
科目授業名 授業代表教員氏名 ページ数

上級演習Ｉ＜１＞ 石井　裕明 ・・・・・・・・ 1

上級演習II＜１＞ 石井　裕明 ・・・・・・・・ 5

上級演習Ｉ＜２＞ 井出　多加子 ・・・・・・・・ 9

上級演習II＜２＞ 井出　多加子 ・・・・・・・・ 13

上級演習Ｉ＜３＞ 伊藤　克容 ・・・・・・・・ 17

上級演習II＜３＞ 伊藤　克容 ・・・・・・・・ 21

上級演習Ｉ＜４＞ 伊藤　公哉 ・・・・・・・・ 25

上級演習II＜４＞ 伊藤　公哉 ・・・・・・・・ 29

上級演習Ｉ＜５＞ 井上　淳子 ・・・・・・・・ 33

上級演習II＜５＞ 井上　淳子 ・・・・・・・・ 37

上級演習Ｉ＜６＞ 井上　智夫 ・・・・・・・・ 41

上級演習II＜６＞ 井上　智夫 ・・・・・・・・ 45

上級演習Ｉ＜７＞ 上田　泰 ・・・・・・・・ 49

上級演習II＜７＞ 上田　泰 ・・・・・・・・ 53

上級演習Ｉ＜８＞ 内田　日出海 ・・・・・・・・ 57

上級演習II＜８＞ 内田　日出海 ・・・・・・・・ 61

上級演習Ｉ＜９＞ 内田　雄貴 ・・・・・・・・ 65

上級演習II＜９＞ 内田　雄貴 ・・・・・・・・ 69

上級演習Ｉ＜１０＞ 大野　正智 ・・・・・・・・ 73

上級演習II＜１０＞ 大野　正智 ・・・・・・・・ 77

上級演習Ｉ＜１１＞ 小田　宏信 ・・・・・・・・ 81

上級演習II＜１１＞ 小田　宏信 ・・・・・・・・ 85

上級演習Ｉ＜１２＞ 川越　俊彦 ・・・・・・・・ 89

上級演習II＜１２＞ 川越　俊彦 ・・・・・・・・ 93

上級演習Ｉ＜１３＞ 河路　武志 ・・・・・・・・ 97

上級演習II＜１３＞ 河路　武志 ・・・・・・・・ 101

上級演習Ｉ＜１４＞ 北川　浩 ・・・・・・・・ 105

上級演習II＜１４＞ 北川　浩 ・・・・・・・・ 109

上級演習Ｉ＜１５＞ 財城　真寿美 ・・・・・・・・ 113

上級演習II＜１５＞ 財城　真寿美 ・・・・・・・・ 117

上級演習Ｉ＜１６＞ 鈴木　史馬 ・・・・・・・・ 121

上級演習II＜１６＞ 鈴木　史馬 ・・・・・・・・ 125

上級演習Ｉ＜１７＞ 鷹岡　澄子 ・・・・・・・・ 129

上級演習II＜１７＞ 鷹岡　澄子 ・・・・・・・・ 133

上級演習Ｉ＜１８＞ 田口　誠 ・・・・・・・・ 137

上級演習II＜１８＞ 田口　誠 ・・・・・・・・ 141

上級演習Ｉ＜１９＞ 時岡　規夫 ・・・・・・・・ 145

上級演習II＜１９＞ 時岡　規夫 ・・・・・・・・ 149

上級演習Ｉ＜２０＞ 俊野　雅司 ・・・・・・・・ 153

上級演習II＜２０＞ 俊野　雅司 ・・・・・・・・ 157

上級演習Ｉ＜２１＞ 中神　康博 ・・・・・・・・ 161

上級演習II＜２１＞ 中神　康博 ・・・・・・・・ 165



上級演習Ｉ＜２２＞ 挾本　佳代 ・・・・・・・・ 169

上級演習II＜２２＞ 挾本　佳代 ・・・・・・・・ 173

上級演習Ｉ＜２３＞ 浜松　翔平 ・・・・・・・・ 177

上級演習II＜２３＞ 浜松　翔平 ・・・・・・・・ 181

上級演習Ｉ＜２４＞ 松本　貴典 ・・・・・・・・ 185

上級演習II＜２４＞ 松本　貴典 ・・・・・・・・ 189

上級演習Ｉ＜２５＞ 丸山　桂 ・・・・・・・・ 193

上級演習II＜２５＞ 丸山　桂 ・・・・・・・・ 197

上級演習Ｉ＜２６＞ 宮脇　俊文 ・・・・・・・・ 201

上級演習II＜２６＞ 宮脇　俊文 ・・・・・・・・ 205

上級演習Ｉ＜２７＞ 山上　浩明 ・・・・・・・・ 209

上級演習II＜２７＞ 山上　浩明 ・・・・・・・・ 213

上級演習Ｉ＜２８＞ 山崎　由香里 ・・・・・・・・ 217

上級演習II＜２８＞ 山崎　由香里 ・・・・・・・・ 221

上級演習Ｉ＜２９＞ 吉田　由寛 ・・・・・・・・ 225

上級演習II＜２９＞ 吉田　由寛 ・・・・・・・・ 229

上級演習Ｉ＜３０＞ 義村　敦子 ・・・・・・・・ 233

上級演習II＜３０＞ 義村　敦子 ・・・・・・・・ 237

卒業研究＜１＞ 石井　裕明 ・・・・・・・・ 241

卒業研究＜２＞ 井出　多加子 ・・・・・・・・ 245

卒業研究＜３＞ 伊藤　克容 ・・・・・・・・ 249

卒業研究＜４＞ 伊藤　公哉 ・・・・・・・・ 253

卒業研究＜５＞ 井上　淳子 ・・・・・・・・ 257

卒業研究＜６＞ 井上　智夫 ・・・・・・・・ 261

卒業研究＜７＞ 上田　泰 ・・・・・・・・ 265

卒業研究＜８＞ 内田　日出海 ・・・・・・・・ 269

卒業研究＜９＞ 大野　正智 ・・・・・・・・ 273

卒業研究＜１０＞ 小田　宏信 ・・・・・・・・ 277

卒業研究＜１１＞ 川越　俊彦 ・・・・・・・・ 281

卒業研究＜１２＞ 河路　武志 ・・・・・・・・ 285

卒業研究＜１３＞ 北川　浩 ・・・・・・・・ 289

卒業研究＜１４＞ 財城　真寿美 ・・・・・・・・ 293

卒業研究＜１５＞ 鈴木　史馬 ・・・・・・・・ 297

卒業研究＜１６＞ 鷹岡　澄子 ・・・・・・・・ 301

卒業研究＜１７＞ 田口　誠 ・・・・・・・・ 305

卒業研究＜１８＞ 時岡　規夫 ・・・・・・・・ 309

卒業研究＜１９＞ 俊野　雅司 ・・・・・・・・ 313

卒業研究＜２０＞ 中神　康博 ・・・・・・・・ 317

卒業研究＜２１＞ 挾本　佳代 ・・・・・・・・ 321

卒業研究＜２２＞ 松本　貴典 ・・・・・・・・ 325

卒業研究＜２３＞ 丸山　桂 ・・・・・・・・ 329

卒業研究＜２４＞ 宮脇　俊文 ・・・・・・・・ 333

卒業研究＜２５＞ 山崎　由香里 ・・・・・・・・ 337



卒業研究＜２６＞ 吉田　由寛 ・・・・・・・・ 341

卒業研究＜２７＞ 義村　敦子 ・・・・・・・・ 345

トピックス演習＜１＞ エヴァン　ピーター　ダニエル ・・・・・・・・ 349

トピックス演習＜２＞ 佐々木　大介 ・・・・・・・・ 353

トピックス演習＜３＞ 丸山　桂 ・・・・・・・・ 357

コア演習＜１＞ 石井　裕明 ・・・・・・・・ 361

コア演習＜２＞ 山上　浩明 ・・・・・・・・ 365

コア演習＜３＞ 高橋　史郎 ・・・・・・・・ 369

コア演習＜５＞ 井上　智夫 ・・・・・・・・ 373

コア演習＜６＞ 松本　貴典 ・・・・・・・・ 377

コア演習＜７＞ 義村　敦子 ・・・・・・・・ 381

コア演習＜８＞ 浜松　翔平 ・・・・・・・・ 385

コア演習＜９＞ 井出　多加子 ・・・・・・・・ 389

経済経営ワークショップ 大野　正智 ・・・・・・・・ 393

マクロ経済学入門Ｉ＜１＞ 大野　正智 ・・・・・・・・ 397

マクロ経済学入門Ｉ＜２＞ 鈴木　史馬 ・・・・・・・・ 401

マクロ経済学入門Ｉ＜３＞ 井上　智夫 ・・・・・・・・ 405

マクロ経済学入門Ｉ＜４＞ 庄司　俊章 ・・・・・・・・ 409

ミクロ経済学入門Ｉ＜１＞ 吉田　由寛 ・・・・・・・・ 413

ミクロ経済学入門Ｉ＜２＞ 藤垣　芳文 ・・・・・・・・ 417

ミクロ経済学入門Ｉ＜３＞ 平尾　由紀子 ・・・・・・・・ 421

ミクロ経済学入門Ｉ＜４＞ 中神　康博 ・・・・・・・・ 425

会社入門＜１＞ 井上　慶太 ・・・・・・・・ 429

会社入門＜２＞ 井上　淳子 ・・・・・・・・ 433

会社入門＜３＞ 浜松　翔平 ・・・・・・・・ 437

会社入門＜４＞ 井上　慶太 ・・・・・・・・ 441

統計入門＜１＞ 時岡　規夫 ・・・・・・・・ 445

統計入門＜２＞ 井上　潔司 ・・・・・・・・ 449

統計入門＜３＞ 井上　智夫 ・・・・・・・・ 453

統計入門＜４＞ 田中　研太郎 ・・・・・・・・ 457

マクロ経済学入門II＜１＞ 大野　正智 ・・・・・・・・ 461

マクロ経済学入門II＜２＞ 鈴木　史馬 ・・・・・・・・ 465

マクロ経済学入門II＜３＞ 井上　智夫 ・・・・・・・・ 469

マクロ経済学入門II＜４＞ 庄司　俊章 ・・・・・・・・ 473

ミクロ経済学入門II＜１＞ 吉田　由寛 ・・・・・・・・ 477

ミクロ経済学入門II＜２＞ 鷹岡　澄子 ・・・・・・・・ 481

ミクロ経済学入門II＜３＞ 平尾　由紀子 ・・・・・・・・ 485

ミクロ経済学入門II＜４＞ 中神　康博 ・・・・・・・・ 489

企業経営入門＜１＞ 山崎　由香里 ・・・・・・・・ 493

企業経営入門＜２＞ 井上　慶太 ・・・・・・・・ 497

企業経営入門＜３＞ 田口　誠 ・・・・・・・・ 501

企業経営入門＜４＞ 義村　敦子 ・・・・・・・・ 505

企業会計入門＜１＞ 高橋　史郎 ・・・・・・・・ 509



企業会計入門＜２＞ 伊藤　克容 ・・・・・・・・ 513

企業会計入門＜３＞ 井上　慶太 ・・・・・・・・ 517

企業会計入門＜４＞ 河路　武志 ・・・・・・・・ 521

マクロ経済学＜１＞ 庄司　俊章 ・・・・・・・・ 525

マクロ経済学＜２＞ 内田　雄貴 ・・・・・・・・ 529

ミクロ経済学＜１＞ 吉田　由寛 ・・・・・・・・ 533

ミクロ経済学＜２＞ 藤垣　芳文 ・・・・・・・・ 537

ゲーム理論＜１＞ 平尾　由紀子 ・・・・・・・・ 541

ゲーム理論＜２＞ 平尾　由紀子 ・・・・・・・・ 545

財政学＜１＞ 内田　雄貴 ・・・・・・・・ 549

財政学＜２＞ 藤垣　芳文 ・・・・・・・・ 553

国際経済学＜１＞ 平尾　由紀子 ・・・・・・・・ 557

国際経済学＜２＞ 藤垣　芳文 ・・・・・・・・ 561

金融経済学＜１＞ 鈴木　史馬 ・・・・・・・・ 565

金融経済学＜２＞ 鈴木　史馬 ・・・・・・・・ 569

競争戦略＜１＞ 浜松　翔平 ・・・・・・・・ 573

競争戦略＜２＞ 浜松　翔平 ・・・・・・・・ 577

マーケティング＜１＞ 井上　淳子 ・・・・・・・・ 581

マーケティング＜２＞ 井上　淳子 ・・・・・・・・ 585

人間行動と組織＜１＞ 上田　泰 ・・・・・・・・ 589

人間行動と組織＜２＞ 義村　敦子 ・・・・・・・・ 593

ファイナンスの基礎＜１＞ 時岡　規夫 ・・・・・・・・ 597

ファイナンスの基礎＜２＞ 時岡　規夫 ・・・・・・・・ 601

経営分析＜１＞ 高橋　史郎 ・・・・・・・・ 605

経営分析＜２＞ 高橋　史郎 ・・・・・・・・ 609

経営科学＜１＞ 俊野　雅司 ・・・・・・・・ 613

経営科学＜２＞ 河路　武志 ・・・・・・・・ 617

基盤特殊講義（租税法基礎） 伊藤　公哉 ・・・・・・・・ 621

基盤特殊講義（税務入門（東京税理士会寄附講座）） 伊藤　公哉 ・・・・・・・・ 625

上級マクロ経済学 内田　雄貴 ・・・・・・・・ 629

上級ミクロ経済学 鷹岡　澄子 ・・・・・・・・ 633

国際マクロ経済学 大野　正智 ・・・・・・・・ 637

経済発展論 川越　俊彦 ・・・・・・・・ 641

情報の経済学 吉田　由寛 ・・・・・・・・ 645

公共経済学 山上　浩明 ・・・・・・・・ 649

法と経済 鷹岡　澄子 ・・・・・・・・ 653

組織の経済学 平尾　由紀子 ・・・・・・・・ 657

産業の経済学 鷹岡　澄子 ・・・・・・・・ 661

産業と政策 鷹岡　澄子 ・・・・・・・・ 665

観光の経済学＜１＞ 井出　多加子 ・・・・・・・・ 669

観光の経済学＜２＞ 井出　多加子 ・・・・・・・・ 673

産業と立地 小田　宏信 ・・・・・・・・ 677

企業の国際戦略 鈴木　史馬 ・・・・・・・・ 681



日本の金融制度 鈴木　史馬 ・・・・・・・・ 685

国際金融 大野　正智 ・・・・・・・・ 689

環境経済学 山上　浩明 ・・・・・・・・ 693

労働経済学 丸山　桂 ・・・・・・・・ 697

労働市場のしくみと制度 井出　多加子 ・・・・・・・・ 701

教育経済学 内田　雄貴 ・・・・・・・・ 705

福祉の経済学 丸山　桂 ・・・・・・・・ 709

年金の経済学 丸山　桂 ・・・・・・・・ 713

医療と健康の経済学 丸山　桂 ・・・・・・・・ 717

土地と住宅の経済学 中神　康博 ・・・・・・・・ 721

地域と交通政策 須田　昌弥 ・・・・・・・・ 725

地方公共政策 中神　康博 ・・・・・・・・ 729

開発経済学 川越　俊彦 ・・・・・・・・ 733

経済地理 小田　宏信 ・・・・・・・・ 737

現代日本経済 松本　貴典 ・・・・・・・・ 741

地域振興の実践 井出　多加子 ・・・・・・・・ 745

経済学特殊講義（独占禁止法の基礎） 山田　務 ・・・・・・・・ 749

経済学特殊講義（地域データ分析） 伊藤　修一 ・・・・・・・・ 753

経済学特殊講義（地域と行政） 金　今善 ・・・・・・・・ 757

経済学特殊講義（現代の地方自治） 金　今善 ・・・・・・・・ 761

経済学特殊講義（行政学） 田中　孝文 ・・・・・・・・ 765

経営戦略 浜松　翔平 ・・・・・・・・ 769

情報戦略 宮元　万菜美 ・・・・・・・・ 773

ブランド戦略＜１＞ 石井　裕明 ・・・・・・・・ 777

ブランド戦略＜２＞ 石井　裕明 ・・・・・・・・ 781

広告と市場＜１＞ 石井　裕明 ・・・・・・・・ 785

広告と市場＜２＞ 石井　裕明 ・・・・・・・・ 789

消費者行動 井上　淳子 ・・・・・・・・ 793

生産管理 芦田　尚道 ・・・・・・・・ 797

イノベーションと製品開発 芦田　尚道 ・・・・・・・・ 801

国際経営 時岡　規夫 ・・・・・・・・ 805

人的資源管理 義村　敦子 ・・・・・・・・ 809

人事政策 義村　敦子 ・・・・・・・・ 813

人間情報処理 山崎　由香里 ・・・・・・・・ 817

組織と管理 向井　三貴 ・・・・・・・・ 821

意思決定科学＜１＞ 俊野　雅司 ・・・・・・・・ 825

意思決定科学＜２＞ 俊野　雅司 ・・・・・・・・ 829

コーチングの基礎 川田　尚弘 ・・・・・・・・ 833

職場の心理学 瀬戸山　聡子 ・・・・・・・・ 837

カウンセリングの基礎 林　潤一郎 ・・・・・・・・ 841

コーポレート・ファイナンス 時岡　規夫 ・・・・・・・・ 845

資産選択の意思決定 俊野　雅司 ・・・・・・・・ 849

証券市場 俊野　雅司 ・・・・・・・・ 853



管理会計 伊藤　克容 ・・・・・・・・ 857

財務会計 高橋　史郎 ・・・・・・・・ 861

財務諸表論 高橋　史郎 ・・・・・・・・ 865

国際会計 高橋　史郎 ・・・・・・・・ 869

コストマネジメント 新江　孝 ・・・・・・・・ 873

戦略支援システム 伊藤　克容 ・・・・・・・・ 877

環境と経営戦略 田口　誠 ・・・・・・・・ 881

組織と社会 高橋　史郎 ・・・・・・・・ 885

企業の社会的責任 多田　博之 ・・・・・・・・ 889

基本簿記 伊藤　克容 ・・・・・・・・ 893

経営学特殊講義（日本における経営形態の歴史） 太田　愛之 ・・・・・・・・ 897

経営学特殊講義（日本経営史） 太田　愛之 ・・・・・・・・ 901

経営学特殊講義（環境経営の基礎） 鶴田　佳史 ・・・・・・・・ 905

経営学特殊講義（環境評価） 田口　誠 ・・・・・・・・ 909

経営学特殊講義（実践人事管理） 向井　三貴 ・・・・・・・・ 913

経営学特殊講義（企業経営史） 太田　愛之 ・・・・・・・・ 917

経営学特殊講義（上級簿記） 新江　孝 ・・・・・・・・ 921

経営学特殊講義（リスクマネジメント） 長井　健人 ・・・・・・・・ 925

経営学特殊講義（租税法） 伊藤　公哉 ・・・・・・・・ 929

経営学特殊講義（非営利法人の事業と会計） 高橋　史郎 ・・・・・・・・ 933

経営学特殊講義（経営情報） 山崎　由香里 ・・・・・・・・ 937

基礎解析＜１＞ 井上　潔司 ・・・・・・・・ 941

基礎解析＜２＞ 田中　研太郎 ・・・・・・・・ 945

基礎解析＜３＞ 井上　潔司 ・・・・・・・・ 949

基礎解析＜４＞ 田口　誠 ・・・・・・・・ 953

行列＜１＞ 田中　研太郎 ・・・・・・・・ 957

行列＜２＞ 中神　康博 ・・・・・・・・ 961

行列＜３＞ 井上　潔司 ・・・・・・・・ 965

行列＜４＞ 井上　潔司 ・・・・・・・・ 969

統計学 田中　研太郎 ・・・・・・・・ 973

プログラミングの基礎 田中　研太郎 ・・・・・・・・ 977

経済史の基礎 内田　日出海 ・・・・・・・・ 981

環境問題の基礎 山上　浩明 ・・・・・・・・ 985

解析 吉田　由寛 ・・・・・・・・ 989

確率 井上　潔司 ・・・・・・・・ 993

多変量解析 竹内　光悦 ・・・・・・・・ 997

データの活用 庄司　俊章 ・・・・・・・・ 1001

エコノメトリクス入門 鷹岡　澄子 ・・・・・・・・ 1005

上級エコノメトリクス 井上　智夫 ・・・・・・・・ 1009

経営情報分析 山崎　由香里 ・・・・・・・・ 1013

ビジネスゲーム 河路　武志 ・・・・・・・・ 1017

環境社会学の基礎 挾本　佳代 ・・・・・・・・ 1021

環境と社会システム 挾本　佳代 ・・・・・・・・ 1025



地球環境問題 宋　苑瑞 ・・・・・・・・ 1029

環境とＧＩＳ 財城　真寿美 ・・・・・・・・ 1033

環境経営実践 猪刈　正利 ・・・・・・・・ 1037

日本の環境政策 山上　浩明 ・・・・・・・・ 1041

日本経済史Ａ 松本　貴典 ・・・・・・・・ 1045

日本経済史Ｂ 松本　貴典 ・・・・・・・・ 1049

西洋経済史Ａ 田中　淳一 ・・・・・・・・ 1053

西洋経済史Ｂ 田中　淳一 ・・・・・・・・ 1057

社会史 挾本　佳代 ・・・・・・・・ 1061

社会経済思想史 挾本　佳代 ・・・・・・・・ 1065

数量経済史 松本　貴典 ・・・・・・・・ 1069

比較経済史 内田　日出海 ・・・・・・・・ 1073

地域経済史 内田　日出海 ・・・・・・・・ 1077

欧米地域研究 太西　雅一郎 ・・・・・・・・ 1081

アジア地域研究 石田　正美 ・・・・・・・・ 1085

職業生活の法律 加藤　實 ・・・・・・・・ 1089

雇用と労働法 加藤　實 ・・・・・・・・ 1093

企業をとりまく法律 盛里　吉博 ・・・・・・・・ 1097

金融に関する法律 坂田　典一 ・・・・・・・・ 1101

対人関係の心理学 向江　亮 ・・・・・・・・ 1105

学際分野特殊講義（自然環境と文明） 松山　洋 ・・・・・・・・ 1109

学際分野特殊講義（Music and Identity in ～） エヴァン　ピーター　ダニエル ・・・・・・・・ 1113

学際分野特殊講義（Global　Views） ザブスラック　ロナルド　ステファン ・・・・・・・・ 1117

学際分野特殊講義（経済ニュースを英語で読む） 佐々木　大介 ・・・・・・・・ 1121

学際分野特殊講義（異文化理解） 川越　俊彦 ・・・・・・・・ 1125

学際分野特殊講義（分断化するヨーロッパ） 太西　雅一郎 ・・・・・・・・ 1129

学際分野特殊講義（英語映像資料を用いたリスニングのトレーニング）佐々木　大介 ・・・・・・・・ 1133

学際分野特殊講義（基礎から応用へ成長する英語ライティング技能の獲得）佐々木　大介 ・・・・・・・・ 1137

社会理解実践講義（資本市場の役割と証券投資） 俊野　雅司 ・・・・・・・・ 1141

社会理解実践講義（損害保険の理論と実際） 志田　慎太郎 ・・・・・・・・ 1145

社会理解実践講義（OB・OGが語るビジネス最前線） 義村　敦子 ・・・・・・・・ 1149

社会理解実践演習（信託の理論と実際） 永井　勝巳 ・・・・・・・・ 1153

社会理解実践演習（ブランドの理論と実際） 宮澤　正憲 ・・・・・・・・ 1157

情報分析演習Ｉ 井上　潔司 ・・・・・・・・ 1161

情報分析演習II 田中　研太郎 ・・・・・・・・ 1165

総合分析Ａ 井出　多加子 ・・・・・・・・ 1169

総合分析Ｂ 上田　泰 ・・・・・・・・ 1173

マルチメディアプレゼンテーションＡ 川越　俊彦 ・・・・・・・・ 1177

マルチメディアプレゼンテーションＢ 山崎　由香里 ・・・・・・・・ 1181

情報分析特殊講義Ａ（ExcelとSPSSで始める多変量解析）松本　貴典 ・・・・・・・・ 1185

情報分析特殊講義Ａ（データの可視化） 田中　研太郎 ・・・・・・・・ 1189

情報分析特殊講義Ａ（画像処理基礎） 川越　俊彦 ・・・・・・・・ 1193

情報分析特殊講義A（アントレプレナーシップの理論と実践）浜松　翔平 ・・・・・・・・ 1197



情報分析演習III＜１＞ 井上　潔司 ・・・・・・・・ 1201

情報分析演習III＜２＞ 竹内　光悦 ・・・・・・・・ 1205

情報分析演習IV＜１＞ 田中　研太郎 ・・・・・・・・ 1209

情報分析演習IV＜２＞ 竹内　光悦 ・・・・・・・・ 1213

日本史概論Ｉ 松田　行彦 ・・・・・・・・ 1217

日本史概論II 松田　行彦 ・・・・・・・・ 1221

人文地理学 小田　宏信 ・・・・・・・・ 1225

自然地理学＜2＞ 財城　真寿美 ・・・・・・・・ 1229



単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
・講義の進め方を説明する
・受講生間の相互理解を高める
・研究倫理について

【予習】
・シラバスを精読する
・ゼミでの活動目標を明確にしておく

120

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

事例研究②
・市場環境（顧客や競合）についての議論を進める
・プレゼンテーション資料の作成

【予習】
・市場環境分析についての知識を整理しておく
・市場環境に関する資料を収集しておく

120

事例研究①
・企業に提示された課題に取り組む
・課題の意図や背景を読み解く
・プレゼンテーション資料の作成

【予習】
・課題に対する方針を考えておく

120

テーマ・概要
　皆さんの最近の買い物を思い浮かべてみてください。皆さんは、なぜ、その製品やサービスを購入したのでしょうか。あるいは、その製
品やサービスに満足できたのでしょうか。本演習ではこうした身の回りの購買行動を題材に、企業の展開すべきマーケティング戦略につい
て検討していきます。
　マーケティングを学ぼうと考えている皆さんは、マーケティングが対象としている消費者でもあります。本演習の目的は、消費者として
の直感を大切にしながら、関連分野の理論を用いて、企業のマーケティング戦略に関する理解を深めることにあります。最終的には、企業
のマーケティング戦略に本演習なりの示唆を提示したいと考えています。
　ゼミの活動では、グループワークや発表を通じて、周囲との協調性やプレゼンテーション能力の向上も図ります。具体的には、他大学の
マーケティング関連ゼミとの合同研究発表会や実務家へのプレゼンテーションなどを行う予定です。

DP2（課題の発見と解決）、DP3（他者との協働）、DP5（表現力、発信力）、DP6（専門分野の知識・理解）、DP7（総合マネジメント力）
を実現するため、以下を到達目標とする。
マーケティングや消費者行動の全般的な知識を身につけること
マーケティングや消費者行動の研究を通じて問題発見能力や論理的思考能力を養うこと
グループワークや発表を通じてコミュニケーション能力やプレゼンテーション能力を養うこと

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習Ｉ ＜１＞

石井　裕明

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411101

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

プレゼンテーション①
・企業に提示された課題について、自分たちなりの市場環境分析の結果を発表する
・質疑応答

【予習】
・プレゼンテーションの準備
・市場環境に関する資料を収集しておく

120

事例研究③
・企業に提示された課題について、自分たちなりのマーケティング・プランを立案する
・プレゼンテーション資料の作成

120

【予習】
・発表班の論文の熟読
・分からない点の明確化

120

第9回 文献講読②
・グループごとに取り上げた論文を発表する
・論文について議論する

第7回

第8回

【予習】
・マーケティング戦略に関する知識を整理しておく

事例研究④
・企業に提示された課題について、自分たちなりのプロモーション戦略を立案する
・プレゼンテーション資料の作成

【予習】
・プロモーション戦略に関する知識を整理しておく

120

プレゼンテーション②
・企業に提示された課題に関する最終的なプレゼンテーションを行う
・質疑応答

120

【予習】
・プレゼンテーションの準備

120

文献講読①
・グループごとに取り上げる論文を決定する
・発表の準備

【予習】
・自分の興味のある研究テーマを考えておく

- 27 -



120

第11回

第12回

第13回

文献講読③
・グループごとに取り上げた論文を発表する
・論文について議論する

【予習】
・発表班の論文の熟読
・分からない点の明確化

テーマ研究①
・グループに分かれ、問題意識を共有する
・グループごとの研究テーマを決める

【予習】
・自らが取り組みたい研究テーマを考えておく
・関連しそうな概念を整理しておく

テーマ研究②
・研究テーマに即した先行研究のレビュー
・プレゼンテーション資料の作成

【予習】
・先行研究の収集、熟読

120

第10回

120

テーマ研究③
・問題意識の明確化
・研究テーマに即した先行研究のレビュー
・プレゼンテーション資料の作成

120

120

第15回

【予習】
・先行研究の収集、熟読
・発表準備

120

テーマ研究③
・問題意識の明確化
・研究テーマに即した先行研究のレビュー
・仮説の検討
・プレゼンテーションの資料作成

【予習】
・仮説のイメージを高めておく
・先行研究の収集、熟読
・発表準備

プレゼンテーション④
・テーマ研究の進捗についてのプレゼンテーション
・質疑応答
・今後のスケジュールの確認

【予習】
・先行研究の収集、熟読
・発表準備

第14回

- 28 -



ポータルサイトで周知する。

授業の方法
グループワークを中心に活動します。グループでの議論から生まれた問題意識に対し、文献研究、アンケート調査などから、自分たちなり
の考えをまとめ、それらを発表するプロセスを重視します。

成績評価の方法
グループワークにおける貢献（40%）、プレゼンテーションの内容（40%）、演習の活動全体への貢献（20%）などから総合的に判断しま
す。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その到達度により評価する。
・マーケティングや消費者行動の基礎的な知識が身についているか
・ゼミの場において、問題発見能力や論理的思考能力を発揮できているか
・グループワークや発表において十分なコミュニケーションやプレゼンテーションが行えたか

必要な予備知識／先修科目／関連科目
予備知識や先修科目は特にありません。関連科目は、「マーケティング」、「ブランド戦略」、「消費者行動」、「広告と市場」、「競争
戦略」、「組織と社会」、「統計入門」など。

テキスト
特に指定しません。

参考書
適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

- 29 -



単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

進捗の共有とスケジュールの確定
・夏期休業中の進捗について共有する
・必要に応じて今後のスケジュールを調整する
・研究倫理について

【予習】
・夏期休業期間中に進めた部分を整理しておく

120

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

調査設計①
・仮説検証のための調査方法について検討する
・調査票の作成や調査条件の明確化などを行う
・プリ調査実施の必要性を検討する

【予習】
・調査票の作成方法について整理しておく
・仮説を検証できる調査条件などを整理しておく

120

仮説の再検討
・夏期休業期間前に設定した仮説を再検討する
・必要に応じて修正する
・仮説検証の方法について検討する

【予習】
・仮説の妥当性に問題がないか精査する
・仮説をどうすれば検証できるかを考えておく

120

テーマ・概要
　皆さんの最近の買い物を思い浮かべてみてください。皆さんは、なぜ、その製品やサービスを購入したのでしょうか。あるいは、その製
品やサービスに満足できたのでしょうか。本演習ではこうした身の回りの購買行動を題材に、企業の展開すべきマーケティング戦略につい
て検討していきます。
　マーケティングを学ぼうと考えている皆さんは、マーケティングが対象としている消費者でもあります。本演習の目的は、消費者として
の直感を大切にしながら、関連分野の理論を用いて、企業のマーケティング戦略に関する理解を深めることにあります。最終的には、企業
のマーケティング戦略に本演習なりの示唆を提示したいと考えています。
　ゼミの活動では、グループワークや発表を通じて、周囲との協調性やプレゼンテーション能力の向上も図ります。具体的には、他大学の
マーケティング関連ゼミとの合同研究発表会や実務家へのプレゼンテーションなどを行う予定です。

