a deeper understanding of the consequences of European colonialism for 

both the colonizer and the colonized. 

【授業計画】 

1．Introduction and course outline: What/When/Where/Who is the Postcolonial? 

2．Africa and Europe: A Colonial History 

3-4．Ama Ata Aido:“Certain Winds from the South” 

5-6．Odun Balogu:“The Apprentice” 

7-8．Chinua Achebe:“Civil Peace” 

9-10．Grace Ogot:“The Green Leaves” 

11-12．Leonard Kibera:“The Spider's Web” 

13-14．Ngugi wa Thiong'o:“Minutes of Glory” 

15．Review 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

1. From the third class students will be required to read one story per week, 

averaging about 7 pages per story. Students will also answer assigned 

comprehension questions and submit them via the WebClass site prior to class. 

テキスト・ 

参考文献 

Chinua Achebe and C.L. Innes, Ed. African Short Stories. Oxford: Heinemann, 1987. 

試験・評価

方法 

Grades will be determined by class participation (50%), submission of weekly 

assignments (30%), and a final on-line test (20%). Note: all assignments AND the 

final on-line test MUST be submitted to receive credit. Failure to hand in an 

assignment and/or f 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

This is offered as an ICC (International Course Category) course. 



英米文学特殊研究 B＜国際科目群＞ 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304431 

担当教員 PURCELL,William（外国語学部教授） 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 月曜,木曜：3 限（1330～1500） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 芸術・文学・表現 

教室 Q504 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 【副題】 

Literature and the British Empire: Postcolonial African Fiction in English (II) 

【授業概要】 

  In this course we will read short stories by writers from various African countries. 

【到達目標】 

This course will combine lecture and student-teacher discussion. 

The purpose of the course is three-fold: to teach the students to read fiction more 

perceptively and reflectively, noting in particular the relationship between the text and 

the historic and cultural context which produced it; to raise in the students a greater 

awareness of and appreciation for the peoples, cultures, and countries of Africa; and 

to gain a deeper understanding of the consequences of European colonialism for 

both the colonizer and the colonized. 

【授業計画】 

1. Introduction and course outline 

2. Africa and Europe: a colonial and postcolonial history 

3-4. Ezekial Mphalele: "The Coffee-cart Girl" 

5-6. Ahmed Essop: "The Betrayal"  

7-8. Nadine Gordimer: "The Bridegroom" 

9-10. Bessie Head: "Snapshots of a Wedding" 

11-12. Mafika Gwala: "Reflections in a Cell" 

13-14. Bl. L. Honwana: "Papa, Snake & I" 

15. Review 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

1. From the third class students will be required to read one story per class, averaging 

about 7 pages per story. Students will also answer assigned comprehension 

questions and submit them via the WebClass site prior to class 

テキスト・ 

参考文献 

Chinua Achebe and C.L. Innes, Ed. African Short Stories. Oxford: Heinemann, 1987. 

試験・評価

方法 

Grades will be determined by class participation (50%), submission of weekly 

assignments (30%), and a final on-line test (20%). Note: all assignments AND the 

final on-line test MUST be submitted to receive credit. Failure to hand in an 

assignment and/or f 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

This is offered as an ICC (International Course Category) course. 



作家作品研究（アメリカ文学）A 
＜国際科目群＞ 

 

開設大学 南山大学 科目コード 304432 

担当教員 PURCELL,William（外国語学部教授） 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 月曜,木曜：3 限（1330～1500） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 芸術・文学・表現 

教室 K25 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 【副題】 

Japanese American Writers: Toshio Mori's "Yokohama, California" 

【授業概要】 

This course will combine lecture and student-teacher discussion. 

The course will begin with an overview of the history of Japanese immigration to the 

United States and particularly to Japanese settlement in California. We will then 

examine the development of the Nikkei communities in California and life in these 

communities. We will then read Toshio Mori's "Yokohama, California," concentrating 

on what these stories reveal about life in these communities and how these Nikei 

Americans saw themselves. 

【到達目標】 

The purpose of this course is to introduce the students to the writing of Toshio Mori, 

an American fiction writer of Japanese descent. By reading Mori's stories we will gain 

insights into life in the the Japanese American communities of central California in the 

pre-war years of the 1930s. Hopefully we will gains insights into how these people 

understood themselves and what it meant to them to be Americans. 

【授業計画】 

1. Introduction and course explanation 

2. Background: Japanese American History 

3. Introduction to Toshio Mori 

4. "Tomorrow is Coming, Children" and "The Woman who Makes Swell Doughnuts" 

5. "The Seventh Street Philosopher" and "My Mother Stands on her Head" 

6. "Toshio Mori" and "The End of the Line" 

7. "Say it with Flowers" and "Akira Yano" 

8. "Lil' Yokohama" and "The Finance over at Doi's" 

9. "Three Japanese Mothers" and ""The All-American Girl" 

10. "The Chessmen" and "Nodas in America" 

11. "The Eggs of the World" and "He Who has the Laughing Face" 

12. "Slant-eyed Americans" and "The Trees" 

13. "The Six Rows of Pompons" and "Business at Eleven" 

14. "The Brothers" and "Tomorrow and Today" 

15. Conclusion 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

Students are expected to read the stories before each class. Each week's reading 

assignment is about 12 to 14 pages. 

テキスト・ 

参考文献 

Toshio Mori, "Yokohama, California." Seattle: U of Washington Press 

試験・評価

方法 

Grades will be determined by class participation (50%), submission of weekly 

assignments (30%), and a final on-line test (20%). Note: all assignments AND the 

final on-line test MUST be submitted to receive credit. Failure to hand in an 

assignment and/or f 

別途必要な  



経費 

その他特記

事項 

This is offered as an ICC (International Course Category) course. 



政治とコミュニケーション 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304433 

担当教員 花木 亨（外国語学部教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 月曜,木曜：1 限（920～1050） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 R49 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 【副題】 

バラク・オバマの演説と現代アメリカ社会 

【授業概要】 

この授業は講義形式で行われる。 

この授業では、第４４代アメリカ合衆国大統領バラク・オバマの演説について多角的に考察す

る。また、その作業をとおして、現代アメリカ社会の諸側面についての理解を深める。 

【到達目標】 

1. バラク・オバマの演説の特徴を理解すること。 

2. 現代アメリカ社会についての理解を深めること。 

3. 大統領の演説やその他の政治的メッセージを分析できるようになること。 

【授業計画】 

1.   導入 

2.   大統領と演説 

3.   2004 年民主党全国大会基調演説 

4.   2004 年民主党全国大会基調演説 

5.   2008 年大統領選における演説 

6.   2008 年大統領選における演説 

7.   人種 

8.   人種 

9.   医療 

10. 医療 

11. 移民 

12. 移民 

13. 銃 

14. 銃 

15. まとめ 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

1. 配布資料、参考文献などを読んで理解しておくこと。 

2. オバマの演説を視聴しておくこと。 

テキスト・ 

参考文献 

購入しなければいけない文献 

1. 花木亨（2015）『大統領の演説と現代アメリカ社会』大学教育出版。 

参考文献 

1. アリストテレス（戸塚七郎訳）（1992）『弁論術』岩波書店。 

2. Karlyn Kohrs Campbell & Kathleen Hall Jamieson. (2008). "Presidents Creating the 

Presidency: Deeds Done in Words". University of Chicago Press. 

試験・評価

方法 

定期試験 100％。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



イギリスの歴史 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304434 

担当教員 大澤 広晃（外国語学部講師） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 月曜,木曜：1 限（920～1050） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 G27 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 【副題】 

イギリス帝国の歴史 

【授業概要】 

 この授業は講義形式で行われる。 

 18 世紀から 20 世紀にかけてのイギリスは、世界の各地に植民地をもつ巨大な帝国であっ

た。イギリス帝国は、異なる社会や文化に属する人々の間の関係を規定することで、近代世界の

かたちを整えた。すなわち、帝国のネットワークを通じて、イギリスの文化、言語、技術などが

世界中に広まる一方で、植民地支配に伴う搾取や暴力によって、貧困や人種差別が生み出される

ことになった。こうしたイギリス帝国の過去は、現在の世界にも影響を及ぼし続けている。21

世紀の世界における、英語の普及、地域間の経済格差、異人種・異文化間の対立といった問題の

多くは、イギリス帝国の歴史を考えることなしに理解することはできない。イギリス帝国に着目

して、イギリスとそれ以外の地域の関係、および、過去と現在の関係を考えること、これがこの

授業の目的である。 

【到達目標】 

1. 学生は、イギリス帝国の歴史とその特徴についての基本事項を理解する。 

2. 学生は、授業で学んだことを基礎にして、現代世界が直面するさまざまな問題を歴史的な視

座から批判的に考察する力を修得する。 

【授業計画】 

1. イントロダクション 

2. 20 世紀初頭までのイギリス帝国 1 

3. 20 世紀初頭までのイギリス帝国 2 

4. イギリス帝国の政治構造 1：統治体制 

5. イギリス帝国の政治構造 2：帝国を統治した人々 

6. イギリス帝国と経済１：商業と金融 

7. イギリス帝国と経済 2：移民と労働 

8. イギリス帝国と文化１：支配の文化、文化の支配 

9. イギリス帝国と文化 2：批判の文化 

10. 帝国からコモンウェルスへ 1：コモンウェルスの成立と二つの大戦 

11. 帝国からコモンウェルスへ 2：帝国＝コモンウェルスの変容と脱植民地化 

12. 脱植民地化の時代 1：脱植民地化の諸相 

13. 脱植民地化の時代 2：植民地主義の終焉？ 

14. 帝国の過去と現在：イギリスと旧植民地 

15. まとめ 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

下記の参考文献および講義で紹介する文献などを読み、主体的に授業に参加すること。 

テキスト・ 

参考文献 

川北稔・木畑洋一編著『イギリスの歴史—帝国=コモンウェルスのあゆみ』有斐閣、2000 年 

木畑洋一ほか編著『イギリス帝国と 20 世紀』（全 5 巻）ミネルヴァ書房、2004〜2009 年 

秋田茂『イギリス帝国の歴史』（中公新書）中央公論新社、2012 年 

小川浩之『英連邦—王冠への忠誠と自由な連合』中央公論新社、2012 年 

試験・評価

方法 

授業参加度 5％、課題（読書レポート、ディスカッション）45％、期末試験 50％ 

別途必要な

経費 

 



その他特記

事項 

 



スペイン文学 A 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304435 

担当教員 小阪 知弘（外国語学部准教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 火曜,金曜：2 限（1105～1235） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 芸術・文学・表現 

教室 Q104 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 【副題】 

スペイン文学史 誕生から黄金世紀まで 

【授業概要】 

この授業は講義形式で行う。中世から現代に至るまでのスペイン文学から、主な作家を複数とり

上げ、代表作といわれる傑作を中心に分析する。 

【到達目標】 

スペイン文学誕生から中世及び黄金世紀までの流れを俯瞰し、さらにテクスト（邦訳）の一部を

読むことによって、他のヨーロッパ文学とはひと味ちがうスペイン文学を味わうことができ、理

解を深めることができる。 

【授業計画】 

1. 授業の方針、参考文献について 

2．『わがシッドの歌』時代と作品 

3．中世スペイン文学とキリスト教 

4．『よき恋の書』時代と作品 

5．『ルカノール伯爵』時代と作品 

6．『ラ・セレスティーナ』時代と作品 

7．『ラサリーリョ・デ・トルメス』と悪者小説の世界 

8．『ドン・キホーテ』の小説世界 

9. スペインバロック演劇：ロペ・デ・ベガと新しい演劇 

10. ロペ・デ・ベガ『フエンテ・オベフーナ』の劇世界 

11．ティルソ・デ・モリーナ『セビーリャの色事師』の劇世界 

12．カルデロン・デ・ラ・バルカ『人生は夢』の劇世界 

13．モラティン『娘たちの「はい」』と 18 世紀文学 

14．エスプロンセーダ『サラマンカの学生』と 19 世紀ロマン主義 

15．ソリーリャ『ドン・フアン・テノリオ』とロマン主義演劇 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

毎回、授業の終わりに次回読む作品の案内をして、それを学生に読んできてもらう。 

テキスト・ 

参考文献 

佐竹謙一『スペイン文学案内』（岩波文庫）、２０１３年。 

そのほか必要な資料は、毎回授業中に配付する。 

試験・評価

方法 

終レポート（５０％）、定期試験（５０％） 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



スペイン史 A 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304436 

担当教員 小阪 知弘（外国語学部准教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 火曜,金曜：3 限（1330～1500） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 Q103 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 【授業概要】 

この授業は講義形式で行われる。アルタミラの洞窟に象徴される旧石器時代から 19 世紀スペイ

ンまでのスペイン史の全体的な流れを学びながら、文化と社会についての基礎的な知識を習得す

る。また随時、視聴覚教材を用いながら、ヨーロッパの一部を成すスペインに内在する伝統的な

長所と問題点について考察する。 

【到達目標】 

1．スペイン史についての基礎的な知識を得る。 

2．近代までの通史を学びながら、スペイン社会とスペイン人の特質を理解し、スペイン文化が

有する伝統的な習慣や風習などを身につける。 

【授業計画】 

1．イントロダクション・スペイン通史概観 

2．スペインの始まり（旧石器時代からローマ時代） 

3．西ゴート王国の時代 

4．イスラーム・スペインの時代とレコンキスタ 

5．カトリック両王の時代 

6．ハプスブルク朝スペインの時代—黄金世紀 

7．ブルボン王朝の時代 

8．独立戦争と第一共和制の時代 

9．日本との関係 

10．スペイン絵画史① 古典絵画：エル・グレコ、ゴヤ、ベラスケス 

11．スペイン絵画史② 現代絵画：ピカソ、ダリ、ミロ 

12．スペイン音楽史① クラッシック音楽：グラナドス、アルベニス、ファリャ 

13．スペイン音楽史② ギター音楽：セゴビヤ、イエペス、パコ・デ・ルシア 

14．スペイン音楽史③ チェロその他の音楽：カザルス、ホアキン・ロドリーゴ、タレガ 

15. スペイン人の特性：情熱、饒舌の文化、時間観 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

毎回、授業の終わりに次回に扱う範囲を指示するので、必ず予習をしてもらう。 

テキスト・ 

参考文献 

教員が授業中に紹介する。 

試験・評価

方法 

レポート 20％、定期試験 80 パーセントにより評価する。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



ラテンアメリカの文化と社会 B 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304437 

担当教員 岩崎 賢（外国語学部講師） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 月曜,木曜：4 限（1515～1645） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 B31 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 【副題】 

ラテンアメリカ地域の文明と文化 

【授業概要】 

この授業は講義形式で行われる。各回で、特定のテーマについて、文献資料や画像資料、動画資

料などを用いながら、広範な知識を身に着け、テーマについての理解を深めていく。 

【到達目標】 

1. 受講者はこの授業を通して、広大なラテンアメリカ・カリブ地域に出現した多種多様な文化・

文明についての、もっとも基本的な知識とイメージを身に着ける。 

2. 古くは狩猟採集の時代から、現代に至るまで、長い歴史スパンでこの地域に出現した文化・文

明が、どのような歴史的文脈の中で、どのような民族集団によって形成されていったかを知り、

その基本的性格を理解する。 

【授業計画】 

（1）新大陸の原始芸術 

（2）古代文明／メソアメリカ１ 

（3）古代文明／メソアメリカ２ 

（4）古代文明／メソアメリカ３ 

（5）古代文明／アンデス文明１ 

（6）古代文明／アンデス文明２ 

（7）古代文明／アンデス文明３ 

（8）植民地期／土着文化と西洋文化の出会い 

（9）アンデス地域の先住民文化 

（10）アルゼンチンの文化 

（11）カリブ海地域のアフロ文化 

（12）メキシコの文化 

（13）中南米文化の現在（１） 

（14）中南米文化の現在（２） 

（15）まとめ 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

参考文献に挙げたものは、しっかりと読んでおくこと。 

テキスト・ 

参考文献 

増田義郎 『物語ラテンアメリカの歴史』 中公新書 1998 年。あるいはこれ以外のラテンア

メリカの歴史・文化に関する概説書。 

岩崎賢 『アステカ王国の生贄の祭祀』 刀水書房 2015 年。 

試験・評価

方法 

レポート（100%）による評価 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



ラテンアメリカ史 A 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304438 

担当教員 遠藤 健太 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 火曜,金曜：3 限（1330～1500） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 R56 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 【授業概要】 

この授業は講義形式で行われます。 

先コロンブス時代から 21 世紀までの通史を概観しますが、どちらかと言えば 20 世紀以降の現

代史に重点を置き、主として政治と国際関係の推移に焦点を当てます。 

歴史上の出来事や人物は、しばしば論者によって大きく評価が分かれます。この講義では、なる

べく複数の歴史観を紹介しながら、各人が自分なりの見解を持つための心構えについても考えて

いきたいと思います。 

【到達目標】 

１．ラテンアメリカ史の流れを大局的に把握し、自分で論じられるようになる。 

２．ラテンアメリカ史上の主要な出来事や人物について、複数の立場からの評価を把握したうえ

で、自分なりに論じられるようになる。 

【授業計画】 

第 1 回 イントロダクション：講義の対象、時代区分などについて 

第 2 回 先コロンブス時代 

第 3 回 大航海時代 

第 4 回 植民地時代 

第 5 回 独立運動の時代 

第 6 回 カウディーリョの時代 

第 7 回 近代国家の形成 

第 8 回 近代化と従属化 

第 9 回 ナショナリズムの諸相 

第 10 回 ポピュリズム型政権の台頭 

第 11 回 キューバ革命と社会主義政権の成立 

第 12 回 軍事政権による権威主義体制 

第 13 回 民主化と新自由主義の導入 

第 14 回 左派政権の台頭 

第 15 回 21 世紀ラテンアメリカの展望 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

各回の講義の内容について、指定した参考文献を読んで予習・復習しておくこと。 

 

テキスト・ 

参考文献 

［参考文献］ 

・増田義郎『物語ラテンアメリカの歴史』（中公新書、1998 年） 

・国本伊代『概説ラテンアメリカ史』（新評論、2001 年） 

・大貫良夫ほか（編）『［新版］ラテンアメリカを知る事典』（平凡社、2013 年） 

試験・評価

方法 

［参考文献］ 

・増田義郎『物語ラテンアメリカの歴史』（中公新書、1998 年） 

・国本伊代『概説ラテンアメリカ史』（新評論、2001 年） 

・大貫良夫ほか（編）『［新版］ラテンアメリカを知る事典』（平凡社、2013 年） 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



ラテンアメリカ史 B 
（＊スペイン語による講義） 

 

開設大学 南山大学 科目コード 304439 

担当教員 ESCANDON,Arturo（外国語学部教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 火曜,金曜：4 限（1515～1645） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 H24 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 【副題】 

Introducción al cambio social en América Latina. 

【授業概要】 

El curso se estructura a modo de taller (practical sessions) y de conferencias 

(lectures). Tiene dos partes que se desarrollan de forma paralela: (a) La presentación 

y discusión en clase (en pareja y grupos) de los contenidos temáticos y (b) la 

investigación fuera del aula de temas electivos. Los contenidos temáticos se dividen 

también en dos partes: (1) Revisión de la historia de América Latina en su conjunto. 

Se trata de una visión unitaria en que se intenta conocer su historia común, desde 

su pasado preeuropeo, hasta los proyectos actuales de integración económica y 

social (tratados de libre comercio, MERCOSUR, etc.). (2) Estudio de América Latina 

en su diversidad. Se intenta conocer las diferencias entre los estados americanos, 

divididos en seis grandes bloques: México; América Central y el Caribe; los países 

andinos; Colombia y Venezuela; el Cono Sur; y Cuba. 

【到達目標】 

Los objetivos son los siguientes: 

1. Comprender la situación actual de América Latina como resultado de su breve 

pero intensa historia al centro de la primera ola de internacionalización a escala 

global.  

2. Hacerse con elementos de análisis que permitan estudiar el cambio social de 

cualquier pueblo/estado/nación. Estos son los siguientes: el ambiente y los recursos 

naturales; la estructura social; el trabajo, la producción y los modos de vida; las 

creencias religiosas y las leyes; la división del trabajo; la producción de herramientas. 

【授業計画】 

１．INTRODUCCIÓN: Presentación del profesor y los estudiantes. Presentación de 

los objetivos y procedimientos del curso. Síntesis de la historia latinoamericana a 

cargo del profesor. Calendario de lecturas y presentaciones. 

２．VISIÓN UNITARIA: (1) El mundo colonial. TALLER: (1) Las categorías de 

análisis del cambio social. 

３．VISIÓN UNITARIA: (2) América Latina en el siglo XIX. 1810, ola independentista. 

(3) La crisis del 98. 1º EXAMEN DE COMPRENSIÓN LECTORA. 

４．VISIÓN UNITARIA: (4) Crecimiento hacia afuera (1880-1930). TALLER: (2) 

Ejemplo de análisis del cambio social. 

５．VISIÓN UNITARIA: (5) Crecimiento hacia adentro (1930-1960). 

６．VISIÓN UNITARIA: (6) Agotamiento del modelo industrializador y crisis de la 

deuda externa (1960-1995). 2º EXAMEN DE COMPRENSIÓN LECTORA. 

７．DIVERSIDAD: (1) México y la Revolución Mexicana. 

８．DIVERSIDAD: (2) América Central: Costa Rica, estado excepcional. TALLER: (3) 

Definición de los temas del ensayo o presentación oral. 

９．DIVERSIDAD: (3) Panamá y el neocolonialismo estadounidense. 

10．DIVERSIDAD: (3) El Salvador y la Teología de la Liberación. 

11．DIVERSIDAD (4) El mundo andino: Perú y Bolivia. 



12．DIVERSIDAD: (5) La patria de Simón Bolívar: Colombia y Venezuela 

13．DIVERSIDAD: (6) El Cono Sur: Argentina (el peronismo o caudillismo argentino) y 

Chile (La Revolución en democracia). 

14．DIVERSIDAD (7) La Revolución Cubana (Ché Guevara y Fidel Castro). 

15．Recapitulación. Preparación del examen final. 

16．EXAMEN FINAL ESCRITO. 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

Se estima que el alumno habrá de dedicar al menos una hora de preparación antes 

de cada clase, bien leyendo y repasando el material, bien investigando por su propia 

cuenta los temas electivos. 

Los estudiantes deberán (a) leer los impresos en casa, haciendo uso, primero, de un 

diccionario monolingüe de nivel intermedio o superior y, en segundo lugar, de uno 

bilingüe (en caso de que la palabra no aparezca en el primero); (b) tomar notas en 

clase, teniendo cuidado de apuntar las ideas y conceptos clave (el profesor suele 

escribir las ideas clave en la pizarra, por ejemplo: "La Corona daba al conquistador un 

lote de indios", "La base de la alimentación azteca era el maíz", "La actividad 

económica de Cuba se basaba en el ingenio azucarero"); (c) repasar y estudiar las 

notas en casa antes de cada nueva clase; (d) hacer preguntas en clase y participar 

emitiendo opiniones; y (e) entregar por escrito informes de progreso al profesor. 

テキスト・ 

参考文献 

Antes de comenzar el curso, se recomienda leer el siguiente texto de referencia: 

染田、染田秀藤、ラテンアメリカの歴史 史料から読み解く植民地時代、大阪外国語大学ラテン

アメリカ史研究会訳 世界思想社、ISBN: 9784790711278 

Material impreso (fotocopias). 

試験・評価

方法 

La nota final se calculará según el rendimiento en las siguientes áreas: 

participación activa en clase, 20%; exámenes de comprensión, 20%; examen final 

escrito, 60％. 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



フランス文学史 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304440 

担当教員 吉澤 英樹（外国語学部教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 火曜,金曜：1 限（920～1050） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 芸術・文学・表現 

教室 G25 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 【授業概要】 

この授業は講義形式で行われる。フランスの中世から現代に至るまでの文学史を概観する。それ

ぞれの時代の代表的作品や批評または論争などに焦点を当てながら、詩・演劇・小説・エセーと

多岐にわたる文学という営みの変遷を考察する。 

【到達目標】 

フランスにおける文学の歴史についての基本的知識を身につける。 

文学という芸術ジャンルに関心を持ち、作品を実際に手にとり、味わいながら読むことができ

る。 

【授業計画】 

1. はじめに 

2. 中世文学 

3. 16 世紀   ルネサンス文学 

4. 17 世紀   古典期 

5. 18 世紀 1  啓蒙思想 

6. 18 世紀 2  小説・自伝文学 

7. 19 世紀 1   ロマン主義文学  

8. 19 世紀 2   自然主義文学 

9. 19 世紀 3   象徴主義文学 

10. 20 世紀 1 ベルエポック 

11. 20 世紀 2  ダダ・シュルレアリスム・前衛的古典主義 

12. 20 世紀 3  実存主義と不条理の文学 

13. 20 世紀 4 ヌーヴォーロマン、オートフィクション 

14. 現代    ポストコロニアル文学とフランス語圏 

15. まとめ 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

各回対象となる期間のフランスの歴史をあらかじめ学習しておく。 

授業中にとったノートを元に復習し、作品の書かれた時代背景を参照しながら、作品を実際に手

にとり読むこと。 

テキスト・ 

参考文献 

参考文献は授業内で適宜指示する。 

試験・評価

方法 

授業参加度 30% 学期末試験 70% 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



フランスの歴史 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304441 

担当教員 真野 倫平（外国語学部教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 月曜,木曜：1 限（920～1050） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 G30 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 【副題】 

フランス史概観 

【授業概要】 

この授業は講義形式で行われる。 

本講義ではジャンヌ・ダルクやナポレオンを生んだフランスの歴史について概観する。古代から

現代にいたるフランスの歴史を通時的に追いつつ、それぞれの時代の特徴について説明する。政

治、社会、人種、言語、宗教などの側面に注目することで、フランス史の全体像をできるかぎり

立体的に提示する。同時に、各時代に関する歴史家の見解を適宜紹介することで、歴史理論につ

いても学習する。 

【到達目標】 

１ フランス史についての基礎知識を身につける。 

２ 歴史学におけるさまざまな理論を修得する。 

【授業計画】 

1 はじめに 

2 ガロ・ローマ時代 

3 フランク王国：メロヴィング朝・カロリング朝 

4 カペー朝 

5 ヴァロワ朝、百年戦争 

6 ルネサンス・宗教戦争 

7 絶対王政 

8 フランス革命 

9 ナポレオン・ボナパルト 

10 王政復古から第二帝政の終焉まで 

11 第三共和政成立から第一次世界大戦まで 

12 第二次世界大戦 

13 戦後の世界 1 

14 戦後の世界 2 

15 まとめ 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

毎回の授業内容について復習し、授業の中で出された「問題」について考察しておくこと。 

テキスト・ 

参考文献 

教材はプリントを配付する。参考文献は適宜指示する。 

試験・評価

方法 

定期試験 100％。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



フランスの文化 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304442 

担当教員 吉澤 英樹（外国語学部教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 水曜：1 限（920～1050）2 限 11051235 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 MB12 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 【授業概要】 

この授業は講義形式で行われる。 

視聴覚資料を使用しながら、主にフランスの近現代の文化について解説する。 

【到達目標】 

近現代のフランスの文化について概略的な知識をえる 

【授業計画】 

１．はじめに 

２.  フランスの文化概念（文化と文明） 

３．文化史とカルチュラル・スタディーズについて 

４.  フランスの宗教と文化 

５.  フランスの教育と文化 

６.  フランスの文化政策と映画 

７．フランスのアート 

８.  フランスのモード 

９.  BD 文化 

10. 日本の文化のフランスへの影響 

11. フランスのエグゾティスムと植民地文化 

12.  フランスの地方文化と移民文化 

13. フランスの音楽 

14. フランスのスペクタクル 

15. まとめ 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

フランス文化の様々な側面に関する書籍を履修者の関心に従って読み、フランス文化の特殊性に

ついて自分なりの見解を持つようにする。 

テキスト・ 

参考文献 

適宜プリントを配布する 

試験・評価

方法 

授業への参加（30％）期末試験（70％） 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



フランスの社会 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304443 

担当教員 中山 俊（外国語学部講師） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 月曜,木曜：1 限（920～1050） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 社会・マスコミ・情報 