DP2（課題の発見と解決）、DP3（他者との協働）、DP5（表現力、発信力）、DP6（専門分野の知識・理解）、DP7（総合マネジメント力）
を実現するため、以下を到達目標とする。
マーケティングや消費者行動の全般的な知識を身につけること
マーケティングや消費者行動の研究を通じて問題発見能力や論理的思考能力を養うこと
グループワークや発表を通じてコミュニケーション能力やプレゼンテーション能力を養うこと

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習II ＜１＞

石井　裕明

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411102

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

調査設計②
・プリ調査を実施する
・調査素材を作成する

【予習】
・仮説を検証できる調査素材を考えておく

120

調査設計③
・調査票を確定する
・調査素材を確定する

120

【予習】
・プレゼンテーションの準備
・データ分析の結果の解釈を進めておく

120

第9回 プレゼンテーション②
・データ分析の結果を発表する
・質疑応答

第7回

第8回

【予習】
・調査票の作成
・調査素材の作成

プレゼンテーション①
・調査設計に関するプレゼンテーションを行う
・質疑応答

【予習】
・プレゼンテーションの準備

120

データ分析①
・調査を実施し、データを収集する
・収集したデータの分析を行う

120

【予習】
・データ分析の方法を整理しておく

120

データ分析②
・調査を実施し、データを収集する
・収集したデータの分析を行う

【予習】
・データ分析の結果の解釈を進めておく
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120

第11回

第12回

第13回

結果の考察①
・データ分析の結果を考察する
・必要に応じて再調査を実施する

【予習】
・仮説の検証結果を整理しておく
・再調査の実施の有無を検討しておく

結果の考察②
・データ分析の結果を考察する
・実務的な示唆や学術的な示唆を考える

【予習】
・仮説の検証結果から明らかになったことを整理しておく
・研究と実務との結びつきを整理しておく

プレゼンテーションの準備①
・最終発表に向け、資料の作成やプレゼンテーションの練習を行う

【予習】
・プレゼンテーション資料の作成
・発表内容の精査

120

第10回

120

プレゼンテーションの準備②
・最終発表に向け、資料の作成やプレゼンテーションの練習を行う

120

120

第15回

【予習】
・プレゼンテーション資料の作成
・発表内容の精査
・プレゼンテーションの練習

120

最終プレゼンテーション
・研究成果を発表する
・質疑応答

【予習】
・プレゼンテーション資料の作成
・発表内容の精査
・プレゼンテーションの練習

まとめ
・年間を通じた活動の振り返りを行う

【予習】
・自らの反省点を明らかにしておく

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
グループワークを中心に活動します。グループでの議論から生まれた問題意識に対し、文献研究、アンケート調査などから、自分たちなり
の考えをまとめ、それらを発表するプロセスを重視します。

成績評価の方法
グループワークにおける貢献（40%）、プレゼンテーションの内容（40%）、演習の活動全体への参加状況や貢献（20%）などから総合的に
判断します。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その到達度により評価する。
・マーケティングや消費者行動の全般的な知識が身についているか
・ゼミの場において、問題発見能力や論理的思考能力を発揮できているか
・グループワークや発表において十分なコミュニケーションやプレゼンテーションが行えたか

必要な予備知識／先修科目／関連科目
予備知識や先修科目は特にありません。関連科目は、「マーケティング」、「ブランド戦略」、「消費者行動」、「広告と市場」、「競争
戦略」、「組織と社会」、「統計入門」など。

テキスト
特に指定しません。

参考書
適宜紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
・履修に関する注意
・ゼミやグループ全体での情報共有方法について
・研究倫理について
・アイスブレイク
・ワールドカフェ方式による取り組みたいテーマの意見交換
・先輩との交流

自分が参加調査、そして企画提案をしたいと思うテーマとその具体的内容について考えをまとめてお
く。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

テーマの意見交換（２）
・前回のディスカッションに基づいて、新メンバーで意見交換

参加プロジェクトのもとで、具体的にどのような事柄を調査していくか、自分はどの問題を解決したい
のかを念頭に、ＨＰなどで資料を調べておく

60

テーマの意見交換（１）
・先輩の昨年度の活動紹介
・前回のディスカッションに基づいて、グループとメンバー、グループリーダーを決定

前回のディスカッションにもとづいて、自分の参加するプロジェクトを決めておく 60

テーマ・概要
「大学生による観光振興とまちづくり」
地域の再生戦略として、観光とまちづくりが注目されています。本年は大きく２つのテーマにチャレンジします。どちらも、外部の団体と
協力して、地域の魅力を派遣し周囲に伝える方法を企画提案します。
①プロジェクト型授業「秩父プロジェクト」
②観光まちづくりコンテスト

グループ単位での調査、企画、提案です。各グループは上記どちらかの大きなテーマのもとで、さらにいくつかのサブグループに分かれて
個別に調査研究し、それをもとに全体の大きな提案にまとめます。
いずれも、実施・受け入れ団体との連絡、日程調整が極めて重要になります。1年間を通じたインターンシップと考え、積極的に行動提案
して頂くことを望みます。活動を通して「学生」にできることの可能性と限界を感じ取ってください。
　3年前期は、グループでの調査検討が中心で、外部関係者のヒアリングとプレゼンテーションを行います。
※外回りが多いですが、できるだけゼミの時間充当します。5月にゼミ合宿を実施し、事前に検討していたトピックについて、現地で状況
観察やインタビューなどを行い、また提携する方々と意見交換を実施します。授業回数にカウントします。
土日や夏休みを活用した秩父またはコンテスト開催地への個別訪問は、先方と調整して行ってください。これらの現地でのプレゼンテー
ションは、一定回数までゼミの授業参加とみなしますので、各グループは必ず事前に授業担当者と相談して届出を行ってください。

ＤＰ２（課題の発見と解決）、ＤＰ３（他者との協働）、ＤＰ５（表現力、発信力）、ＤＰ６（専門分野の知識・理解）、ＤＰ７（総合マ
ネジメント力）　を実現するため、以下を到達目標とします。

①問題解決の手法として、資料収集やヒアリング、アンケート調査の実施方法を学ぶ。
②グループワークで異なる考え方や見方を尊重し、年齢や立場の異なる方々と自由意見交換ができる。
③説得力のあるプレゼンテーションを行うことができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習Ｉ ＜２＞

井出　多加子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411101

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

課題と現地調査の項目を検討
・課題の意見交換
・現地調査にむけて、インタビュー、調査ポイントや項目をまとめる。

ヒアリング対象となりそうな団体とその活動をＨＰなどで調べておく 90

現地調査（１）
・ゼミ合宿などで、現地調査を実施。
・調査結果をグループ内で共有、ゼミ全体にプレゼンテーションを行う。
・提携相手との意見交換

90

発表のためのファイル作成と内容の確認 60

第9回 中間報告（２）
各グループの調査内容とヒアリング結果をクラス内発表。質疑応答とディスカッションを行う。
担当者から改善点などをアドバイス。

第7回

第8回

ヒアリングの依頼と日程調整をグループ別に行っておく。ヒアリング内容をまとめておく。

現地調査（２）
・前回調査した内容を、さらに補強するために追加の調査を実施。
・調査結果をグループ内で共有、ゼミ全体にプレゼンテーションを行う。

発表のためのファイル作成と内容の確認 90

プレゼンテーションのスキル（１）
・グループ内で、中間報告に向けてプレゼンテーションの準備を行う。
・プレゼンテーションのためのPPのスキルアップ、プレゼンテーションの評価ポイントの提示（ルーブリック）

60

発表のためのファイル作成と内容の確認 90

中間報告（１）
各グループの調査内容とヒアリング結果をクラス内発表。質疑応答とディスカッションを行う。
担当者から改善点などをアドバイス。

発表のためのファイル作成と内容の確認
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60

第11回

第12回

第13回

G作業（１）
提案内容のサブグループ別検討。

最終報告書の担当部分を作成しておく。

最終報告に向けたG作業（１）
グループ別に、ヒアリングや調査結果をもとに、プレゼンテーションなどをクラス内で実施。

最終報告書の担当部分を作成しておく。

最終報告に向けたG作業（２）
・プレゼンテーションで課題を明らかにする。
・夏休み活動について担当者からアドバイスを受ける。

最終報告書の担当部分を作成しておく。

60

第10回

90

最終プレゼンテーション（１）
提携先の団体や企業へ、調査内容と提案を行います。
先方からコメントを頂き、提案内容を再検討します。

90

90

第15回

活動スケジュールや、関連する外部団体との連絡を確認する。 90

最終プレゼンテーション（２）
提携先の団体や企業へ、調査内容と提案を行います。
先方からコメントを頂き、提案内容を再検討します。

活動スケジュールや、関連する外部団体との連絡を確認する。

授業全体を通じて、残った課題を整理します。
夏休みおよび後期の活動に向けて、グループ内でスケジュールを確認。

自分自身への振り返りと、後期からの作業スケジュール、事前にやっておくべきことなどを考えてお
く。

第14回
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適時メールで相談ください。 idee819@gmail.com
またポータルサイトで周知します。

授業の方法
現地調査以外は、パソコン教室を利用し、情報収集や資料の作成、ディスカッションを行う。
共有ドライブやグループチャットなどを活用して、グループ内だけでなくゼミ全体で情報を共有する。
合宿以外の外部調査は、各グループでスケジュールを決定実施しする。これらは最大、授業2回分まで充当する。

成績評価の方法
以下の項目で総合的に評価する。
①授業や野外調査、資料収集でのグループワークへの貢献度(50%)
②2回のプレゼンテーションおよび他のグループのプレゼンに対する適切な評価(30%)
③前期の最終報告のもとになるグループ報告書(20%)

成績評価の基準
成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠し、上記到達目標の達成度に基づいて評価する。
Grades in the course are based on the criteria of Seikei University Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。グループワークと行動力を養う各コースの演習などを取得していると望ましいです。
PPを利用したプレゼンテーションの知識があると望ましいが、知識がある人はゼミの友人をサポートしていただきたいと思います。

テキスト
指定しない

参考書
基礎的な内容のものは授業中にプリントを配布。研究テーマに応じて適時指定。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

以下は大まかな予定。適時ポータルで連絡するので、自分で適時確認すること。

報告と今後の活動の検討（１）
・研究倫理について
・グループごとに、現在の進行状況の確認。
・プロジェクトを実施するグループは、内容やスケジュールについて受け入れ団体と事前確認。
・夏休み中にプロジェクトを実施した場合は、その結果報告とディスカッションを行う。

自分の参加プロジェクトについて、実施前の場合は役割分担などの調整、必要な準備をその他行う。
参加済みの場合は、ディスカッションと報告に向けて資料を整える。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

報告と今後の活動の検討（３）
・グループごとに、ゼミメンバーで活動の報告をプレゼンテーション形式で行う。自分が抱いている実現のための手段や必要な
情報を皆に説明する。
・それをもとに、今後の活動についてさらにディスカッションを実施。。

報告と今後の活動の検討（２）
・グループごとに、ゼミメンバーで活動の報告をプレゼンテーション形式で行う。自分が抱いている実現のための手段や必要な
情報を皆に説明する。
・それをもとに、今後の活動についてさらにディスカッションを実施。

自分の参加プロジェクトについて、実施前の場合は役割分担などの調整、必要な準備をその他行う。
参加済みの場合は、ディスカッションと報告に向けて資料を整える。

60

テーマ・概要
「大学生による観光とまちづくり」　地域の再生戦略として、観光とまちづくりが注目されています。本年は大きく２つのテーマにチャレ
ンジします。どちらも、外部の団体と協力して、地域の魅力を派遣し周囲に伝える方法を企画提案します。
①プロジェクト型授業「秩父プロジェクト」
②観光まちづくりコンテスト

前期の上級演習Iに続いて、各チームでプロジェクトを実施していきます。
適時提携団体と意見交換をしながら、粘り強く様々な方々の協力を得てプロジェクトを実現します。

ＤＰ２（課題の発見と解決）、ＤＰ３（他者との協働）、ＤＰ５（表現力、発信力）、ＤＰ６（専門分野の知識・理解）、ＤＰ７（総合マ
ネジメント力）　を実現するため、以下を到達目標とします。
特に後期のこの授業では、提案力と表現力を重点的に強化します。

①問題解決の手法として、資料収集やヒアリング、アンケート調査の実施方法を学ぶ。
②グループワークで異なる考え方や見方を尊重し、年齢や立場の異なる方々と自由意見交換ができる。
③説得力のあるプレゼンテーションを行うことができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習II ＜２＞

井出　多加子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411102

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

報告に向けて、アンケート調査やヒアリングの結果を整理する。 60

課題の検討と提案（１）
・プロジェクトに参加した経験やアンケート・ヒアリング調査結果などをもとに、課題を検討。

ヒアリング対象となりそうな団体とその活動をＨＰなどで調べておく 90

課題の検討と提案（２）
・引き続き、プロジェクトに参加した経験やアンケート・ヒアリング調査結果などをもとに、課題を検討。具体的な改善策を
ディスカッションする。

90

第9回 スケジュール確認
・就職活動にむけて、無理のないスケジュールをグループごとに再度検討する。
・外部へのプレゼンテーションにむけて、自分たちの活動や報告が外部の人びとにどのような印象を与えるか、相談する。

第7回

第8回

ヒアリングで質問したい項目を考えておく。中間報告に向けて、自分の担当部分を整理する。

課題の検討と提案（３）
・具体的な改善点をさらにまとめる。
・最終報告に向けて資料の準備をする。

発表のためのファイル作成と内容の確認 90

中間報告（１）
・グループ別に、最終報告にむけて、ゼミ内で中間報告を行う。
・担当者や他のグループからコメントをもらい、グループ内で検討する。

60

アンケート調査の仮説や項目を考え、グループディスカッションの準備をする。 90

中間報告（２）
・グループ別に、最終報告にむけて、ゼミ内で中間報告を行う。
・担当者や他のグループからコメントをもらい、グループ内で検討する。

中間報告のための資料準備
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90

第11回

第12回

第13回

前期の調査と後期の活動に関連する資料や写真などを整理、自分の活動についてまとめる。 60

外部プレゼンテーションの準備
・外部団体とのスケジュール調整
・プレゼンテーションの資料をまとめる。

プレゼンテーションのため、グループで相談する。その資料をまとめておく。

外部へのプレゼンテーション（１）
・受け入れ団体の協力があれば、その団体と関連する方々へ報告を兼ねたプレゼンテーションをおこなう。
・他のグループも、全員でプレゼンテーションに参加し、協力する。

プレゼンテーションのための資料の準備

外部へのプレゼンテーション（２）
・受け入れ団体の協力があれば、その団体と関連する方々へ報告を兼ねたプレゼンテーションをおこなう。
・他のグループも、全員でプレゼンテーションに参加し、協力する。

プレゼンテーションのための資料の準備

90

第10回

90

まとめ（１）　
・就活のために冬休みに何をすべきか、ディスカッションを行う。
・担当者や仲間と冬休みのゼミ活動について検討する。

60

第15回

自分の興味ある産業や企業を調べ、親族や先輩、友人から情報を集める。 60

まとめ（２）　
・エントリーシートを仲間と相談しながらまとめる。
・就活で、ゼミや自分の活動をどのように伝えることができるか、ディスカッションを行う。
・1人5分のプレゼンテーション練習を行う。

社会人として何が求められるか、自分なりに考えをまとめる。

まとめ（３）　ゼミも終了となり、いよいよ就活が本格化
・エントリーシートを仲間と相談しながらまとめる。
・就活で、ゼミや自分の活動をどのように伝えることができるか、1人5分のプレゼンテーション練習を行う。　　　「打上げ
パーティー」

第14回
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ポータルサイトやOFFICE３６５で周知する。

授業の方法
現地調査と外部へのプレゼンテーション以外は、パソコン教室を利用し、情報収集や資料の作成、ディスカッションを行う。外部調査やプ
レゼンテーションのスケジュールは、グループ別に担当者と相談して調整する。

成績評価の方法
以下の項目で総合的に評価する。
①授業や野外調査でのグループワークへの貢献度（４０％）
②ＮＰＯ、役所、市民団体や地元支援企業とのボランティア、インターンシップ活動（３０％）
③外部団体へのプレゼンテーション（３０％）

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
上記、到達目標の達成度に基づいて評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。グループワークと行動力を養う各コースの演習などを取得していると望ましいです。

テキスト
指定しない

参考書
基礎的な内容のものは授業中にプリントを配布。研究テーマに応じて適時指定。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

60自分の関心のある企業や団体の活動と、自分の大学での活動の関連をまとめる。

- 41 -



単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

オリエンテーション
講義の進め方の説明とグループ分け、研究倫理について、パワーポイントによる個人発表実習(1)

【予習】個人発表実習のコンテンツを用意しておくこと。リーフレットの読み込み。
【復習】スケジュールを確認しておくこと。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

パワーポイントによる個人発表実習(3)

【予習】個人発表実習のコンテンツを準備しておくこと。
【復習】自分の発表の長所短所を整理しておくこと。

60

パワーポイントによる個人発表実習(2)

【予習】個人発表実習のコンテンツを準備しておくこと。
【復習】自分の発表の長所短所を整理しておくこと。

60

テーマ・概要
このクラスでは「経営学」および「会計学」に関する様々な実際上の問題をとりあげ、研究調査し、成果物を作成します。具体的には、各
受講者の関心にあわせて、その時々の経営関連トピック、特定の業界・企業研究、関連する学説研究、マネジメント手法を検討し、発表
（プレゼンテーションあるいは論文作成）します。
　テーマの選定にあたっては、受講者の関心をできる限り重視します。このゼミでは、主として以下のようなスキルを身に付けることを目
標としています。
(1)実際の企業行動・経営手法に関する知識と分析能力（含む簿記・会計の基礎知識）
(2)グループワークを円滑に遂行するためのコミュニケーション能力
(3)スライド（パワーポイント）などを用いたプレゼンテーション能力
(4)質疑応答を通じて議論の内容を高いレベルに引き上げる討議能力

DP2（課題の発見と解決）、DP3（他者との協働）、DP4（自発性、積極性）、DP5（表現力、発信力）、DP6（専門分野の知識・理解）、DP7
（総合的マネジメント力）の涵養を目指して講義を進めます。
具体的な到達目標は以下の通りです。
(1)経済社会のメカニズムを理解し、そのなかで重要な役割を果たしている企業の行動原理について知ること。
(2)説得力のある研究報告を作成すること。
(3)聴衆をひきつけるプレゼンテーションの技術を向上させること。
(4)グループワークを円滑に運営するノウハウやスキルを身に付けること。

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習Ｉ ＜３＞

伊藤　克容

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411101

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

身近な題材を扱ったグループ発表実習(1)

【予習】グループ発表実習のコンテンツを準備しておくこと。
【復習】各グループの発表の長所短所をしておくこと。

60

身近な題材を扱ったグループ発表実習(2)＋全体評価

60

【予習】グループ発表実習のコンテンツを準備しておくこと。
【復習】各グループの発表の長所短所を整理しておくこと。

60

第9回 業界・企業研究2-(1)
多国籍企業の研究

第7回

第8回

【予習】グループ発表実習のコンテンツを準備しておくこと。
【復習】各グループの発表の長所短所をしておくこと。

業界・企業研究1-(1)
特定業界内企業群の分析

【予習】グループ発表実習のコンテンツを準備しておくこと。
【復習】各グループの発表の長所短所を整理しておくこと。

60

業界・企業研究1-(2)

60

【予習】グループ発表実習のコンテンツを準備しておくこと。
【復習】各グループの発表の長所短所を整理しておくこと。

60

業界・企業研究1-(3)＋全体評価

【予習】グループ発表実習のコンテンツを準備しておくこと。
【復習】各グループの発表の長所短所を整理しておくこと。
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60

第11回

第12回

第13回

業界・企業研究2-(2)

【予習】グループ発表実習のコンテンツを準備しておくこと。
【復習】各グループの発表の長所短所を整理しておくこと。

業界・企業研究3-(1)
経営者・リーダーへの着目

【予習】グループ発表実習のコンテンツを準備しておくこと。
【復習】各グループの発表の長所短所を整理しておくこと。

業界・企業研究3-(2)

【予習】グループ発表実習のコンテンツを準備しておくこと。
【復習】各グループの発表の長所短所を整理しておくこと。

60

第10回

60

業界企業研究3-(3)＋全体評価

60

60

第15回

【予習】グループ発表実習のコンテンツを準備しておくこと。
【復習】各グループの発表の長所短所を整理しておくこと。

60

経営手法・経営施策についての研究(1)

【予習】グループ発表実習のコンテンツを準備しておくこと。
【復習】各グループの発表の長所短所を整理しておくこと。

経営手法・経営施策についての研究(2)

【予習】グループ発表実習のコンテンツを準備しておくこと。
【復習】各グループの発表の長所短所を整理しておくこと。

第14回
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オフィスアワーについては、ポータルサイトで周知します。
連絡先：kito@econ.seikei.ac.jp

授業の方法
主として個人またはグループ・ワークでのプレゼンテーション作成と報告、それに対するディスカッションという形で講義が行われます。
プレゼンテーションの際には、パワーポイントというソフトウェアを利用します。
　必要におうじて、解説・講義の時間をもうけます。

成績評価の方法
成績評価は、クラス（グループワーク）に対する各参加者の貢献度にもとづいて行います。平常点のみでの評価です（平常点が100%、試験
は実施しません）。ゼミナール（演習）形式の講義なので、受講者側の積極的な取り組みを前提とします。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。
 次の点に着目し、その達成度で総合的に評価します。
①発表内容がしっかり準備されたものであったか。
②表現スキルが身に付いているか。
③グループに対する貢献がじゅうぶんなされていたか。
④クラス全体に対する貢献がじゅうぶんになされていたか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
授業で指示。

テキスト
　特になし。

参考書
特になし。
必要な場合は、指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

オリエンテーション
経営手法・経営施策についての研究(3)＋全体評価・まとめ

【予習】個人発表実習のコンテンツを用意しておくこと。
【復習】スケジュールを確認しておくこと。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

業界・企業研究4-(2)

【予習】個人発表実習のコンテンツを準備しておくこと。
【復習】自分の発表の長所短所を整理しておくこと。

60

業界・企業研究4-(1)
国内製造業の現状と課題

【予習】個人発表実習のコンテンツを準備しておくこと。
【復習】自分の発表の長所短所を整理しておくこと。

60

テーマ・概要
このクラスでは「経営学」および「会計学」に関する様々な実際上の問題をとりあげ、研究調査し、成果物を作成します。具体的には、各
受講者の関心にあわせて、その時々の経営関連トピック、特定の業界・企業研究、関連する学説研究、マネジメント手法を検討し、発表
（プレゼンテーションあるいは論文作成）します。
　テーマの選定にあたっては、受講者の関心をできる限り重視します。このゼミでは、主として以下のようなスキルを身に付けることを目
標としています。
(1)実際の企業行動・経営手法に関する知識と分析能力（含む簿記・会計の基礎知識）
(2)グループワークを円滑に遂行するためのコミュニケーション能力
(3)スライド（パワーポイント）などを用いたプレゼンテーション能力
(4)質疑応答を通じて議論の内容を高いレベルに引き上げる討議能力

DP2（課題の発見と解決）、DP3（他者との協働）、DP4（自発性、積極性）、DP5（表現力、発信力）、DP6（専門分野の知識・理解）、DP7
（総合的マネジメント力）の涵養を目指して講義を進めます。
具体的な到達目標は以下の通りです。
(1)経済社会のメカニズムを理解し、そのなかで重要な役割を果たしている企業の行動原理について知ること。
(2)説得力のある研究報告を作成すること。
(3)聴衆をひきつけるプレゼンテーションの技術を向上させること。
(4)グループワークを円滑に運営するノウハウやスキルを身に付けること。

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習II ＜３＞

伊藤　克容

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411102

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

業界・企業研究4-(3)＋全体評価・まとめ

【予習】グループ発表実習のコンテンツを準備しておくこと。
【復習】各グループの発表の長所短所をしておくこと。

60

業界・企業研究5-(1)
金融ビジネスの探求

60

【予習】グループ発表実習のコンテンツを準備しておくこと。
【復習】各グループの発表の長所短所を整理しておくこと。

60

第9回 業界・企業研究6-(1)
「長寿」企業の研究

第7回

第8回

【予習】グループ発表実習のコンテンツを準備しておくこと。
【復習】各グループの発表の長所短所をしておくこと。

業界・企業研究5-(2)

【予習】グループ発表実習のコンテンツを準備しておくこと。
【復習】各グループの発表の長所短所を整理しておくこと。

60

業界・企業研究5-(3)

60

【予習】グループ発表実習のコンテンツを準備しておくこと。
【復習】各グループの発表の長所短所を整理しておくこと。

60

業界・企業研究5-(4)＋全体評価・まとめ

【予習】グループ発表実習のコンテンツを準備しておくこと。
【復習】各グループの発表の長所短所を整理しておくこと。
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60

第11回

第12回

第13回

業界・企業研究6-(2)

【予習】グループ発表実習のコンテンツを準備しておくこと。
【復習】各グループの発表の長所短所を整理しておくこと。

業界・企業研究7-(1)
流通企業の自己変革

【予習】グループ発表実習のコンテンツを準備しておくこと。
【復習】各グループの発表の長所短所を整理しておくこと。

業界・企業研究7-(2)

【予習】グループ発表実習のコンテンツを準備しておくこと。
【復習】各グループの発表の長所短所を整理しておくこと。

60

第10回

60

業界企業研究7-(3)＋全体評価

60

60

第15回

【予習】グループ発表実習のコンテンツを準備しておくこと。
【復習】各グループの発表の長所短所を整理しておくこと。

60

DX（デジタルトランスフォーメーション）についての研究(1)

【予習】グループ発表実習のコンテンツを準備しておくこと。
【復習】各グループの発表の長所短所を整理しておくこと。

DX（デジタルトランスフォーメーション）についての研究(2)＋全体のまとめ

【予習】グループ発表実習のコンテンツを準備しておくこと。
【復習】各グループの発表の長所短所を整理しておくこと。

第14回
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オフィスアワーについては、ポータルサイトで周知します。
連絡先：kito@econ.seikei.ac.jp

授業の方法
主として個人またはグループ・ワークでのプレゼンテーション作成と報告、それに対するディスカッションという形で講義が行われます。
プレゼンテーションの際には、パワーポイントというソフトウェアを利用します。
　必要におうじて、解説・講義の時間をもうけます。

成績評価の方法
成績評価は、クラス（グループワーク）に対する各参加者の貢献度にもとづいて行います。
平常点のみでの評価です（平常点が100%、試験は実施しません）。
下記の要素を総合的に評価します。
(1)発表内容の質（30%）
(2)クラスに対する貢献度（30%）
(3)取り組む姿勢・学習意欲（40%）

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
 次の点に着目し、その達成度で総合的に評価します。
①発表内容がしっかり準備されたものであったか。
②表現スキルが身に付いているか。
③グループに対する貢献がじゅうぶんなされていたか。
④クラス全体に対する貢献がじゅうぶんになされていたか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
授業で指示。

テキスト
　特になし。

参考書
特になし。
 必要な場合は、指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

オリエンテーション、講義の進め方の説明
他己紹介
研究倫理について（リーフレット配布）

【予習】 自己紹介、自己アピールを考えておくこと（メモを用意しておくと便利です）。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

① 新聞記事報告（個人報告）
② 業界分析報告（グループ報告）
全体でのディスカッション

【予習】 報告担当者（担当チーム）は、プレゼン用のコンテンツ（Power Point等）を準備しておくこ
と。
【復習】グループの発表の良かった点を整理し、次回の改善につなげること。

90

ビジネスモデルの考え方

【復習】 授業の振り返りを行い、疑問点などは図書館等を利用して調べておく。 60

テーマ・概要
　今年度のテーマは、「儲かり続けている会社のヒミツを探る」です。世のなかの儲かっている会社には、たまたま儲かっているだけの会
社もあれば、儲けるための仕組み（ビジネスモデル）をつくって安定的に儲けている会社もあります。そこで、安定的に儲けている会社に
ついて、「なぜ」儲かっているのかを多角的な観点から分析・検討します。
　さらに、第４次産業革命後の将来を見据え、シェアリングエコノミーの拡大やAI（人工知能）の発展が企業・産業経済に及ぼす影響につ
いても、柔軟な思考と発想で考えていきます。政府（安倍内閣）は「第4次産業革命」を日本の成長戦略の中核に位置づけており、あらゆ
る仕事に影響があります。

　DP2（課題の発見と解決）、3（他者との協働）、5（表現力と発信力）、6（専門分野の理解・知識）、7（総合マネジメント力）を実現
するため、以下を到達目標とします。
　このゼミでは、将来、ビジネスの世界で活躍したいと考えている学生を対象に、社会で活躍できる人材に育成することを目標とします。
具体的には、次の能力の醸成を目指します。ソフトスキル面として、コミュニケーション力（自分の考えを正しく伝えることができる）と 
課題解決力（課題を把握・分析し良い方向性を提案できる）。ナレッジ面として、ビジネスと産業・経済の基礎知識（日経新聞の記事を人
に説明できる）と、基礎的な専門知識。また、グループワークを通して、実社会で必要とされる効率的なチーム作業の進め方やプロジェク
ト・マネジメント能力、洞察力・主体性等を養います。
　また、具体的な到達目標は、以下のとおりです。
① 各種データベースやインターネット、図書館の利用等を通じて企業情報や法令情報の収集ができる。
② 収集した各種の情報を経済や会計の知識を活用して適切に整理・分析することができる。
③ Power Pointを用いた効果的なプレゼンテーションを行うことができる。
④ 役割分担や信頼関係の構築によりチーム単位の作業を気持ちよく進めることができる。
⑤ チームワークやディスカッションを通じて多様な価値観の存在を認識する。

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習Ｉ ＜４＞

伊藤　公哉

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411101

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

① 新聞記事報告（個人報告）
② 業界分析報告（グループ報告）
全体でのディスカッション

【予習】 報告担当者（担当チーム）は、プレゼン用のコンテンツ（Power Point等）を準備しておくこ
と。
【復習】グループの発表の良かった点を整理し、次回の改善につなげること。

90

① 新聞記事報告（個人報告）
② 業界分析報告（グループ報告）
全体でのディスカッション

90

【予習】 報告担当者（担当チーム）は、プレゼン用のコンテンツ（Power Point等）を準備しておくこ
と。
【復習】グループの発表の良かった点を整理し、次回の改善につなげること。

90

第9回 ① 新聞記事報告（個人報告）
② 業界分析報告（グループ報告）
全体でのディスカッション

第7回

第8回

【予習】 報告担当者（担当チーム）は、プレゼン用のコンテンツ（Power Point等）を準備しておくこ
と。
【復習】グループの発表の良かった点を整理し、次回の改善につなげること。

① 新聞記事報告（個人報告）
② 業界分析報告（グループ報告）
全体でのディスカッション

【予習】 報告担当者（担当チーム）は、プレゼン用のコンテンツ（Power Point等）を準備しておくこ
と。
【復習】グループの発表の良かった点を整理し、次回の改善につなげること。

90

① 新聞記事報告（個人報告）
② 業界分析報告（グループ報告）
全体でのディスカッション

90

【予習】 報告担当者（担当チーム）は、プレゼン用のコンテンツ（Power Point等）を準備しておくこ
と。
【復習】グループの発表の良かった点を整理し、次回の改善につなげること。

90

① 新聞記事報告（個人報告）
② 業界分析報告（グループ報告）
全体でのディスカッション

【予習】 報告担当者（担当チーム）は、プレゼン用のコンテンツ（Power Point等）を準備しておくこ
と。
【復習】グループの発表の良かった点を整理し、次回の改善につなげること。
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90

第11回

第12回

第13回

① 新聞記事報告（個人報告）
② 業界分析報告（グループ報告）
全体でのディスカッション

【予習】 報告担当者（担当チーム）は、プレゼン用のコンテンツ（Power Point等）を準備しておくこ
と。
【復習】グループの発表の良かった点を整理し、次回の改善につなげること。

① 新聞記事報告（個人報告）
② 業界分析報告（グループ報告）
全体でのディスカッション

【予習】 報告担当者（担当チーム）は、プレゼン用のコンテンツ（Power Point等）を準備しておくこ
と。
【復習】グループの発表の良かった点を整理し、次回の改善につなげること。

① 新聞記事報告（個人報告）
② 業界分析報告（グループ報告）
全体でのディスカッション

【予習】 報告担当者（担当チーム）は、プレゼン用のコンテンツ（Power Point等）を準備しておくこ
と。
【復習】グループの発表の良かった点を整理し、次回の改善につなげること。

90

第10回

90

① 新聞記事報告（個人報告）
② 業界分析報告（グループ報告）
全体でのディスカッション

90

90

第15回

【予習】 報告担当者（担当チーム）は、プレゼン用のコンテンツ（Power Point等）を準備しておくこ
と。
【復習】グループの発表の良かった点を整理し、次回の改善につなげること。

90

① 新聞記事報告（個人報告）
② 業界分析報告（グループ報告）
全体でのディスカッション

【予習】 報告担当者（担当チーム）は、プレゼン用のコンテンツ（Power Point等）を準備しておくこ
と。
【復習】グループの発表の良かった点を整理し、次回の改善につなげること。

業界分析報告（グループ報告）
全体でのディスカッション

【予習】 報告担当者（担当チーム）は、プレゼン用のコンテンツ（Power Point等）を準備しておくこ
と。
【復習】グループの発表の良かった点を整理し、次回の改善につなげること。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
グループワークやプレゼンテーション、ディスカッションが中心になります（授業時間外にも準備のための時間が必要となります）。な
お、上で示された準備学修の時間はあくまで目安であって、各自の理解度に応じて取り組むこと。
・新聞記事報告（各人５分）：実社会でのビジネス視点の考え方の習得を目指します。日経新聞の記事を素材に報告を行い、教員が背景を
解説し、全員でディスカッションを行います。
・業界分析報告（各チーム30分）：チーム単位で、興味のある業界の分析（たとえば、経営環境、規模、動向、成長性・将来性、競合関係
（寡占度、参入障壁、規制）、主な企業とそのシェアの推移、トップ企業の経営戦略、リスクとその対応など）を行い、持続的に「儲け
る」ための仕組みについて考察します。なお、報告内容は、最初の一巡目は比較的シンプルな内容としますが、徐々に応用的な内容へとス
テップ・アップすることとします。
また、産業界に関する理解を深め、アカデミックな経営学と実際の企業経営との接続を図ること等を目的に、（履修者の希望により）上場
企業経営者等の実務家をゲストとして招くことも予定しています。

成績評価の方法
平常点（グループワークへの貢献や発言など80％）及び課題の評価（プレゼンテーション資料20％）。試験は実施しません。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価する。
① 各種データベースやインターネット、図書館の利用等を通じて企業情報や法令情報の収集ができる。
② 収集した各種の情報を経済や会計の知識を活用して適切に整理・分析することができる。
③ Power Pointを用いた効果的なプレゼンテーションを行うことができる。
④ 役割分担や信頼関係の構築によりチーム単位の作業を気持ちよく進めることができる。
⑤ チームワークやディスカッションを通じて多様な価値観の存在を認識する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
とくにありません。

テキスト
テキストの使用は予定していません。

参考書
授業のなかで、適宜、紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

オリエンテーション、ゼミの進め方の説明
研究倫理について

【予習】 上級演習Ⅰの内容の振り返りを行う。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

① 新聞記事報告（個人報告）
② 業界分析報告（グループ報告）
全体でのディスカッション

【予習】 報告担当者（担当チーム）は、プレゼン用のコンテンツ（Power Point等）を準備しておくこ
と。
【復習】グループの発表の良かった点を整理し、次回の改善につなげること。

90

① 新聞記事報告（個人報告）
② 業界分析報告（グループ報告）
全体でのディスカッション

【予習】 報告担当者（担当チーム）は、プレゼン用のコンテンツ（Power Point等）を準備しておくこ
と。
【復習】グループの発表の良かった点を整理し、次回の改善につなげること。

90

テーマ・概要
　今年度のテーマは、「儲かり続けている会社のヒミツを探る」です。世のなかの儲かっている会社には、たまたま儲かっているだけの会
社もあれば、儲けるための仕組み（ビジネスモデル）をつくって安定的に儲けている会社もあります。そこで、安定的に儲けている会社に
ついて、「なぜ」儲かっているのかを多角的な観点から分析・検討します。
　さらに、第４次産業革命後の将来を見据え、シェアリングエコノミーの拡大やAI（人工知能）の発展が企業・産業経済に及ぼす影響につ
いても、柔軟な思考と発想で考えていきます。政府（安倍内閣）は「第4次産業革命」を日本の成長戦略の中核に位置づけており、あらゆ
る仕事に影響があります。

　DP2（課題の発見と解決）、3（他者との協働）、5（表現力と発信力）、6（専門分野の理解・知識）、7（総合マネジメント力）を実現
するため、以下を到達目標とします。
　このゼミでは、将来、ビジネスの世界で活躍したいと考えている学生を対象に、社会で活躍できる人材に育成することを目標とします。
具体的には、次の能力の醸成を目指します。ソフトスキル面として、コミュニケーション力（自分の考えを正しく伝えることができる）と 
課題解決力（課題を把握・分析し良い方向性を提案できる）。ナレッジ面として、ビジネスと産業・経済の基礎知識（日経新聞の記事を人
に説明できる）と、基礎的な専門知識。また、グループワークを通して、実社会で必要とされる効率的なチーム作業の進め方やプロジェク
ト・マネジメント能力、洞察力・主体性等を養います。
　また、具体的な到達目標は、以下のとおりです。
① 各種データベースやインターネット、図書館の利用等を通じて企業情報や法令情報の収集ができる。
② 収集した各種の情報を経済や会計の知識を活用して適切に整理・分析することができる。
③ Power Pointを用いた効果的なプレゼンテーションを行うことができる。
④ 役割分担や信頼関係の構築によりチーム単位の作業を気持ちよく進めることができる。
⑤ チームワークやディスカッションを通じて多様な価値観の存在を認識する。
⑥ 柔軟な思考と広い視野から物事の本質を洞察することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習II ＜４＞

伊藤　公哉

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411102

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

① 新聞記事報告（個人報告）
② 業界分析報告（グループ報告）
全体でのディスカッション

【予習】 報告担当者（担当チーム）は、プレゼン用のコンテンツ（Power Point等）を準備しておくこ
と。
【復習】グループの発表の良かった点を整理し、次回の改善につなげること。

90

① 新聞記事報告（個人報告）
② 業界分析報告（グループ報告）
全体でのディスカッション

90

【予習】 報告担当者（担当チーム）は、プレゼン用のコンテンツ（Power Point等）を準備しておくこ
と。
【復習】グループの発表の良かった点を整理し、次回の改善につなげること。

90

第9回 ① 新聞記事報告（個人報告）
② 業界分析報告（グループ報告）
全体でのディスカッション

第7回

第8回

【予習】 報告担当者（担当チーム）は、プレゼン用のコンテンツ（Power Point等）を準備しておくこ
と。
【復習】グループの発表の良かった点を整理し、次回の改善につなげること。

① 新聞記事報告（個人報告）
② 業界分析報告（グループ報告）
全体でのディスカッション

【予習】 報告担当者（担当チーム）は、プレゼン用のコンテンツ（Power Point等）を準備しておくこ
と。
【復習】グループの発表の良かった点を整理し、次回の改善につなげること。

90

① 新聞記事報告（個人報告）
② 業界分析報告（グループ報告）
全体でのディスカッション

90

【予習】 報告担当者（担当チーム）は、プレゼン用のコンテンツ（Power Point等）を準備しておくこ
と。
【復習】グループの発表の良かった点を整理し、次回の改善につなげること。

90

① 新聞記事報告（個人報告）
② 業界分析報告（グループ報告）
全体でのディスカッション

【予習】 報告担当者（担当チーム）は、プレゼン用のコンテンツ（Power Point等）を準備しておくこ
と。
【復習】グループの発表の良かった点を整理し、次回の改善につなげること。
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90

第11回

第12回

第13回

① 新聞記事報告（個人報告）
② 業界分析報告（グループ報告）
全体でのディスカッション

【予習】 報告担当者（担当チーム）は、プレゼン用のコンテンツ（Power Point等）を準備しておくこ
と。
【復習】グループの発表の良かった点を整理し、次回の改善につなげること。

① 新聞記事報告（個人報告）
② 業界分析報告（グループ報告）
全体でのディスカッション

【予習】 報告担当者（担当チーム）は、プレゼン用のコンテンツ（Power Point等）を準備しておくこ
と。
【復習】グループの発表の良かった点を整理し、次回の改善につなげること。

① 新聞記事報告（個人報告）
② 業界分析報告（グループ報告）
全体でのディスカッション

【予習】 報告担当者（担当チーム）は、プレゼン用のコンテンツ（Power Point等）を準備しておくこ
と。
【復習】グループの発表の良かった点を整理し、次回の改善につなげること。

90

第10回

90

① 新聞記事報告（個人報告）
② 業界分析報告（グループ報告）
全体でのディスカッション

60

90

第15回

【予習】 報告担当者（担当チーム）は、プレゼン用のコンテンツ（Power Point等）を準備しておくこ
と。
【復習】グループの発表の良かった点を整理し、次回の改善につなげること。

90

① 新聞記事報告（個人報告）
② 業界分析報告（グループ報告）
全体でのディスカッション

【予習】 報告担当者（担当チーム）は、プレゼン用のコンテンツ（Power Point等）を準備しておくこ
と。
【復習】グループの発表の良かった点を整理し、次回の改善につなげること。

① 新聞記事報告（個人報告）
② 業界分析報告（グループ報告）
全体でのディスカッション

【予習】 報告担当者（担当チーム）は、プレゼン用のコンテンツ（Power Point等）を準備しておくこ
と。
【復習】上級演習Ⅱの内容の振り返りを行う。

第14回

- 56 -



学内ポータルサイトで周知します。

授業の方法
グループワークやプレゼンテーション、ディスカッションが中心になります（授業時間外にも準備のための時間が必要となります）。な
お、上で示された準備学修の時間はあくまで目安であって、各自の理解度に応じて取り組むこと。

と。
・新聞記事報告（各人５分）：実社会でのビジネス視点の考え方の習得を目指します。日経新聞等の記事を素材に報告を行い、教員が背景
を解説し、全員でディスカッションを行います。
・業界分析報告（各チーム30分）：チーム単位で、興味のある業界の分析（たとえば、経営環境、規模、動向、成長性・将来性、競合関係
（寡占度、参入障壁、規制）、主な企業とそのシェアの推移、トップ企業の経営戦略、リスクとその対応など）を行い、持続的に「儲け
る」ための仕組みについて考察します。
　また、産業界に関する理解を深め、アカデミックな経営学と実際の企業経営との接続を図ること等を目的に、（履修者の希望により）上
場企業経営者等の実務家をゲストとして招くことも予定しています。

成績評価の方法
平常点（グループワークへの貢献や発言など80％）及び課題の評価（プレゼンテーション資料20％）。試験は実施しません。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価する。
① 各種データベースやインターネット、図書館の利用等を通じて企業情報や法令情報の収集ができる。
② 収集した各種の情報を経済や会計の知識を活用して適切に整理・分析することができる。
③ Power Pointを用いた効果的なプレゼンテーションを行うことができる。
④ 役割分担や信頼関係の構築によりチーム単位の作業を気持ちよく進めることができる。
⑤ チームワークやディスカッションを通じて多様な価値観の存在を認識する。
⑥ 柔軟な思考と広い視野から物事の本質を洞察することができる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
とくにありません。

テキスト
テキストの使用は予定していません。

参考書
授業のなかで、適宜、紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

オリエンテーション
・授業の進め方、前年度大会の様子や報告内容等について説明する。

【予習】
・シラバスで講義全体の流れを確認する。
・ゼミ活動を通じた自らの目標を考える。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

ディベート（準備2）
・ディベートに向けた情報収集、立案資料作成,
反駁の準備をする。

【予習】
・グループメンバーとの話し合いに用いるための情報収集を行う。
・立案および反駁の筋道を検討してまとめておく。

120

ディベート（準備1）
・ディベートの目的、やり方を学ぶ。
・ディベートテーマを設定し、肯定派と否定派に分かれ準備をする。

【予習】
・事前配布プリントを熟読する。
・ディベートのテーマ案を考える。

120

テーマ・概要
本ゼミナールでは、現実社会の中から自分たちで問題を見つけ出し、主に消費者行動の観点でその答えを探り、企業のマーケティング戦略
に対して何らかのインプリケーションを提示することを目指します。その過程で、仲間とディスカッションしたり、人前でプレゼンテー
ションしたりする能力の向上も図っていきます。活動の集大成として、関東近郊の大学でマーケティングを学ぶゼミナールが集まり研究を
発表する大会（コンテスト）に参加します。大会では他大学の教員や企業でマーケティング実務に携わる審査員に自分たちの研究および
マーケティング戦略を評価してもらいます。こうした大会への参加は様々な人たちとの交流やお互いに切磋琢磨して研究に励むための貴重
な機会と考えています。

DP2（課題の発見と解決）、DP3（他者との協働）、DP5（表現力、発信力）、DP6（専門分野の知識・理解）、DP7（総合マネジメント力）
を実現するため、以下を到達目標とする。
①自ら積極的に問題意識や目的を持ち、データの収集と分析を通じて実証研究のやり方を修得する。
②プレゼンテーションやディスカッションの場を多く経験することでスキルと自信を身につける。
②良好な人間関係を築き、研究のみではなくゼミナール活動全体から達成感と歓びを得る。

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習Ｉ ＜５＞

井上　淳子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411101

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

ディベート（実践1）
・ルールに基づき、テーマについての肯定派、否定派のディベートを実施する。各チームのディベートについてオーディエンス
は判定とフィードバックを行う。

【予習】
・ディベート準備の補足をおこなう。
・ディベートの実践に向けた予行練習をおこなう。

120

ディベート（実践2）
・ルールに基づき、テーマについての肯定派、否定派のディベートを実施する。各チームのディベートについてオーディエンス
は判定とフィードバックを行う。

120

【予習・復習】
・論文の研究内容を完全に理解する。不明な点を解消するために関連文献等で調べる。
・プレゼン用の資料作成、練習を行う。

120

第9回 模擬プレゼンテーション part 2
・グループごとに読みこんだ研究についてパワーポイントを用いて模擬プレゼンテーションをおこなう。
・質疑、応答の練習をする。

第7回

第8回

【予習】
・ディベート準備の補足をおこなう。
・ディベートの実践に向けた予行練習をおこなう。

「研究」の理解 part 1
・研究とはなにか、アプローチ手法の種類などについて理解する。
・さまざまな研究論文を見て、アプローチの違いを確認する。

【予習】
・マーケティングに関連するニュースや消費者にまつわる事象に目を向け、興味を持った事柄をまとめ
ておく。

60

「研究」の理解 part 2
・少人数グループに分かれて、それぞれ実証研究1本を読み込み、理解する。
・不明な点、理解できない点を関連書籍で調べたり、教員に確認する。

120

【予習】
・事前配布された論文を読み、不明点を明確にしておく。

120

模擬プレゼンテーション part 1
・グループごとに読みこんだ研究についてパワーポイントを用いて模擬プレゼンテーションをおこなう。
・質疑、応答の練習をする。

【予習・復習】
・論文の研究内容を完全に理解する。不明な点を解消するために関連文献等で調べる。
・プレゼン用の資料作成、練習を行う。
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120

第11回

第12回

第13回

研究テーマの設定
・研究大会の統一テーマに照らして各グループが問題意識を見つける。
・個別研究テーマの設定とその精査をする。

【予習・復習】
・前回までに用いたさまざまな研究の問題意識部分を参考に自分たちの研究のテーマ案を複数考える。

研究テーマに関するプレゼンテーション
・各グループが設定を検討している研究テーマとその背景ならびに研究の目的についてプレゼンテーションを行う。
・発表内容についてメンバー全員でディスカッションする。

【予習】
・プレゼンテーションの準備をする。

既存研究のレビュー
・自分たちの研究テーマと関連する既存の研究や調査結果などを調べてまとめる。
・仮説の設定に向けたディスカッションをグループごとに行う。

【復習】
・前回のプレゼン・ディスカッションを受けて研究テーマの再検討を行う。
【予習】
・関連する研究の有無を確認、収集する。

120

第10回

120

既存研究のレビューと仮説の導出
・既存研究のレビューの結果から、問題意識に沿った仮説を検討する。

120

120

第15回

【予習・復習】
・関連研究、理論のレビューをする。
・仮説導出の流れを既存研究で確認する。

120

仮説の設定と調査計画の策定
・実証分析のための仮説を設定する。
・仮説を検証するための調査計画を立てる。

【予習・復習】
・既存研究のレビューから仮説案をまとめる。
・調査手法を復習し、自分たちの研究に最適な方法を検討する。

プレゼンテーション
・中間報告会に向けたまとめのプレゼンテーションを行い、仮説導出までの内容についてディスカッションする。

【予習】
グループメンバーと協力して報告資料の作成、プレゼンテーションの準備、予行練習を行う。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
・基本の活動はグループワークを中心とする。グループのメンバーと話し合いながら研究を進め、全体の前でプレゼンテーションとディス
カッションをし、フィードバックを受けてさらにメンバー同士で研究を深め・・・というサイクルで完成を目指す。履修者は積極的に意見
を述べたり、ディスカッションに参加することが求められる。
・研究成果を発表する公式機会（中間報告会、本大会）に参加し、フィードバックを得ること、また他の大学やグループの報告から学ぶこ
とも授業の一環とする。

成績評価の方法
ゼミ活動全般への参加度合い（40％）、グループ研究への貢献度合い（40％）、プレゼンテーションやディスカッションでの発言や応答の
実績（20％）等から総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その到達度により評価する。
・ゼミ活動全般に積極的に参加し、グループ研究の推進に貢献しているか。
・プレゼンテーションやディスカッションにおいて、適切な発言や応答ができているか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「マーケティング」、「消費者行動」、「広告と市場」、「競争戦略」、「統計入門」など。

テキスト
適宜紹介する。

参考書
適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

中間報告会の振り返り
・中間報告会での指摘等を振り返り、修正点を確認する。

【予習】
・中間大会に参加しての感想、自分たちの研究内容に対する指摘をまとめておく。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

実験計画／質問票の作成 part 2
・実験のためのフィールド、素材を決定する。
・仮説検証のための質問票を作成する。

【予習・復習】
・実験フィールドの確保、素材の選定と作成を行う。
・質問項目の選定、作成をする。

120

実験計画／質問票の作成 part 1
・実験のためのフィールド、素材を検討する。
・仮説検証のための質問票を作成する。

【予習】
・関連する先行研究の実験手法をレビューし、まとめる。
・関連する先行研究の質問項目を収集する。

120

テーマ・概要
本ゼミナールでは、現実社会の中から自分たちで問題を見つけ出し、主に消費者行動の観点でその答えを探り、企業のマーケティング戦略
に対して何らかのインプリケーションを提示することを目指します。その過程で、仲間とディスカッションしたり、人前でプレゼンテー
ションしたりする能力の向上も図っていきます。活動の集大成として、関東近郊の大学でマーケティングを学ぶゼミナールが集まり研究を
発表する大会（コンテスト）に参加します。大会では他大学の教員や企業でマーケティング実務に携わる審査員に自分たちの研究および
マーケティング戦略を評価してもらいます。こうした大会への参加は様々な人たちとの交流やお互いに切磋琢磨して研究に励むための貴重
な機会と考えています。

DP2（課題の発見と解決）、DP3（他者との協働）、DP5（表現力、発信力）、DP6（専門分野の知識・理解）、DP7（総合マネジメント力）
を実現するため、以下を到達目標とする。
①自ら積極的に問題意識や目的を持ち、データの収集と分析を通じて実証研究のやり方を修得する。
②プレゼンテーションやディスカッションの場を多く経験することでスキルと自信を身につける。
②良好な人間関係を築き、研究のみではなくゼミナール活動全体から達成感と歓びを得る。

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習II ＜５＞

井上　淳子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411102

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

プリテストと調査票の修正
・作成した調査票を用いてゼミ内でプリテストし、調査票の不備、修正点等を議論する。
・調査票を修正し、完成させる。

【予習・復習】
・関連書籍や先行研究を参考に質問票全体の構成を整える。

120

データの収集と整理 part 1
・実査を行いデータを収集する。
・収集データをエクセルに入力し、データを加工する。

90

【予習・復習】
・自分たちで収集したデータをSPSSで分析する。

120

第9回 データ分析 part 3
・データ分析の手法を学ぶ。
・収集したデータを分析し、仮説を検証する。

第7回

第8回

【予習】
・実験ならびに実査を行いデータを収集する。

データの収集と整理 part 2
・実査を行いデータを収集する。
・収集データをエクセルに入力し、データを加工する。

【予習】
・実験ならびに実査を行いデータを収集する。

90

データ分析 part 1
・データ分析の手法を学ぶ。
・収集したデータを分析し、仮説を検証する。

120

【予習】
・事前配布資料を読んで分析手法の種類と内容を確認する。

90

データ分析 part 2
・データ分析の手法を学ぶ。
・収集したデータを分析し、仮説を検証する。

【予習・復習】
・自分たちで収集したデータをSPSSで分析する。
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90

第11回

第12回

第13回

分析結果の考察 part 1
・分析結果を読み解き、考察する。

【予習】
・分析結果を仮説ごとにまとめる。

分析結果の考察 part 2
・分析結果を読み解き、考察する。

【予習・復習】
・分析結果の解釈を深め、ルールに従って結果を記述しておく。

インプリケーションの検討
・分析結果の考察、ならびに研究全体を通じての実務的インプリケーションを検討する。

【予習】
・最新のマーケティング戦略や戦術について情報収集し、研究結果と実務との接点を見つける。

120

第10回

60

プレゼンテーション資料の作成
・研究内容をまとめて、最終プレゼンテーション用の資料ならびに配布資料を作成する。

120

120

第15回

【予習】
・研究全体を振り返り、プレゼン資料作成用の情報や素材を用意する。、

120

研究本大会に向けたプレゼンテーション
・完成した研究内容をプレゼンテーションし、改善点等をディスカッションする。

【予習・復習】
・プレゼン内容を確認し、不足部分を補う。
・プレゼン用スライドを完成させる。

研究大会前リハーサル
・大会本番と同様の条件で研究プレゼンテーションのリハーサルを行う。
・メンバー間で最後の修正、内容の確認をする。

【予習・復習】
・メンバーと協力し、プレゼンテーション内容の最終調整をする。
・事前の練習をする。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
・基本の活動はグループワークを中心とする。グループのメンバーと話し合いながら研究を進め、全体の前でプレゼンテーションとディス
カッションをし、フィードバックを受けてさらにメンバー同士で研究を深め・・・というサイクルで完成を目指す。履修者は積極的に意見
を述べたり、ディスカッションに参加することが求められる。
・研究成果を発表する公式機会（中間報告会、本大会）に参加し、フィードバックを得ること、また他の大学やグループの報告から学ぶこ
とも授業の一環とする。

成績評価の方法
ゼミ活動全般への参加度合い（40％）、グループ研究への貢献度合い（40％）、プレゼンテーションやディスカッションでの発言や応答の
実績（20％）等から総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その到達度により評価する。
・ゼミ活動全般に積極的に参加し、グループ研究の推進に貢献しているか。
・プレゼンテーションやディスカッションにおいて、適切な発言や応答ができているか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「マーケティング」、「消費者行動」、「広告と市場」、「競争戦略」、「統計入門」など。

テキスト
適宜紹介する。

参考書
適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・自己紹介，ゼミの進め方の説明など
・担当者から課題にかかわる説明をうける

【予習】初回の内容の準備をしておく。
【復習】分析課題についてブレストする

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

分析課題の設定(2)
・疑問点を共有し，ディスカッションする
Rの導入(2)
・記述統計量の計算とビジュアライゼーション

【予習】ビデオ教材等を見て内容を確認し，理解できない箇所を列挙する
【復習】演習のポイントを再確認する

120

分析課題の設定(1)
・疑問点を共有し，ディスカッションする
Rの導入(1)
・データフレームとグラフ

【予習】ビデオ教材等を見て内容を確認し，理解できない箇所を列挙する
【復習】演習のポイントを再確認する

120

テーマ・概要
テーマ：実践的データ分析
このゼミは，実社会におけるデータ分析の活用(例：需要予測や経済予測など)に関心がある学生を対象とした回帰分析を実践的に学ぶゼミ
です。このゼミの卒業時の到達目標は，①「統計入門(1年前期開講)」で学習した「回帰分析」を仕事で使えるレベルまでマスターするこ
と，②分析から得た結果を効果的に伝えるプレゼンテーション力とコミュニケーション力を習得すること，の2つです。
　吉祥寺に実在する店舗から本物のデータをご提供いただき「販売促進制度の効果」や「天気と来客者数の関係」といった実社会からの
ニーズがあるプロジェクトに取組むことで実践的にデータ分析の使い方を学びます。活動の多くはゼミ内でのグループワークと経過報告で
すが，①理工学部研究室との交流，②営業担当者の方との意見交換，③他大ゼミとの交流会なども計画しています。これらゼミ内外での
ディスカッションやプレゼンを通じて協調性を身につけることもこのゼミの目的です。
　ゼミではほぼ毎回，PCを利用します。募集時点での「コンピュータスキル」は初心者レベルを想定していますが，上記の活動に真剣に取
組めば3年終了時までには，①エクセルを実用レベルで使いこなし，②基礎的なプログラミング(RやPython等)のロジックを理解できるよう
になります。

DP2(課題の発見と解決），DP３（他者との協働），DP５（表現力，発信力）,DP6(専門分野の知識・理解),DP7(総合マネジメント力)を実現
するため，次の3点を到達目標とする。
①グループワークを通じて困難な課題に協力して取り組む協調性を身につける
②データの収集と分析を通じて実践的な実証分析の方法を身につける
③難しい内容を噛み砕いて説明できるコニュニケーション力を鍛える

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習Ｉ ＜６＞

井上　智夫

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411101

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

分析課題の設定(3)
・疑問点を共有し，ディスカッションする
Rの導入(3)
・コロプレス図

【予習】ビデオ教材等を見て内容を確認し，理解できない箇所を列挙する
【復習】演習のポイントを再確認する

120

先行研究の調査(1)
・疑問点を共有し，ディスカッションする

120

【復習】プロジェクト関連の作業を行う 90

第9回 グループ作業
・プロジェクトの打合せ
分析アプリの紹介

第7回

第8回

【予習】ビデオ教材等を見て内容を確認し，理解できない箇所を列挙する
【復習】演習のポイントを再確認する

先行研究の調査(2)
・疑問点を共有し，ディスカッションする

【予習】ビデオ教材等を見て内容を確認し，理解できない箇所を列挙する
【復習】演習のポイントを再確認する

120

グループ作業
・プロジェクトの打合せ
分析アプリの紹介

90

【復習】プロジェクト関連の作業を行う 90

グループ作業
・プロジェクトの打合せ
分析アプリの紹介

【復習】プロジェクト関連の作業を行う
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90

第11回

第12回

第13回

グループ作業
・プロジェクトの打合せ
分析アプリの紹介

【復習】プロジェクト関連の作業を行う

グループ作業
・中間報告

【予習】中間報告の準備
【復習】プロジェクト関連の作業を行う

グループ作業
・プロジェクトの打合せ
演習IIのプロジェクト案について（１）

【予習】演習IIで取組みたいプロジェクトの案について意見をまとめる
【復習】プロジェクト関連の作業を行う

90

第10回

90

グループ作業
・プロジェクトの打合せ

90

90

第15回

【復習】プロジェクト関連の作業を行う 90

グループ作業
・プロジェクトの打合せ
演習IIのプロジェクト案について（２）

【予習】演習IIで取組みたいプロジェクトの案について意見をまとめる
【復習】プロジェクト関連の作業を行う

プロジェクトの最終報告

【予習】最終報告の準備

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
グループワークやプレゼンテーションが中心。前期は統一課題を複数のグループに分かれて作業する。PC教室でアプリの操作方法や分析方
法を相互に学習することで，後期のグループ別ワークの準備を行う。アプリ操作の一部はビデオ教材などを利用しながら事前学習すること
もあります。

成績評価の方法
事前準備（30%)，授業への積極的な参加（30%），課題への取組みと成果物（40%）による総合判断。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し，その達成度により評価する。
①課題を発見し，その解決に必要な情報を収集することができる
②統計アプリなどを適切に使って情報収集・分析し，結果を得ることができる
③成果をレポートやプレゼン資料の形式にまとめることができる
④成果を口頭報告し，適切に質疑応答をすることができる
⑤グループワークやディスカッションを通じて意見交換の方法を学び，また多様な価値観の存在を認識する

必要な予備知識／先修科目／関連科目
統計学基礎，統計関係全般

テキスト
特に指定しない

参考書
適宜紹介する

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
・スケジュールを決定
プロジェクト課題に関する先行研究の調査
・各自が文献を持ち寄り，具体的なプロジェクト課題の設定について議論する。