教室 Q102 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 【副題】 

現代フランス社会の普遍性と特殊性 

【授業概要】 

 この授業では講義形式で行われる。 

 本講義では、フランスとその社会について今後学んでいく上で必要な基本的知識を身につけた

い。検討対象は、受講者のイメージするフランスとは多少、あるいはかなり異なるものを含んで

いるかもしれない。もちろん、ファッションや食など、「華やか」で「美味しい」側面（いわゆ

る「美し（うまし）国フランス la douce France」）に触れないわけではないが、移民、教

育、福祉、家族などにも目を向けるつもりである。素朴な疑問から考察を開始し、論点を絞り込

みながらこれらの諸領域で見られる問題点を把握して、フランス社会の特徴を様々な視点から理

解したい。また、他のヨーロッパ諸国や日本と比較しながら、フランスの社会に見られる普遍性

や特殊性についても考察する予定である。 

【到達目標】 

・フランス社会についての基本的な知識を得ることができる。 

・フランスの社会が有する普遍的な側面及び特異な側面を理解することができる。 

【授業計画】 

1. 授業方針の説明と基礎的な知識の確認 

2. フランスは「白人」の国か？ 

3. フランスに住む人々は「平等」か？—外国人と移民の権利と生活状況を中心に— 

4. フランスは男女平等を達成しているか？ 

5. 教育制度はフランスと日本との間でどのように異なるか？ 

6. フランスでは同性婚が可能か？ 

7. なぜフランスでは「少子化」が起こらないのか？  

8. フランス人は宗教に対して「寛容」か？ 

9. フランスは「安全」な国か？ 

10. フランスの主要産業は何か？ 

11. なぜフランスではストライキが多いのか？ 

12. なぜ農村があこがれの対象になるのか？ 

13. 地域的多様性①—北部を中心に— 

14. 地域的多様性②—南部を中心に— 

15. まとめと復習 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

・次週の授業のテーマに関する基本用語について予習しておく。 

・紹介された参考文献を読み、考察を深める。 

テキスト・ 

参考文献 

テキストの代わりにプリントを配布して授業を進める。参考文献は、授業中に提示する。 

試験・評価

方法 

授業参加度（コメント用紙の内容と授業中の発言：30％）と期末試験（70％）で評価する。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



フランスの国際関係＜国際科目群＞ 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304444 

担当教員 COURRON,David（外国語学部教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 月曜,木曜：1 限（920～1050） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 Q313 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 【副題】 

Introduction to Constitutional Law in the European Union 

- Recent trends in Europe constitutional developments from a comparative, political 

and historical perspective - 

【授業概要】 

This course will be delivered using the lecture style (with learner-centered practices 

and learners active involvement). 

 Over more than 60 years, France domestic and foreign policies as well as political 

decision-making processes have been heavily relying on its EU partners and 

European policies implemented by EU institutions whose decisions and legal 

mechanisms have deeply reshaped France fields and degrees of intervention. 

Therefore to be aware of the most recent trends in Europe constitutional 

developments is of utmost importance to understand each EU Member State political 

decision. 

 This course provides a survey of the 28 UE Member States latest constitutional 

issues and developments, with an emphasis on matters such as drafting process of 

constitutions, emergency regimes, human rights protection, freedom of religion, 

property rights. It examines the key themes and challenges for EU constitutionalism 

from a pluralistic perspective: historical, political and legal. It also focuses on the 

importance of France's relations with such key actors. This course is designed for 

both a Japanese and a foreign audience interested in learning how to analyze 

constitutional frameworks in context and also in developing a deeper understanding 

of complex events involving intertwined political, economic, social and cultural 

dimensions in early 21st century Europe. 

【到達目標】 

In this course students will 

1) master key issues of constitutionalism such as sources of constitutional law, form 

of state, form of government and political system, government powers and their limits, 

vertical division of powers, the judiciary, and fundamental rights, 

2) be able to understand European countries institutional decision-making processes,

3) be able to identify key domestic issues and actors, and 

4) be able to assess France's relations with prominent European countries and other 

regional institutions. 

 By the end of the course students will: 

  1. Understand key concepts in constitutional and comparative constitutional law; 

  2. Be able to apply those concepts to specific countries and cases; 

  3. Be acquainted with historical aspects and recent political evolutions in major 

European countries; 

  4. Be able to think more critically about any international event reported in the news 

involving European countries; 

【授業計画】 

Class 1. Introduction to the course: assignments allocation and explanations on what 

to do and how 



Presentation of comparative constitutional law key concepts - Meaning and features 

of "constitutionalism" in Europe 

Class 2. The French Republic (FRANCE) - The Republic of Malta (MALTA) 

Class 3. The Federal Republic of Germany (GERMANY) - The Republic of Austria 

(AUSTRIA) 

Class 4. The Italian Republic (ITALY) - The Grand Duchy of Luxembourg 

(LUXEMBOURG) 

Class 5. The United Kingdom (U.K.) - The Republic of Cyprus (CYPRUS) 

Class 6. The Kingdom of Spain (SPAIN) - The Portuguese Republic (PORTUGAL) 

Class 7. Belgium (BELGIUM) - The Republic of Latvia (LATVIA) 

Class 8. The Kingdom of the Netherlands (NETHERLANDS) - The Republic of 

Slovenia (SLOVENIA) 

Class 9. Ireland (IRELAND) - The Republic of Bulgaria (BULGARIA) 

Class 10. The Kingdom of Denmark (DENMARK) - The Hellenic Republic (GREECE) 

Class 11. Czech Republic (CZECHIA) - The Slovak Republic (SLOVAKIA) 

Class 12. The Republic of Finland (FINLAND) - The Republic of Estonia (ESTONIA) 

Class 13. The Republic of Poland (POLAND) - The Kingdom of Sweden (SWEDEN) 

Class 14. Romania (ROMANIA) - The Republic of Croatia (CROATIA) 

Class 15. Hungary (HUNGARY) - The Republic of Lithuania (LITHUANIA) 

Class 16. Report to be submitted (as final examination) 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

Students will be expected to read widely (newspapers and magazines) and take part 

in student-led discussions. 

All students will be expected to speak only in English and to make a significant 

contribution to each class through group oral presentations. 

Students are advised to keep up with current events related to the countries being 

dealt with in this course. 

More specifically, 

 - Each student will prepare a 2-3 minute presentation about a topic of political, 

economical, social, legal interest related to any EU or non-EU European country 

reported in the news during the week (each class); 

 - Each group (2 to 4 students) will prepare a 15 minute presentation (Powerpoint 

slides) about the most characteristic features of the constitutional system of the 

country of the day (according to schedule; at least twice in the term); 

 - Each student will have to submit a topic related to this course main theme to be 

validated as the end-of-term written report's theme (end-of-term); 

テキスト・ 

参考文献 

Materials will be handed out as topics require 

Further reading: 

1. L. Besselink, P. Bovend'Eert, H. Broeksteeg, R. de Lange, W. Voermans, Eds., 

"Constitutional Law of the EU Member States", 2014, Kluwer 

2. R. Garner, P. Ferdinand, S. Lawson, "Introductio 

試験・評価

方法 

Grades for the course will be determined by: 

 1. In-class performance (participation in discussions) (10%) 

 2. Group oral presentations (40%) 

 3. An end-of-term written report (50%) 

ATTENTION: 

1. Students are expected to attend class every week. Attenda 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

This course is offered as an ICC (International Course Category). 

Therefore be aware that this is not an English class but a topic-focussed course 

taught in English. 

Classes, assigments and final examination being all conducted in English, enrollment 

in t 



ドイツの経済 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304445 

担当教員 中屋 宏隆（外国語学部准教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 火曜,金曜：3 限（1330～1500） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 HB2 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 【副題】 

統一後のドイツ経済を学ぶ 

【授業概要】 

この授業は講義形式で行われる。講義では、統一以降のドイツ経済の発展を、ヨーロッパ統合と

関連させながら分析していく。 

【到達目標】 

・学生は、情報を整理し分析する力を習得することができる。 

・学生は、ドイツ経済の基本的な構造を理解することができる。 

・学生は、ヨーロッパ統合についても理解することができる。 

【授業計画】 

第 1 回 導入 

第 2 回 第二次石油ショックから新自由主義の時代へ 

第 3 回 構造化する失業問題と東ドイツの変遷（１） 

第 4 回 構造化する失業問題と東ドイツの変遷（２） 

第 5 回 20 世紀のドイツ統一 

第 6 回 冷戦後の独仏関係 

第 7 回 東西ドイツ統一後のライプツィヒ（ドキュメンタリー） 

第 8 回 統一後のドイツ経済動向（１） 

第 9 回 統一後のドイツ経済動向（２） 

第 10 回 マルクからユーロへ（１） 

第 11 回 マルクからユーロへ（２） 

第 12 回 ユーロ危機とドイツの復活（１） 

第 13 回 ユーロ危機とドイツの復活（２） 

第 14 回 ヨーロッパ統合とドイツ経済の行方 

第 15 回 まとめ  

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

特に必要ない。講義に集中すること。 

テキスト・ 

参考文献 

初回に指示する。 

試験・評価

方法 

中間テスト（30%）と期末試験（70%）で評価する。試験は、当然論述形式である。講義中、

質問などが投げかけられるので、それに答える積極性と学習意欲も評価の対象となる。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



ドイツ歴史研究 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304446 

担当教員 SZIPPL,Richard（外国語学部教授） 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 火曜,金曜：3 限（1330～1500） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 M2 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 【副題】 

20 世紀のドイツ史 

【授業概要】 

この授業は講義形式で行われる。 

 ドイツの近代史は、大変激しい政治・社会・経済の変化に特長つけられている。特に、20 世

紀のナチス党の独裁政治と国際政策、第２次世界大戦、敗戦後の分割と再統一を通して、ヨー

ロッパの歴史だけではなく、世界の歴史にも大きな影響を及ぼしたものである。 

 本講義の主なテーマとしては、ワイマル共和国時代、ナチス独裁時代、第２次世界大戦後のド

イツ、東西両ドイツの統一のそれぞれの特徴と主な動きなどをとりあげ、考察する。 

【到達目標】 

１．第一世界大戦から東西ドイツ再統一までのそれぞれの時代の主な動きと特徴を知っている。 

２．20 世紀のイツの歴史の流れを理解している。 

３．現代のドイツの事情を理解し、関心を持っている。 

【授業計画】 

第１回 ドイツ帝国の崩壊 

第２回 ワイマル共和国の成立 

第３回 ワイマル共和国の政治 

第４回 ワイマル共和国の社会 

第５回 ワイマル共和国の経済 

第６回 ワイマル共和国の崩壊とナチス党の台頭 

第７回 ナチスの権力掌握と独裁政治の確立 

第８回 ナチス期ドイツの社会、反体制・抵抗運動 

第９回 ナチス期ドイツのダヤ人迫害・虐殺；外交政策 

第 10 回 第 2 次世界大戦、敗戦、占領下のドイツ 

第 11 回 ドイツの東西分割 

第 12 回 ドイツ連邦共和国（西ドイツ）の歩み 

第 13 回 ドイツ民主共和国（東ドイツ）の歩み 

第 14 回 1989 年の東ドイツにおける「革命」 

第 15 回 東西ドイツの統一 

第 16 回 定期試験 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

初の授業中に配布する「講義予定表」に指定されたテキストの部分を読んで予習しておくこ

と。 

学期中のレポートは、授業で指示された文献表のなかから一冊の本を読み、内容を要約しながら

感想をまとめたレポートを提出すること。学期中のレポートの準備と作成は、授業時間外に行う

こと。 

テキスト・ 

参考文献 

若尾裕司／井上茂子 編著『近代ドイツの歴史—18 世紀から現代まで—』ミネルヴァ書房 

試験・評価

方法 

学期中提出一回のレポート 30％、定期試験 70％によって評価する。 

別途必要な

経費 

 

その他特記  



事項 



ドイツ語圏異文化コミュニケーション論 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304447 

担当教員 BAYERLEIN,Oliver（外国語学部教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 月曜,木曜：1 限（920～1050） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 Q417 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 【副題】 

Sprache und Kultur in D-A-CH 

【授業概要】 

This course will be delivered using the lecture style. 

In dem Kurs werden sprachliche Strukturen und interkulturelle Fertigkeiten eingeübt, 

die die Teilnehmer befähigen sollen, in dem deutschsprachigen Kulturkreis erfolgreich 

zu interagieren. 

【到達目標】 

Die Teilnehmer sollen im deutschsprachigen Kulturkreis erfolgreich sprachlich und 

interpersonell handeln können. 

【授業計画】 

1. Einführung und Auswahl der Themen 

2. Kontakte: per E-Mail Bitten äußern,  

3. Kontakte: E-Mails korrekt beantworten 

4. Kontakte: Briefe schreiben, Briefumschläge beschriften 

5. Öffentliche Verkehrsmittel: Züge unterscheiden und nach Reiseziel auswählen, 

Fahrkartentypen unterscheiden, Fahrpläne verstehen 

6. Öffentliche Verkehrsmittel: Fahrkarten online und im Reisezentrum kaufen 

7. Geld: Geld in Europa - Euro und Schweizer Franken; die Eurozone 

8. Geld: ein Konto eröffnen; Dauerauftrag und Einzugsermächtigung 

9. Einkaufen: im Supermarkt Produkte auswählen; Verhalten an der Kasse 

10. Einkaufen: Kleidung kaufen; reklamieren und umtauschen 

11. Einkaufen: Geschäfte ohne Selbstbedienung - Bäckerei, Metzgerei, 

Buchhandlung 

12. Essen und Trinken: Typen von Restaurants; Speisekarten verstehen 

13. Essen und Trinken: Essen im Tagesablauf; das richtige Getränk; Kaffeehäuser 

14. Wohnen: eine Wohnung suchen und mieten; Hausordnung 

15. Wohnen: Einrichtung und Zimmer; das Wohnzimmer, Leben in einer WG 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

Die Studierenden benötigen einige Zeit, evtl. auch außerhalb der Unterrichtszeit für 

Hausaufgaben. 