【予習】夏休み中の下調べした内容について報告する準備を行う
【復習】課題候補について反芻し，意見をまとめる

90

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

グループ作業
・プロジェクトの打合せ

【予習】プロジェクト関連の情報収集・分析など 90

プロジェクト課題の決定
・テーマの決定

【予習】課題候補について反芻し，意見をまとめる 90

テーマ・概要
テーマ：実践的データ分析
このゼミは，実社会におけるデータ分析の活用(例：需要予測や経済予測など)に関心がある学生を対象とした回帰分析を実践的に学ぶゼミ
です。このゼミの卒業時の到達目標は，①「統計入門(1年前期開講)」で学習した「回帰分析」を仕事で使えるレベルまでマスターするこ
と，②分析から得た結果を効果的に伝えるプレゼンテーション力とコミュニケーション力を習得すること，の2つです。
　吉祥寺に実在する店舗から本物のデータをご提供いただき「販売促進制度の効果」や「天気と来客者数の関係」といった実社会からの
ニーズがあるプロジェクトに取組むことで実践的にデータ分析の使い方を学びます。活動の多くはゼミ内でのグループワークと経過報告で
すが，①理工学部研究室との交流，②営業担当者の方との意見交換，③他大ゼミとの交流会なども計画しています。これらゼミ内外での
ディスカッションやプレゼンを通じて協調性を身につけることもこのゼミの目的です。
　ゼミではほぼ毎回，PCを利用します。募集時点での「コンピュータスキル」は初心者レベルを想定していますが，上記の活動に真剣に取
組めば3年終了時までには，①エクセルを実用レベルで使いこなし，②基礎的なプログラミング(RやPython等)のロジックを理解できるよう
になります。
　なお，都合により授業計画の一部を変更する場合があります。

DP2(課題の発見と解決），DP３（他者との協働），DP５（表現力，発信力），DP6(専門分野の知識・理解),DP7(総合マネジメント力)を実
現するため，次の3点を到達目標とする。
①グループワークを通じて困難な課題に協力して取り組む協調性を身につける
②データの収集と分析を通じて実践的な実証分析の方法を身につける
③難しい内容を噛み砕いて説明できるコニュニケーション力を鍛える

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習II ＜６＞

井上　智夫

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411102

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

グループ作業
・プロジェクトの打合せ

【予習】プロジェクト関連の情報収集・分析など 90

グループ作業
・プロジェクトの打合せ

90

【予習】プロジェクト関連の情報収集・分析など 90

第9回 グループ作業
・プロジェクトの打合せ

第7回

第8回

【予習】プロジェクト関連の情報収集・分析など

グループ作業
・プロジェクトの打合せ

【予習】プロジェクト関連の情報収集・分析など 90

中間報告

90

【予習】中間報告の準備を行う 90

グループ作業
・プロジェクトの打合せ

【予習】プロジェクト関連の情報収集・分析など
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90

第11回

第12回

第13回

グループ作業
・プロジェクトの打合せ

【予習】プロジェクト関連の情報収集・分析など

中間報告

【予習】中間報告の準備を行う

グループ作業
・プロジェクトの打合せ

【予習】プロジェクト関連の情報収集・分析など

90

第10回

90

グループ作業
・プロジェクトの打合せ

90

90

第15回

【予習】プロジェクト関連の情報収集・分析など 90

グループ作業
・プロジェクトの打合せ

【予習】プロジェクト関連の情報収集・分析など

最終報告
今学期の活動のまとめ

【予習】最終報告の準備を行う

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
グループワークやプレゼンテーションが中心。前期は統一課題を複数のグループに分かれて作業する。PC教室でアプリの操作方法や分析方
法を相互に学習することで，後期のグループ別ワークの準備を行う。アプリ操作の一部はビデオ教材などを利用しながら事前学習すること
もあります。

成績評価の方法
グループ活動への積極的な参加（5０%），中間報告（2回，20%），最終報告（20%），最終レポート(10%）

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し，その達成度により評価する。
①課題を発見し，その解決に必要な情報を収集することができる
②統計アプリなどを適切に使って情報収集・分析し，結果を得ることができる
③成果をレポートやプレゼン資料の形式にまとめることができる
④成果を口頭報告し，適切に質疑応答をすることができる
⑤グループワークやディスカッションを通じて意見交換の方法を学び，また多様な価値観の存在を認識する

必要な予備知識／先修科目／関連科目
統計分析全般

テキスト
特になし

参考書
特になし

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

導入とチームビルディング
・演習の目的、自己紹介、チームビルディングに関係する作業を行う。
・研究倫理について理解する。

【予習】シラバスをしっかり読んでおく。
【復習】チームビルディングの方法を通じて、チームをまとめる上で何が重要かをまとめておく。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

他己紹介
・チームを組んだ相手の学生から必要な情報を引き出し、それに基づいて発表する。
・発表内容を決めてコメントする。

【予習】自分の情報を提供し、相手の情報を集めます。
【復習】うまく発表やコメントできたかを振り返る。

60

他己紹介
・チームを組んだ相手の学生から必要な情報を引き出し、それに基づいて発表する。
・発表内容を聞いてコメントする。

【予習】自分の情報を提供し、相手の情報を集めます。
【復習】うまく発表やコメントできたかを振り返る。

60

テーマ・概要
〔テーマ・概要〕
「経営心理と戦略」

経営学系のゼミは、企業自体やその活動（戦略）を分析対象とするゼミと、企業にかかわる人間に焦点を当てたゼミに分かれます。もちろ
ん両者は学問的に密接な関係がありますが、このゼミは後者に属しており、企業で働く人たちやその管理者、さらには企業から商品やサー
ビスを購入する顧客に焦点を当てて、その心理や行動を解明・分析していくことを目標にしています。

DP2（課題の発見と解決）、DP3（課題の発見と解決）、DP5（表現力、発信力）、DP6（専門分野の知識・理解）、DP7（他者との協働）を
実現するため、次の３点を到達目標とする。

⑴組織行動論、消費者行動論の重要な知識を得る。
⑵共同作業の重要性と楽しさを学ぶ。
⑶他人に自分の意見を言うノウハウと経験を培う。

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習Ｉ ＜７＞

上田　泰

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411101

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

関心領域の表明とチームビルディング
・各人の関心を表明する。
・共通の関心を持つ人とチームを組む。
・与えられた資料を読み解いて資料を作成する。

【予習】自分の関心をまとめておく。
【復習】発表時の討論で新しく出てきた課題について対応できるようにする

60

資料収集と発表
・与えられた資料を使って発表を行う。
・自分たちで集めた資料を使って発表を行う。
・内容について全員で討議する。

60

【予習】発表資料を作成し、発表の手順を決めておく。
【復習】発表時の討論で新しく出てきた課題について対応できるようにする

60

第9回 資料収集と発表
・与えられた資料を使って発表を行う。
・自分たちで集めた資料を使って発表を行う。
・内容について全員で討議する。

第7回

第8回

【予習】発表資料を作成し、発表の手順を決めておく。
【復習】発表時の討論で新しく出てきた課題について対応できるようにする

資料収集と発表
・与えられた資料を使って発表を行う。
・自分たちで集めた資料を使って発表を行う。
・内容について全員で討議する。

【予習】発表資料を作成し、発表の手順を決めておく。
【復習】発表時の討論で新しく出てきた課題について対応できるようにする

60

研究テーマの確定
・研究テーマを具体的に確定させます。
・必要な資料を集めます。
・内容についてチーム全員で討議する。

60

【予習】発表資料を作成し、発表の手順を決めておく。
【復習】発表時の討論で新しく出てきた課題について対応できるようにする

60

資料収集と発表
・与えられた資料を使って発表を行う。
・自分たちで集めた資料を使って発表を行う。
・内容について全員で討議する。

【予習】発表資料を作成し、発表の手順を決めておく。
【復習】発表時の討論で新しく出てきた課題について対応できるようにする
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60

第11回

第12回

第13回

資料収集と発表
・与えられた資料を使って発表を行う。
・自分たちで集めた資料を使って発表を行う。
・内容について全員で討議する。

【予習】発表資料を作成し、発表の手順を決めておく。
【復習】発表時の討論で新しく出てきた課題について対応できるようにする

資料収集と発表
・与えられた資料を使って発表を行う。
・自分たちで集めた資料を使って発表を行う。
・内容について全員で討議する。

【予習】発表資料を作成し、発表の手順を決めておく。
【復習】発表時の討論で新しく出てきた課題について対応できるようにする

資料収集と発表
・与えられた資料を使って発表を行う。
・自分たちで集めた資料を使って発表を行う。
・内容について全員で討議する。

【予習】発表資料を作成し、発表の手順を決めておく。
【復習】発表時の討論で新しく出てきた課題について対応できるようにする

60

第10回

60

資料収集と発表
・与えられた資料を使って発表を行う。
・自分たちで集めた資料を使って発表を行う。
・内容について全員で討議する。

60

60

第15回

【予習】発表資料を作成し、発表の手順を決めておく。
【復習】発表時の討論で新しく出てきた課題について対応できるようにする

60

研究計画の立案
・後期に向けて研究計画を立てる。
・研究計画を発表して議論する。

【予習】
研究計画を立案する。発表資料を作成し、発表の手順を決めておく。
【復習】発表時の討論で新しく出てきた課題について対応できるようにする。

研究計画の立案
・後期に向けて研究計画を立てる。
・研究計画を発表して議論する。

【予習】
研究計画を立案する。発表資料を作成し、発表の手順を決めておく。
【復習】発表時の討論で新しく出てきた課題について対応できるようにする。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
テキストの輪読、グループワーク、プレゼンテーションを行いますが、いずれもディスカッションを重視します。

成績評価の方法
平常点（演習における参加の積極性を総合的に判断）100％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
以下の３点の到達目標の達成度に基づいて評価します。
⑴組織行動論、消費者行動論の重要な知識を得たか。
⑵共同作業の重要性と楽しさを学んだか。
⑶他人に自分の意見を言うノウハウと経験を培うことができたか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
組織と管理、人間情報処理、広告と市場、、消費者行動、競争戦略

テキスト
研究グループごとに異なる資料をテキストとして指定します。

参考書
適宜指摘します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

後期の研究計画の確認
・前期の研究の復習を行う。
・後期の研究計画について再度確認を行う。

【予習】前期で勉強したことをまとめる。
【復習】後期の研究計画についてグループで話し合う。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

後期の研究実施と発表
・後期の研究をグループごとに進める。
・研究の進捗状況について発表する。
・発表内容について討論する。

【予習】
グループごとに研究を進め、発表グループはその準備を行う。
【復習】
発表で明らかになった課題を検討する。

60

後期の研究実施と発表
・後期の研究をグループごとに進める。
・研究の進捗状況について発表する。
・発表内容について討論する。

【予習】
グループごとに研究を進め、発表グループはその準備を行う。
【復習】
発表で明らかになった課題を検討する。

60

テーマ・概要
「経営心理と戦略」
経営学系のゼミは、企業自体やその活動（戦略）を分析対象とするゼミと、企業にかかわる人間に焦点を当てたゼミに分かれます。もちろ
ん両者は学問的に密接な関係がありますが、このゼミは後者に属しており、企業で働く人たちやその管理者、さらには企業から商品やサー
ビスを購入する顧客に焦点を当てて、その心理や行動を解明・分析していくことを目標にしています。

DP2（課題の発見と解決）、DP3（課題の発見と解決）、DP5（表現力、発信力）、DP6（専門分野の知識・理解）、DP7（他者との協働）を
実現するため、次の３点を到達目標とする。

⑴組織行動論、消費者行動論の重要な知識を得る。
⑵共同作業の重要性と楽しさを学ぶ。
⑶他人に自分の意見を言うノウハウと経験を培う。

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習II ＜７＞

上田　泰

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411102

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

後期の研究実施と発表
・後期の研究をグループごとに進める。
・研究の進捗状況について発表する。
・発表内容について討論する。

【予習】
グループごとに研究を進め、発表グループはその準備を行う。
【復習】
発表で明らかになった課題を検討する。

60

後期の研究実施と発表
・後期の研究をグループごとに進める。
・研究の進捗状況について発表する。
・発表内容について討論する。

60

【予習】
グループごとに研究を進め、発表グループはその準備を行う。
【復習】
発表で明らかになった課題を検討する。

60

第9回 後期の研究実施と発表
・後期の研究をグループごとに進める。
・研究の進捗状況について発表する。
・発表内容について討論する。

第7回

第8回

【予習】
グループごとに研究を進め、発表グループはその準備を行う。
【復習】
発表で明らかになった課題を検討する。

後期の研究実施と発表
・後期の研究をグループごとに進める。
・研究の進捗状況について発表する。
・発表内容について討論する。

【予習】
グループごとに研究を進め、発表グループはその準備を行う。
【復習】
発表で明らかになった課題を検討する。

60

後期の研究実施と発表
・後期の研究をグループごとに進める。
・研究の進捗状況について発表する。
・発表内容について討論する。

60

【予習】
グループごとに研究を進め、発表グループはその準備を行う。
【復習】
発表で明らかになった課題を検討する。

60

後期の研究実施と発表
・後期の研究をグループごとに進める。
・研究の進捗状況について発表する。
・発表内容について討論する。

【予習】
グループごとに研究を進め、発表グループはその準備を行う。
【復習】
発表で明らかになった課題を検討する。
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60

第11回

第12回

第13回

後期の研究実施と発表
・後期の研究をグループごとに進める。
・研究の進捗状況について発表する。
・発表内容について討論する。

【予習】
グループごとに研究を進め、発表グループはその準備を行う。
【復習】
発表で明らかになった課題を検討する。

後期の研究実施と発表
・後期の研究をグループごとに進める。
・研究の進捗状況について発表する。
・発表内容について討論する。

【予習】
グループごとに研究を進め、発表グループはその準備を行う。
【復習】
発表で明らかになった課題を検討する。

最終研究発表の準備
・研究発表について最終的な準備を行う。
・最終発表について発表手順や発表内容について話し合う。

【予習】
グループごとに発表の準備を行う。
【復習】
授業時間で間に合わなければさらに発表準備を行う。

60

第10回

60

最終研究発表の準備
・研究発表について最終的な準備を行う。
・最終発表について発表手順や発表内容について話し合う。

60

60

第15回

【予習】
グループごとに発表の準備を行う。
【復習】
授業時間で間に合わなければさらに発表準備を行う。

60

最終発表
・１年間の研究成果を発表する。
・周囲からコメントをもらう。

【予習】
グループごとに発表の手順を話し合っておく。
【復習】
発表で明らかになった課題をまとめ、卒業研究において改善できるようにする。

最終発表
・１年間の研究成果を発表する。
・周囲からコメントをもらう。

【予習】
グループごとに発表の手順を話し合っておく。
【復習】
発表で明らかになった課題をまとめ、卒業研究において改善できるようにする。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
テキストの輪読、グループワーク、プレゼンテーションを行いますが、いずれもディスカッションを重視します。

成績評価の方法
平常点（演習における参加の積極性を総合的に判断）100％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
以下の３点の到達目標の達成度に基づいて評価します。
⑴組織行動論、消費者行動論の重要な知識を得たか。
⑵共同作業の重要性と楽しさを学んだか。
⑶他人に自分の意見を言うノウハウと経験を培うことができたか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
組織と管理、人間情報処理、消費者行動、広告と市場、競争戦略

テキスト
研究グループごとに異なる資料をテキストとして指定します。

参考書
適宜指摘します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

オリエンテーション(1)：演習の進め方など

【予習】ヨーロッパについての基本的な情報に関して下調べをしておく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

オリエンテーション(3): フランスを知る（歴史、文化）

【予習】報告予定者は、ヨーロッパの家族、社会、歴史のいずれかに関して1冊本を読んでおく。
【復習】演習内容についておさらいをしておく。

90

オリエンテーション(2): フランスを知る（政治、経済、社会）

【復習】演習内容についておさらいをしておく。 60

テーマ・概要
〔テーマ〕グローバリゼーションとラグジュアリー産業
〔概要〕ヴィトン、ディオール、シャネル、カルティエからバカラ、クリストフルまで、そしてマルゴー、ラトゥール、ドンペリからコ
ニャック、アルマニャック、カルヴァドスまで……フランスには非常に長い伝統をもった実に様ざまな高級品（＝ラグジュアリー製品）が
あります。それはある意味ではこうした個々の製品それ自体の枠を超えて、世界のなかのフランス・ブランドと言い換えてもいいでしょ
う。この演習ではフランスのこうした所謂ラグジュアリー・ブランドを中心に、
　①経済史的・政策史的なアプローチ（イギリス型の工業化に対置されるフランス型の経済発展）
　②経済学説史的なアプローチ（18世紀フランスの奢侈論、19世紀初頭のシャプタルからの系譜）
　③経営戦略的アプローチ（フランスのラグジュアリー・ブランド戦略の特質とその成否）
の3つの軸でその来し方、ならびにグローバリゼーション下でのその現状と将来を学びます。

DP2（課題の発見と解決）、DP3（他者との協働）、DP5（表現力、発信力）、DP6（専門分野の知識・理解）、
DP7（綜合マネジメント力）を実現するため、以下を到達目標とします。
▷ラグジュアリーについて、その歴史的位相をおさえたうえで、企業戦略的な視点からこれを把握する
▷グローバリゼーションのなかで展開するフランスのラグジュアリーの将来について定見をもつ

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習Ｉ ＜８＞

内田　日出海

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411101

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

ラグジュアリー（luxe, luxury）の意味と定義

【復習】演習内容についておさらいをしておく。 60

経済と社会のなかのラグジュアリーの位置と変動(1):フランスの産業装置のなかのラグジュアリー産業

90

【予習】履修者は教科書の関連個所を読んでおく。
【復習】演習内容についておさらいをしておく。

90

第9回 ラグジュアリーのカテゴリー(1): 守勢に立つ食卓の芸術

第7回

第8回

【予習】履修者は教科書の関連個所を読んでおく。
【復習】演習内容についておさらいをしておく。

経済と社会のなかのラグジュアリーの位置と変動(2):手工業と大資本の間（ラグジュアリー産業における生産構造と労働組織）

【予習】履修者は教科書の関連個所を読んでおく。
【復習】演習内容についておさらいをしておく。

90

経済と社会のなかのラグジュアリーの位置と変動(3):ラグジュアリー、権力、社会

90

【予習】履修者は教科書の関連個所を読んでおく。
【復習】演習内容についておさらいをしておく。

90

経済と社会のなかのラグジュアリーの位置と変動(4):芸術と工業の間のラグジュアリー産業

【予習】履修者は教科書の関連個所を読んでおく。
【復習】演習内容についておさらいをしておく。
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90

第11回

第12回

第13回

ラグジュアリーのカテゴリー(2): 綺羅星のように輝く高級ファッション

【予習】履修者は教科書の関連個所を読んでおく。
【復習】演習内容についておさらいをしておく。

ラグジュアリーのカテゴリー(3): 香水と装身具

【予習】履修者は教科書の関連個所を読んでおく。
【復習】演習内容についておさらいをしておく。

ラグジュアリーのカテゴリー(3): ラグジュアリーの消費――食の芸術、居住

【予習】履修者は教科書の関連個所を読んでおく。
【復習】演習内容についておさらいをしておく。

90

第10回

90

グローバリゼーションとラグジュアリー分野：生産・流通構造の観点から見た現状と将来

120

60

第15回

【復習】演習内容についておさらいをしておく。 60

グローバリゼーションとラグジュアリー分野：金融・グループ企業化の観点から見た現状と将来

【復習】演習内容についておさらいをしておく。

各自の研究テーマの発表、総括・討論など

【予習】各自研究テーマについての発表を準備する。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
履修学生が順番におこなう報告（レジュメ、パワーポイントによるプレゼンテーション）、それに対する全員参加の質疑・討論、担当教員
によるコメントを中心とします。

成績評価の方法
①授業への参加の度合い・熱意（予習を含みます）：10％
②報告ならびに発言の作法・内容：40％
③レポート：50％
にもとづき総合的に評価します。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。

下記の点について目標の到達度を測ります。
・ 問題発見、資料収集、発表、内容記述の能力
・ フランスのラグジュアリーの諸側面に関する基本的な知識

必要な予備知識／先修科目／関連科目
経済学部設置のすべての科目が関連しているともいえますが、とくに指定はしません。ただし担当教員のほかの諸科目を事前ないし同時に
履修した方が理想的だと思われます。

テキスト
ルイ・ベルジュロン『フランスのラグジュアリー産業――ロマネ・コンティからヴィトンまで』（内田日出海訳）文眞堂、2017年

参考書
▶新倉ほか編『事典 現代のフランス』大修館書店、1997年（増補版）
▶J. N. カプフェル、V. バスティアン『ラグジュアリー戦略――真のラグジュアリーブランドをいかに構築しマネジメントするか』長沢伸
也訳、東洋経済新報社、2011年
▶W．ゾンバルト『恋愛と贅沢と資本主義』（金森誠也訳）至誠堂、1969年（論創社による再版は1987年、後に講談社学術文庫に収録）
▶米田昇平『経済学の起源――フランス 欲望の経済思想』京都大学学術出版会、2016年

そのほかもちろん、履修者の関心分野に合わせて、随時、紹介していきます。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

オリエンテーション1：上級演習ＩＩで何を学ぶのか

【予習】各自で計画している研究テーマについて、さらに練り上げたもの（テーマ、章・節の構成）を
準備する。

90

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

各自のテーマに即した報告会・質疑1

【予習】発表者はレジュメを作成する。
【復習】発表者、質疑者ともに、講義内容をおさらいしておく。

60

オリエンテーション2：レポート（研究ノート）作成のための問題設定、資料検索・収集、執筆方法など

【復習】テーマ、章・節構成に関して、軌道修正をおこなう。 90

テーマ・概要
〔テーマ〕グローバリゼーションとラグジュアリー産業

〔概要〕上級演習Ｉで学んだ知識、培った方法に従って、ラグジュアリー・ブランドの個別の諸問題に取り組み、それぞれについて各人が
定見をもつことができるように、切磋琢磨のなかで研鑽を深めます。

DP2（課題の発見と解決）、DP3（他者との協働）、DP5（表現力、発信力）、DP6（専門分野の知識・理解）、
DP7（綜合マネジメント力）を実現するため、以下を到達目標とします。
1．ラグジュアリー・ブランドに関する数ある問題群のなかから自身のテーマを探し出す。
2．報告と質疑応答を通して議論する力をつける。
3．次年度「卒業研究」のための「研究ノート」を作成する。

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習II ＜８＞

内田　日出海

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411102

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

各自のテーマに即した報告会・質疑2

【予習】発表者はレジュメを作成する。
【復習】発表者、質疑者ともに、講義内容をおさらいしておく。

60

各自のテーマに即した報告会・質疑3

60

【予習】「研究ノート」内容報告者は報告準備をおこなう。
【復習】「研究ノート』原稿の執筆を進める。

60

第9回 各自「研究ノート」原稿の発表・質疑1

第7回

第8回

【予習】発表者はレジュメを作成する。
【復習】発表者、質疑者ともに、講義内容をおさらいしておく。

各自のテーマに即した報告会・質疑4

【予習】発表者はレジュメを作成する。
【復習】発表者、質疑者ともに、講義内容をおさらいしておく。

60

各自のテーマに即した報告会・質疑5

90

【予習】発表者はレジュメを作成する。
【復習】発表者、質疑者ともに、講義内容をおさらいしておく。

60

討論

【復習】「研究ノート』原稿を準備し始める。
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60

第11回

第12回

第13回

各自「研究ノート」原稿の発表・質疑2

【予習】「研究ノート」内容報告者は報告準備をおこなう。
【復習】「研究ノート』原稿の執筆を進める。

各自「研究ノート」原稿の発表・質疑3

【予習】「研究ノート」内容報告者は報告準備をおこなう。
【復習】「研究ノート』原稿の執筆を進める。

各自の「研究ノート」の合評会1

【予習】「研究ノート」内容報告者は報告準備をおこなう。
【復習】「研究ノート』原稿の執筆を進める。

60

第10回

60

各自の「研究ノート」の合評会2

120

90

第15回

【予習】「研究ノート」内容報告者は報告準備をおこなう。
【復習】「研究ノート』原稿の執筆を進める。

60

各自の「研究ノート」の合評会3

【予習】「研究ノート」の完成原稿発表の準備をする。

総括ならびに次年度卒業研究執筆に向けてのオリエンテーション

【予習】「研究ノート」の完成原稿発表の準備をする。
【復習】質疑・討論の結果を受けて、原稿を修正する。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
履修学生が順番におこなう報告（レジュメ、パワーポイントによるプレゼンテーション）、それに対する全員参加の質疑・討論、担当教員
によるコメントを中心とします。

成績評価の方法
①授業への参加の度合い・熱意（予習を含みます）：10％
②報告ならびに発言の作法・内容：20％
③「研究ノート」（最終レポート）：70％
にもとづき総合的に評価します。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。
次の点について目標の到達度を測ります。
・問題発見、資料検索、発表・質疑、記述の能力
・自らテーマを設定して最終レポートを完成できるかどうか
・「研究ノート」原稿（＝最終レポート）の内容

必要な予備知識／先修科目／関連科目
経済学部設置のすべての科目が関連しているともいえますが、とくに指定はしません。ただし担当教員のほかの諸科目を事前ないし同時に
履修した方が理想的だとは思われます。

テキスト
ルイ・ベルジュロン『フランスのラグジュアリー産業――ロマネ・コンティからヴィトンまで』（内田日出海訳）文眞堂、2017年

参考書
〔参考書〕
上級演習Iと同様。
そのほかもちろん多数ある文献のなかから、履修者の関心分野に合わせて、随時紹介していきます。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス

授業の全体像や進め方、評価基準などについて確認する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

文献の輪読（２）

該当箇所を予め読み、質問を考えてくる。 90

文献の輪読（１）

該当箇所を予め読み、質問を考えてくる。 90

テーマ・概要
「政治行動と経済」
政治と経済の関係について経済学の観点から考えていきます。特に、民意と政府の政策はどのように結びついているのか、政府の政策は社
会・経済にどのような影響を与えるのかといったことを扱います。テキストの輪読に加え、グループ作業を通じた調査によって、現実にお
ける政治と経済の関わりについて理解を深めていきます。なお、授業の進捗状況によって、内容を一部変更する場合があります。

ＤＰ２（課題の発見と解決）、ＤＰ３（他者との協働）、ＤＰ４(自発性、積極性)　、ＤＰ５（表現力、発信力）、DP６（専門分野の知
識・理解）、ＤＰ７（総合マネジメント力）を実現するため、以下を到達目標とする。
・経済学の知見に基づいて、政治と経済の関係について適切に分析できる。
・プレゼン資料やレポートの作成、および口頭報告ができる

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習Ｉ ＜９＞

内田　雄貴

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411101

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

文献の輪読（３）

該当箇所を予め読み、質問を考えてくる。 90

文献の輪読（４）

90

該当箇所を予め読み、質問を考えてくる。 90

第9回 文献の輪読（８）

第7回

第8回

該当箇所を予め読み、質問を考えてくる。

文献の輪読（５）

該当箇所を予め読み、質問を考えてくる。 90

文献の輪読（６）

90

該当箇所を予め読み、質問を考えてくる。 90

文献の輪読（７）

該当箇所を予め読み、質問を考えてくる。

- 91 -



90

第11回

第12回

第13回

文献の輪読（９）

該当箇所を予め読み、質問を考えてくる。

グループ作業（１）

グループ内で割り当てられた作業を行う。

グループ作業（２）

グループ内で割り当てられた作業を行う。

90

第10回

90

グループ作業（３）

90

90

第15回

グループ内で割り当てられた作業を行う。 90

グループ作業（４）

グループ内で割り当てられた作業を行う。

各グループによるプレゼンテーション

プレゼンテーションの準備を行う。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
テキストの輪読、グループワーク、プレゼンテーション、レポート提出を実施する。

成績評価の方法
平常点（ディスカッションへの参加、プレゼンテーション）60%、期末課題40%により総合的に判断する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.　
上記、到達目標の達成度に基づいて評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
入門レベル以上の経済学（特にミクロ・マクロ経済学）の知識

テキスト
適宜紹介

参考書
適宜紹介

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス

授業の全体像や進め方、評価基準などについて確認する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

文献の輪読（２）

該当箇所を予め読み、質問を考えてくる。 90

文献の輪読（１）

該当箇所を予め読み、質問を考えてくる。 90

テーマ・概要
「政治行動と経済」
政治と経済の関係について経済学の観点から考えていきます。特に、民意と政府の政策はどのように結びついているのか、政府の政策は社
会・経済にどのような影響を与えるのかといったことを扱います。テキストの輪読に加え、グループ作業を通じた調査によって、現実にお
ける政治と経済の関わりについて理解を深めていきます。なお、授業の進捗状況によって、内容を一部変更する場合があります。

ＤＰ２（課題の発見と解決）、ＤＰ３（他者との協働）、ＤＰ４(自発性、積極性)　、ＤＰ５（表現力、発信力）、DP６、（専門分野の知
識・理解）、ＤＰ７（総合マネジメント力）を実現するため、以下を到達目標とする。
・経済学の知見に基づいて、政治と経済の関係について適切に分析できる。
・プレゼン資料やレポートの作成、および口頭報告ができる

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習II ＜９＞

内田　雄貴

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411102

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

文献の輪読（３）

該当箇所を予め読み、質問を考えてくる。 90

文献の輪読（４）

90

該当箇所を予め読み、質問を考えてくる。 90

第9回 文献の輪読（８）

第7回

第8回

該当箇所を予め読み、質問を考えてくる。

文献の輪読（５）

該当箇所を予め読み、質問を考えてくる。 90

文献の輪読（６）

90

該当箇所を予め読み、質問を考えてくる。 90

文献の輪読（７）

該当箇所を予め読み、質問を考えてくる。
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90

第11回

第12回

第13回

文献の輪読（９）

該当箇所を予め読み、質問を考えてくる。

グループ作業（１）

グループ内で割り当てられた作業を行う。

グループ作業（２）

グループ内で割り当てられた作業を行う。

90

第10回

90

グループ作業（３）

90

90

第15回

グループ内で割り当てられた作業を行う。 90

グループ作業（４）

グループ内で割り当てられた作業を行う。

各グループによるプレゼンテーション

プレゼンテーションの準備を行う。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
ディスカッションを中心に、テキストの輪読、グループワーク、プレゼンテーション、レポート提出を実施する。

成績評価の方法
平常点（ディスカッションへの参加、プレゼンテーション）60%、期末課題40%により総合的に判断する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.　
上記、到達目標の達成度に基づいて評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
入門レベル以上の経済学（特にミクロ・マクロ経済学）の知識

テキスト
適宜紹介

参考書
適宜紹介

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

はじめに
発表やその準備の仕方を学ぶ
個人発表担当者決定
履修計画確認

演習を始めるにあたって、履修計画を考える。 90

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

株価と証券市場（２）
テキスト輪読

担当発表箇所を準備しつつ、予定輪読箇所を読む。 90

株価と証券市場（１）
テキスト輪読

担当発表箇所を準備しつつ、予定輪読箇所を読む。 90

テーマ・概要
（テーマ）日本と世界の経済を考える
（概要）円・ドルレート、日経平均、ダウ工業株価など経済の動きを示す指標を理解するとともに、EU離脱やトランプ政権など国際的に波
及する出来事を、日本という立ち位置から理解を深める。また、日本と世界の経済について多面的な問題を発表・討論・レポートを通し
て、論理的に理解する。