テキスト・ 

参考文献 

Vorlagen zum Download und Selbstausdruck 

試験・評価

方法 

1. Abschlussprüfung (80%) 

2. aktive Mitarbeit im Unterricht (20%) 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

Die Studierenden sollen die Bereitschaft zur Verwendung von Moodle mitbringen. 



中国近現代史研究 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304448 

担当教員 宮原 佳昭（外国語学部准教授） 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 火曜：3 限（1330～1500）4 限 15151645 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 G28 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 【授業概要】 

この授業は講義形式で行われる。 

広大な土地、多数の人口、多様な民族からなる中国においては、すべてが中央政府の主導によっ

て動いてきたわけではない。現代中国の国内情勢を理解するうえでは、「中央と地方」や「政府

と民衆」との関係に対する視野を身につけておくことが肝要である。 

この視野を養うためのアプローチとして、本講義では近現代の中国における政治・経済などの歴

史の流れを、「中央と地方」や「政府と民衆」の関係に焦点を当てて講義する。 

あわせて、中国に関する 新の新聞記事を紹介することで、近現代の中国と 近の中国がどのよ

うな点で連続し、また変化しているかにも焦点を当てる。 

【到達目標】 

・近現代の中国における重要事件や人物、各政権のイデオロギーを理解している。 

・それぞれの事件や数字の表面的な丸暗記ではなく、根底にある「中央と地方」「政府と民衆」

それぞれの論理とパワーバランスを理解している。 

・平素より、中国に関する 新情報を積極的に収集し、その内容を理解している。 

【授業計画】 

１．ガイダンス —中華人民共和国憲法を読む— 

２．中国人の世界観 —中国古代史の知識から— 

３．中国伝統の政治思想 —儒教— 

４．中国の封建社会 —官・紳・民— 

５．中華民国・中華人民共和国の成立 

６．中国の民族問題（１）—清朝・中華民国の民族政策— 

７．中国の民族問題（２）—中華人民共和国の民族政策— 

８．文化大革命 

９．六四天安門事件（１）—事件の背景— 

10．六四天安門事件（２）—鄧小平の動向— 

11．六四天安門事件（３）—映像資料を見る— 

12．台湾の歴史（１）—「族群」を中心に— 

13．台湾の歴史（２）—民進党の成立— 

14．台湾の歴史（３）—憲法修正の過程— 

15．まとめ 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

・配布したレジュメを読んで予習・復習しておくこと。 

・平素より、中国に関する 新情報を新聞・書籍・インターネット・テレビなどで収集しておく

こと。 

テキスト・ 

参考文献 

毎回、授業プリントを配布する。 

試験・評価

方法 

授業参加度（リアクションペーパーの内容）30％、期末レポート 70％により評価する。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



中国社会研究 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304449 

担当教員 松戸 庸子（外国語学部教授） 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 月曜,木曜：2 限（1105～1235） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 社会・マスコミ・情報 

教室 LB1 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 【副題】 

中国の社会構造と社会問題 

【授業概要】 

この授業は講義および演習形式で行われる。 

様々の面で大国化する中国社会について、その国力や社会実態を理解するために、「社会問題」

という視点から、できるだけ多くの多様かつ具体的な事象や事件を取り上げて分析する。また具

体的な事例の選択に当たっては、相互に隣国であるという視点も重視して、日本との比較や、我

が国にとっての重要性も判断材料として考慮するが、現象の紹介と分析を通じて、その背景にあ

る社会構造（社会の仕組み）の理解に資する授業を目指す。 

【到達目標】 

１．中国理解のための予備知識としての日中関係の推移について、概略を理解できるようにな

る。 

２．中国社会に関して多角的な視点から分析する態度の必要性を修得する。 

３．中国語で書かれた雑誌や新聞記事をフォローすることで、等身大の現代中国社会像に接近す

る。 

４．政治社会学的な視点から、現代中国が直面する社会問題を分析する力を身につける。 

５．中国語の読解能力を挙げるために中国語で書かれた資料を多く使う。 

【授業計画】 

1.ガイダンス：テーマ解題 

  2.中国の大国性について 

  3.日中国交正常化と歴史問題① 

  4.日中国交正常化と歴史問題② 

  5.中国の国内事情と対日感情の推移① 

  6.中国の国内事情と対日感情の推移② 

  7.中国の政治状況概説①－統治機構 

  8.総括：共産党支配の特性 

  9.中国の政治状況概説②－陳情制度を中心として 

10.社会保障制度概説 

11.格差拡大と社会の不安定化 

12.大学の大衆化 

13.大学卒業生のと就業難：”蟻族"問題を中心として 

14.環境保全と経済成長の矛盾① 

15.総括討論と質疑応答 

    定期試験 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

受講後に毎回復習をして、次回の授業の時に質問する箇所を探しておく。 

中国に関する時事ニュースを集め理解しておく。 

テキスト・ 

参考文献 

適宜プリントを配布する 

試験・評価

方法 

業参加度（小テストと講義への貢献度 30％と期末筆記試験 70％により評価する。 

別途必要な

経費 

 



その他特記

事項 

 



中国文化研究 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304450 

担当教員 蔡 毅（外国語学部教授） 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 水曜：1 限（920～1050）2 限 11051235 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 G25 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 【授業概要】 

この授業は講義および実習形式で行われる。 

中国文化の代表としての古典詩歌、いわゆる漢詩の歴史と作法に関する基本知識を紹介するとと

もに、代表的な作品の分析によって、中国文化の特徴を検討する。なお、日本漢詩も比較の対象

として適宜に取り上げる。 

【到達目標】 

中国文化と文学の全体像を把握するとともに、中国古典詩（漢詩）の基本知識を身につけるこ

と。 

【授業計画】 

1、中国文化概説 

2、中国文化と文学の関係 

3、中国文学のジャンル 

4、漢詩概説（1） 

5、漢詩概説（2） 

6、漢詩概説（3） 

7、漢詩概説（4） 

8、漢字と漢詩（1） 

9、漢字と漢詩（2） 

10、中国の愛情詩（1） 

11、中国の愛情詩（2） 

12、中国の山水詩（1） 

13、中国の山水詩（2）   

14、日本漢詩 

15、まとめ 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

上の【授業計画】を参照して、配られた漢詩作品の該当部分の予習（発音と読解）をしておくこ

と。 

テキスト・ 

参考文献 

プリントを配る。 

試験・評価

方法 

授業参加度（50％）、レポート（50％）によって総合的に評価する。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



中国文学研究 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304451 

担当教員 中 裕史（外国語学部教授） 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 月曜,木曜：2 限（1105～1235） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 芸術・文学・表現 

教室 G23 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 【副題】 

総体としての中国文学 

【授業概要】 

この授業は講義および演習形式で行われる。中国文学を代表する詩文すなわち韻文と散文の双方

を材料として、古代から近代、現代へと時代を通じて概観しながら、中国文学の特長を作品に即

して体得する。 

【到達目標】 

・中国文学の流れを把握していること。 

・詩文それぞれについて主要な作者と作品について認識していること。 

・中国文学の特長について理解していること。 

【授業計画】 

１．中国文学概観 

２．先秦の詩 

３．六朝の詩 

４．唐詩 

５．宋詞 

６．唐代の小説 

７．元代の演劇 

８．明代の小説 

９．文学革命 

10．留学生と文学(1) 

11．留学生と文学(2) 

12．文芸講話と文学 

13．女性作家の文学 

14．台湾の文学 

15．21 世紀の文学 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

・興膳宏『中国文学を学ぶ人のために』、吉田富夫『中国現代文学史』（朋友書店）など、中国

文学史資料文献を適宜読んでおくこと。 

・授業終了時に指示する次回の授業内容に関する項目について調べたことをレポートにまとめ

て、授業の前に提出すること。 

テキスト・ 

参考文献 

プリント配布 

試験・評価

方法 

授業前レポート（20％）、授業時に提出する文章を含む授業参加度（40％）、期末レポート

（40％）により評価する。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



インドネシア文化研究 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304452 

担当教員 間瀬 朋子（外国語学部准教授） 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 水曜：1 限（920～1050）2 限 11051235 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 Q418 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 【副題】 

あふれる多様性に触れ、インドネシア好きになろう！ 

【授業概要】 

この授業は講義および演習形式でおこなわれる。 

インドネシアの人びとが後天的に学び、継承してきた認識と実践の体系としての文化のなかでも

衣食住に注目して、たくさんの民族グループが存在してそれぞれが異なる価値観や生活様式を有

する多様性と、経済発展・グローバル化・中間層化のなかで進む文化の画一化現象について考察

する。 

履修生はインドネシア文化に関する基本的な文献を読んだうえで、各自で具体的なトピックを設

定し、それについて情報を集め、自分なりの議論をつくりあげて発表する。 

【到達目標】 

・インドネシアの多様性を具体的に知っている。 

・インドネシアの文化がいま次第に変容している様相やその背景を理解している。 

【授業計画】 

＜第 1 週目：講義＞ 

・イントロダクション 

・食文化に関する講義（「インドネシア料理」とは？ / 主食となる作物の多様性 / さまざまな

食材・調味料・調理法 / 祭事食 / 食をめぐるマナー / 食と宗教—各種禁忌 / ファストフード

の出現 / 栄養に関する知識 / 衛生観念など）  

＜第 2 週目：演習＞ 

・食文化に関する指定文献を読んでのディスカッション 

＜第 3 週目：講義＞ 

・衣文化に関する講義（気候と衣服 / 祭事と衣服 / 宗教と衣服 / 各民族グループの衣装 / 

ファッション産業 / ファッション市場としてのインドネシアなど） 

＜第 4 週目：演習＞ 

・衣文化に関する指定文献を読んでのディスカッション 

＜第 5 週目：演習＞ 

・食文化に関する履修生による発表 

＜第 6 週目：講義＞ 

・住文化に関する講義（気候と住居 / 各民族グループと住居 / 伝統家屋の消失と保存 / 家族構

成と居住形態の変化 / 都市におけるクラスター住宅や高層住宅の出現など） 

＜第 7 週目：演習＞ 

・住文化に関する指定文献を読んでのディスカッション 

・衣文化に関する履修生による発表 

＜第 8 週目：演習＞ 

・衣文化に関する履修生による発表 

・住文化に関する履修生による発表 

・まとめ 

  

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

・授業で指定する文献のほか、できるかぎりたくさんの参考文献を読む。 

・各自で設定したトピックに関する情報を収集し、発表の準備を進める。 

テキスト・ 授業で指示する。 



参考文献 

試験・評価

方法 

授業への積極的な参加（40％）、発表（40%）、定期試験（20%）によって評価する。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



インドネシア社会研究 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304453 

担当教員 小林 寧子（外国語学部教授） 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 水曜：1 限（920～1050）2 限 11051235 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 社会・マスコミ・情報 

教室 H21 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 【授業概要】 

この授業は講義形式で行われる。インドネシアは多くの言語、宗教、エスニック・グループを擁

する多様性の国である。この社会はいかにして成立したのか、また人々はどのようにして生活を

成り立たせているのか、さらに日本はそこの人々とどのように交流してきたのかを考える。前半

は歴史に重点をおき、何が現在のインドネシアを形づくってきたのかを考える。後半はインドネ

シアが現在抱える民主化、国民統合、経済開発等の問題について考える。 

【到達目標】 

１．「地域研究」の方法論を修得する。 

２．通史の重要性を理解する。 

３．習得した外国語（インドネシア語）への理解を深める。 

【授業計画】 

１）多様性の国インドネシア 

２）東西文明の十字路 

３）東南アジア社会の再編成——自立性の喪失 

４）植民地支配——従属と抵抗 

５）西洋の「衝撃」と自己革新 

６）民族主義運動と「想像の共同体」 

７）日本軍政のインパクト——宣撫、動員、独立準備 

８）国民国家の形成 

９）冷戦の中のインドネシア：9・30 事件の衝撃 

10）日本とインドネシア——デビ夫人、エビ、ＯＤＡ 

11）開発の光と影（１） 

12）開発の光と影（２） 

13）民主化時代のインドネシア 

14）再生への試練 

15）ムスリム民主主義大国の課題 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

大学の図書館にあるインドネシア語の新聞・雑誌を利用すること。特に、『じゃかるた新聞』に

習慣的に目を通すこと。 

テキスト・ 

参考文献 

プリント配布。 

試験・評価

方法 

レポート 20％、定期試験 80％により評価する。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



産業組織論 A 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304454 

担当教員 上田 薫（経済学部教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 火曜,金曜：2 限（1105～1235） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 B21 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 【副題】 

企業間競争の経済分析 

【授業概要】 

講義形式の授業である。多くの企業は、販売する商品や価格を決定する際に、自分と類似した商

品を扱うライバル企業の存在を意識している。こうした企業間の競争を理解するために有用な、

寡占と戦略的行動の理論を説明する。 

【到達目標】 

寡占の分析について、必要なミクロ経済学およびゲーム理論の知識を理解し、基本的な分析を行

うことが出来る。 

【授業計画】 

1．ミクロ経済学からの準備：企業と費用 

2．ミクロ経済学からの準備：市場需要と収入 

3．ミクロ経済学からの準備：独占市場 

4．ゲーム理論からの準備：戦略形 

5．ゲーム理論からの準備：ナッシュ均衡 

6．クールノー寡占モデル：基本的設定 

7．クールノー複占モデル： 適反応曲線と等利潤線 

8．クールノー複占モデル：競争の効果 

9．クールノー寡占モデル：均衡の導出 

10．クールノー寡占モデル：価格支配力と技術的効率性 

11．市場集中度 

12．製品差別化 

13．戦略的代替・補完 

14．水平的合併：クールノー寡占 

15．水平的合併：製品差別化 

  

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

配布プリントによる授業の予習復習および練習問題 

テキスト・ 

参考文献 

特に定めない。 

試験・評価

方法 

期末試験の成績で評価する（100％）。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

数式を多用するので、これを負担に感じない者の受講を勧める。 



財政学 A 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304455 

担当教員 西森 晃（経済学部准教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 火曜,金曜：3 限（1330～1500） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 M1 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 【副題】 

租税に関する理論分析 

【授業概要】 

この授業は講義形式で行われる。 

この講義の目的は、租税について考えることである。 

税の原則や税がもたらす歪みについて、ミクロ経済学の理論を用いて分析し、 

消費税・所得税・法人税などの特徴や問題点を明確にする。 

【到達目標】 

・政府の役割について理解する。 

・租税の意義と影響について理解する。 

・消費税、所得税、法人税の特徴と問題点を理解し、あるべき税体系の姿について自分の意見を

述べられるようになる。 

【授業計画】 

1. イントロダクション 

2. 政府の役割 

3. ミクロ経済学の復習：消費者の行動 

4. ミクロ経済学の復習：生産者の行動 

5. ミクロ経済学の復習：市場の効率性 

6. 租税の三原則 

7. 日本の税制 

8. 租税の理論：従量税 

9. 租税の理論：従価税 

10. 租税の理論：一般均衡分析 

11. 租税の理論： 適課税論 

12. 所得税の特徴と問題点 

13. 消費税の特徴と問題点 

14. 法人税の特徴と問題点 

15. まとめ 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

教科書の該当範囲をあらかじめ読んでくる。 

配布される練習問題を利用して復習をする。 

テキスト・ 

参考文献 

小川光・西森晃 著「公共経済学【ベーシック＋】」中央経済社、2015 年（予習・復習用：講

義中に使用する予定はない） 

試験・評価

方法 

期末試験 100%。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

私語厳禁。このルールを破った学生には退席してもらいます。 



マーケティング・コミュニケーション B 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304456 

担当教員 川北 眞紀子（経営学部教授） 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 月曜,木曜：2 限（1105～1235） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 G27 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 【副題】 

広報・PR 論：パブリック・リレーションズの理論と実際 

【授業概要】 

この授業は講義形式で行われる。一部、学生からの発表も行う。 

組織が多様なステークホルダーと良好な関係を築くために行う様々なコミュニケーションについ

て、総合的に理解をする。その上で実際の広報活動について事例を踏まえながら考えていく。ま

た、メディアへ自社の情報を提供していくためのプレスリリースを制作することを通じて、広報

の意味を考えていく。PR の現場で働くゲスト講師を招聘する予定。 

【到達目標】 

・広報・PR についての基礎的な理論を理解できる。 

・プレスリリースを書くことができる。 

・多くのステークホルダーの視点から組織を見ることができる。 

【授業計画】 

1. ガイダンス パブリック・リレーションズとは 

2. ステークホルダーと組織の社会的責任 

3. 組織のレピュテーション、 

4. 組織と広報・PR 

5. メディアとメディア・リレーションズ 

6. マーケティング PR（１） 

7. 企業の PR 部門（ゲスト講師：食品メーカーの広報マン） 

8. マーケティング PR（２） 

9. ニュースリリースの実際：中間課題出題（ゲスト講師：PR エージェントの方） 

10. インターネットと広報・PR 

11. インターネットを使ったコミュニケーション（ゲスト講師：プロブロガーの方） 

12. インベスター・リレーションズ 

13. ニュースリリース課題の発表と講評（ゲスト講師：PR エージェントの実務家） 

14. インターナル・リレーションズ 

15. 危機管理広報 

16. テスト 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

・ミニ課題 2 つ以上、中間課題（リリースを書く）を提出し、一部の方には発表していただく。 

・プレスリリースを書くために、対象企業（または組織）について調査する時間が必要である。 

・ゲストが来る時には、ゲストへのコメントを書いていただくためにその企業や組織について下

調べが必要となる。 

・普段からマスメディアのニュース、SNS などに興味を持って接していただかないと理解が難し

いだろう。 

テキスト・ 

参考文献 

テキスト必須：『広報・PR 論』 2014 伊吹・川北・北見・関谷・薗部著 有斐閣 

授業で使用するパワーポイント資料は配布しません。 

試験・評価

方法 

テスト 50％ 課題（ミニ課題、中間課題など）50％ 

別途必要な

経費 

 

その他特記 実務家のゲストを招聘するため、きちんと講義に向き合える方の参加を望みます。 



事項 ゲスト講師の時には特に、感謝の気持ちを持って失礼のないように受講してください。 



組織心理学 A 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304457 

担当教員 中尾 陽子（経営学部准教授） 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 月曜,木曜：4 限（1515～1645） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 Q314 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 【授業概要】 

この授業は講義および演習形式で行われる。 

組織心理学 A では，主に『組織』あるいは『組織の中の集団』で起こる人間の行動に焦点をあて

ながら，それらの行動が社会，組織，集団そして個人にどのような影響を及ぼすのかについて考

察していく。 

【到達目標】 

『組織』『集団』を対象とした組織心理学の研究領域に関して, 

・各分野の概要を理解している 

・基礎的な事項について説明できる 

・生活の諸側面における具体的事象と心理学的知識を関連づけることができる 

  

【授業計画】 

１．オリエンテーション 

２．組織心理学研究の歴史 

３．組織の中の集団：フォーマル・インフォーマル集団 

４．組織の中の集団：社会的促進・抑制 

５．組織の中のコミュニケーション：集団意思決定（１） 

６．組織の中のコミュニケーション：集団意思決定（２） 

７．組織の中のコミュニケーション：集団思考 

８．組織の中のコミュニケーション：コンフリクト 

９．リーダーシップ研究の歴史とリーダーシップの諸要素（１） 

10．リーダーシップ研究の歴史とリーダーシップの諸要素（２） 

11．リーダーシップ研究の歴史とリーダーシップの諸要素（３） 

12．組織のデザインと管理（１） 

13．組織のデザインと管理（２） 

14．組織のデザインと管理（３） 

15．授業のまとめ 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

１．Web Class に載せる授業資料を毎回の授業前に確認し、予習および必要な準備を行う。 

２．授業で提示される事前・事後課題に取り組む。 

３．自分の日常生活，新聞，ニュースなどを通して授業テーマに関する様々な情報を収集する。

また，それらを心理学的知識と関連づけ，理解することに取り組む。 

テキスト・ 

参考文献 

特に指定しない。 

試験・評価

方法 

定期試験：40％、レポート：20%、授業への参加度：40％ 

＊授業参加度については、その他欄の内容をよく読んでください。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

この授業では、毎回の授業で受講生同士のディスカッションやグループワークを取り入れます。

また、授業でとりあげるテーマを自分の身近な現象と関連づけながら理解するため、予習を兼ね

たレポートの提出を不定期に求めます。授業参加度は、毎回の授業で行うディスカッションやグ

ループワークへの参加度と内容、授業終了時に提出するコミュニケーションペーパーの記述内

容、授業時に問いかける質問への発言回数と内容から評価していきます。 



おそらく通常の講義科目からは想像しにくい位のアクティブラーニングを実施します。“受け身

ではない態度と 



組織心理学 B 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304458 

担当教員 中尾 陽子（経営学部准教授） 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 月曜,木曜：4 限（1515～1645） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 B44 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 【授業概要】 

この授業は講義および演習形式で行われる。 

組織心理学 B では，主に『組織の中の個人』に焦点をあて，個人の思考や行動が対人間や集団に

どのような影響を及ぼすのか，また，個人の成長にどのような影響を及ぼすのかについて考察し

ていく。 

【到達目標】 

組織における『個人』を対象とした組織心理学の研究領域に関して， 

・各分野の概要を理解している 

・基礎的な事項について説明できる 

・生活の諸側面における具体的事象と心理学的知識を関連づけることができる 

【授業計画】 

１．オリエンテーション 

２．組織の中の個人：自己の諸側面（１） 

３．組織の中の個人：自己の諸側面（２） 

４．組織の中の個人：キャリアの発達と開発（１） 

５．組織の中の個人：キャリアの発達と開発（２） 

６．やる気の諸側面：モチベーションとは（１） 

７．やる気の諸側面：モチベーションとは（２） 

８．やる気の諸側面：モチベーションの維持と向上 

９．やる気の諸側面：組織へのコミットメント 

10．ストレス：精神的疲弊のメカニズム 

11．ストレス：対処法とメンタルヘルス 

12．対人関係：人間関係トレーニングの視点から 

13．対人関係：仕事と人間関係（１） 

14．対人関係：仕事と人間関係（２） 

15．授業のまとめ 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

１．Web Class に載せる授業資料を毎回の授業前に確認し、予習および必要な準備を行う。 

２．授業で提示された事前・事後課題に取り組む。 

３．自分の日常生活，新聞，ニュースなどを通して授業テーマに関する様々な情報を収集する。

また，それらを心理学的知識と関連づけ，理解することに取り組む。 

テキスト・ 

参考文献 

特に指定しない。 

試験・評価

方法 

定期試験：40％、レポート：20%、授業への参加度：40％ 

＊授業参加度については、その他欄の内容をよく読んでください。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

この授業では、毎回の授業で受講生同士のディスカッションやグループワークを取り入れます。

また、授業でとりあげるテーマを自分の身近な現象と関連づけながら理解するため、予習を兼ね

たレポートの提出を不定期に求めます。授業参加度は、毎回の授業で行うディスカッションやグ

ループワークへの参加度と内容、授業終了時に提出するコミュニケーションペーパーの記述内

容、授業時に問いかける質問への発言回数と内容から評価していきます。 

おそらく通常の講義科目からは想像しにくい位のアクティブラーニングを実施します。“受け身



ではない態度と 



少年法 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304459 

担当教員 丸山 雅夫（法務専攻教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 月曜,木曜：2 限（1105～1235） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 M2 

履修条件  

募集定員 99 募集時期 4 月 

講義概要 【副題】 

少年法の基礎理論を学ぶ 

【授業概要】 

教科書を前提として、少年法について講義形式で解説する。 

 前半は、少年法の基本的な考え方、その歴史について検討する。特に、欧米および日本の少年

法の特徴がどのような歴史に基づいて、形成されてきたのかを考察する。その後、具体的な少年

法に基づく少年審判や手続の概要、理論的問題について検討を加えてゆく。特に、判例の動向に

ついても目配りする。そして、少年法の将来的展望についても扱うこととする。 

【到達目標】 

少年法の基礎理論を学び理解する。 

わが国の現行少年法の構造と運用について、正確に理解する。 

少年法の動向と将来の展望について、単なる印象や感想ではなしに、基本知識を前提として適切

な考え方を形成する。 

【授業計画】 

教科書を前提として、以下の内容を扱う。かっこ内は、教科書の該当部分である。 

1.欧米および我が国における少年司法システムの独立とその背景（１～６頁、７～２４頁） 

2.わが国における非行の現状と社会的反応（３４～５４頁） 

3.少年司システムの理念と特徴（２５～３３頁、５５～６３頁） 

4.現行少年法の構造と基本原理（６３～８２頁） 

5.少年法の対象（８３～１００頁） 

6.非行（少年）の発見（１０１～１２９頁） 

7.家庭裁判所の受理と観護措置（１２９～１５５頁） 

8.家庭裁判所の調査（１５６～１９２頁） 

9.少年審判①（１９３～２２６頁、２４５～２５７頁） 

10.少年審判②、試験観察（２２６～２３７頁、２３７～２６６頁） 

11.社会内処遇（２７２～２８７頁） 

12.施設収容処遇（２８７～３０６頁） 

13.少年の刑事裁判①（３１９～３３８頁） 

14.少年の刑事裁判②（３３９～３４９頁） 

15.少年法の将来（３５０～３７０頁） 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

講義は教科書の予習を前提として、適宜、省略や詳述して行う。各回に参加する前に、上記の教

科書の該当部分をよく読み込んでおくこと。 

テキスト・ 

参考文献 

丸山雅夫『少年法講義［第 3 版］』（2016 年、成文堂、３３００円） 

試験・評価

方法 

定期試験で評価を行う（100％）。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

出席はとらないが、講義は濃密で採点も厳格に行うから、上級生等の無責任な「簡単に単位が取

れる」という言動を盲信して登録してはならない。講義中に他人の迷惑となる行為（私語等）や

不適切な行為（メールの送受信等）については、警告を与えた後、改善が見られない者は退出さ

せる。 



言語と文明 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304460 

担当教員 CROKER,Robert（総合政策学部教授） 

O’CONNELL,Sean（総合政策学部准教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 月曜,木曜：3 限（1330～1500） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 DB1 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 【副題】 

Language and Civilisation 

【授業概要】 

This course will be delivered using the lecture and seminar styles. 

Note that there are two instructors for this course: Sean O'Connell will teach the 

Monday classes (classes 1 to 7), and Robert Croker the Thursday classes (classes 8 

to 14). 

Sean O'Connell's classes are an introduction to language, communication, identity and 

culture. 

Robert Croker's classes explore the history and future of language, and look at the 

special case of sign languages. 

【到達目標】 

By the end of the course, students will be able to: 

1. understand how language is universal across all cultures 

2. analyse how language is used to express different identities 

3. increase their cultural intelligence 

4. understand the history and future of languages 

5. do basic Japanese sign language 

【授業計画】 

Sean O'Connell: (classes 1 to 7) 

Class 1: Cultural Intelligence: Defining its role in communication 

Class 2: Language use in society: Past & Present 

Class 3: Language use in society: Case Study I 

Class 4: Language use in society: Case Study II 

Class 5: Individual Presentation Preparation 

Class 6: Individual Presentations 

Class 7: Individual Presentations 

Robert Croker: (classes 8 to 14) 

Class 8: Standard languages and language variation 

Class 9: History of languages - part 1 

Class 10: History of languages - part 2 

Class 11: History of languages - part 3 

Class 12: Sign languages - part 1 

Class 13: Sign languages - part 2 

Class 14: Future of languages - part 1 

Shared classes: (classes 15 and 16) 

Class 15: Shared class - review of materials 

Class 16: Written examination 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

Students will be expected:  

1. Sean O'Connell (classes 1 to 7): prepare a presentation to give to a small group 

2. Robert Croker (classes 8 to 14): finish the weekly class report 



3. Shared classes (classes 15 and 16): prepare for the written examination 

テキスト・ 

参考文献 

Provided by the instructors to match the interests of students. 