DP2（課題の発見と解決）、DP3（他者との協働）、DP5（表現力、発信力）、DP6（専門分野の知識・理解）、DP7（総合マネジメント力）
を実現するため、
１．大学3年次前期としてふさわしい課題を設定できる。
２．発表について他者との相互的議論ができる。
３．口述に加え、文章作成でも、論点を表現することができる。
４．専門的レベルが大学３年次前期までの水準に達している。
５．資料収集、意見交換、原稿作成から最終稿提出へと各段階の〆切に間に合うように、時間と作業をマネジメントすることができる。経
済学部の大学生として、経済学的理解に基づいた現実経済の議論が出来るようになることを目標とします。

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習Ｉ ＜１０＞

大野　正智

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411101

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

株ゲーム（１）
チーム決定
株の仮想取引による株ゲームの取引を開始する。
パワーポイントの作成方法を学ぶ。
決定した銘柄についてチーム発表の準備を行う。

選定する銘柄を考察する。 90

チーム発表・考察
個人資料発表

90

チーム発表の準備をする。
配布資料を読んでおく。

90

第9回 チーム発表・考察
個人資料発表

第7回

第8回

チーム発表の準備をする。
配布資料を読んでおく。

株ゲーム(２)
株の仮想取引による株ゲームの取引を行う。
決定した銘柄についてチーム発表の準備を行う。

選定する銘柄を考察する。 90

チーム発表・考察
個人資料発表

90

チーム発表の準備をする。
配布資料を読んでおく。

90

株ゲーム（３）
株の仮想取引による株ゲームの取引を行う。

選定する銘柄を考察する。
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90

第11回

第12回

第13回

株ゲーム（４）
株の仮想取引による株ゲームの取引を行う。

選定する銘柄を考察する。

チーム発表・考察
個人資料発表

チーム発表の準備をする。
配布資料を読んでおく。

株ゲーム（５）
株の仮想取引による株ゲームの取引を行う。
期末レポート課題発表

選定する銘柄を考察する。
復習：期末レポート作成を開始する。

90

第10回

90

チーム発表・考察
個人資料発表

90

90

第15回

チーム発表の準備をする。
配布資料を読んでおく。
期末レポート作成継続。

90

株ゲーム（６）
株の仮想取引による株ゲームの取引を行う。
期末レポートタイトル発表会

選定する銘柄を考察する。
期末レポート作成継続。

まとめ＆パフォーマンス上位表彰

これまでの株式市場や日本経済の状況を振り返る。
期末レポート作成を指定された締め切りまでに提出。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
アクティブ・ラーニングに基づく発表・討議・レポート作成。株式学習ゲームでは、会社の見方や日本と世界の経済を学びます（なお、株
式運用テクニックの習得が目的ではありません）。そして、チームの話し合いで意見を集約するプロセスを学んでもらいます。また、チー
ム発表を行い、さらに、相互評価を行います。レポート提出は、添削後返却し、作文能力の向上を目指します。

成績評価の方法
授業参加状況（４０％）、自己発表（２０％）、他者へのコメント（２０％）、レポート（２０％）を総合的に評価します。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し、その達成度によって評価する。
１．株式市場のしくみを理解できている。
２．レポーターとしての発表は適切に行われている。
３．他の参加者の発表を自らの参考にしている。
４．提出レポートは、要点整理されている。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
1年次の入門科目「経済のしくみと制度」、「マクロ経済学入門」、「ミクロ経済学入門」、が履修済みであることが望ましい。

テキスト
演習内で指定します。

参考書
演習内で指定します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

はじめに
前期レポートの返却・コメント

復習：返却されたレポートの改訂を開始する。 90

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

個人研究発表会(A1)

予習・自分の発表資料を準備する。
復習・自分と他人の発表の位置づけを見定める。

90

株ゲーム(1)
株の仮想取引による株ゲームの取引を開始する。
決定した銘柄についてチーム発表を行う。

選定する銘柄を考察する。
チーム発表の準備をする。

90

テーマ・概要
テーマ）日本と世界の経済を考える
（概要）円・ドルレート、日経平均、ダウ工業株価など経済の動きを示す指標を理解するとともに、EU離脱やトランプ政権など国際的に波
及する出来事を、日本という立ち位置から理解を深める。また、日本と世界の経済について多面的な問題を発表・討論・レポートを通し
て、論理的に理解する。

DP2（課題の発見と解決）、DP3（他者との協働）、DP5（表現力、発信力）、DP6（専門分野の知識・理解）、DP7（総合マネジメント力）
を実現するため、
１．大学3年次後期としてふさわしい課題を設定できる。
２．発表について他者との相互的議論ができる。
３．口述に加え、文章作成でも、論点を表現することができる。
４．専門的レベルが大学３年次後期までの水準に達している。
５．資料収集、意見交換、原稿作成から最終稿提出へと各段階の〆切に間に合うように、時間と作業をマネジメントすることができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習II ＜１０＞

大野　正智

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411102

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

株ゲーム(2)
株の仮想取引による株ゲームの取引を開始する。
決定した銘柄についてチーム発表を行う。

選定する銘柄を考察する。
チーム発表の準備をする。

90

個人研究発表会(A2)

90

予習・自分の発表資料を準備する。
復習・自分と他人の発表の位置づけを見定める。

90

第9回 個人研究発表会(B1)

第7回

第8回

予習・自分の発表資料を準備する。
復習・自分と他人の発表の位置づけを見定める。

株ゲーム(3)
株の仮想取引による株ゲームの取引を行う。
決定した銘柄についてチーム発表を行う。

選定する銘柄を考察する。
チーム発表の準備をする。

90

個人研究発表会(A3)

90

予習・自分の発表資料を準備する。
復習・自分と他人の発表の位置づけを見定める。

90

株ゲーム（4）
株の仮想取引による株ゲームの取引を行う。
決定した銘柄についてチーム発表を行う。

選定する銘柄を考察する。
チーム発表の準備をする。
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90

第11回

第12回

第13回

個人研究発表会(B2)

予習・自分の発表資料を準備する。
復習・自分と他人の発表の位置づけを見定める。

個人研究発表会(B3)

予習・自分の発表資料を準備する。
復習・自分と他人の発表の位置づけを見定める。

株ゲーム（5）
株の仮想取引による株ゲームの取引を行う。

選定する銘柄を考察する。
チーム発表をする。

90

第10回

90

個人研究発表会(B4)

90

90

第15回

予習・自分の発表資料を準備する。
復習・自分と他人の発表の位置づけを見定める。

90

株ゲーム（6）
株の仮想取引による株ゲームの取引を行う。

選定する銘柄を考察する。
チーム発表の準備をする。

まとめ＆パフォーマンス上位表彰

これまでの株式市場や日本経済の状況を振り返る。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
アクティブ・ラーニングに基づく発表・討議・レポート作成。株式学習ゲームでは、会社の見方や日本と世界の経済を学びます（なお、株
式運用テクニックの習得が目的ではありません）。そして、チームの話し合いで意見を集約するプロセスを学んでもらいます。また、チー
ム発表を行い、さらに、相互評価を行います。レポート提出は、添削後返却し、作文能力の向上を目指します。

成績評価の方法
授業参加状況（４０％）、自己発表（２０％）、他者へのコメント（２０％）、レポート（２０％）を総合的に評価します。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し、その達成度によって評価する。
１．発表資料作成及び発表が前期の経験に基づいて進歩したか。
２．他の参加者の発表を自らの参考にしているか。
３．卒研に向けたレポート作成の予備的素養が見についたか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
1年次の入門科目「経済のしくみと制度」、「マクロ経済学入門」、「ミクロ経済学入門」、が履修済みであることが望ましい。

テキスト
演習内で指定します。

参考書
演習内で指定します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス

指示された課題に取り組む。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

土地利用調査の実践

指示された課題に取り組む。 60

土地利用調査の方法

指示された課題に取り組む。 60

テーマ・概要
　経済地理学のゼミです。2019年度は「地域実践を通じて『連携の経済』を考える」をテーマに開講します。2018年度に引き続き，本学と
連携協定を結ぶ株式会社アトレのアトレ吉祥寺店様と連携したプロジェクト型授業として開講します。また，島根県立大学総合政策学部と
の連携による島根県での調査合宿も予定しており，武蔵野地域での域内連携と島根との遠隔地連携の２本柱で地域連携を体感し，「つなが
りが育む経済」とは何か，考えていきます。
　株式会社アトレ様は，企業の社会的責任の重要な柱に地域社会との協調を位置付けており，立地地域の魅力を引き出すためにさまざまな
取り組みを行ってきています。2018年度からは，さまざまな主体の連携によって吉祥寺エリアで都市養蜂を行い，吉祥寺産のハチミツを市
場に送り出す吉祥寺ハニカムプロジェクトもスタートしました。2019年度のゼミではブルーベリーを素材にした商品を考案し，二葉栄養専
門学校とも連携し，武蔵野市内の創業支援シェアキッチン「MIDOLINO_」にて調理・加工し，それを吉祥寺駅駅フェスタにて販売するとい
う，第１次産業から第３次産業に至るバリューチェーン上での「勤労の実践（!!）」を体験します。また，夏季合宿においては島根県でご
活躍される地域おこし協力隊とのコラボによって当該地域の地域課題と活性化策を考えます。そうした実践を通じて，さまざま場所や人々
に出会う中で，大都市と地方の地域課題を相対化しつつ認識し，地域コミュニティに裏打ちされた経済のあり方を考えていきます。
　前期は、吉祥寺イーストエリアの土地利用調査を手始めに行うとともに、商品化プロジェクトを中心に行い、その活動を通じて地域課題
に対する問題意識を深め、グループ毎の課題研究につなげます。

DＰ2（課題の発見と解決）、DP3（他者との協働）、DP５（表現力、発信力）、DP6（専門分野の知識･理解）、DP7（総合マネジメント力）
を実現するため、以下を到達目標とする。
(1) 大学生に求められる、資料の収集・分析・考察の能力、プレゼンテーションの能力を一定水準まで発揮できる。
(2) 現代の経済と企業経営、諸地域を理解するための専門的素養を身に付ける。

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習Ｉ ＜１１＞

小田　宏信

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411101

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

農産物の加工・商品化の考え方：ストーリー性を重視した商品開発

指示された課題に取り組む。 60

加工および販売のための収支計画

60

各自、実習の総括を行う。 60

第9回 現地実習の振り返り

第7回

第8回

指示された課題に取り組む。

現地実習準備(1)：人員組織

指示された課題に取り組む。 60

現地実習準備(2)：商品化の構想

60

指示された課題に取り組む。 60

現地実習準備(3): 商品化の実践

指示された課題に取り組む。
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60

第11回

第12回

第13回

グループワーク１

グループ毎の必要課題に取り組む

グループワーク2

グループ毎の必要課題に取り組む

グループワーク3

グループ毎の必要課題に取り組む

60

第10回

60

グループ発表1

60

60

第15回

発表者は発表準備。他の受講者も，質問事項をまとめる。 60

グループ発表2

発表者は発表準備。他の受講者も，質問事項をまとめる。

まとめ

全体を通じた復習

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
プロジェクト型授業として実施します。学内での授業のほか、学外実習を実施します。

成績評価の方法
商品化プロジェクトへの取り組み40%。議論への参加20%，グループワークの取り組み40%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、達成度により評価する。
　１．主体的・意欲的な取り組みができているか。
　２．商品化プロジェクトに主体的に参加し、有意義な気づきを得られたか。
　３．グループワークを通じて有意義な研究課題・研究方法を導出できるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
関連科目として，「現代日本の地理（教養カリ）」「地域理解トピックス（教養カリ）」「産業と立地」「経済地理」「環境とGIS」な
ど。

テキスト
使用しません。

参考書
別途指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス

夏季休業中の現地調査のまとめ 120

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

商品製造・販売の最終打ち合わせ

発表のコアとなるオリジナルな情報の収集 120

商品開発の仕上げ

発表のコアとなるオリジナルな情報の収集 120

テーマ・概要
　経済地理学のゼミです。2019年度は「地域実践を通じて『連携の経済』を考える」をテーマに開講します。2018年度に引き続き，本学と
連携協定を結ぶ株式会社アトレのアトレ吉祥寺店様と連携したプロジェクト型授業として開講します。また，島根県立大学総合政策学部と
の連携による島根県での調査合宿も予定しており，武蔵野地域での域内連携と島根との遠隔地連携の２本柱で地域連携を体感し，「つなが
りが育む経済」とは何か，考えていきます。
　株式会社アトレ様は，企業の社会的責任の重要な柱に地域社会との協調を位置付けており，立地地域の魅力を引き出すためにさまざまな
取り組みを行ってきています。2018年度からは，さまざまな主体の連携によって吉祥寺エリアで都市養蜂を行い，吉祥寺産のハチミツを市
場に送り出す吉祥寺ハニカムプロジェクトもスタートしました。2019年度のゼミではブルーベリーを素材にした商品を考案し，二葉栄養専
門学校とも連携し，武蔵野市内の創業支援シェアキッチン「MIDOLINO_」にて調理・加工し，それを吉祥寺駅駅フェスタにて販売するとい
う，第１次産業から第３次産業に至るバリューチェーン上での「勤労の実践」を体験します。また，夏季合宿においては島根県でご活躍さ
れる地域おこし協力隊とのコラボによって当該地域の地域課題と活性化策を考えます。そうした実践を通じて，さまざま場所や人々に出会
う中で，大都市と地方の地域課題を相対化しつつ認識し，地域コミュニティに裏打ちされた経済のあり方を考えていきます。
後期は、前期からの商品化プロジェクトを継続して行い完了させるとともに，これを通じて得られた地域課題に対する問題意識をもとにグ
ループワークをすすめ、全体プロジェクトの完成へと至ります。

DＰ2（課題の発見と解決）、DP3（他者との協働）、DP５（表現力、発信力）、DP6（専門分野の知識･理解）、DP7（総合マネジメント力）
を実現するため、以下を到達目標とする。
(1) 大学生に求められる、資料の収集・分析・考察の能力、プレゼンテーションの能力を一定水準まで発揮できる。
(2) 現代の経済と企業経営、諸地域を理解するための専門基礎的素養を身に付ける。

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習II ＜１１＞

小田　宏信

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411102

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

資料・統計の整理

発表のコアとなるオリジナルな情報の収集 120

資料・統計の整理

120

追加的情報の収集 120

第9回 グループワーク

第7回

第8回

発表のコアとなるオリジナルな情報の収集

資料・統計の整理

発表のコアとなるオリジナルな情報の収集 120

中間発表（１）

120

該当班は発表準備 120

中間発表（２）

該当班は発表準備
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120

第11回

第12回

第13回

グループワーク

追加的情報の収集

最終発表（１班）

該当班は発表準備

最終発表（２班）

該当班は発表準備

120

第10回

120

最終発表（３班）

120

120

第15回

該当班は発表準備 120

最終発表（４班）

該当班は発表準備

まとめと卒業研究への展望

全体を振り返った上で，卒業研究のテーマ案を考える。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
プロジェクト型授業として実施します。後期はグループワークとグループ発表主体で実施します。学外活動として、グループ毎に随時、武
蔵野市内などでのフィールドワーク（現地調査）を行います。11月下旬もしくは12月上旬に公開発表会を実施します。

成績評価の方法
プレゼンテーションに至る取り組み50%、議論への参加30％、研究成果20%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、達成度により評価する。
　１．大学生に求められる、資料の収集・分析・考察の能力、プレゼンテーションの能力を身につけたか。
　２．現代の経済と企業経営、諸地域を理解するための基本的素養を身に付けたか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
関連科目として，「現代日本の地理（教養カリ）」「地域理解トピックス（教養カリ）」「産業と立地」「経済地理」「環境とGIS」な
ど。

テキスト
使用しません。

参考書
別途提示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

オリエンテーション
授業の方法、計画について。

【復習】授業計画を復習し、全体の流れを理解しておく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

プレゼンテーション技術実習1
グループ・ティーチング（GT）によるPC実習、応用課題実習。
ミニ･プレゼン

【予習】GTメンバーはテキスト担当箇所の内容を、PCを操作して十分に説明できるよう準備する。GT以
外はテキストの該当部分に目を通しておく。
【復習】今回の実習内容を復習し、内容を十分に理解しておく。

60
(GT120)

ビジネス・プレゼンテーションのスキル（講義）

【復習】授業の運営方法や計画を復習し、その内容を理解しておく。講義内容を十分に理解しておく。 60

テーマ・概要
　ビジネス・プレゼンテーションの技術と応用（危機管理を考える）
　ビジネス・プレゼンテーション（以下、単にプレゼンテーションと呼ぶ）とは、相手に自分の主張を理解させ、納得させるための技術、
すなわち説得の手法に他なりません。その意味でビジネス社会において何よりも求められる能力と言えます。当ゼミでは担当者の国際機関
（国連、世銀）での経験をもとに、皆さんが社会で必要とされるプレゼンテーション能力をマスターすることを目指します。
当ゼミのもう一つの目的は、危機管理の考え方を学ぶことにより、自分のプロジェクト（計画・行動・目標）を成功に導くための基本的能
力を習得することにあります。様々な実際の失敗例（事故・不祥事・社会問題など）のケース・スタディを通じて、どのようにしたら失敗
のリスクを最小にして、成功に導けるかをグループワークやディスカッションによって学びます。

DP2（課題の発見と解決）、DP3（他者との協働）、DP5（表現力、発信力）、DP6(専門分野の知識理解)、DP7（総合マネジメント力）を実
現するため、次の4点を到達目標とする。
①　プレゼンテーションの基本的技術を習得している。
②　プレゼンテーションの目的である説得の論理を理解し、直面する課題に応用・提示できる。
③　チームの一員としてその役割を果たし、グループワークを遂行することができる。
④　危機管理の基本を理解し、直面する課題に適用して評価できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習Ｉ ＜１２＞

川越　俊彦

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411101

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

プレゼンテーション技術実習2
グループ・ティーチング（GT）によるPC実習、応用課題実習。
ミニ･プレゼン

【予習】GTメンバーはテキスト担当箇所の内容を、PCを操作して十分に説明できるよう準備する。GT以
外はテキストの該当部分に目を通しておく。
【復習】今回の実習内容を復習し、内容を十分に理解しておく。

60
(GT120)

プレゼンテーション技術実習3
グループ・ティーチング（GT）によるPC実習、応用課題実習。
ミニ･プレゼン

60
(GT120)

【予習】GTメンバーはテキスト担当箇所の内容を、PCを操作して十分に説明できるよう準備する。GT以
外はテキストの該当部分に目を通しておく。
【復習】今回の実習内容を復習し、内容を十分に理解しておく。

60
(GT120)

第9回 プレゼンテーション技術実習6
グループ・ティーチング（GT）によるPC実習、応用課題実習。
ミニ･プレゼン

第7回

第8回

【予習】GTメンバーはテキスト担当箇所の内容を、PCを操作して十分に説明できるよう準備する。GT以
外はテキストの該当部分に目を通しておく。
【復習】今回の実習内容を復習し、内容を十分に理解しておく。

Say it with Charts （プレゼンテーションにおけるデータ・ビジュアライゼーション）（講義と実習）

【復習】授業の運営方法や計画を復習し、その内容を理解しておく。講義内容を十分に理解しておく。 60

プレゼンテーション技術実習4
グループ・ティーチング（GT）によるPC実習、応用課題実習。
ミニ･プレゼン

60
(GT120)

【予習】GTメンバーはテキスト担当箇所の内容を、PCを操作して十分に説明できるよう準備する。GT以
外はテキストの該当部分に目を通しておく。
【復習】今回の実習内容を復習し、内容を十分に理解しておく。

60
(GT120)

プレゼンテーション技術実習5
グループ・ティーチング（GT）によるPC実習、応用課題実習。
ミニ･プレゼン

【予習】GTメンバーはテキスト担当箇所の内容を、PCを操作して十分に説明できるよう準備する。GT以
外はテキストの該当部分に目を通しておく。
【復習】今回の実習内容を復習し、内容を十分に理解しておく。
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120

第11回

第12回

第13回

プレゼンテーション準備
次週以降のプレゼンテーションに向けてのディスカッション、グループでの最終調整。

【予習】プレゼンテーションに向けた準備
【復習】ディスカッションを踏まえたプレゼンテーション準備

プレゼンテーション1
グループ・プレゼンテーション、レビュー

【予習】プレゼンテーションに向けた準備
【復習】レビュー

プレゼンテーション2
グループ・プレゼンテーション、レビュー

【予習】プレゼンテーションに向けた準備
【復習】レビュー

120

第10回

120

プレゼンテーション3
グループ・プレゼンテーション、レビュー

60

60

第15回

【予習】プレゼンテーションに向けた準備
【復習】レビュー

120

プレゼンテーション・レビュー
セルフ・レビューとディスカッション

【予習】セルフ・レビューの準備
【復習】ディスカッションを踏まえて全体を整理し、理解を深める。

総括
前期の授業全体を振り返り理解を深める。後期へ向けて。

【予習】授業で学んだ内容を概観し、復習しておく。
【復習】後期に向けた準備

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
PC実習、ディスカッション、グループワークを組み合わせつつ、課題に取り組み、その成果をプレゼンテーションし、またレビューをおこ
なう。

成績評価の方法
出席を前提に、ディスカッションへの参加（30%）、グループワークへの貢献（30%）、課題の提出（20%）、プレゼンテーションの完成度
（20%）により多角的に評価する。定期試験は実施しない。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠しつつ、次の点に着目し、その達成度により評価する。
①　基本的なプレゼンテーションの技術を習得している。
②　説得の論理を理解し、直面する課題に応用・提示できている。
③　チームの一員としてその役割を果たし、グループワークを遂行できている。
④　危機管理の基本を理解できている。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
MS Office（Word, Excel, PowerPoint）を使用するので、PCの基本操作及びMS Officeの基礎的知識を前提とする。

テキスト
○菅沼”誠二、『外資系コンサルのプレゼンテーション術』、ISBN 978-4492-55776-1、1,800円＋税（前期に使用）。
○樋口晴彦著『組織行動の「まずい!!」学―どうして失敗が繰り返されるのか』祥伝社新書、ISBN 4-396-11044-8、799円（後期に使
用）。

参考書
授業中に随時紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

オリエンテーション
授業の方法、計画について。
課題の設定

【復習】授業計画を復習し、全体の流れを理解しておく。課題について検討する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

危機管理を学ぶ2
テキストをもとに議論する

【予習】テキスト該当箇所の内容を読み、内容を把握するとともに、疑問点や意見を整理しておく
【復習】今回の学修内容を復習し、内容を十分に整理しておく。

60

危機管理を学ぶ1
テキストをもとに議論する

【予習】テキスト該当箇所の内容を読み、内容を把握するとともに、疑問点や意見を整理しておく
【復習】今回の学修内容を復習し、内容を十分に整理しておく。

60

テーマ・概要
　ビジネス・プレゼンテーションの技術と応用（危機管理を考える）
　ビジネス・プレゼンテーション（以下、単にプレゼンテーションと呼ぶ）とは、相手に自分の主張を理解させ、納得させるための技術、
すなわち説得の手法に他なりません。その意味でビジネス社会において何よりも求められる能力と言えます。当ゼミでは担当者の国際機関
（国連、世銀）での経験をもとに、皆さんが社会で必要とされるプレゼンテーション能力をマスターすることを目指します。
当ゼミのもう一つの目的は、危機管理の考え方を学ぶことにより、自分のプロジェクト（計画・行動・目標）を成功に導くための基本的能
力を習得することにあります。様々な実際の失敗例（事故・不祥事・社会問題など）のケース・スタディを通じて、どのようにしたら失敗
のリスクを最小にして、成功に導けるかをグループワークやディスカッションによって学びます。

DP2（課題の発見と解決）、DP3（他者との協働）、DP5（表現力、発信力）、DP6(専門分野の知識理解)、DP7（総合マネジメント力）を実
現するため、次の4点を到達目標とする。
①　プレゼンテーションの基本的技術を習得している。
②　プレゼンテーションの目的である説得の論理を理解し、直面する課題に応用・提示できる。
③　チームの一員としてその役割を果たし、グループワークを遂行することができる。
④　危機管理の基本を理解し、直面する課題に適用して評価できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習II ＜１２＞

川越　俊彦

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411102

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

危機管理を学ぶ3
テキストをもとに議論する

【予習】テキスト該当箇所の内容を読み、内容を把握するとともに、疑問点や意見を整理しておく
【復習】今回の学修内容を復習し、内容を十分に整理しておく。

60

危機管理を学ぶ4
テキストをもとに議論する

60

【予習】テキスト該当箇所の内容を読み、内容を把握するとともに、疑問点や意見を整理しておく
【復習】今回の学修内容を復習し、内容を十分に整理しておく。

60

第9回 危機管理を学ぶ8
テキストをもとに議論する

第7回

第8回

【予習】テキスト該当箇所の内容を読み、内容を把握するとともに、疑問点や意見を整理しておく
【復習】今回の学修内容を復習し、内容を十分に整理しておく。

危機管理を学ぶ5
テキストをもとに議論する

【予習】テキスト該当箇所の内容を読み、内容を把握するとともに、疑問点や意見を整理しておく
【復習】今回の学修内容を復習し、内容を十分に整理しておく。

60

危機管理を学ぶ6
テキストをもとに議論する

60

【予習】テキスト該当箇所の内容を読み、内容を把握するとともに、疑問点や意見を整理しておく
【復習】今回の学修内容を復習し、内容を十分に整理しておく。

60

危機管理を学ぶ7
テキストをもとに議論する

【予習】テキスト該当箇所の内容を読み、内容を把握するとともに、疑問点や意見を整理しておく
【復習】今回の学修内容を復習し、内容を十分に整理しておく。
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120

第11回

第12回

第13回

プレゼンテーション準備
次週以降のプレゼンテーションに向けてのディスカッション、グループでの最終調整。

【予習】プレゼンテーションに向けた準備
【復習】ディスカッションを踏まえたプレゼンテーション準備

プレゼンテーション1
グループ・プレゼンテーション、レビュー

【予習】プレゼンテーションに向けた準備
【復習】レビュー

プレゼンテーション2
グループ・プレゼンテーション、レビュー

【予習】プレゼンテーションに向けた準備
【復習】レビュー

120

第10回

120

プレゼンテーション3
グループ・プレゼンテーション、レビュー

60

60

第15回

【予習】プレゼンテーションに向けた準備
【復習】レビュー

120

プレゼンテーション・レビュー
セルフ・レビューとディスカッション

【予習】セルフ・レビューの準備
【復習】ディスカッションを踏まえて全体を整理し、理解を深める。

総括：授業全体を振り返り理解を深める。

【復習】授業で学んだ内容を概観し、復習しておく。

第14回

- 120 -



ポータルサイトで周知する。

授業の方法
PC実習、ディスカッション、グループワークを組み合わせつつ、課題に取り組み、その成果をプレゼンテーションし、また相互レビューを
おこなう。

成績評価の方法
出席を前提に、ディスカッションへの参加（30%）、グループワークへの貢献（30%）、課題の提出（20%）、プレゼンテーションの完成度
（20%）により多角的に評価する。定期試験は実施しない。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠しつつ、次の点に着目し、その達成度により評価する。
①　基本的なプレゼンテーションの技術を習得している。
②　説得の論理を理解し、直面する課題に応用・提示できている。
③　チームの一員としてその役割を果たし、グループワークを遂行できている。
④　危機管理の基本を理解できている。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
Office365（Word, Excel, PowerPoint等）を使用します。PCの基本操作及びMS Officeの基礎的知識を前提とする。

テキスト
○樋口晴彦著『組織行動の「まずい!!」学―どうして失敗が繰り返されるのか』祥伝社新書、ISBN 4-396-11044-8、799円。

参考書
授業中に随時紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・演習の概要と進め方を説明する
・演習参加者同士でコミュニケーションをはかる

【予習】シラバスを熟読する
【復習】ガイダンスをふりかえり、演習への取り組み方を考察する

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

ウォーミングアップ（２）
・自己紹介
・アイスブレーキング実習
・PCリテラシー実習

【予習】自己紹介コンテンツの準備
【復習】PCリテラシーの実習
【復習】演習のふりかえり

90

ウォーミングアップ（１）
・PCリテラシー実習
・アイスブレーキング実習

【予習】PCリテラシーの確認
【復習】PCリテラシーの実習
【復習】演習のふりかえり

90

テーマ・概要
演習テーマ：ビジネスゲーム研究
　ビジネスゲームは、ビジネス環境をモデル化したゲームをプレイすることを通じてビジネス環境を理解したり、問題解決の方法を学んだ
りする教育ツールです。ゲーム形式で取り組むことによって、楽しみながら体験的に知識とスキルを得ることができる優れた学修方法とし
て、小学校から大学、企業研修に至るまで幅広い教育に採り入れられています。
　この授業では、グループで様々なビジネスゲームに取り組みながら、ゲーム上に展開されるビジネス環境に関する知識やスキルを身に付
けることに加えて、プレゼンテーションソフトを利用して図形モデルを記述したり、表計算ソフトを利用して計算モデルを分析したりしな
がら、モデル化スキルを習得していきます。
　また、卒業研究では、ビジネス環境をゲーム化する、ゲーミングやゲーミフィケーションにも取り組みます。

ＤＰ２（課題の発見と解決）、ＤＰ３（他者との協働）、ＤＰ５（表現力、発信力）、ＤＰ６（専門分野の知識・理解）、ＤＰ７（総合マ
ネジメント力）　を実現するため、以下を到達目標とします。
・ビジネスゲームをプレイすることで、企業活動や財務諸表の仕組みを体験的に理解する
・プレゼンテーションソフトを利用して、企業活動の図形モデルを記述することができる
・表計算ソフトを利用して、企業活動の計算モデルを作成し、財務諸表の分析をすることができる

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習Ｉ ＜１３＞

河路　武志

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411101

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

ハンバーガーの価格決定ゲーム（１）
ゲーム(1)
・電卓を利用して価格決定ゲームを実施する

【予習】ゲームのルールを熟読する
【復習】ゲームのふりかえり

60

ハンバーガーの価格決定ゲーム（２）
モデル化(1)
・図形モデルの作成
・表計算モデルの作成

90

【復習】価格決定ゲームのふりかえり
【復習】今後の学修について考察

60

第9回 まとめ(1)
・ハンバーガーの価格決定ゲームのふりかえり
・今後の授業概要と進め方

第7回

第8回

【予習】ゲーム(1)のふりかえり
【復習】図形モデル・表計算モデルの実習

ハンバーガーの価格決定ゲーム（３）
ゲーム(2)
・表計算ソフトを利用して価格決定ゲームを実施する

【予習】ゲームの準備
【復習】ゲームのふりかえり

60

ハンバーガーの価格決定ゲーム（４）
モデル化(2)
・図形モデルの作成
・表計算モデルの作成
・グループディスカッション

90

【予習】ゲーム(2)のふりかえり
【復習】図形モデル・表計算モデルの実習

90

ハンバーガーの価格決定ゲーム（５）
企業経営における価格決定
・価格決定のモデル化
・グループディスカッション

【予習】プレゼンテーションの準備
【復習】価格決定のふりかえり
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90

第11回

第12回

第13回

レモネードスタンドゲーム（１）
ゲーム(1)
・パソコンを利用して、レモネードスタンド経営のゲームを実施する

【予習】ゲームのルールを熟読する
【復習】ゲームのふりかえり

レモネードスタンドゲーム（２）
ゲーム(2)
・パソコンを利用して、レモネードスタンド経営のゲームを実施する

【予習】ゲームのルールを熟読する
【復習】ゲームのふりかえり

レモネードスタンドゲーム（３）
モデル化
・図形モデルの作成
・表計算モデルの作成
・グループディスカッション

【復習】図形モデルの作成スキルの復習
【復習】表計算モデルの作成スキルの復習

60

第10回

60

レモネードスタンドゲーム（４）
ゲーム(3)
・パソコンを利用して、レモネードスタンド経営のゲームを実施し、意思決定と経営成績の関係を考察する

60

90

第15回

【予習】ゲームの準備
【復習】ゲームのふりかえり

90

レモネードスタンドゲーム（５）
企業経営におけ意思決定
・ゲームの意思決定事項と現実の経営意思決定
・グループディスカッション

【予習】プレゼンテーションの準備
【復習】演習のふりかえり

まとめ
・前期のふりかえり
・後期の授業概要と進め方

【復習】前期をふりかえり、後期の演習への取り組み方を考察する

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
・ビジネスゲームをグループで実施し、ビジネス環境を体験します
・ビジネスゲームを題材として、パソコンを利用したモデル化を実習します
・グループ単位でのディスカッションやプレゼンテーションを通じ、モデル化の理解を深め、スキルのブラッシュアップを目指します。

※MS-Teams/SEIKEI Portalをこの授業の連絡手段として活用します。受講生は必ず参照して下さい。

成績評価の方法
演習への積極的な参加50%，実習の成果20%，グループ発表30%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
おもに以下の到達目標の観点から評価します。
・ビジネスゲームをプレイすることで、ビジネス環境をモデル化して考えることができるか
・プレゼンテーションソフトを利用して図形モデルを記述することができるか
・表計算ソフトを利用して計算モデルを作成し、分析することができるか

必要な予備知識／先修科目／関連科目
先修科目：情報基礎
関連科目：経済・経営全般に関連します

テキスト
特にありません。必要な資料は配布します。

参考書
『頭がよくなる「図解思考」の技術』、永田豊志、中経出版、1,500円 、ISBN:4806135496
『Excelコンピュータシミュレーション』、三井和男、森北出版、2,600円、ISBN: 4627846711

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

後期ガイダンス
・演習の概要と進め方を説明する
・演習参加者同士でコミュニケーションをはかる

【予習】シラバスを熟読する
【復習】ガイダンスをふりかえり、演習への取り組み方を考察する

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

ウォーミングアップ（２）
・PCスキルの実習
・ミニ・スピーチ実習

【予習】ミニ・スピーチの準備
【復習】PCスキルの復習

90

ウォーミングアップ（１）
・PCスキルの実習
・アイスブレーク実習

【予習】PCスキルの確認
【復習】PCスキルの復習

60

テーマ・概要
演習テーマ：ビジネスゲーム研究
　ビジネスゲームは、ビジネス環境をモデル化したゲームをプレイすることを通じてビジネス環境を理解したり、問題解決の方法を学んだ
りする教育ツールです。ゲーム形式で取り組むことによって、楽しみながら体験的に知識とスキルを得ることができる優れた学修方法とし
て、小学校から大学、企業研修に至るまで幅広い教育に採り入れられています。
　この授業では、グループで様々なビジネスゲームに取り組みながら、ゲーム上に展開されるビジネス環境に関する知識やスキルを身に付
けることに加えて、プレゼンテーションソフトを利用して図形モデルを記述したり、表計算ソフトを利用して計算モデルを分析したりしな
がら、モデル化スキルを習得していきます。
　また、卒業研究では、ビジネス環境をゲーム化する、ゲーミングやゲーミフィケーションにも取り組みます。

ＤＰ２（課題の発見と解決）、ＤＰ３（他者との協働）、ＤＰ５（表現力、発信力）、ＤＰ６（専門分野の知識・理解）、ＤＰ７（総合マ
ネジメント力）　を実現するため、以下を到達目標とする。
・ビジネスゲームをプレイすることで、企業活動や財務諸表の仕組みを体験的に理解する
・プレゼンテーションソフトを利用して、企業活動の図形モデルを記述することができる
・表計算ソフトを利用して、企業活動の計算モデルを作成し、財務諸表の分析をすることができる

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習II ＜１３＞

河路　武志

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411102

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

カメレオングラス・ゲーム（１）
ルール説明
・総合的な企業経営のビジネスゲームのルール説明
・財務諸表の作成実習

【予習】ゲームのルールを熟読
【復習】ゲームの進め方、財務諸表の作成を復習

60

カメレオングラス・ゲーム（２）
ゲーム(1-1)
・総合的な企業経営のビジネスゲームを実施する

90

【復習】図形モデルの確認
【復習】図形モデルの作成

60

第9回 カメレオングラス・ゲーム（６）
モデル化(1)
・図形モデルの作成
・表計算モデルの作成準備

第7回

第8回

【予習】ゲームの準備
【復習】ゲームのふりかえり

カメレオングラス・ゲーム（３）
ゲーム(1-2)
・総合的な企業経営のビジネスゲームを実施する

【予習】ゲームの準備
【復習】ゲームのふりかえり

90

カメレオングラス・ゲーム（４）
ゲーム結果の分析
・ゲーム結果のふりかえり
・ゲーム結果の資料作成

90

【予習】ゲーム結果の資料作成準備
【復習】ゲーム結果の資料作成

60

カメレオングラス・ゲーム（５）
ゲーム結果のプレゼンテーション
・プレゼンテーション
・ディスカッション

【予習】プレゼンテーションの準備
【復習】ディスカッションのふりかえり
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90

第11回

第12回

第13回

カメレオングラス・ゲーム（７）
モデル化(2)
・表計算モデルの作成

【予習】表計算モデルの確認
【復習】表計算モデルの作成

カメレオングラス・ゲーム（８）
モデル化(3)
・表計算モデルの作成

【予習】表計算モデルの確認
【復習】表計算モデルの作成

カメレオングラス・ゲーム（９）
ゲーム(2-1)
・表計算ソフトを利用して、総合的な企業経営のビジネスゲームをを多角的・長期的に実施する

【予習】ゲームの準備
【復習】ゲームのふりかえり

90

第10回

90

カメレオングラス・ゲーム（10）
ゲーム(2-2)
・表計算ソフトを利用して、総合的な企業経営のビジネスゲームをを多角的・長期的に実施する

120

60

第15回

【予習】ゲームの準備
【復習】ゲームのふりかえり

90

カメレオングラス・ゲーム（11）
総合ビジネスゲームの多角的・長期的分析
・多角的な意思決定変数と長期的影響要因
・多角的・長期的目的関数と最適化

【復習】多角的・長期的意思決定と最適化の総復習

まとめ
・ゼミでの１年間の演習をふりかえり
・４年次卒業研究の概要と進め方
・大学での３年間の学修全体のふりかえりと、今後の学修・進路計画の考察

【復習】大学での３年間の学修全体とゼミでの１年間の演習とをふりかえり、４年次の学修計画と卒業
後の進路希望を考察する

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
・ビジネスゲームをグループで実施し、ビジネス環境を体験します
・ビジネスゲームを題材として、パソコンを利用したモデル化を実習します
・グループ単位でのディスカッションやプレゼンテーションを通じ、モデル化の理解を深め、スキルのブラッシュアップを目指します。

※MS-Teams/SEIKEI Portalをこの授業の連絡手段として活用します。受講生は必ず参照して下さい。

成績評価の方法
演習への積極的な参加50%，実習の成果20%，グループ発表30%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
おもに以下の到達目標の観点から評価します。
・ビジネスゲームをプレイすることで、ビジネス環境をモデル化して考えることができるか
・プレゼンテーションソフトを利用して図形モデルを記述することができるか
・表計算ソフトを利用して計算モデルを作成し、分析することができるか

必要な予備知識／先修科目／関連科目
先修科目：情報基礎
関連科目：経済・経営全般に関連します

テキスト
特にありません。必要な資料は配布します。

参考書
『頭がよくなる「図解思考」の技術』、永田豊志、中経出版、1,500円 、ISBN:4806135496
『Excelコンピュータシミュレーション』、三井和男、森北出版、2,600円、ISBN: 4627846711

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

・イントロダクション
（グループ分け、自己紹介、レジュメの書き方、授業の進め方などの説明）

授業での説明をふまえて各自で学習計画を立てる。 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

討論実践練習。具体的なテーマに即してグループで討論の練習を行い、基本的な作法、マナー、討論の進め方などを学習する。

次回の実際の企業の調査、研究に関する発表の準備をグループごとに行う。 60分、ただし直近の発表
予定グループは120分

企業研究手法概説
企業研究の手法を概説し、実際に企業を調べるときどのような媒体を情報源としてどのように分析していくかを丁寧に解説す
る。

授業でとりあげた企業の調査研究手法の復習を行う。 120分

テーマ・概要
ゼミのテーマは「企業組織と人材育成」です。
ゼミでは、「人を育てるとは」「人のやる気とは」という問題を中心にして様々な角度から考えていきます。日本ではよく「企業は人な
り」と言いますが、現在日本の多くの企業が人材育成や組織構築に関して悩み苦しんでいます。ゼミでは、日本の企業の組織や人材育成シ
ステムを研究し、ゼミ生それぞれが自分自身の人生に活かせればと考えています。ゼミでは、コーチング理論、モティベーション理論、
リーダーシップ論、ＮＬＰ理論（神経言語プログラミング＝「脳の取扱い仕様書」などと呼ばれています）などをベースとして、人のやる
気が人材育成に果たす役割について徹底的に考えていきたいと思います。「人はなぜやる気をなくすのか」「やる気の無い人を発奮させる
にはどうすればよいのか」「自分自身のやる気はどうすれば操れるのか」などの問題について。私といっしょに楽しく情熱的に研究に取り
組もうとする学生の参加を待っています。

・（DP7）調査、考察、発表の基本的なながれをグループおよび個人でこなせるようになる。
・（DP1、6）人材育成、モティベーション、コーチング、ＮＬＰ、コンピテンシーに関係する事例に対して、学術的な概念を用いて議論が
できるようになる。
・（DP2）多様なソースから情報を収集し分析する能力の養成をめざす。
・（DP3）グループワークやチームによる研究により、他者と協力して課題を解決する能力を養う。
・（DP5）発言や発表を主体的に行う積極性の涵養を図る。

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習Ｉ ＜１４＞

北川　浩

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411101

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

企業調査研究発表1
実際の日本企業の実態、人材育成方法、採用方針等についてグループごとに調査研究結果を発表する。

次回の実際の企業の調査、研究に関する発表の準備をグループごとに行う。 60分、ただし直近の発表
予定グループは120分

企業調査研究発表2
実際の日本企業の実態、人材育成方法、採用方針等についてグループごとに調査研究結果を発表する。

60分、ただし直近の発表
予定グループは120分

授業で取り上げた施行フレームにもとづいて実際に課題に対する文章を作成する。 60分

第9回 思考フレームトレーニング1
フレームを利用したブレインストーミングと課題解決シナリオの作成手順について解説と演習を行う。

第7回

第8回

次回の実際の企業の調査、研究に関する発表の準備をグループごとに行う。

企業調査研究発表3
実際の日本企業の実態、人材育成方法、採用方針等についてグループごとに調査研究結果を発表する。

次回の実際の企業の調査、研究に関する発表の準備をグループごとに行う。 60分、ただし直近の発表
予定グループは120分

企業調査研究発表4
実際の日本企業の実態、人材育成方法、採用方針等についてグループごとに調査研究結果を発表する。

60分

各グループが行った企業調査研究に関して内容の確認復習を行う。 60分

人材育成と組織行動概説
・モティベーション理論
・リーダーシップ論
・コーチング理論と実際
・ＮＬＰの理論と実際
の４つのテーマについて簡単な概説を行い、グループごとにテーマ設定を行う。
授業で取り上げた人材育成や組織行動に関する概念の復習を行う。
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60分、ただし直近の発表
予定グループは120分

第11回

第12回

第13回

思考フレームトレーニング2
フレームを利用したブレインストーミングと課題解決シナリオの作成手順について解説と演習を行う。

次回の人材育成と組織行動に関する文献内容の発表の準備をグループごとに行う。

人材育成と組織行動研究発表1
各グループが選んだテーマにもとづいて関連文献のまとめと発表、および理解度確認テストを行う。なお、テストについてはそ
の場で答え合わせ、フィードバックを行う。

次回の人材育成と組織行動に関する文献内容の発表の準備をグループごとに行う。

人材育成と組織行動研究発表2
各グループが選んだテーマにもとづいて関連文献のまとめと発表、および理解度確認テストを行う。なお、テストについてはそ
の場で答え合わせ、フィードバックを行う。

次回の人材育成と組織行動に関する文献内容の発表の準備をグループごとに行う。

60分、ただし直近の発表
予定グループは120分

第10回

60分、ただし直近の発表
予定グループは120分

人材育成と組織行動研究発表3
各グループが選んだテーマにもとづいて関連文献のまとめと発表、および理解度確認テストを行う。なお、テストについてはそ
の場で答え合わせ、フィードバックを行う。

120分

60分

第15回

次回の人材育成と組織行動に関する文献内容の発表の準備をグループごとに行う。 60分、ただし直近の発表
予定グループは120分

人材育成と組織行動研究発表4
各グループが選んだテーマにもとづいて関連文献のまとめと発表、および理解度確認テストを行う。なお、テストについてはそ
の場で答え合わせ、フィードバックを行う。

各グループが行った人材育成と組織行動に関する研究内容の確認復習を行う。

これまでの振り返り
各自が自分の興味をもった分野について話し合い、今後の学習計画を立案する。併せて夏季休暇中の課題を提示する。

夏季休暇中の学習計画を立案し、課題に取り組む。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
文献の輪読、およびグループごとに調査研究発表を行い、その後討論を行うという演習形式の授業です。
ゼミの時間以外でも、個人面談や研究相談などを数多く取り入れていきます。

成績評価の方法
担当した部分の発表内容5割、討論等への積極的参加、発言内容5割の比率で評価を行います。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
・人材育成と組織行動に関する基礎的な概念を土台として機論ができるようになったか
・企業等に関する調査研究の手法が身についているか
・論理的な文章を組み立てられるようになっているか
・他人の話をじっくり聞いて、論理的なコメントを行うことができるようになっているか
・グループで共同して作業を行う協調性が身についているか
・積極的に議論に参加し、新しいことにチャレンジするようになったか
以上の６点を基本的な評価項目とします。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
組織行動論や心理学と関連が深いものですが、とりたてて予備知識を必要とするものではありません。

テキスト
とくに使用しません。

参考書
『組織行動のマネジメント』スティーブンＰ．ロビンズ著（高木晴夫訳）、ダイヤモンド社、2800円
その他必要な資料は文献は授業中に提示または配布します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

・イントロダクション
（グループ分け、自己紹介、レジュメの書き方、授業の進め方などの説明）

授業での説明をふまえて各自で学習計画を立てる。 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

討論実践練習2
具体的なテーマに即してグループで討論の練習を行い、基本的な作法、マナー、討論の進め方などを学習する。

次回の実際の企業の調査、研究に関する発表の準備をグループごとに行う。 60分、ただし直近の発表
予定グループは120分

討論実践練習1
具体的なテーマに即してグループで討論の練習を行い、基本的な作法、マナー、討論の進め方などを学習する。

授業でとりあげたt討論テーマについて復習を行い、追加的に必要な情報を収集する。 60分

テーマ・概要
ゼミのテーマは「企業組織と人材育成」です。
ゼミでは、「人を育てるとは」「人のやる気とは」という問題を中心にして様々な角度から考えていきます。日本ではよく「企業は人な
り」と言いますが、現在日本の多くの企業が人材育成や組織構築に関して悩み苦しんでいます。ゼミでは、日本の企業の組織や人材育成シ
ステムを研究し、ゼミ生それぞれが自分自身の人生に活かせればと考えています。ゼミでは、コーチング理論、モティベーション理論、
リーダーシップ論、ＮＬＰ理論（神経言語プログラミング＝「脳の取扱い仕様書」などと呼ばれています）などをベースとして、人のやる
気が人材育成に果たす役割について徹底的に考えていきたいと思います。「人はなぜやる気をなくすのか」「やる気の無い人を発奮させる
にはどうすればよいのか」「自分自身のやる気はどうすれば操れるのか」などの問題について。私といっしょに楽しく情熱的に研究に取り
組もうとする学生の参加を待っています。

・（DP7）調査、考察、発表の基本的なながれをグループおよび個人でこなせるようになる。
・（DP1、6）人材育成、モティベーション、コーチング、ＮＬＰ、コンピテンシーに関係する事例に対して、学術的な概念を用いて議論が
できるようになる。
・（DP2）多様なソースから情報を収集し分析する能力の養成をめざす。
・（DP3）グループワークやチームによる研究により、他者と協力して課題を解決する能力を養う。
・（DP5）発言や発表を主体的に行う積極性の涵養を図る。

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習II ＜１４＞

北川　浩

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411102

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

企業調査研究発表1
実際の日本企業の実態、人材育成方法、採用方針等についてグループごとに調査研究結果を発表する。

次回の実際の企業の調査、研究に関する発表の準備をグループごとに行う。 60分、ただし直近の発表
予定グループは120分

企業調査研究発表2
実際の日本企業の実態、人材育成方法、採用方針等についてグループごとに調査研究結果を発表する。

60分、ただし直近の発表
予定グループは120分

次回に行う、人材育成と組織行動研究の発表の準備を行う。 60分、ただし直近の発表
予定者は120分

第9回 人材育成と組織行動研究2
夏期休暇中に各自が行った課題に関して発表と討論を行う。

第7回

第8回

次回の実際の企業の調査、研究に関する発表の準備をグループごとに行う。

企業調査研究発表3
実際の日本企業の実態、人材育成方法、採用方針等についてグループごとに調査研究結果を発表する。

次回の実際の企業の調査、研究に関する発表の準備をグループごとに行う。 60分、ただし直近の発表
予定グループは120分

企業調査研究発表4
実際の日本企業の実態、人材育成方法、採用方針等についてグループごとに調査研究結果を発表する。

60分、ただし直近の発表
予定者は120分

次回に行う、人材育成と組織行動研究の発表の準備を行う。 60分、ただし直近の発表
予定者は120分

人材育成と組織行動研究1
夏期休暇中に各自が行った課題に関して発表と討論を行う。

次回に行う、人材育成と組織行動研究の発表の準備を行う。
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60分、ただし直近の発表
予定者は120分

第11回

第12回

第13回

人材育成と組織行動研究3
夏期休暇中に各自が行った課題に関して発表と討論を行う。

　次回に行う、人材育成と組織行動研究の発表の準備を行う。

人材育成と組織行動研究4
夏期休暇中に各自が行った課題に関して発表と討論を行う。

次回に行う、人材育成と組織行動研究の発表の準備を行う。

人材育成と組織行動研究5
夏期休暇中に各自が行った課題に関して発表と討論を行う。

次回に行う、人材育成と組織行動研究の発表の準備を行う。

60分、ただし直近の発表
予定者は120分

第10回

60分、ただし直近の発表
予定者は120分

人材育成と組織行動研究6
夏期休暇中に各自が行った課題に関して発表と討論を行う。

60分

60分

第15回

次回に行う、人材育成と組織行動研究の発表の準備を行う。 60分、ただし直近の発表
予定者は120分

人材育成と組織行動研究7
夏期休暇中に各自が行った課題に関して発表と討論を行う。

これまでに他のゼミ生が行った人材育成と組織行動に関する研究内容の確認復習を行う。

これまでの振り返り
各自が自分の興味をもった分野について話し合い、今後の学習計画を立案する。併せて春季休暇中の課題を提示する。

春季休暇中の学習計画を立案し、課題に取り組む。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
文献の輪読、およびグループごとおよび各個人で調査研究発表を行い、その後討論を行うという演習形式の授業です。
ゼミの時間以外でも、個人面談や研究相談などを数多く取り入れていきます。

成績評価の方法
担当した部分の発表内容5割、課題等の提出物3割、討論での発言内容2割の比率で評価を行います。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
・人材育成と組織行動に関する基礎的な概念を土台として機論ができるようになったか
・企業等に関する調査研究の手法が身についているか
・論理的な文章を組み立てられるようになっているか
・他人の話をじっくり聞いて、論理的なコメントを行うことができるようになっているか
・グループで共同して作業を行う協調性が身についているか
・積極的に議論に参加し、新しいことにチャレンジするようになったか
以上の６点を基本的な評価項目とします。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
組織行動論や心理学と関連が深いものですが、とりたてて予備知識を必要とするものではありません。

テキスト
とくに使用しません。

参考書
必要なものは授業中に提示または配布します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

・初回共通ガイダンス内容
・研究倫理について（資料配布）
・授業の進め方の確認，輪読する文献の選定，担当者と発表スケジュールの決定

授業計画を確認する 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

パワーポイントを利用したプレゼンテーションの演習

プレゼンテーションの準備 60

パワーポイントを利用したプレゼンテーションの演習

プレゼンテーションの準備 60

テーマ・概要
「環境計測データの分析にもとづく環境計画」
近年，私たちの身近では，持続可能な発展に向けた省エネや温暖化対策が進められている．本ゼミでは，以下に挙げる2つの環境計測プロ
ジェクトによって得られたデータを分析し，エネルギー消費やヒートアイランド現象に向けた対策を，他学部・他大学の学生や，企業・行
政と共同で検討していく．
１）成蹊学園内建物で計測された気温や消費電力量のデータを用いて，現状把握・分析を行ったのち，より効率的な運用方法や省エネによ
る経済効果などを検討する．理工学部や成蹊学園サステナビリティ教育研究センター，清水建設との共同プロジェクトとして実施．
２）井の頭恩賜公園にて夏季に気象観測を実施し，成蹊気象観測所のデータ等と比較しながら，緑地や水面の冷却効果（クールアイランド
効果）を分析する．
授業時間外にも，屋外でフィールドワークを行うことがある．

DP2（課題の発見と解決），DP3（他者との協働），DP5（表現力，発信力），DP6（専門分野の知識・理解），DP7（総合マネジメント力）
を実現するため，以下を到達目標とする．
①テーマ設定，文献・データ収集，分析，考察という研究の一連のプロセスがこなせる．
②自身の考えや分析結果を客観的・論理的にまとめ，他者に分かりやすくプレゼンテーションできる．

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習Ｉ ＜１５＞

財城　真寿美

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411101

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

データの収集・解析方法の解説（統計解析，地理情報システム（GIS）による分布図の作成）

文献の予習 60

データの収集・解析方法の解説（統計解析，地理情報システム（GIS）による分布図の作成）

60

プレゼンテーションの準備 60

第9回 分析結果の中間発表

第7回

第8回

文献の予習

グループに分かれてデータ分析と考察

データの整理 60

グループに分かれてデータ分析と考察

60

データの整理 60

分析結果の中間発表

プレゼンテーションの準備
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60

第11回

第12回

第13回

グループに分かれてデータの分析と考察

データの整理

グループに分かれてデータ分析と考察

データの整理

グループに分かれてデータ分析と考察

データの整理

60

第10回

60

分析結果の最終発表

60

60

第15回

プレゼンテーションの準備 60

分析結果の最終発表

プレゼンテーションの準備

まとめ（期末レポート課題の提示）

すべての授業内容を復習し，不明な点をリストアップする．

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
毎週，課題となる文献を各自で熟読したうえで授業にのぞみます．
授業では，課題内容を確認し，ディスカッションを進めます．

成績評価の方法
以下の内容を総合的に評価します．
授業での姿勢（発言・質問など）：40%
プレゼンテーション（レジュメ・発表パワーポイントも含む）の完成度：30%
期末レポートの内容：30%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し，その達成度により評価する．
➀テーマ設定，文献・データ収集，分析，考察という研究の一連のプロセスをこなすスキルを習得したかどうか．
②自身の考えや分析結果を客観的にまとめ，他者に分かりやすくプレゼンテーションできるスキルを習得したかどうか．

必要な予備知識／先修科目／関連科目
教養カリ：「環境と科学（地球と環境）」「気象と地球環境」
学部科目：「地球環境問題」「環境とGIS」「地域データ分析」「産業と立地」「経済地理」

テキスト
必要箇所をコピーして配布します．

参考書
授業中に紹介します．

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

・初回共通ガイダンス内容
・研究倫理について（資料配布）
・授業の進め方の確認，各課題の担当者と発表スケジュールの決定

授業計画を確認する 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

各研究課題についての，概要・計画・目標などを発表・ディスカッション

プレゼンテーションの準備 60

研究課題の設定
研究計画の作成

研究課題の案を考えてくる 60

テーマ・概要
「環境計測データの分析にもとづく環境計画」
近年，私たちの身近では，持続可能な発展に向けた省エネや温暖化対策が進められている．本ゼミでは，前期の内容に引き続き，以下に挙
げる2つの環境計測プロジェクトによって得られたデータを分析し，エネルギー消費やヒートアイランド現象に向けた対策を，他学部・他
大学の学生や，企業・行政と共同で検討していく．また個人・グループごとに，研究テーマを設定し，それにむけたデータの収集や分析方
法を検討していく．
１）成蹊学園内建物で計測された気温や消費電力量のデータを用いて，現状把握・分析を行ったのち，より効率的な運用方法や省エネによ
る経済効果などを検討する．理工学部や成蹊学園サステナビリティ教育研究センター，清水建設との共同プロジェクトとして実施．
２）井の頭恩賜公園にて夏季に気象観測を実施し，成蹊気象観測所のデータ等と比較しながら，緑地や水面の冷却効果（クールアイランド
効果）を分析する．
授業時間以外に，フィールドワーク（野外調査）を実施することがあります．

DP2（課題の発見と解決），DP3（他者との協働），DP5（表現力，発信力），DP6（専門分野の知識・理解），DP7（総合マネジメント力）
を実現するため，以下を到達目標とする．
①テーマ設定，文献・データ収集，分析，考察という研究の一連のプロセスがこなせる．
②自身の考えや分析結果を客観的・論理的にまとめ，他者に分かりやすくプレゼンテーションできる．

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習II ＜１５＞

財城　真寿美

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411102

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

課題に沿ったデータの収集・解析（GISによる分布図の作成，統計解析など）

データの収集・解析 60

課題に沿ったデータの収集・解析（GISによる分布図の作成，統計解析など）

60

プレゼンテーションの準備 60

第9回 解析結果・考察の中間発表（レジュメとパワーポイントを利用）

第7回

第8回

データの収集・解析

課題に沿ったデータの収集・解析（GISによる分布図の作成，統計解析など）

データの収集・解析 60

課題に沿ったデータの収集・解析（GISによる分布図の作成，統計解析など）

60

データの収集・解析 60

解析結果・考察の中間発表（レジュメとパワーポイントを利用）

プレゼンテーションの準備
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60

第11回

第12回

第13回

データの収集・解析（GISによる分布図の作成，統計解析など）

データの収集・解析

データの収集・解析（GISによる分布図の作成，統計解析など）

データの収集・解析

データの収集・解析（GISによる分布図の作成，統計解析など）

データの収集・解析

60

第10回

60

解析結果・考察の最終発表（レジュメとパワーポイントを利用）

60

60

第15回

プレゼンテーションの準備 60

解析結果・考察の最終発表（レジュメとパワーポイントを利用）

プレゼンテーションの準備

まとめ（期末レポート課題の提示）

すべての授業内容を復習し，不明な点をリストアップする．

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
前半は，各自で設定した研究課題と研究計画にもとづいて，データの収集と解析作業をすすめます．
後半は，研究成果をパワーポイントとレジュメを使って発表し，ディスカッションを行い，
最終的に期末レポートとしてまとめます．

成績評価の方法
以下の内容を総合的に評価します．
授業での姿勢（発言・質問など）：40%
プレゼンテーション（レジュメ・発表パワーポイントも含む）の完成度：30%
期末レポートの内容：30%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し，その達成度により評価する．
➀テーマ設定，文献・データ収集，分析，考察という研究の一連のプロセスをこなすスキルを習得したかどうか．
②自身の考えや分析結果を客観的にまとめ，他者に分かりやすくプレゼンテーションできるスキルを習得したかどうか．

必要な予備知識／先修科目／関連科目
教養カリ：「環境と科学（地球と環境）」「気象と地球環境」
学部科目：「地球環境問題」「環境とGIS」「地域データ分析」「産業と立地」「経済地理」

テキスト
必要箇所をコピーして配布します．

参考書
授業中に紹介します．

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス

上級演習の趣旨を理解し，今後の輪読・発表方針について考える． 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

基本文献の輪読(２)
プレゼンテーション・スピーチの練習

発表者のテーマについて，自分なりに考え，質問等を準備してくる． ９０分

基本文献の輪読(1)
プレゼンテーション・スピーチの練習

発表者のテーマについて，自分なりに考え，質問等を準備してくる． ９０分

テーマ・概要
株式市場の理論と実際

経済学を応用し物事を考え、それを発表する「研究」に取り組んでもらいます．研究テーマは「株式市場の理論と実際」を大きなテーマと
しつつ、自分自身が関心を持てる課題を自由に選択してもらいます．その際、経済学の理論・実証的な分析手法を用いて研究してもらいま
す．

DP2（課題の発見と解決）、DP3（他者との協同）、DP5（表現力、発信力）、DP6（専門分野の知識・理解）、DP7（総合マネジメント力）
を実現するため、以下を到達目標とする。
研究とは、「問題を見つける」「問題を解く」という思考のプロセスと、考えたことを「説明・説得」するというプロセスからなりたちま
す．大学時代の研究で身に着けた「考える」力、「説明する」力は社会に出てから役に立ちます．本演習では経済学に基づいて「考え」
「説明する」力を身につけます。具体的に達成できたかどうかを実感するために、研究活動の具体的成果を出すことを重視します．

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習Ｉ ＜１６＞

鈴木　史馬

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411101

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

基本文献の輪読(３)
プレゼンテーション・スピーチの練習

発表者のテーマについて，自分なりに考え，質問等を準備してくる． ９０分

基本文献の輪読(４)
プレゼンテーション・スピーチの練習

９０分

発表者のテーマについて，自分なりに考え，質問等を準備してくる． ９０分

第9回 基本文献の輪読(８)
プレゼンテーション・スピーチの練習

第7回

第8回

発表者のテーマについて，自分なりに考え，質問等を準備してくる．

基本文献の輪読(５)
プレゼンテーション・スピーチの練習

発表者のテーマについて，自分なりに考え，質問等を準備してくる． ９０分

基本文献の輪読(６)
プレゼンテーション・スピーチの練習

９０分

発表者のテーマについて，自分なりに考え，質問等を準備してくる． ９０分

基本文献の輪読(７)
プレゼンテーション・スピーチの練習

発表者のテーマについて，自分なりに考え，質問等を準備してくる．

- 147 -



９０分

第11回

第12回

第13回

基本文献の輪読(９)
プレゼンテーション・スピーチの練習

発表者のテーマについて，自分なりに考え，質問等を準備してくる．

グループごとの作業・発表(1)
プレゼンテーション・スピーチの練習

グループのテーマについて，自分なりに考え，質問等を準備してくる．

グループごとの作業・発表(２)
プレゼンテーション・スピーチの練習

グループのテーマについて，自分なりに考え，質問等を準備してくる．

９０分

第10回

９０分

グループごとの作業・発表(３)
プレゼンテーション・スピーチの練習

９０分

９０分

第15回

グループのテーマについて，自分なりに考え，質問等を準備してくる． ９０分

前期のまとめプレゼンテーション(1)