試験・評価

方法 

1. Sean O'Connell (classes 1 to 7): presentation = 40% 

2. Robert Croker (classes 8 to 14): weekly class reports = 40% 

3. Shared classes (classes 15 and 16): written examination = 20% 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

This class is taught in both English and Japanese. It is taught by two instructors: 

Robert Croker (classes 1 to 7) and Sean O’Connell (classes 8 to 14). Class 15 is 

taught by both instructors. The final written examination will include content from all 

15 



国際関係論 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304461 

担当教員 小尾 美千代（総合政策学部教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 火曜,金曜：3 限（1330～1500） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 Q418 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 【授業概要】 

この授業は講義形式で行われる。 

国際社会の特徴を国内社会との相違から位置付け、国際関係の変遷や主要な課題に焦点をあてつ

つ、リアリズム、リベラリズム、コンストラクティビズムを中心とする国際関係の主要な理論や

概念について学習する。 

【到達目標】 

(1)国際関係論の基礎的概念を理解する。 

(2)国際関係の変遷や現在の主要課題について理解する。 

(3)国際関係を体系的に捉える分析視角を習得する。 

【授業計画】 

1．国際関係学の誕生と展開 

2．国際社会の特徴 

3．リアリズム 

4．ネオ・リアリズム 

5．リベラリズム、ネオ・リベラリズム 

6．コンストラクティビズム 

7．国際政治体制の変化 

8．冷戦期の安全保障 

9．ポスト冷戦期の安全保障 

10．国際経済体制 

11．国際相互依存 

12．国際開発援助 

13．気候変動問題 

14．地域統合・地域主義 

15．まとめ 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

授業初回に参考文献リストを記載した授業予定表を配布するので、それらの文献を事前に講読し

ておくこと。 

テキスト・ 

参考文献 

山田高敬・大矢根聡(編)『グローバル社会の国際関係論［新版］』有斐閣、2011 年。 

原彬久(編)『国際関係学 講義［第 5 版］』有斐閣、2016 年。 

John Baylis, Steve Smith and Patricia Owens (eds.), The Globalization of World 

Politics: An Introduction to International Relations, 7th ed. Oxford University Press, 

2017. 

『国際関係・安全保 

試験・評価

方法 

定期試験 100％ 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



現代国家論 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304462 

担当教員 井上 洋（総合政策学部教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 火曜,金曜：3 限（1330～1500） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 社会・マスコミ・情報 

教室 S21 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 【副題】 

災害と国家 

【授業概要】 

 この授業は講義形式で行われる。 

 本講義では、原子力の問題（原子力に関する政策、行政、事業、それらの歴史とこれから）と

原発震災を取り上げ、そこから災害と国家の論題に説き及ぶ。 

【到達目標】 

１．日本にほける原子力行政の問題点の概略を理解できる。 

２．2011 年フクシマ原発震災とはなんであったかひととおりの知見を習得できる。 

【授業計画】 

１．解題。文献紹介。 

２．日本における原子力行政の歴史と現在（概観） 

３．2011 年 3 月 11 日を思い出す 

４．菅直人と雁屋哲の 3 月 11 日 

５．2011 年 3 月 11 日という時間の裂け目（１）：「きれいはきたない、きたないはきれい」

６．2011 年 3 月 11 日という時間の裂け目（２）：社会の裂け目 

７．2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分から 3 月 15 日までのクロノロジー（１）：地震発生直後

８．2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分から 3 月 15 日までのクロノロジー（２）：原子力災害対

策本部の立ち上げ 

９．2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分から 3 月 15 日までのクロノロジー（３）：初動時の経済

産業省 

１０．2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分から 3 月 15 日までのクロノロジー（４）：情報制限 

１１．2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分から 3 月 15 日までのクロノロジー（５）：電源車捜し

１２．2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分から 3 月 15 日までのクロノロジー（６）：原子力災害

現地対策本部 

１３．2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分から 3 月 15 日までのクロノロジー（７）：ベントをめ

ぐる問題 

１４．日本の原子力行政の目的とフクシマ原発震災 

１５．まとめ：災害と国家 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

 配布された資料を読んでくる。 

 日々の新聞をよく読む。 

テキスト・ 

参考文献 

講義資料を配布する。 

試験・評価

方法 

定期試験 100％ 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 そのときの政治状況等により時事問題に時間を割くことがある。 



地域環境論 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304463 

担当教員 前田 洋枝（総合政策学部准教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜春学期＞ 水曜：1 限（920～1050）2 限 11051235 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 R49 

履修条件  

募集定員 5 募集時期 4 月 

講義概要 【授業概要】 

 この授業は講義および実習形式で行われる。 

 環境問題の解決に向けた多様な主体による地域内の取組、地域ごとの特徴や地域間の交渉・協

働とその評価について学ぶ。廃棄物問題および購買・消費行動、エネルギー問題、生物多様性の

保全などを扱う。地域環境政策や取組の特徴や差異について学ぶことで、今後の環境政策の課題

と改善の展望を考える。 

【到達目標】 

1．環境政策のこれまでの発展について説明できる。 

2．地域ごとの環境問題解決に向けた取組の特徴や、成果に影響した要因について説明できる。 

3．地域間の環境問題解決に向けた交渉・協働について、特徴や課題について説明できる。 

【授業計画】 

1.「環境政策」の発展（1） 

2.「環境政策」の発展（2） 

3.容器包装リサイクル法と地域環境政策～自治体での徹底した分別制度の効果 

4.生ごみをどう減らすか～食品リサイクル法と地域環境政策 

5.価値観の違いと政策選好（実習） 

6.消費者の環境配慮行動を促すコミュニケーション（1）理論的背景と実習準備 

7.消費者の環境配慮行動を促すコミュニケーション（2）実習 

8.消費者の環境配慮行動を促すコミュニケーション（3）まとめ 

9.エネルギー政策を考える(1)原発に対するさまざまな論点を考える(1) 

10..エネルギー政策を考える(2)原発に対するさまざまな論点を考える(2) 

11.エネルギー政策を考える(3)地域でエネルギー政策を考えるには 

12.専門家と地域住民の協働による生態系保全 

13.地域間の環境問題と解決に向けた交渉・協働（1）実習または事例紹介 

14.地域間の環境問題と解決に向けた交渉・協働（2）実習とその振り返りまたは事例紹介 

15.まとめ think globally, act locally 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

配布資料、授業内で提示した参考文献による復習 

テキスト・ 

参考文献 

授業全体を通してのものは特に指定せず、講義資料を中心に授業を進める。 

試験・評価

方法 

各回のコメント課題（実習実施回は記録の提出）が 30％、期末試験が 70％ 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

実習日は遅刻しないこと 

第 13・14 回の内容について、実習を行うかどうかは受講生の人数などを考慮して決定する。 



OR 概論 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304464 

担当教員 鈴木 敦夫（理工学部教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 月曜,木曜：1 限（920～1050） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 数学・物理・化学 

教室 S23 

履修条件  

募集定員 99 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 【授業概要】 

この授業は講義形式で行われる。 

企業などの組織における種々の意思決定のための手法について平易に解説する OR の入門コース

であり、線形計画法、非線形・整数計画法、シミュレーションなど OR 領域の関係科目の基礎と

なる科目である。問題解決のための数量的分析方法と現実の問題を数理モデルとして定式化する

手順や考え方の基本を理解することを目的とする。主として社会での問題解決によく用いられる

モデルを中心に、線形計画法、 待ち行列，シミュレーションについて解説する。 

【到達目標】 

1．OR の手法を用いた問題解決の手順を知っている。  

2．実際問題をモデリングする方法を知っている。  

3．OR の基本を理解している。  

4．OR の基本的な手法を用いて，抽象化された小規模な問題を解決することができる。 

【授業計画】 

第 1 回 OR の起源 

第 2 回 OR の現状と今後 

第 3 回 線形計画法（１）定式化 

第 4 回 線形計画法（２）シンプレックス法 

第 5 回 線形計画法（３）シンプレックス法の行列表現 

第 6 回 線形計画法（４）双対問題 

第 7 回 線形計画法の問題演習 

第 8 回 待ち行列（１）ケンドールの記号、リトルの公式 

第 9 回 待ち行列（２）M／M／１の待ち行列 

第 10 回 待ち行列（３）M／M／ｓの待ち行列 

第 11 回 シミュレーション（１）一様乱数と指数乱数の発生，M／M／１のシミュレーション 

第 12 回 シミュレーション（２）ブートストラップ法 

第 13 回 待ち行列の問題演習,シミュレーションの問題演習 

第 14 回 線形計画法のケーススタディー 

第 15 回 シミュレーションのケーススタディー 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

第３回以降、予習復習問題を出すので、これを解くこと。 

テキスト・ 

参考文献 

WebClass 上に毎回の教材を掲示する。 

試験・評価

方法 

現実の問題を OR の問題として定式化できること、線形計画法、待ち行列、シミュレーションの

手法を用いた問題解決の基礎を理解していること、これらの知識を応用して、抽象化された小規

模な問題を解くことができることを合格の基準とする。 

定期試験 50％、授業中に行うレポート 50％によって評価する。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

 



統計的方法 
 

開設大学 南山大学 科目コード 304465 

担当教員 松田 眞一（理工学部教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜秋学期＞ 火曜,金曜：4 限（1515～1645） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 数学・物理・化学 

教室 S22 

履修条件  

募集定員 99 募集時期 4 月,9 月 

講義概要 【授業概要】 

 この授業は講義形式で行われる。 

 統計データの記述法から始め、推測統計学の基礎理論とその応用までを講義する。統計的なも

のの見方や考え方を身につけるとともに、確率と統計モデルに基づく推測統計学の基礎を理解

し、実際問題への適用の仕方について学ぶ。統計学の発展科目や統計学以外の分野での統計学の

応用に際しての基礎科目となるものである。 

【到達目標】 

１．記述統計における平均、分散、相関、回帰などの基本的概念を理解している。 

２．統計データからその特徴を示す統計値を計算でき、統計的な考察ができる。 

３．確率論における確率、確率変数、平均、分散などの基本事項を理解している。 

４．推測統計（推定、検定）の考え方を理解している。 

５．基本的な問題をモデル化し、推定・検定問題として考察できる。 

【授業計画】 

第１回 統計的方法とその意義 

第２回 代表値 

第３回 散らばりの指標、その他の指標 

第４回 相関と回帰 

第５回 確率・確率変数と期待値 

第６回 主な確率変数 

第７回 標本分布 

第８回 点推定 

第９回 区間推定 

第 10 回 検定の基礎 

第 11 回 平均の検定（１標本） 

第 12 回 対応のある場合の平均の検定、比率の検定（1 標本） 

第 13 回 ２標本問題 

第 14 回 適合度検定と分割表 

第 15 回 総括 

【授業時間外の学習 （準備学習等）】 

以下の項目に関して平均週 2 時間程度の時間外の学習を要す。 

 ・教科書の該当箇所を読むなどの事前学習 

 ・前回の授業の復習 

 ・Webclass のレポートについての取り組み 

テキスト・ 

参考文献 

「統計解析入門」白旗慎吾著、共立出版 

試験・評価

方法 

・基準 

 記述統計や確率について理解し、データからの統計量の計算を通じて推定や検定が行なえ、統

計的問題について考察できることを合格の基準とする。 

・方法 

 ７回のレポートの合計 20%、定期試験 80%で評価する。 

別途必要な

経費 

 

その他特記  



事項 



赤十字原論 
 

開設大学 日本赤十字豊田看護大学 科目コード 304501 

担当教員 森正尚（非常勤講師） 

学年配当 1 年 単位数 1 単位 

開講日程 ＜前期＞ 金曜日：3 限（1300～1430）4 限 14401610 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 豊田キャンパス 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 Ⅰ 授業目的 

本学の建学の精神である「赤十字理念を基調とした人道」を基本から学ぶことにより、赤十字看

護の行動指針である「赤十字の基本原則」を実際の現場で運用できるよう、基盤となる能力の修

養を目的とする。 

あわせて、赤十字の歴史や国際人道法、国際救援活動の実際を知ることにより、世界ほとんどの

国と地域にネットワークを持つ世界 大の人道支援機関の一員であることを自覚し、国際的な視

野に立って生命と健康、尊厳を守ることの重要性を理解する契機としたい。 

Ⅱ 授業内容及び計画 

第 1～2 回 赤十字の誕生と歴史、しくみ 

・赤十字誕生とアンリー・デュナン 

・日本赤十字社の誕生 

・国際赤十字・赤新月運動のしくみ 

第 3～4 回 赤十字の理念と基本原則 

・赤十字の理念 

・「人道の敵」 

・赤十字と国際人道法 

第 5～6 回 国際人道法 

・国際人道法の要点、基本原則 

・国際人道法の発展と歴史 

・ジュネーブ諸契約 

・赤十字と国際人道法 

第 7～8 回 世界と日本の赤十字、まとめ ～国際救援の現場から見えてくるもの～ 

・赤十字の標章 

・赤十字の国際活動 

・まとめ 

テキスト・ 

参考文献 

・『新版 世界と日本の赤十字』桝居孝・森正尚著 東信堂 

・『赤十字のしくみと活動』日本赤十字社 日赤会館 

・『赤十字と国際人道法 普及のためのハンドブック』日本赤十字社 日赤会館 

試験・評価

方法 

レポート（100％）。ただし授業態度の状況は、減点の対象になるので注意すること。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

特になし 



環境と開発Ⅰ・Ⅱ 
 

開設大学 日本福祉大学 科目コード 304601 

担当教員 千頭聡 

（国際福祉開発学部教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 火曜日：5 限（1600～1730）6 限 17401910 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 地球・環境・エネルギー 

教室 東海キャンパス 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 【内容の要約】 

地球温暖化問題が宇宙船地球号の未来にとって緊迫した課題であることが世界共通の認識になっ

ています。 本講義では、地球と地域という空間と、食料やエネルギーなどの資源の世界的なつな

がりを基本としつつ、自然的・社会的・人的側面から持続可能な開発のあり方を考えます。特

に、国内およびアジアの発展途上地域における開発と環境の問題の概念と実態・方法なども取り

扱います。 また、講義内では、演習（環境家計簿）を一部取り入れる予定です。なお、「環境と

開発Ⅱ」と連続した講義内容ですので、両科目を必ず受講してください。 

【授業のながれ】 

環境問題と私たちのくらし－序論 

くらしと環境問題概論  

世界から日本を眺める 

地球温暖化とは－その原因とメカニズムは？ 

地球が危ない？！－映像で世界の実情を知る 

持続可能な開発とはなにか－概念の整理 

持続可能な開発を目指す世界の動き 

発展途上地域の実像 

発展途上地域の課題  

都市と環境－ヨーロッパの自然共生型まちづくり 

持続可能な発展のために大切なこと 

日本の地域開発と環境 

日本の伝統的な自然共生型の暮らしを振り返る 

中山間地域が生き残る道筋 

環境学習とひとづくり 

持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ） 

市民による環境都市づくり 

テキスト・ 

参考文献 

レジュメを使用する 

試験・評価

方法 

課題・小テスト 30％程度、 定期試験 70％程度 （ 終試験はレポートに代えることがあ

る。）全体として 60 点以上を合格とする。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

特になし 



現代福祉 
 

開設大学 日本福祉大学 科目コード 304602 

担当教員 吉村輝彦教授 

（国際福祉開発学部教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 金曜日：1 限（1420～1550） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 社会・マスコミ・情報 

教室 東海キャンパス 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 【内容の要約】 

日本や多くの国々に共通する福祉的問題とそれに対する現代的アプローチについての入門講義で

す。視聴覚教材を取り入れ、１年生にも分かりやすい具体的なトピックを扱います。各分野の第

一線に立つ他学部の教員や学外の活動家・専門家も含めたリレー講義とします。現代世界におけ

る「福祉」領域の広がりを、とくに、「ふくし」や「福祉開発」の視点から概観するものです。

既存の福祉制度の利用だけでなく、誰もがふくしを向上させることができる仕組みそのものを築

くところまで視野に入れるのが「福祉開発」です。 

【授業のながれ】 

「国際」「福祉」「開発」について 

知多半島の NPO と地域づくり 

地域のお金の流れを再デザインする 

若者のふくしチャレンジ 

アート×福祉の取り組み 

高浜市の取り組み 

コミュニティ創成×福祉－参加のデザインによる地域ケア支援－ 

ヒト・モノ・コトの関係の育み－「まちの縁側」というコミュニティデザイン－ 

人にやさしいまちづくりの取り組み 

東浦町の取り組み 

アジアの障がい者の現状 

防災・減災と多文化共生 

多文化共生の取組み 

境界を越えて考える「福祉開発」 

 

テキスト・ 

参考文献 

レジュメを使用する 

試験・評価

方法 

日常の学習の積極性（感想・コメントの提出）と 終レポートの内容とを 

合わせて評価する。（概ね、平常点３０点、学習の積極性３０点、レポート４０点） 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

特になし 



環境経済学 
 

開設大学 日本福祉大学 科目コード 304603 

担当教員 西村一彦 

（経済学部教授） 

学年配当 3 年,4 年 単位数 4 単位 

開講日程 ＜前期＞ 火曜日 

金曜日：3 限（1240～1410）4 限 14201550 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 地球・環境・エネルギー 

教室 東海キャンパス 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 【内容の要約】 

グローバルな目標とローカルな行動を整合させることができるのかという観点から，環境問題に

対する，社会科学的アプローチを学ぶ。 とくに経済主体の意思決定と環境との関係を考える手法

を学ぶことで、環境問題に対する制度設計や社会的意思決定の方法を応用できるようになること

を目標とする。 

【授業のながれ】 

イントロダクション： 環境経済学の概観 

負の財（1～5）：汚染、環境リスク、不確実性、リスク、プロスペクト 

エントロピー（1～5）：環境と資源、エネルギー、熱力学、 

           統計力学、枯渇性資源 

CVM（1～10）：質と属性、仮想市場、ヘドニック、ロジット、 

       オプション、ゴミ問題、リサイクル、結合生産、 

       産業連関分析、ライフサイクル分析 

エコロジー（1～8）：動学的 適化、世代間衡平、 適人口、 

          生態動学、人口動態、持続可能性、生物多様性、 

          グローバルとローカル 

まとめ 

テキスト・ 

参考文献 

レジュメを使用する 

試験・評価

方法 

中間テストと定期試験の結果で成績を付ける。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

特になし 



高齢社会論 
 

開設大学 日本福祉大学 科目コード 304604 

担当教員 吉田直美 

（経済学部准教授） 

学年配当 2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 火曜日：3 限（1240～1410） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 社会・マスコミ・情報 

教室 東海キャンパス 

履修条件  

募集定員 若干名 募集時期 4 月 

講義概要 【内容の要約】 

高齢者の特性や、 高齢者の生活実態についてのイメージを、 その置かれている社会経済的状況

及び歴史的背景を学ぶことで理解を深める。 また、 現行の高齢者福祉の理念を学び、 高齢者福

祉とその関連施策について、 法制度及び実践の現状を概観し、 今後の課題とあるべき方向性に

ついて考えていく。 

【授業のながれ】 

高齢社会を取り巻く社会保障の概観 

高齢者の生活実態 

高齢者の生活実態 

トピックス 

高齢者の所得問題 

高齢者の医療問題 

トピックス 

高齢者の介護問題 

高齢者の介護問題 

高齢者の介護問題 

高齢者の雇用問題 

高齢社会の住宅問題 

生きがいについて 

生きがいについて 

まとめ 

 

テキスト・ 

参考文献 

レジュメを使用する 

試験・評価

方法 

講義時間中に実施するチェックシート及び課題シートと、定期試験の成績で評価する。 

別途必要な

経費 

特になし 

その他特記

事項 

特になし 



環境リスク概論 
 

開設大学 人間環境大学 科目コード 304701 

担当教員 谷地 俊二（人間環境学部助教） 

学年配当 1 年、3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 火曜日：1 限（910～1040） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 地球・環境・エネルギー 

教室 岡崎キャンパス教室未定 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月 

講義概要 【科目のテーマ】 

地球環境問題への対応やその解決においては、科学的知見を得ると共に、問題への柔軟な解釈と

策を見出す能力が求められる。このことから、環境問題や科学的なものの考え方を踏まえた上

で、科学的判断ツールとしてリスクの概念を理解し、多角的で合理的な思考法を身に付けること

が本講義の目的である。 

【科目の概要】 

本講義では、様々な地球環境問題について個別の知識を統合化することによって初めて“現場で

の”環境問題に対処できることを、実例及び考え方から紹介するとともに、実際の環境問題や

データ、及び例示するデータを用いて、参加学生と議論を行ないその理解を深める。 

【科目のキーワード】 

①地球環境  ②科学 ③環境リスク  ④多角的視点  ⑤熟慮 ⑥複雑さ 

【授業の計画】 

1.概論（本講義の進め方） 

2.安全について 

3.環境とリスク  

4.環境問題とは何か  

5.環境（問題）の見方  

6.科学的なものの捉え方，考え方  

7.リスクという考え方  

8.まとめ  

9.身のまわりのリスク  

10.環境リスク～食のリスク  

11.環境リスク～農薬のリスク  

12.環境リスク～重金属のリスク  

13.グループディスカッション  

14.グループ発表  

15.環境問題の複雑さ 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】なし 

【参考文献】講義中にその都度提示する。 

試験・評価

方法 

期末試験による（100%）。 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

なし 



ミクロ経済学Ⅱ 
 

開設大学 人間環境大学 科目コード 304702 

担当教員 山根 卓二（人間環境学部教授） 

学年配当 3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 火曜日：1 限（910～1040） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 岡崎キャンパス教室未定 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月、9 月 

講義概要 【科目のテーマ】 

経済的に効率的な（ムダのない）行動（買い物、経営）、経済的に効率的な（ムダのない）社会

とは何かについて知ることを通じて、経済経営における基本原理を理解する。 

【科目の概要】 

効率的な市場ではどのように価格が決まる傾向があるのか、そこではどういうメカニズムが働い

てムダが省かれるのかについて学ぶ。そのあとで、効率的でない市場が効率的な市場と比べてど

んな無駄を抱えているか、そのムダをどうやって取り除くのかなどについて知る。 

【科目のキーワード】 

消費者の効用 大化、企業の利潤 大化、価格、費用、完全競争市場、市場の効率性、独占市

場、寡占市場、マッチング 

【授業の計画】 

1.限界分析  

2.限界分析（つづき）  

3.限界分析（つづき）、消費者の行動  

4.消費者の行動（つづき）、企業の行動   

5.企業の行動（つづき）  

6.企業の行動（つづき）  

7.復習  

8.市場全体の分析  

9.市場全体の分析（つづき）  

10.市場全体の分析（つづき）  

11.独占  

12.価格差別、寡占  

13.全体の効率性  

14.全体の効率性（つづき）  

15.復習 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】なし 

【参考文献】木暮太一『世界一わかりやすいミクロの経済学』静山社文庫。他、授業中に紹介す

る 

試験・評価

方法 

期末試験 100％ 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

なし 



学校心理学 
 

開設大学 人間環境大学 科目コード 304703 

担当教員 坂本 真也（人間環境学部講師） 

学年配当 3 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 木曜日：2 限（1050～1220） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 人間・心理・教育・福祉 

教室 岡崎キャンパス教室未定 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月、9 月 

講義概要 【科目のテーマ】 

教育・発達心理学に関連した学びとして，学校現場および子どもたちを取り巻く問題とその背景

要因，さらに学校現場の特徴を踏まえた上での支援・援助について学習していく。 

【科目の概要】 

現在，学校現場では，子どもたちの抱える問題が深刻化し，その対応が急務となっている。一

方，学校現場は，児童生徒が学習面，生活面，心理社会面において，成長・発達している場とい

う特徴も持っている。そこで，本講義では，学校現場が抱える問題の理解を深めるとともに，成

長促進的な援助のあり方についても，グループ討議なども交えつつ実践的に学んでいく。  

【科目のキーワード】 

①スクールカウンセリング   ②自己理解   ③他者理解   ④相互理解   ⑤学校臨床心

理学 

【授業の計画】 

1.学校心理学の概要Ⅰ  

2.学校心理学の概要Ⅱ  

3.学校現場における子どもの問題Ⅰ  

4.学校現場における子どもの問題Ⅱ  

5.子どものこころの理解と発達課題  

6.学校現場のアセスメントⅠ  

7.学校現場のアセスメントⅡ  

8.子どもの問題の予防  

9.子どもの問題の予防の実際  

10.ケースディスカッション  

11.教育相談体制と校内連携  

12.カウンセリングの基礎  

13.カウンセリングの技法と応答  

14.相談関係の理解  

15.まとめ 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】なし 

【参考文献】石隈利紀『学校心理学』誠信書房 A. Michael Dougherty : Casebook of 

Psychological Consultation and Collaboration in School and Community Settings. 

Brooks/Cole Pub Co; 6 版 

試験・評価

方法 

レポート課題（100％）により評価する。 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

なし 



中国の歴史と文化Ⅳ 
 

開設大学 人間環境大学 科目コード 304704 

担当教員 渡 昌弘（人間環境学部教授） 

学年配当 2 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 水曜日：2 限（1050～1220） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 文化・地理・歴史 

教室 岡崎キャンパス教室未定 

履修条件  

募集定員  募集時期 4 月、9 月 

講義概要 【科目のテーマ】 

中国を大きな歴史の流れの中でとらえることにより、現在の中国の政治や経済のあり方が、どの

ような歴史や文化に根差しているかを理解する一助とする。 

【科目の概要】 

中国といっても、その対象となる地域は様々な地理的景観を含み、民族問題は複雑で、言語・文

字も極めて多様である。そこで、この授業では中国と周辺国家との秩序づけに関する事項を取り

上げ、現代社会を考える一助とする。 

【科目のキーワード】 

中華と夷狄 

【授業の計画】 

1.はじめに  

2.モンゴル帝国の成立  

3.クビライの治績  

4.元代の庶民文化  

5.紅巾の乱  

6.明朝の成立  

7.永楽帝の時代  

8.北虜南倭  

9.明清交替  

10.清朝の盛時  

11.欧米の進出と国際秩序の変容  

12.辛亥革命  

13.二つの世界大戦と中国  

14.現代の中国  

15.まとめ 

テキスト・ 

参考文献 

【教科書】なし 

【参考文献】「中国の歴史と文化Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」で使用した、岸本美緒著『中国の歴史』。 

試験・評価

方法 

期末試験 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

なし 



高分子化学 
 

開設大学 名城大学 科目コード 304901 

担当教員 藤田 典史(理工学部 准教授） 

学年配当 2 年 単位数 ２単位 

開講日程 ＜後期＞ 月曜：1 限（910～1040） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 数学・物理・化学 

教室 天白キャンパス共通講義棟東 H-204 

履修条件 特になし 

募集定員 10 募集時期 4 月 

講義概要 高分子化学の概念の確立と発展の歴史を振り返ったあと、合成法に関する入門的解説を行う。反

応様式を大きく逐次重合と連鎖重合に大別し、逐次重合では、重縮合、重付加、付加縮合を、連

鎖重合では、ラジカル・アニオン・カチオン・開環重合を解説する。近年の展開として、高分子

合成の精密制御法について学ぶ。一般的な合成高分子の範疇に入らない、興味深い高分子群につ

いても具体例とともに概観する。具体的な内容は以下のとおり。 

1. 高分子化学とは 

2. 高分子の構造と形態 

3. 逐次重合による高分子の合成（１）：重縮合反応 

4. 逐次重合による高分子の合成（２）：重付加反応 

5. 逐次重合による高分子の合成（３）：付加縮合 

6. 連鎖重合による高分子の合成（１）：基礎 

7. 連鎖重合による高分子の合成（２）：ラジカル重合 

8. 連鎖重合による高分子の合成（３）：ラジカル共重合 

9. 連鎖重合による高分子の合成（４）：カチオン重合 

10. 連鎖重合による高分子の合成（５）：アニオン重合 

11. 連鎖重合による高分子の合成（６）：配位重合・開環重合 

12. 重合反応の精密制御 

13. その他の高分子（１）：無機高分子 

14. その他の高分子（２）：生体高分子・樹木状高分子・超分子ポリマー 

15. その他の高分子（３）：機能性高分子 

テキスト・ 

参考文献 

テキスト 

・「ベーシックマスター 高分子化学」西久保忠臣（オーム社） 

参考文献 

・「基礎高分子科学」高分子学会 編  （東京化学同人） 

試験・評価

方法 

中間試験 30%+期末試験 70%で評価する。 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

なし 



雑草学 
 

開設大学 名城大学 科目コード 304902 

担当教員 汪 光熙（農学部 教授） 

学年配当 3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 水曜：4・5 限（1450～1800） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 生物 