前期のまとめプレゼンテーションについて，自分なりに考え，質問等を準備してくる．

前期のまとめプレゼンテーション(２)

前期のまとめプレゼンテーションについて，自分なりに考え，質問等を準備してくる．

第14回

- 148 -



ポータルサイトで周知する。

授業の方法
受講者数に合わせてグループに分かれて作業し，講義内で報告を行う．講義中はディスカッションを中心に進めるため，報告者以外の意見
も求める．（また，開講時間外に準備・作業・調査を行う必要があることは承知されたい．）

成績評価の方法
平常点（積極性・報告・発言）：50%、期末レポート：50%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
上記、到達目標の達成度に基づき評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
入門科目を履修済みであることを前提とする．

テキスト
適宜紹介。

参考書
適宜紹介。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス

上級演習の趣旨を理解し，今後の研究・発表方針について考える． 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

グループ研究の中間発表(２)

グループ研究の内容について、各グループごとに報告する。 90

グループ研究の中間発表(1)

グループ研究の内容について、各グループごとに報告する。 90

テーマ・概要
株式市場の理論と実際

経済学を応用し物事を考え、それを発表する「研究」に取り組んでもらいます．研究テーマは「株式市場の理論と実際」を大きなテーマと
し、自分自身が関心を持てる課題を自由に選択してもらいます．その際、経済学の理論・実証的な分析手法を用いて研究してもらいます．

DP2（課題の発見と解決）、DP3（他者との協同）、DP5（表現力、発信力）、DP6（専門分野の知識・理解）、DP7（総合マネジメント力）
を実現するため、以下を到達目標とする。
研究とは、「問題を見つける」「問題を解く」という思考のプロセスと、考えたことを「説明・説得」するというプロセスからなりたちま
す．大学時代の研究で身に着けた「考える」力、「説明する」力は社会に出てから役に立ちます．本演習では経済学に基づいて「考え」
「説明する」力を身につけます。具体的に達成できたかどうかを実感するために、研究活動の具体的成果を出すことを重視します．

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習II ＜１６＞

鈴木　史馬

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411102

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

グループ研究の中間発表(３)

グループ研究の内容について、各グループごとに報告する。 90

ポスターを用いたグループ研究の中間発表(1)

90

研究内容の細部をつめ、発表内容に反映させる。 90

第9回 インターゼミに向けた発表の準備

第7回

第8回

グループ研究の内容をポスター1枚で説明する。

ポスターを用いたグループ研究の中間発表(２)

グループ研究の内容をポスター1枚で説明する。 90

欅祭での報告に向けた準備(1)

90

研究内容の細部をつめ、発表内容に反映させる。 90

欅祭での報告に向けた準備(２)

研究内容の細部をつめ、発表内容に反映させる。

- 151 -



90

第11回

第12回

第13回

インターゼミに向けた発表の準備

研究内容の細部をつめ、発表内容に反映させる。

インターゼミに向けた発表の準備

研究内容の細部をつめ、発表内容に反映させる。

インターゼミに向けた発表の準備

研究内容の細部をつめ、発表内容に反映させる。

90

第10回

90

最終プレゼンテーション(1)

90

90

第15回

グループ研究の完成版を発表する。 90

最終プレゼンテーション(2)

グループ研究の完成版を発表する。

最終プレゼンテーション(3)

グループ研究の完成版を発表する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
受講者数に合わせてグループに分かれて作業し，講義内で報告を行う．講義中はディスカッションを中心に進めるため，報告者以外の意見
も求める．（また，開講時間外に準備・作業・調査を行う必要があることは承知されたい．）

成績評価の方法
平常点（積極性・報告・発言）：50%、期末レポート：50%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
上記、到達目標の達成度に基づき評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
入門科目を履修済みであることを前提とする．

テキスト
適宜紹介。

参考書
適宜紹介。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ
・研究倫理について
・業界選択とグループ作成
・スケジュール決め

【予習】分析したい業界について考えておく。
【復習】授業内容を確認する。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

グループによるプレゼンテーション
ディスカッション

【予習】資料・文献収集を行う。 プレゼンテーション担当グループはプレゼンテーションファイル作
成。
【復習】授業内容を確認する。

60

担当教員による会社四季報の読み方説明、トピックについての説明

【予習】資料・文献収集を行う。
【復習】授業内容を確認する。

60

テーマ・概要
　本科目では、興味のある日本の業界・企業について調査・分析をしてもらいます。履修人数と興味のある業界に応じてグループを作成
し、グループごとに作業を行ってもらいます。各グループで以下の2つのトピックを1学期かけて調べ、学びます。

(1)業界全体の動向（売上高や成長性など）
(2)業界内の個別企業の活動（代表的な企業同士の比較）

　各回の報告中に業界や企業にまつわるクイズを行ったり、各グループ報告後に履修者でグループ・ディスカッションを行います。調査・
分析する業界・企業は各自の就職活動を念頭において自由に選んでも構いませんが、ディスカッションでは幅広い業界への興味が必要とな
ります。
 　以下の授業の計画・内容を授業の進捗によって、一部変更する場合があります。

履修学生がＤＰ２（課題の発見と解決）、ＤＰ３（他者との協働）、ＤＰ５（表現力、発信力）、ＤＰ６（専門分野の知識・理解）、ＤＰ
７（総合マネジメント力）　を実現するため、以下を到達目標とする。
・グループで収集した資料や文献の内容をプレゼンテーションにまとめることができる。
・他のグループのプレゼンテーションに対して質問やコメントをすることができる。
・グループで分かりやすくプレゼンテーションをし、内容を説明することができる。
・分析結果をグループで期末レポートとして、まとめることができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習Ｉ ＜１７＞

鷹岡　澄子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411101

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

グループによるプレゼンテーション
ディスカッション

【予習】資料・文献収集を行う。 プレゼンテーション担当グループはプレゼンテーションファイル作
成。
【復習】授業内容を確認する。

60

グループによるプレゼンテーション
ディスカッション

60

【予習】資料・文献収集を行う。 プレゼンテーション担当グループはプレゼンテーションファイル作
成。
【復習】授業内容を確認する。

60

第9回 グループによるプレゼンテーション
ディスカッション

第7回

第8回

【予習】資料・文献収集を行う。 プレゼンテーション担当グループはプレゼンテーションファイル作
成。
【復習】授業内容を確認する。

グループによるプレゼンテーション
ディスカッション

【予習】資料・文献収集を行う。 プレゼンテーション担当グループはプレゼンテーションファイル作
成。
【復習】授業内容を確認する。

60

グループによるプレゼンテーション
ディスカッション

60

【予習】資料・文献収集を行う。 プレゼンテーション担当グループはプレゼンテーションファイル作
成。
【復習】授業内容を確認する。

60

グループによるプレゼンテーション
ディスカッション

【予習】資料・文献収集を行う。 プレゼンテーション担当グループはプレゼンテーションファイル作
成。
【復習】授業内容を確認する。
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60

第11回

第12回

第13回

グループによるプレゼンテーション
ディスカッション

【予習】資料・文献収集を行う。 プレゼンテーション担当グループはプレゼンテーションファイル作
成。
【復習】授業内容を確認する。

グループによるプレゼンテーション
ディスカッション

【予習】資料・文献収集を行う。 プレゼンテーション担当グループはプレゼンテーションファイル作
成。
【復習】授業内容を確認する。

グループによるプレゼンテーション
ディスカッション

【予習】資料・文献収集を行う。 プレゼンテーション担当グループはプレゼンテーションファイル作
成。
【復習】授業内容を確認する。

60

第10回

60

グループによるプレゼンテーション
ディスカッション

60

120

第15回

【予習】資料・文献収集を行う。 プレゼンテーション担当グループはプレゼンテーションファイル作
成。
【復習】授業内容を確認する。

60

グループによるプレゼンテーション
ディスカッション　
学期末レポート提出

【予習】 学期末レポート作成。 プレゼンテーション担当グループはプレゼンテーションファイル作
成。
【復習】授業内容を確認する。

今学期のまとめと来学期授業の説明

【予習】来学期にむけて各グループで打ち合わせをする。　
【復習】授業内容を確認する。

第14回
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オフィス・アワーについては、ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　担当教員が、授業の進め方、プレゼンテーションのトピックを最初に説明します。
　学生はプレゼンテーションにむけてグループワークをすすめつつ、演習中に他の学生とディスカッションを行います。次のプレゼンテー
ションでは、前回のディスカッションやコメント（ゼミ生全員からのコメントシート）をふまえて報告を行います。この流れを通じて、色
んな視点も考慮しつつ、プレゼンテーションをより良くしていきます。

成績評価の方法
ディスカッションへの貢献度(10%)、プレゼンテーションの内容(50%)、学期末レポートの内容(40%)　による総合評価を基本としつつ、授
業への積極的な参加をプラスに評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
上記、到達目標の達成度に基づいて評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
ミクロ経済学入門I・II

テキスト
必要な資料は配布します。

参考書
（注）各参考書とも最新号を使用
『日経業界地図』、日本経済新聞社編
『会社四季報』、東洋経済新報社

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
プレゼンテーションなどのスケジュール決め

【予習】分析内容について考えておく。
【復習】授業内容を確認する。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

グループによるプレゼンテーション
ディスカッション

【予習】資料・文献収集を行う。 プレゼンテーション担当グループはプレゼンテーションファイル作
成。
【復習】授業内容を確認する。

60

担当教員による説明
グループごとの打ち合わせ

【予習】分析内容について考えておく。
【復習】授業内容を確認する。

60

テーマ・概要
本科目では、興味のある日本の業界・企業について前学期上級演習Iで学んだことを基に調査・分析を続けます。
履修人数に応じてグループを作成し、グループごとに作業を行ってもらいます。各グループで興味のある業界を選んで、以下の2つのト
ピックを1学期かけて調べ、学びます。

(1)　社会的責任(CSR)と社会的責任投資(SRI)
(2)  業界または企業のM&A(国内・クロスボーダー)
      グループごとに自由テーマ

各回の報告中に業界や企業にまつわるクイズを行ったり、各グループ報告後に履修者全員でディスカッションを行ったりします。調査・分
析する業界・企業は各自の就職活動を念頭において自由に選んでも構いませんが、ディスカッションでは幅広い業界に渡る可能性がありま
す。なお、以下の授業の計画・内容を授業の進捗によって、一部変更する場合があります。

履修学生がＤＰ２（課題の発見と解決）、ＤＰ３（他者との協働）、ＤＰ５（表現力、発信力）、ＤＰ６（専門分野の知識・理解）、ＤＰ
７（総合マネジメント力）　を実現するため、以下を到達目標とする。

・グループで収集した資料や文献の内容をプレゼンテーションにまとめることができる。
・他グループのプレゼンテーションに対して、質問やコメントをすることができる。
・グループで分かりやすくプレゼンテーションをし、内容を説明することができる。
・自分たちでプレゼンテーションのテーマを設定できる。
・分析結果をグループで期末レポートとして、まとめることができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習II ＜１７＞

鷹岡　澄子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411102

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

グループによるプレゼンテーション
ディスカッション

【予習】資料・文献収集を行う。 プレゼンテーション担当グループはプレゼンテーションファイル作
成。
【復習】授業内容を確認する。

60

グループによるプレゼンテーション
ディスカッション

60

【予習】資料・文献収集を行う。 プレゼンテーション担当グループはプレゼンテーションファイル作
成。
【復習】授業内容を確認する。

60

第9回 担当教員による説明
グループごとの打ち合わせ

第7回

第8回

【予習】資料・文献収集を行う。 プレゼンテーション担当グループはプレゼンテーションファイル作
成。
【復習】授業内容を確認する。

グループによるプレゼンテーション
ディスカッション

【予習】資料・文献収集を行う。 プレゼンテーション担当グループはプレゼンテーションファイル作
成。
【復習】授業内容を確認する。

60

グループによるプレゼンテーション
ディスカッション

60

【予習】資料・文献収集を行う。 プレゼンテーション担当グループはプレゼンテーションファイル作
成。
【復習】授業内容を確認する。

60

グループによるプレゼンテーション
ディスカッション

【予習】資料・文献収集を行う。 プレゼンテーション担当グループはプレゼンテーションファイル作
成。
【復習】授業内容を確認する。
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60

第11回

第12回

第13回

グループによるプレゼンテーション
ディスカッション

【予習】資料・文献収集を行う。 プレゼンテーション担当グループはプレゼンテーションファイル作
成。
【復習】授業内容を確認する。

グループによるプレゼンテーション
ディスカッション

【予習】資料・文献収集を行う。 プレゼンテーション担当グループはプレゼンテーションファイル作
成。
【復習】授業内容を確認する。

グループによるプレゼンテーション
ディスカッション

【予習】資料・文献収集を行う。 プレゼンテーション担当グループはプレゼンテーションファイル作
成。
【復習】授業内容を確認する。

60

第10回

60

グループによるプレゼンテーション
ディスカッション

60

60

第15回

【予習】資料・文献収集を行う。 プレゼンテーション担当グループはプレゼンテーションファイル作
成。
【復習】授業内容を確認する。

60

グループによるプレゼンテーション
ディスカッション

【予習】 学期末レポート作成。 プレゼンテーション担当グループはプレゼンテーションファイル作
成。
【復習】授業内容を確認する。

グループによるプレゼンテーション
ディスカッション　
学期末レポート提出　
今学期のまとめ

【復習】授業内容を確認する。

第14回
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オフィス・アワーについては、ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　担当教員が、授業の進め方、プレゼンテーションのトピックを最初に説明します。
　学生はプレゼンテーションにむけてグループワークをすすめつつ、演習中に他の学生とディスカッションを行います。この流れを通じ
て、色んな視点も考慮しつつ、プレゼンテーションをより良くしていきます。

成績評価の方法
ディスカッションへの貢献度(10%)、プレゼンテーションの内容(50%)、学期末レポートの内容(40%)　による総合評価を基本としつつ、講
義中の発言や質問など授業への積極的参加をプラスに評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
上記、到達目標の達成度に基づいて評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
上級演習I

テキスト
必要な資料は配布します。

参考書
（注）各参考書とも最新号を使用
『日経業界地図』、日本経済新聞社編
『会社四季報』、東洋経済新報社
『CSR企業総覧』、東洋経済新報社

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
・研究倫理について
・班分け，前期の研究課題の提示

【復習】課題について理解し，次週に向けた学修計画を立てる。 120

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

企業と環境問題（２）
・雑誌記事の内容を整理し，発表の準備をする。

【予習】集めた雑誌記事を読んでまとめ，発表の準備をおこなう。
【復習】授業中の議論を振り返る。

120

企業と環境問題（１）
・雑誌記事の中から企業をめぐる環境問題のトピックについて学ぶ。
・関心を持つテーマに関係する雑誌記事を探す。

【予習】課題に関連する雑誌記事を集める。 120

テーマ・概要
テーマ：「環境問題と消費者の心理・行動」
企業と環境問題について漠然とした幅広い知識を蓄積させることが目的ではなく，企業経営や経営戦略の視点から環境問題を捉えて分析す
る技術を身につけることが演習の目的です。したがって，環境問題の勉強に加えて，マーケティング理論や消費者行動理論の学習に多くの
時間を使います。
学生は，関心を持つ具体的テーマについてグループごとに調査し，成果をまとめます。

例えば，研究領域の例としては以下の項目が挙げられます。
１．環境にやさしい製品について，どのように他社との差別化を図るか。
２．環境に関係する商品の広告を，消費者に対して効率的に伝えるにはどうすれば良いか。
３．環境ビジネスの市場の魅力をどのように判断し，どの分野に参入するべきか。
４．実施した環境対策をどのようにステークホルダーに伝えるのが効果的か。
５．自社の環境ブランド化をはかるためにどのような手段が有効か。

DP2（課題の発見と解決），3（他者との協働），5（表現力，発信力），6（専門分野の知識・理解），7（総合マネジメント力）を実現す
るため，次の点を到達目標とする。
１．関心を持つ内容について研究テーマを設定すること
２．経営学の理論を応用し，企業と環境問題をめぐるテーマに対して，論理的な分析・考察・提案をできるようにすること
３．研究に必要となる基礎的な分析技術を修得すること

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習Ｉ ＜１８＞

田口　誠

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411101

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

企業と環境問題に関する発表（１）
・雑誌記事の内容をグループごとに発表し，情報を共有する。

【予習】集めた雑誌記事を読んでまとめ，発表の準備をおこなう。
【復習】発表を振り返り，課題をまとめる。

120

企業と環境問題に関する発表（２）
・雑誌記事の内容をグループごとに発表し，情報を共有する。

120

【復習】これまでに学んだ内容を整理して発表準備をする。 120

第9回 経営学と環境問題（４）
・各グループが興味を持つ経営学の理論について教科書用いて学習する。
・発表の準備をする。

第7回

第8回

【予習】集めた雑誌記事を読んでまとめ，発表の準備をおこなう。
【復習】発表を振り返り，課題をまとめる。

経営学と環境問題（１）
・研究テーマとする経営学の分野について考える。
・興味にしたがってグループを作る。

【復習】興味を持つ分野の教科書を探し，次回の授業に持参する。 120

経営学と環境問題（２）
・各グループが興味を持つ経営学の理論について教科書を用いて学習する。

120

【復習】各班で設定した教科書を読む。 120

経営学と環境問題（３）
・各グループが興味を持つ経営学の理論について教科書用いて学習する。
・研究分野を絞り込む。

【復習】教科書を読んで整理する。関連する文献を収集する。
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120

第11回

第12回

第13回

経営学の理論に関する発表（１）
・各グループの学習成果について発表し，受講者全員でディスカッションをおこなう。

【予習】発表準備をする。
【復習】発表内容について課題を抽出し，さらに学習を続ける。

経営学の理論に関する発表（２）
・各グループの学習成果について発表し，受講者全員でディスカッションをおこなう。

【予習】発表準備をする。
【復習】発表内容について課題を抽出し，さらに学習を続ける。

経営学の理論に関する発表（３）
・各グループの学習成果について発表し，受講者全員でディスカッションをおこなう。
・発表を振り返り，今後の進め方について考える。

【予習】発表準備をする。
【復習】発表内容について課題を抽出し，さらに学習を続ける。

120

第10回

120

研究例の探索（１）
・興味を持つ分野の過去の研究例（論文）を探す。

120

120

第15回

【予習】研究例（論文）を探し，授業に持参する。
【復習】論文を読んで内容を理解する。

120

研究例の探索（２）
・さらに過去の研究例（論文）を探し，内容を整理する。

【予習】論文を読んで内容を理解する。
【復習】収集した文献について内容を整理しておく。

授業のまとめ

【復習】授業を振り返り，到達目標と自分の理解度を点検し，不足している知識等を確認して学修す
る。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
授業は，各班による報告と討論を中心に進める。
初回の授業において課題を提示するので，受講生はその課題の解決のため調査を企画し，データを収集・分析する。
期末までにレポートを作成し，提出する。また，授業中に調査の中間報告や最終報告をおこなう。

成績評価の方法
読書・課題の報告40%，議論への参加40%，レポート20%。
出席だけでは単位は取得できません。課題の準備，授業への積極的な参加が必須です。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

次の点に着目し，その達成度により評価する。
１．環境経営に関する適切な研究テーマを設定し，その内容を他者に対してわかりやすく説明できる。
２．設定した研究課題に関して，マーケティングや消費者行動の理論を応用して分析・考察・提案ができる。
３．研究に必要となる数値や文字データの基礎的な分析ができる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
授業で指示する。

テキスト
特になし

参考書
授業において適宜，紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
・前期の学修成果を振り返る。
・後期の課題を提示する。

【復習】課題について理解し，課題解決に向けた学修計画を立てる。 120

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

研究例の探索（２）
・興味を持つ分野・キーワードに関する過去の研究例（論文）を読む。

【復習】授業における検討にもとづき，さらに論文を調査する。 120

研究例の探索（１）
・興味を持つ分野・キーワードに関する過去の研究例（論文）を探す。

【予習】課題に関連する論文を集める。
【復習】グループで集めた論文を読んで内容を理解する。

120

テーマ・概要
テーマ：「環境問題と消費者の心理・行動」
企業と環境問題について漠然とした幅広い知識を蓄積させることが目的ではなく，企業経営や経営戦略の視点から環境問題を捉えて分析す
る技術を身につけることが演習の目的です。したがって，環境問題の勉強に加えて，マーケティング理論や消費者行動理論の学習に多くの
時間を使います。
学生は，関心を持つ具体的テーマについてグループごとに調査し，成果をまとめます。

例えば，研究領域の例としては以下の項目が挙げられます。
１．環境にやさしい製品について，どのように他社との差別化を図るか。
２．環境に関係する商品の広告を，消費者に対して効率的に伝えるにはどうすれば良いか。
３．環境ビジネスの市場の魅力をどのように判断し，どの分野に参入するべきか。
４．実施した環境対策をどのようにステークホルダーに伝えるのが効果的か。
５．自社の環境ブランド化をはかるためにどのような手段が有効か。

DP2（課題の発見と解決），3（他者との協働），5（表現力，発信力），6（専門分野の知識・理解），7（総合マネジメント力）を実現す
るため，次の点を到達目標とする。
１．関心を持つ内容について研究テーマを設定すること
２．経営学の理論を応用し，企業と環境問題をめぐるテーマに対して，論理的な分析・考察・提案をできるようにすること
３．研究に必要となる基礎的な分析技術を修得すること

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習II ＜１８＞

田口　誠

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411102

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

研究例の探索（３）
・興味を持つ分野・キーワードに関する過去の研究例（論文）を読んで整理する。

【復習】収集した論文の内容を整理してまとめる。 120

研究例の発表（１）
・調べた内容について各グループが発表し，受講者全員でディスカッションする。

120

【復習】過去の文献およびグループの議論をもとに，仮の研究テーマについて考える。 120

第9回 研究分野・研究テーマの設定（２）
・仮の研究テーマに関係する過去の研究を探し，論点を整理する。
・必要に応じて仮の研究テーマを修正する。

第7回

第8回

【予習】グループごとに発表準備をする。
【復習】発表を振り返り，課題を抽出する。

研究例の発表（２）
・調べた内容について各グループが発表し，受講者全員でディスカッションする。

【予習】グループごとに発表準備をする。
【復習】発表を振り返り，課題を抽出する。

120

研究例の発表（３）
・調べた内容について各グループが発表し，受講者全員でディスカッションする。

120

【予習】グループごとに発表準備をする。
【復習】発表を振り返り，課題を抽出する。

120

研究分野・研究テーマの設定（１）
・グループごとに仮の研究テーマを決める。

【復習】グループの議論を受け，仮の研究テーマについて考える。
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120

第11回

第12回

第13回

研究分野・研究テーマの設定（３）
・仮の研究テーマに関係する過去の研究を探し，論点を絞り込む。
・必要に応じて仮の研究テーマを修正する。

【復習】過去の文献およびグループの議論をもとに，仮の研究テーマを修正する。

研究分野・研究テーマの設定（４）
・グループごとに最終的な研究テーマ・仮説を決定する。
・設定した研究テーマ・仮説について報告する。

【復習】研究テーマ・仮説について考え，最終決定する。

分析技術の修得
・数値もしくは文字データを分析する手法について学ぶ。

【復習】教科書を用いて分析技術について学ぶ。

120

第10回

120

分析技術に関する発表
・学んだ分析手法について概要を発表する。

120

120

第15回

【予習】発表準備をする。
【復習】発表を振り返り，課題を抽出する。

120

研究計画書の作成
・これまでに学んだ内容にもとづき研究計画書を作成する。

【復習】研究計画書を書く。

研究計画書の提出
授業のまとめ

【復習】授業を振り返り，到達目標と自分の理解度を点検し，不足している知識等を確認して学修す
る。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
授業は，各班による報告と討論を中心に進める。
初回の授業において課題を提示するので，受講生はその課題の解決のため，調査を企画し，データを収集・分析する。
期末までにレポートを作成し，提出する。また，授業中に調査の中間報告や最終報告をおこなう。

成績評価の方法
読書・課題の報告40%，議論への参加40%，レポート20%。
出席だけでは単位は取得できません。課題の準備，授業への積極的な参加が必須です。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

次の点に着目し，その達成度により評価する。
１．環境経営に関する適切な研究テーマを設定し，その内容を他者に対してわかりやすく説明できる。
２．設定した研究課題に関して，マーケティングや消費者行動の理論を応用して分析・考察・提案ができる。
３．研究に必要となる数値や文字データの基礎的な分析ができる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
授業で指示する。

テキスト
特になし

参考書
授業において適宜，紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・研究倫理について（資料配布）
・演習の内容，進め方，予習・復習のしかたを説明します。

【予習】シラバスを読み，あらかじめその内容を把握する。
【復習】資料等を基に，授業の内容を再確認する。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

発表の準備・発表・討論
・発表の準備・発表・討論を行ないます。
・パソコン実習を行なうことがあります。

【予習】次回に向けた準備を進める。
【復習】進捗状況を再確認する。

90

文献等の探し方／図書館の利用のしかた
・より発展的な文献等の探し方や図書館の利用のしかたについて学修します。

【復習】授業の内容を再確認する。 90

テーマ・概要
ここ数年，「フィンテック」が注目を集めています。みなさんも「フィンテック」という言葉を目にしたり，耳にしたりしたことがあるか
もしれません。このクラスでは，ファイナンス（金融）に関連づけてさまざまな現実の経済問題を参加者で考えていきます。ファイナンス
に関係するニュースというと，完全にどこか遠い世界の話か，ものすごく狭い話題かのようなイメージをもたれるかもしれません。しか
し，決してそうではなく，実は私たちにとっても身近に関係する問題が含まれます。というわけで，ファイナンスに興味をもっている人は
もちろんのこと，いまはそれほど興味をもっていない人にとっても，ファイナンスの観点から問題を理解することは大切なのでは，と考え
ます。さまざまな興味をもつ人が参加することで，同じ題材に対しても，よりいろいろな見方が出され，各自が複合的な考え方を身につけ
ることができれば，と期待しています。

DP2（課題の発見と解決），DP3（他者との協働），DP5（表現力、発信力），DP6（専門分野の知識・理解），DP7（総合マネジメント力）
を実現するため，以下を到達目標とします：
最近の経済問題や実際の企業を取り上げ，ファイナンスに関連づけつつ多面的に理解することをめざします。さらに，取り上げた題材に関
する専門的理解を深めるだけではなく，関係する文献をさがし読みこなしてその本質をつかんで要領よく発表する，また，他の人の報告を
聞き討論を行なうといった，大学卒業後も社会で求められる，より一般的な能力を養うことをもめざします。

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習Ｉ ＜１９＞

時岡　規夫

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411101

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

発表の準備・発表・討論
・ひきつづき，発表の準備・発表・討論を行ないます。
・パソコン実習を行なうことがあります。

【予習】次回に向けた準備を進める。
【復習】進捗状況を再確認する。

90

発表の準備・発表・討論
・ひきつづき，発表の準備・発表・討論を行ないます。
・パソコン実習を行なうことがあります。

90

【予習】次回に向けた準備を進める。
【復習】進捗状況を再確認する。

90

第9回 発表の準備・発表・討論
・ひきつづき，発表の準備・発表・討論を行ないます。
・パソコン実習を行なうことがあります。

第7回

第8回

【予習】次回に向けた準備を進める。
【復習】進捗状況を再確認する。

発表の準備・発表・討論
・ひきつづき，発表の準備・発表・討論を行ないます。
・パソコン実習を行なうことがあります。

【予習】次回に向けた準備を進める。
【復習】進捗状況を再確認する。

90

発表の準備・発表・討論
・ひきつづき，発表の準備・発表・討論を行ないます。
・パソコン実習を行なうことがあります。

90

【予習】次回に向けた準備を進める。
【復習】進捗状況を再確認する。

90

発表の準備・発表・討論
・ひきつづき，発表の準備・発表・討論を行ないます。
・パソコン実習を行なうことがあります。

【予習】次回に向けた準備を進める。
【復習】進捗状況を再確認する。
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90

第11回

第12回

第13回

発表の準備・発表・討論
・ひきつづき，発表の準備・発表・討論を行ないます。
・パソコン実習を行なうことがあります。

【予習】次回に向けた準備を進める。
【復習】進捗状況を再確認する。

発表の準備・発表・討論
・ひきつづき，発表の準備・発表・討論を行ないます。
・パソコン実習を行なうことがあります。

【予習】次回に向けた準備を進める。
【復習】進捗状況を再確認する。

発表の準備・発表・討論
・ひきつづき，発表の準備・発表・討論を行ないます。
・パソコン実習を行なうことがあります。

【予習】次回に向けた準備を進める。
【復習】進捗状況を再確認する。

90

第10回

90

発表の準備・発表・討論
・ひきつづき，発表の準備・発表・討論を行ないます。
・パソコン実習を行なうことがあります。

120

90

第15回

【予習】次回に向けた準備を進める。
【復習】進捗状況を再確認する。

90

発表の準備・発表・討論
・ひきつづき，発表の準備・発表・討論を行ないます。

【復習】授業の内容を再確認する。

まとめ
・これまでに取り組んだ内容を確認します。

【復習】これまでの授業を振り返り，補足作業を行ない，まとめのレポートを完成させる。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
プレゼンテーション，ディスカッション形式中心の演習を行ないます。
①報告担当者を決めて，「レジュメ（要約）」に基づき発表するための準備を行なう，②実際に発表・報告する，③報告に対する全員参加
の質疑応答，討論を行なう，④出された疑問点等を自分なりに解決しながら，報告担当者は内容をレポートとしてまとめる，ということを
行ないます。
なお，プレゼンテーション，レポートのねらいは次のとおりです。
・プレゼンテーション：自分の理解を効果的に説明できているかを確認する。
・レポート：ディスカッションをふまえて自分の理解を明確に説明できているかを確認する。
上で示された準備学修の時間はあくまでも目安であって，進捗度に応じて取り組んでください。

成績評価の方法
授業への積極的参加状況や報告内容，ディスカッションへの参加・貢献度，まとめのレポートの内容などによって，総合的に評価します。
評価ウェイトはまとめのレポートが30%，授業への参加状況や報告内容，ディスカッションへの参加・貢献度などが70%を目安とする予定で
す。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し，その達成度により評価します。
①取り上げた問題について，多面的に専門的理解を深め，明確に説明できる。
②関係する文献をさがし読みこなしてその本質をつかんで要領よく発表できる。
③他の人の報告を聞き討論を行なうことができる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
関連科目は，取り上げられる題材や問題に対応する科目などです。テーマから，経済学部開設科目のうち，コア科目の中のB群の「ファイ
ナンスの基礎」や経営学応用発展科目の中のC群のファイナンス関連科目等がまず考えられますが，特定の科目の修得や履修を前提とはし
ません。

テキスト
使用するかどうかを含めて，現時点では未定です。適当な候補と思われるものが見つかれば参加者と相談しながら決める予定です。

参考書
適宜紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・研究倫理について（資料配布）
・演習の内容，進め方，予習・復習のしかたを説明します。

【予習】シラバスを読み，あらかじめその内容を把握する。
【復習】資料等を基に，授業の内容を再確認する。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