教室 天白キャンパス共通講義棟北 N-201 

履修条件 特になし 

募集定員 10 募集時期 4 月 

講義概要 多雨な温帯モンスーン気候区に属する日本では，農業は今なお日々雑草との闘いが続いている。

雑草学の目標は、こうした雑草の特性・役割を理解し、それを制御して作物の成長を促し、収穫

物の収量・品質を 大限に発揮させる上で必要な知見を集積し、技術開発･利用に資することにあ

る。一方では雑草の長所を見出して景観・環境保全などに役立てることも重要な視点である。本

講義では、猛威を振るう帰化雑草を含めた日本の水田・畑地雑草を中心に、その特性・機能、作

物との相互関係や環境保全機能について講義し、また、ニーズに合わせた雑草防除手法の解説、

さらに雑草の利用法、伝統文化についての解説を行う。具体的な内容は以下のとおり。 

1. 雑草とは何か 

2. 雑草の草種 

3. 農業生産と雑草 

4. 雑草の生理・生態学的特性 その 1 

5. 雑草の生理・生態学的特性 その 2 

6. 雑草としての帰化植物 その 1 

7. 雑草としての帰化植物 その 2 

8. 農作物の栽培における雑草害 

9. 景観形成・環境機能保全における雑草害 

10. 作物－雑草間の相互作用、雑草害 

11. 擬態雑草と除草剤抵抗性雑草の進化 

12. 総論としての雑草管理 

13. 水田雑草・畑地雑草の管理 

14. 道路・鉄道沿線等の非農耕地の雑草管理、および本講義の総括 

15. 雑草観察・解説を中心とするフィールドワーク 

テキスト・ 

参考文献 

テキストは定めない 

参考文献 

・「雑草の自然史 －たくましさの生態学－」山口裕文（北海道大学図書刊行会（1997）） 

・「きらわれものの草の話 －雑草と人間 岩波ジュニア新書 321」松中昭一（岩波書店

（1999）） 

・「ミニ雑草図鑑－雑草の見分け方－」廣田伸七（全国農村教育協会（1996）） 

・「雑草の逆襲 除草剤のもとで行く抜く雑草の話」伊藤一幸（全国農村教育協会（2003）） 

試験・評価

方法 

授業参加度（２０％）とレポート成績（８０％）を併用して評価する。 

別途必要な

経費 

なし 

その他特記

事項 

なし 



アジアを学ぶ 
 

開設大学 名城大学 科目コード 304903 

担当教員 アーナンダ クマーラ（外国語学部 教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 月曜：4 限（1450～1620） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 法律・政治・経済・経営 

教室 ナゴヤドーム前キャンパス北館 DN301 講義室 

履修条件 特になし 

募集定員 10 募集時期 4 月 

講義概要 [概要と目的] 

日本を含む多くの先進国は、購買力の低さや、貧困、インフラストラクチャーの弱さなどの側面

からアジア諸国をみており、欧米の先進国と比べて魅力の低い地域だと評価していた過去があっ

たことは事実でしょう。しかし、 近、このアジア地域の目覚ましい経済発展がきっかけで、世

界から注目を浴びるようになってきています。当授業では、民族、宗教、言語などに加え、経

済・社会開発の側面から見て、アジアの魅力とは何かを理解することを目的とします。 

[到達目標] 

1.アジア諸国の文化的特質を理解できること 

2.特に、南アジア、東南アジアの社会と文化について理解できること 

3.アジア諸国と日本との関わり合いについて理解できること。 

[授業計画] 

1.イントロダクション 

2.アジア諸国の概要全般 

3.東南アジアの特色と地理 

4.マレーシアの過去と現在、そして未来について 

5.シンガポールの文化と社会、そして経済開発と工業化戦略について 

6.インドネシアの文化と社会、そして多様性について 

7.スリランカと日本のかかわりについて 

8.グループワークと発表会 

9.南アジアの特色と、言語、そして民族について 

10.娯楽や歴史、宗教からみる南アジア 

11.パキスタン、そしてバングラデシュ 

12.フィリピンの魅力とは？ 

13.「一生涯の 511000 のカレー食」と南アジアの食文化について 

14.グループワークと発表会 

15.総括とディスカッション 

テキスト・ 

参考文献 

特になし。必要に応じて適宜資料配布します。 

試験・評価

方法 

授業態度・小テスト４０％、グループワーク１０％、定期試験は５０％ 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

東アジアを含むアジア全般を対象としますが、主に、東南アジアや南アジア諸国について関心の

高い学生を歓迎します。また、事前学習で学んだことなどを発言できる機会を与えますので、自

分の意見を述べるなどで、授業に積極的に参加してほしいです。大講義室の中でも発言を求める

ことはありますので、発言力向上のためそのような機会も積極的に使ってほしいです。 



現代に生きる 
 

開設大学 名城大学 科目コード 304904 

担当教員 アーナンダ クマーラ（外国語学部 教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 月曜：5 限（1630～1800） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 地球・環境・エネルギー 

教室 ナゴヤドーム前キャンパス北館 DN302 講義室 

履修条件 特になし 

募集定員 10 募集時期 4 月 

講義概要 [授業の概要と目的] 

現代について正しく理解することは、将来の自分のあり方を見出す手がかりとなります。本講義

は、社会科学、人文科学、自然科学の分野における現代社会が直面している様々な課題について

学びながら、学習への動機づけを促し、自ら学ぶ意欲を醸成するとともに、外国語学部の教養教

育の導入として、基礎的なものごとの捉え方や考え方を身につけ、主体的な学びの礎を養うこと

を目的とします。 

[到達目標] 

現代社会における様々な課題の中から（1）「グローバル化・国際化」（2）「地球温暖化」

（3）「日本人・その文化の特色」の３つを選び、それらの課題に対する理解を高めることを目

標とします。 

[授業計画] 

1.「グローバル化時代について」（アーナンダ クマーラ） 

2.「若者の国際協力活動について考える」（アーナンダ クマーラ） 

3.「国際協力と NPO 活動」（アーナンダ クマーラ） 

4.「超国家時代の企業活動について」（アーナンダ クマーラ） 

5.「インフラストラクチャーと住民生活について考える」（アーナンダ クマーラ） 

6.「地球温暖化のメカニズム」（大野 栄治） 

7.「地球温暖化の影響（1）」（大野 栄治） 

8.「地球温暖化の影響（2）」（大野 栄治） 

9.「地球温暖化の影響（3）」（大野 栄治） 

10.「地球温暖化の対応戦略」（大野 栄治） 

11.「演技する人間」（岩井 眞實） 

12.「演技のアプローチ」（岩井 眞實） 

13.「『型』の文化」（岩井 眞實） 

14.「民族と日本人」（岩井 眞實） 

15.「娯楽と日本人」（岩井 眞實） 

テキスト・ 

参考文献 

特になし。必要に応じて適宜資料配布します。 

試験・評価

方法 

（ア）授業態度・小テストは 40％（イ）レポート試験は 60％をもとに総合的に評価を行いま

す。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

ほぼ毎回小テスト（小レポート提出を含む）を行います。 

データ・資料などは WEBCLASS でも提供することがあります。 

積極的に発言をしたがる履修生を歓迎します。 



日本とグローバル人材 
 

開設大学 名城大学 科目コード 304905 

担当教員 アーナンダ クマーラ（外国語学部 教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜後期＞ 水曜：2 限（1050～1220） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 国際・語学 

教室 ナゴヤドーム前キャンパス北館 DN301 講義室 

履修条件 特になし 

募集定員 10 募集時期 4 月 

講義概要 [授業の概要と目的] 

企業、事業所、組織などでグローバルに活躍する方々をゲストスピーカーとして招き、社会のグ

ローバル化が日本とどのような関わりを持ちながら、実社会において進展しているかについて理

解を深めます。グローバル化した社会を身近な現実として認識させることにより、言語の習得を

はじめ、将来必要となる幅広い分野に対する学習意欲の向上を図る。また、企業や地方自治体な

ど実際の現場で求められる「グローバル人材」の資質についての認識を深め、自らの行動や将来

のキャリアの可能性を考察するための一助とすることを目的とします。 

[到達目標] 

1.グローバル人材とは何かについての理解を深めること 

2.グローバル人材に求められる能力やその特質について理解すること 

3.大学生活の中で、自らがこれから工夫するべきことについて理解すること 

[授業計画] 

1.「グローバル人材時代とは何か」（アーナンダ クマーラ） 

2.「私のグローバル人生—世界はおもしろい—」」（福岡大学客員教授、グローバル人材育成教

育学会 会長 小野 博） 

3.「海外で活躍する日本人」（ラジオ DJ/JICA 中部なごや地球ひろばオフィシャルサポー

ター、チャイルドボディセラピスト 空木 マイカ） 

4.「企業からのグローバル人材への期待」（一般社団法人 GLOBAL8 会長 八木 智裕） 

5.「内なるグローバル社会という歴史の転換点に立って思うこと」（アバンセコーポレーション 

代表取締役 林 降春） 

6.「日本の政府開発援助の概要と JICA の活動」（JICA 中部国際センター所長）（阪倉 章治）

7.「国際労働移動からみるグローバル人材」（アーナンダ クマーラ） 

8.「日本企業が海外企業の傘下になった時にどう行動すべきか」（住友理工株式会社 CSR・社

会貢献室長 ㈱住理工ジョイフル 代表取締役社長 戸成 司朗） 

9.「内なるグローバル化の手段としての留学」（明治大学 副学長 大六野 耕作） 

10.「発展途上国における飲み水」（日本ヒューム 顧問、名古屋環未来研究所代表理事、名古

屋市立大学特任教授 山田 雅雄） 

11.「グローバル人材になるために、一人一人がこれから考えるべきこと」（アーナンダ ク

マーラ） 

12.「地球とのフェアトレード～地域と世界を、そして今と未来をつなぐ～」（フェアトレード

名古屋ネットワーク FTNN 代表、一般社団法人 日本フェアトレード・フォーラム理事、JICA

中部オフィシャルサポーター 原田 さとみ） 

13.「グローバル時代における地方自治体の国際連携」（名古屋市市長室 国際交流課 国際連

携課長 伊藤 毅） 

14.「持続可能な世界を一緒に作っていきましょう」（国際連合地域開発センター所長）（高瀬 

千賀子） 

15.「グローバル化と高等教育」（東京工業大学 国際教育研究協働機構 国際連携推進部門 特

任教授 太田 絵里） 

テキスト・ 

参考文献 

特になし。必要に応じて適宜資料配布します。 

試験・評価

方法 

各講義の後に、レポート（テスト扱い）を提出してもらいます。（ア）授業態度 40％（イ）小

レポート 20 点（ウ）期末レポート 40％で、総合的に考慮して成績評価を行います。 

別途必要な  



経費 

その他特記

事項 

各課題に関して経験が豊富な専門家が毎回の授業を行いますので、時間が許される範囲で、講師

への質問なども積極的に行ってください。 



歴史と文化 
 

開設大学 名城大学 科目コード 304906 

担当教員 岩井 眞實（外国語学部 教授） 

学年配当 1 年,2 年,3 年,4 年 単位数 2 単位 

開講日程 ＜前期＞ 月曜：2 限（1050～1220） 

ｼﾗﾊﾞｽｶﾃｺﾞﾘｰ 芸術・文学・表現 

教室 ナゴヤドーム前キャンパス北館 DN301 講義室 

履修条件 特になし 

募集定員 10 募集時期 4 月 

講義概要 [授業の概要と目的] 

歴史家の述べる「史実」と、これを題材とした文芸・芸能との関係について学ぶ。「史実」がど

のような史料をもとに形成されるかを検証し、さらにこれを文芸・芸能がどのような手続き・手

法で作品化するかについて学ぶ。具体的には、いわゆる「忠臣蔵事件」（元禄赤穂事件）と、こ

れを劇化した「忠臣蔵」を中心的題材とする。その分析を通して、文芸・芸能が「史実」の先に

ある「真実」に至る過程を学び、あわせて日本人の精神史について深く理解することが目的であ

る。 

[到達目標] 

史料を読む能力と文芸・演劇・映画を解釈する能力を身につけ、日本文化の特徴を他者に説明す

ることができる。 

[授業計画] 

1.オリエンテーション 

2.江戸時代とは 

3.史実（１）刃傷松之廊下 

4.史実（２）赤穂城明け渡し／江戸急進派 

5.史実（３）討ち入り決意 

6.史実（４）討ち入り前夜 

7.史実（５）吉良邸討ち入りとその後の四十七士 

8.『仮名手本忠臣蔵』を読む（1）大序 

9.『仮名手本忠臣蔵』を読む（2）三段目 

10.『仮名手本忠臣蔵』を読む（3）四段目 シェイクスピアと浄瑠璃（１） 

11.『仮名手本忠臣蔵』を読む（4）五段目 シェイクスピアと浄瑠璃（２） 

12.『仮名手本忠臣蔵』を読む（5）六段目 

13.『仮名手本忠臣蔵』を読む（６）七段目 

14.『仮名手本忠臣蔵』を読む（７）まとめ 

15.まとめ 

テキスト・ 

参考文献 

1.これが本当の「忠臣蔵」・山本博文・小学館 

2.その他プリントを配布する。 

試験・評価

方法 

平常点（毎回の小テスト 50%）と試験（50%）の合計で評価する。授業回数の３分の２以上の

出席に満たない場合は欠格とする。 

別途必要な

経費 

 

その他特記

事項 

授業で使用する参考資料は、名城大学統合ポータルサイト内の「Web Class」で閲覧できるよう

にするので予習・復習に活用すること。なお、授業中に 90〜120 分程度の映画を１本観ること

がある。この授業は 2 時限目を予定しているが、90 分の授業時間内で 後まで観られない場

合、昼休みにくい込むことがあることをご了承いただきたい。映画を観る場合はあらかじめ告知

する。昼休みを使う場合は昼食の持ち込みを可とする。 

 