発表の準備・発表・討論
・ひきつづき，発表の準備・発表・討論を行ないます。
・パソコン実習を行なうことがあります。

【予習】次回に向けた準備を進める。
【復習】進捗状況を再確認する。

90

発表の準備・発表・討論
・発表の準備・発表・討論を行ないます。
・パソコン実習を行なうことがあります。

【予習】次回に向けた準備を進める。
【復習】進捗状況を再確認する。

90

テーマ・概要
ここ数年，「フィンテック」が注目を集めています。みなさんも「フィンテック」という言葉を目にしたり，耳にしたりしたことがあるか
もしれません。このクラスでは，ファイナンス（金融）に関連づけてさまざまな現実の経済問題を参加者で考えていきます。ファイナンス
に関係するニュースというと，完全にどこか遠い世界の話か，ものすごく狭い話題かのようなイメージをもたれるかもしれません。しか
し，決してそうではなく，実は私たちにとっても身近に関係する問題が含まれます。というわけで，ファイナンスに興味をもっている人は
もちろんのこと，いまはそれほど興味をもっていない人にとっても，ファイナンスの観点から問題を理解することは大切なのでは，と考え
ます。さまざまな興味をもつ人が参加することで，同じ題材に対しても，よりいろいろな見方が出され，各自が複合的な考え方を身につけ
ることができれば，と期待しています。

DP2（課題の発見と解決），DP3（他者との協働），DP5（表現力、発信力），DP6（専門分野の知識・理解），DP7（総合マネジメント力）
を実現するため，以下を到達目標とします：
最近の経済問題や実際の企業を取り上げ，ファイナンスに関連づけつつ多面的に理解することをめざします。さらに，取り上げた題材に関
する専門的理解を深めるだけではなく，関係する文献をさがし読みこなしてその本質をつかんで要領よく発表する，また，他の人の報告を
聞き討論を行なうといった，大学卒業後も社会で求められる，より一般的な能力を養うことをもめざします。

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習II ＜１９＞

時岡　規夫

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411102

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

発表の準備・発表・討論
・ひきつづき，発表の準備・発表・討論を行ないます。
・パソコン実習を行なうことがあります。

【予習】次回に向けた準備を進める。
【復習】進捗状況を再確認する。

90

発表の準備・発表・討論
・ひきつづき，発表の準備・発表・討論を行ないます。
・パソコン実習を行なうことがあります。

90

【予習】次回に向けた準備を進める。
【復習】進捗状況を再確認する。

90

第9回 発表の準備・発表・討論
・ひきつづき，発表の準備・発表・討論を行ないます。
・パソコン実習を行なうことがあります。

第7回

第8回

【予習】次回に向けた準備を進める。
【復習】進捗状況を再確認する。

発表の準備・発表・討論
・ひきつづき，発表の準備・発表・討論を行ないます。
・パソコン実習を行なうことがあります。

【予習】次回に向けた準備を進める。
【復習】進捗状況を再確認する。

90

発表の準備・発表・討論
・ひきつづき，発表の準備・発表・討論を行ないます。
・パソコン実習を行なうことがあります。

90

【予習】次回に向けた準備を進める。
【復習】進捗状況を再確認する。

90

発表の準備・発表・討論
・ひきつづき，発表の準備・発表・討論を行ないます。
・パソコン実習を行なうことがあります。

【予習】次回に向けた準備を進める。
【復習】進捗状況を再確認する。
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90

第11回

第12回

第13回

発表の準備・発表・討論
・ひきつづき，発表の準備・発表・討論を行ないます。
・パソコン実習を行なうことがあります。

【予習】次回に向けた準備を進める。
【復習】進捗状況を再確認する。

発表の準備・発表・討論
・ひきつづき，発表の準備・発表・討論を行ないます。
・パソコン実習を行なうことがあります。

【予習】次回に向けた準備を進める。
【復習】進捗状況を再確認する。

発表の準備・発表・討論
・ひきつづき，発表の準備・発表・討論を行ないます。
・パソコン実習を行なうことがあります。

【予習】次回に向けた準備を進める。
【復習】進捗状況を再確認する。

90

第10回

90

発表の準備・発表・討論
・ひきつづき，発表の準備・発表・討論を行ないます。
・パソコン実習を行なうことがあります。

120

90

第15回

【予習】次回に向けた準備を進める。
【復習】進捗状況を再確認する。

90

発表の準備・発表・討論
・ひきつづき，発表の準備・発表・討論を行ないます。

【復習】授業の内容を再確認する。

まとめ
・これまでに取り組んだ内容を確認します。

【復習】これまでの授業を振り返り，補足作業を行ない，まとめのレポートを完成させる。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
プレゼンテーション，ディスカッション形式中心の演習を行ないます。
①報告担当者を決めて，「レジュメ（要約）」に基づき発表するための準備を行なう，②実際に発表・報告する，③報告に対する全員参加
の質疑応答，討論を行なう，④出された疑問点等を自分なりに解決しながら，報告担当者は内容をレポートとしてまとめる，ということを
行ないます。
なお，プレゼンテーション，レポートのねらいは次のとおりです。
・プレゼンテーション：自分の理解を効果的に説明できているかを確認する。
・レポート：ディスカッションをふまえて自分の理解を明確に説明できているかを確認する。
上で示された準備学修の時間はあくまでも目安であって，進捗度に応じて取り組んでください。

成績評価の方法
授業への積極的参加状況や報告内容，ディスカッションへの参加・貢献度，まとめのレポートの内容などによって，総合的に評価します。
評価ウェイトはまとめのレポートが30%，授業への参加状況や報告内容，ディスカッションへの参加・貢献度などが70%を目安とする予定で
す。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し，その達成度により評価します。
①取り上げた問題について，多面的に専門的理解を深め，明確に説明できる。
②関係する文献をさがし読みこなしてその本質をつかんで要領よく発表できる。
③他の人の報告を聞き討論を行なうことができる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
関連科目は，取り上げられる題材や問題に対応する科目などです。テーマから，経済学部開設科目のうち，コア科目の中のB群の「ファイ
ナンスの基礎」や経営学応用発展科目の中のC群のファイナンス関連科目等がまず考えられますが，特定の科目の修得や履修を前提とはし
ません。

テキスト
使用するかどうかを含めて，現時点では未定です。適当な候補と思われるものが見つかれば参加者と相談しながら決める予定です。

参考書
適宜紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
・自己紹介
・講義の進め方の説明
・新聞読み合わせの順番と文献発表、業界研究の分担の検討・決定
・新聞の読み合わせ（講師）

【予習・復習】
・テキスト①と②を入手しておくこと
・使用できるPCの確保とOffice 365の使い方の確認（One Driveとオフィス機能）。
・関心のある業界について考えておくこと

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

・新聞の読み合わせ
・テキスト①第2章の発表

【予習・復習】
・テキスト①の第2章を読んでおくこと

60

・新聞の読み合わせ
・株価の分析
・テキスト①第１章の説明（講師）

【予習・復習】
・テキスト①の第１章を読んでおくこと
・株価の分析方法を習得すること

60

テーマ・概要
　本講座のテーマは「エクセレント（ビジョナリー）カンパニーの研究」です。これまでアメリカの経営コンサルティング会社の経営者や
出身者によって卓越した企業や先見性のある企業に関する研究が行われており、これらの優良企業に共通の属性を調査・分析する試みが見
られます。本講座では、関連する文献を学習するとともに、受講生がチームを組んで自主的にエクセレント（ビジョナリー）カンパニーを
選んだうえで、その優越性の背景を調査します。
　前半部分の上級演習Ⅰでは、『ビジョナリー・カンパニー』を講読し、優良企業に共通する特徴を理解します。また、後半部分の上級演
習Ⅱ（後期）の準備（日本の産業の分析や分析方法の学習と実践など）も行います。

ＤＰ２（課題の発見と解決）、ＤＰ３（他者との協働）、ＤＰ５（表現力、発信力）、ＤＰ６（専門分野の知識・理解）、ＤＰ７（総合マ
ネジメント力）　を実現するため、以下を到達目標とする。
1）「エクセレント・カンパニー」に関する過去の研究成果の概要を理解し、優良な企業を見極める能力を身につけること、2）新聞の読み
合わせを通じて、最近の企業経営環境について考える能力を高めること、3）後半部分で実施予定の企業分析を行ううえで、基礎となる情
報収集や分析の手法を身につけること、4）日本の主要産業の特徴を把握すること、を主な目標とします。

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習Ｉ ＜２０＞

俊野　雅司

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411101

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

・新聞の読み合わせ
・テキスト①第3章の発表
・財務データの分析

【予習・復習】
・テキスト①の第3章を読んでおくこと
・財務データの分析方法を習得すること

60

・新聞の読み合わせ
・テキスト①第4章の発表

60

【予習・復習】
・テキスト①の第8章を読んでおくこと

60

第9回 ・新聞の読み合わせ
・テキスト①第8章の発表

第7回

第8回

【予習・復習】
・テキスト①の第4章を読んでおくこと

・新聞の読み合わせ
・テキスト①第5章の発表

【予習・復習】
・テキスト①の第5章を読んでおくこと

60

・新聞の読み合わせ
・テキスト①第6章の発表

60

【予習・復習】
・テキスト①の第6章を読んでおくこと

60

・新聞の読み合わせ
・テキスト①第7章の発表

【予習・復習】
・テキスト①の第7章を読んでおくこと
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60

第11回

第12回

第13回

・新聞の読み合わせ
・テキスト①第9章の発表

【予習・復習】
・テキスト①の第9章を読んでおくこと

・新聞の読み合わせ
・テキスト①第10章の発表

【予習・復習】
・テキスト①の第10章を読んでおくこと

・新聞の読み合わせ
・テキスト②第1章の説明（講師）

【予習・復習】
・テキスト②の第1章を読んでおくこと

60

第10回

60

・新聞の読み合わせ
・テキスト②第2章の発表

60

60

第15回

【予習・復習】
・テキスト②の第2章を読んでおくこと

60

・新聞の読み合わせ
・テキスト②第3章の発表

【予習】
・テキスト②の第3章を読んでおくこと
・業界研究の準備

・新聞の読み合わせ
・業界研究の発表
・研究計画の発表（グループごと）

【予習】
後期における企業研究の計画についてまとめておくこと

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
順番を決めて、新聞の読み合わせ（担当者が関心のある新聞記事を発表）と基本テキスト（①ビジョナリーカンパニー、②ビジョナリーカ
ンパニー3）の講読（担当者がパワーポイントで資料を作成し、概要を説明）、業界研究

成績評価の方法
新聞の読み合わせを10％、テキストや業界研究の発表を60％、講義への積極的な参加状況（発言・出席）を30％の配分で評価を行う。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
主に、以下の点に関する到達度に応じて評価する。
・新聞の講読を通じて、企業の経営環境について理解する能力を身につけているか
・企業分析を行ううえで、基礎となる情報収集や分析の手法を身につけているか
・日本の主要産業の特徴を理解できているか

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「会社入門」、「企業経営入門」、「経営分析」は本講座の導入的な科目として有益と思われます。

テキスト
①『ビジョナリーカンパニー－時代を超える生存の原則』ジム・コリンズ、ジェリー・ポラス、日経BP社、1995年
②『ビジョナリーカンパニー３－衰退の五段階』ジム・コリンズ、日経BP社、2010年

参考書
『エクセレント・カンパニー』トム・ピーターズ、ロバート・ウォーターマン、英治出版
『会社四季報』東洋経済新報社

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
・上級演習Ⅰの復習と講義の進め方の説明
・新聞の読み合わせ（講師）

【予習・復習】
・テキスト②と③を準備しておくこと

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

・新聞の読み合わせ
・テキスト②第5章の発表

【予習・復習】
・テキスト②の第5章を読んでおくこと

60

・新聞の読み合わせ
・テキスト②第4章の発表

【予習・復習】
・テキスト②の第4章を読んでおくこと

60

テーマ・概要
　本講座は、上級演習の後半部分に相当し、「エクセレント（ビジョナリー）カンパニーの研究」を引き続きテーマとします。学期を通じ
て、指定したテキストのうち、『ビジョナリー カンパニー３－衰退の五段階』」と『日本の優秀企業研究』の購読を行います。また、
チームごとに、前半部分で自主的に選んだエクセレント（ビジョナリー）カンパニーを対象にして経営戦略や企業業績、株価のパフォーマ
ンスの分析などを行い、優越性の背景について考察を行います。分析結果は、パワーポイント等の資料にまとめたうえで、最後の講義の中
で、プレゼンテーションとディスカッションを行います。

ＤＰ２（課題の発見と解決）、ＤＰ３（他者との協働）、ＤＰ５（表現力、発信力）、ＤＰ６（専門分野の知識・理解）、ＤＰ７（総合マ
ネジメント力）　を実現するため、以下を到達目標とする。
１）「エクセレント（ビジョナリー）カンパニー」に関する過去の研究成果の概要を理解し、優良な企業を見極める能力を身につけるこ
と、２）新聞の読み合わせを通じて、最近の企業経営環境について考える能力を高めること、３）チームで自主的に選択したエクセレント
（ビジョナリー）カンパニーの分析を通じて、分析能力や資料作成能力、プレゼンテーション能力、グループワークの運営能力を高めるこ
と、を主な目標とします。

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習II ＜２０＞

俊野　雅司

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411102

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

・新聞の読み合わせ
・テキスト②第6章の発表

【予習・復習】
・テキスト②の第6章を読んでおくこと

60

・新聞の読み合わせ
・テキスト②第7章の発表

60

【予習・復習】
・テキスト③の第2の条件を読んでおくこと

60

第9回 ・新聞の読み合わせ
・テキスト③第2の条件の発表

第7回

第8回

【予習・復習】
・テキスト②の第7章を読んでおくこと

・新聞の読み合わせ
・テキスト②第8章の発表

【予習・復習】
・テキスト②の第8章を読んでおくこと

60

・新聞の読み合わせ
・テキスト③序章の発表

60

【予習・復習】
・テキスト③の序章を読んでおくこと

60

・新聞の読み合わせ
・テキスト③第1の条件の発表

【予習・復習】
・テキスト③の第1の条件を読んでおくこと

- 183 -



60

第11回

第12回

第13回

・新聞の読み合わせ
・テキスト③第3の条件の発表

【予習・復習】
・テキスト③の第3の条件を読んでおくこと

・新聞の読み合わせ
・テキスト③第4の条件の発表

【予習・復習】
・テキスト③の第4の条件を読んでおくこと

・新聞の読み合わせ
・テキスト③第5の条件の発表

【予習・復習】
・テキスト③の第5の条件を読んでおくこと

60

第10回

60

・新聞の読み合わせ
・テキスト③第6の条件の発表

120

60

第15回

【予習・復習】
・テキスト③の第6の条件を読んでおくこと

60

・新聞の読み合わせ
・テキスト③終章の発表

【予習・復習】
・テキスト③の終章を読んでおくこと
・発表用資料の取りまとめを行うこと

エクセレント（ビジョナリー）カンパニーに関する研究の発表

【予習】
・発表用資料の取りまとめを行うこと

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
順番を決めて、新聞の読み合わせ、基本テキスト（②『ビジョナリー カンパニー３－衰退の五段階』と③『日本の優秀企業研究』）の購
読、エクセレント（ビジョナリー）カンパニーに関する分析と発表

成績評価の方法
新聞の読み合わせを10％、テキストの発表を30％、チームの発表を30％、講義への積極的な参加状況（発言・出席）を30％の配分で評価を
行う。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
主に、以下の点に関する到達度に応じて評価する。
・優良な企業を見極める能力を身につけているか
・新聞の講読を通じて、企業経営環境について考える能力を身につけているか
・分析、資料作成、プレゼンテーション、グループワークの運営能力を身につけているか

必要な予備知識／先修科目／関連科目
上級演習Ⅰの履修が条件

テキスト
②『ビジョナリー カンパニー3－衰退の五段階』ジム・コリンズ、ジェリー・ポラス、日経BP社、2010年
③『日本の優秀企業研究』新原浩朗、日経ビジネス人文庫、2006年

参考書
『会社四季報』東洋経済新報社

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
講義の目的と到達目標の説明

講義の目的と到達目標を理解し，今後に向けて準備を行う。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

「ざっくり分かるファイナンス」
第1章　会計とファイナンスはどう違う（２）

【予習】教科書第1章を熟読する。
【復習】授業内で議論された内容の論点整理を行う。

90

「ざっくり分かるファイナンス」
第1章　会計とファイナンスはどう違う（１）

【予習】教科書第1章を熟読する。
【復習】授業内で議論された内容の論点整理を行う。

90

テーマ・概要
グローバル化が進むなか，東京一極集中と産業空洞化による都市（コミュニティ）の崩壊は凄まじい。教育・医療・介護・貧困などソフト
面だけではなく，空き家問題や都市再開発，さらには都市インフラの老朽化など，いま都市（コミュニティ）が抱えるハード面の問題もま
た深刻である。しかし残念ながら，こうした問題を解決するための方策はそう簡単に見つかるものではなく，まさに試行錯誤の状態にある
といってよい。これまでともすれば国や自治体など公共セクターに頼りがちであったが，近年ではNPM（ニューパブリックマネジメント）
に代表される新しい考え方が導入され，官民のあいだで様々な事業が展開されている。本演習は，経済学・経営学の視点に立ち，投資プロ
ジェクトの意思決定やその進め方などを学びながら，都市（コミュニティ）の再生について考えてみたい。

DP2(課題の発見と解決)、DP3(他者との協働)、DP5(表現力、発信力)、DP6(専門分野の知識・理解)、DP7(総合マネジメント力)を実現する
ため、以下を到達目標とする。
①ファイナンスの基本について学ぶ。
②都市再開発について有益とされる不動産証券化の考え方を学ぶ。
③経済学・経営学の面白さについて学ぶ。

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習Ｉ ＜２１＞

中神　康博

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411101

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

「ざっくり分かるファイナンス」
第2章　ファイナンスの基本（１）

【予習】教科書第2章を熟読する。
【復習】授業内で議論された内容の論点整理を行う。

90

「ざっくり分かるファイナンス」
第2章　ファイナンスの基本（２）

90

【予習】教科書第6章を熟読する。
【復習】授業内で議論された内容の論点整理を行う。

90

第9回 「ざっくり分かるファイナンス」
第6章　ファイナンスについて

第7回

第8回

【予習】教科書第2章を熟読する。
【復習】授業内で議論された内容の論点整理を行う。

「ざっくり分かるファイナンス」
第3章　現在価値について

【予習】教科書第3章を熟読する。
【復習】授業内で議論された内容の論点整理を行う。

90

「ざっくり分かるファイナンス」
第4章　企業価値について

90

【予習】教科書第4章を熟読する。
【復習】授業内で議論された内容の論点整理を行う。

90

「ざっくり分かるファイナンス」
第5章　投資の判断基準

【予習】教科書第5章を熟読する。
【復習】授業内で議論された内容の論点整理を行う。
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90

第11回

第12回

第13回

「証券化の知識」
第1章　証券化とは

【予習】教科書第1章を熟読する。
【復習】授業内で議論された内容の論点整理を行う。

「証券化の知識」
第2章　リスクをコントロールする手段

【予習】教科書第2章を熟読する。
【復習】授業内で議論された内容の論点整理を行う。

「証券化の知識」
第3章　リスクはどのように取引されるか

【予習】教科書第3章を熟読する。
【復習】授業内で議論された内容の論点整理を行う。

90

第10回

90

「証券化の知識」
第4章　証券化の新たな展開ーリスクの証券化

90

90

第15回

【予習】教科書第4章を熟読する。
【復習】授業内で議論された内容の論点整理を行う。

90

「証券化の知識」
第5章　現代の金融活動と証券化の意義

【予習】教科書第5章を熟読する。
【復習】授業内で議論された内容の論点整理を行う。

「証券化の知識」
第6章　証券化の拡大で明らかになった問題点

【予習】教科書第6章を熟読する。
【復習】授業内で議論された内容の論点整理を行う。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
授業は発表とディスカッションを中心に行われる。。

成績評価の方法
ゼミへの取り組み，ひとり数回の報告を中心に総合的に評価する。評価割合は，ゼミへの取り組み方（平常点），報告の内容それぞれ
50%，50%とする。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。①ファイナンスの基本について学ぶことができたか，②都市再開発に有益とされる不
動産証券化の考え方を学ぶことができたか，③経済学・経営学の面白さについて学ぶことができたか，これらの点に着目し，その達成度に
より評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
授業のなかで指示する。

テキスト
石野雄一『ざっくり分かるファイナンス』光文社新書　ISBN978-4-334-03397-2
大橋和彦『証券化の知識（第2版）』日経文庫　ISBN978-4-532-11216-5

参考書
とくになし。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
講義の目的と到達目標の説明

講義の目的と到達目標を理解し，今後に向けて準備を行う。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

事業評価についてーリアルオプションを中心に

【予習】配付資料を熟読する。発表グループは準備を行う。
【復習】授業内で議論された内容の論点整理を行う。

90

事業評価についてーリアルオプションを中心に

【予習】配付資料を熟読する。発表グループは準備を行う。
【復習】授業内で議論された内容の論点整理を行う。

90

テーマ・概要
グローバル化が進むなか，東京一極集中と産業空洞化による都市（コミュニティ）の崩壊は凄まじい。教育・医療・介護・貧困などソフト
面だけではなく，空き家問題や都市再開発，さらには都市インフラの老朽化など，いま都市（コミュニティ）が抱えるハード面の問題もま
た深刻である。しかし残念ながら，こうした問題を解決するための方策はそう簡単に見つかるものではなく，まさに試行錯誤の状態にある
といってよい。これまでともすれば国や自治体など公共セクターに頼りがちであったが，近年ではNPM（ニューパブリックマネジメント）
に代表される新しい考え方が導入され，官民のあいだで様々な事業が展開されている。本演習は，経済学・経営学の視点に立ち，投資プロ
ジェクトの意思決定やその進め方などを学びながら，都市（コミュニティ）の再生について考えてみたい。

DP2(課題の発見と解決)、DP3(他者との協働)、DP5(表現力、発信力)、DP6(専門分野の知識・理解)、DP7(総合マネジメント力)を実現する
ため、以下を到達目標とする。
①経済学・経営学の視点から都市（コミュニティー）再生の手法について学ぶ。
②これからのコミュニティの問題に対する解決策について考察する。
③経済学・経営学の面白さについて学ぶ。

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習II ＜２１＞

中神　康博

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411102

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

事業評価についてーリアルオプションを中心に

【予習】配付資料を熟読する。発表グループは準備を行う。
【復習】授業内で議論された内容の論点整理を行う。

90

ＰＰＰ／ＰＦＩ事業について

90

【予習】配付資料を熟読する。発表グループは準備を行う。
【復習】授業内で議論された内容の論点整理を行う。

90

第9回 不動産証券化による都市再開発事業について

第7回

第8回

【予習】配付資料を熟読する。発表グループは準備を行う。
【復習】授業内で議論された内容の論点整理を行う。

ＰＰＰ／ＰＦＩ事業について

【予習】配付資料を熟読する。発表グループは準備を行う。
【復習】授業内で議論された内容の論点整理を行う。

90

ＰＰＰ／ＰＦＩ事業について

90

【予習】配付資料を熟読する。発表グループは準備を行う。
【復習】授業内で議論された内容の論点整理を行う。

90

ＰＰＰ／ＰＦＩ事業について

【予習】配付資料を熟読する。発表グループは準備を行う。
【復習】授業内で議論された内容の論点整理を行う。
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90

第11回

第12回

第13回

不動産証券化による都市再開発事業について

【予習】配付資料を熟読する。発表グループは準備を行う。
【復習】授業内で議論された内容の論点整理を行う。

不動産証券化による都市再開発事業について

【予習】配付資料を熟読する。発表グループは準備を行う。
【復習】授業内で議論された内容の論点整理を行う。

都市（コミュニティ）再生の事例研究I

【予習】都市（コミュニティ）再生について調べる。
【復習】授業内で議論された内容の論点整理を行う。

90

第10回

90

都市（コミュニティ）再生の事例研究II

90

90

第15回

【予習】都市（コミュニティ）再生について調べる。
【復習】授業内で議論された内容の論点整理を行う。

90

都市（コミュニティ）再生の事例研究III

【予習】都市（コミュニティ）再生について調べる。
【復習】授業内で議論された内容の論点整理を行う。

まとめ

都市（コミュニティ）の再生について各自様々な角度から考える。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
授業は発表とディスカッションを中心に行われる。。

成績評価の方法
ゼミへの取り組み，ひとり数回の報告を中心に総合的に評価する。評価割合は，ゼミへの取り組み方（平常点），報告の内容それぞれ
50%，50%とする。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。①経済学・経営学の視点から都市（コミュニティー）再生の手法について学ぶことが
できたか，②これからのコミュニティの問題に対する解決策について考察することができたか，
③経済学・経営学の面白さについて学ぶことができたか，これらの点に着目し，その達成度により評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
授業で指示します。

テキスト
とくになし。

参考書
適宜指示。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・演習の進め方、プレゼンテーションの仕方を説明する。
・グループワークを開始し、各グループごとに準備のスケジュールを立てる。
・研究倫理について

【予習】シラバスを読み、演習の内容を確認する。

【復習】自分なりのファッション観、環境問題に対する意識を明確にしておく。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

グループ・ワーク（２）
・さらに課題に取り組み、プレゼンテーションの準備を行う。

【予習】グループで確定したテーマにもとづき、各自割り当てられた調査を行い、資料を作成する。

【復習】他のグループメンバーの調査状況をみて、自分がやるべき調査を考える。他のメンバーから教
えられたことを自分のものにしておく。

60

グループ・ワーク（１）
テーマ「ファスト・ファッションの戦略」
・テーマを検討・確定し、この課題について取り組む。

【予習】グループで確定したテーマにもとづき、各自割り当てられた調査を行い、資料を作成する。

【復習】他のグループメンバーの調査状況をみて、自分がやるべき調査を考える。他のメンバーから教
えられたことを自分のものにしておく。

60

テーマ・概要
テーマ「ファッション、資本主義、環境問題」

ファッション産業とその文化は、流行という形で表出したり、服の色や形がカウンターカルチャーの象徴になったり、経済状態を反映した
りします。ファッションデザイナーの三宅一生がいち早く提言してきたように、服地の原材料の生産地や製造工場の拠点を考えるならば、
ファッションは環境問題の視点を組み込むことなく分析することはできないものでもあります。
また、わたしたちは資本主義経済システムの中に生きています。この資本主義とファッション、資本主義と環境問題はどのように複雑な関
係にあるのでしょうか。
このゼミでは、ファッションを取り上げる場合には、必ず資本主義と環境問題ならびに私たちの社会との関連性を追究していく予定です。

ＤＰ２（課題の発見と解決）、ＤＰ３（他者との協働）、ＤＰ５（表現力、発信力）、ＤＰ６（専門分野の知識・理解）、ＤＰ７（総合マ
ネジメント力）　を実現するため、以下を到達目標とする。
①他人に、自らのファッションをめぐる環境問題についての問題意識を明確にきっちり伝えるプレゼンテーションの能力を身につける。
②グループワークを通し、メンバー相互に意見交換をして協力しながら、問題の解決方法を発見する。
②今日のファッションをめぐる環境問題と社会との関連性を理解し、問題の所在がどこにあるのかを発見し、自分の言葉で解説することが
できる。
③流行や環境問題の社会や人間への影響などに関する知識を獲得する。

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習Ｉ ＜２２＞

挾本　佳代

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411101

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

グループ・プレゼンテーション（１）
・作成した資料にもとづき、プレゼンテーションを行う。

【予習】グループ内で分担されたプレゼンテーション用の資料を作成する。プレゼンテーションの予行
演習を行う。

【復習】プレゼンテーションの達成度を確認する。プレゼンテーション内で出てきた質問に対する解答
を、再度検討する。

60

グループ・ワーク（３）
テーマ「衣服リサイクルの現状」
・テーマを検討・確定し、この課題について取り組む。

60

【予習】翌週の講義テーマについての問題点を、自ら考えておく。

【復習】これまで探求してきた「ファスト・ファッション」「衣服のリサイクル」との関連性について
理解を深めておく。

60

第9回 講義テーマ「現代におけるファッションの問題点（1）」
・講義の内容に即して、問題点を出し合い、議論を行う。

第7回

第8回

【予習】グループで確定したテーマにもとづき、各自割り当てられた調査を行い、資料を作成する。

【復習】他のグループメンバーの調査状況をみて、自分がやるべき調査を考える。他のメンバーから教
えられたことを自分のものにしておく。

グループ・ワーク（４）
・さらに課題に取り組み、プレゼンテーションの準備を行う。

【予習】グループで確定したテーマにもとづき、各自割り当てられた調査を行い、資料を作成する。

【復習】他のグループメンバーの調査状況をみて、自分がやるべき調査を考える。他のメンバーから教
えられたことを自分のものにしておく。

60

グループ・プレゼンテーション（２）
・作成した資料にもとづき、プレゼンテーションを行う。

60

【予習】グループ内で分担されたプレゼンテーション用の資料を作成する。プレゼンテーションの予行
演習を行う。

【復習】プレゼンテーションの達成度を確認する。プレゼンテーション内で出てきた質問に対する解答
を、再度検討する。レポートを作成する。

60

グループ・ワークの講評。
・レポート提出。
・個人プレゼンテーションの準備。
・検討しているテーマの発表。

【予習】翌週の講義テーマについての問題点を、自ら考えておく。

【復習】これまで探求してきた「ファスト・ファッション」「衣服のリサイクル」について理解を深め
ておく。
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60

第11回

第12回

第13回

講義テーマ「現代におけるファッションの問題点（2）」
・講義の内容に即して、問題点を出し合い、議論を行う。

【予習】発表者は、プレゼンテーション内容を深く検討し、資料を作成する。発表しない者は、前もっ
て知らせておいた発表者のテーマについて、事前調査をしておく。

【復習】これまで探求してきた「ファスト・ファッション」「衣服のリサイクル」との関連性について
理解を深めておく。

個人プレゼンテーション（1）
・自分の関心にもとづき、ファッションや流行に関連したテーマにしたがって、プレゼンテーションを行う。質疑応答にも答え
る。

【予習】発表者は、プレゼンテーション内容を深く検討し、資料を作成する。発表しない者は、前もっ
て知らせておいた発表者のテーマについて、事前調査をしておく。

【復習】発表者は、プレゼンテーションの反省をする。発表しない者は、自分のプレゼンテーションの
準備や、次回発表者のテーマについて事前調査をしておく。

個人プレゼンテーション（2）
・自分の関心にもとづき、ファッションや流行に関連したテーマにしたがって、プレゼンテーションを行う。質疑応答にも答え
る。

【予習】発表者は、プレゼンテーション内容を深く検討し、資料を作成する。発表しない者は、前もっ
て知らせておいた発表者のテーマについて、事前調査をしておく。

【復習】発表者は、プレゼンテーションの反省をする。発表しない者は、自分のプレゼンテーションの
準備や、次回発表者のテーマについて事前調査をしておく。

60

第10回

60

個人プレゼンテーション（3）
・自分の関心にもとづき、ファッションや流行に関連したテーマにしたがって、プレゼンテーションを行う。質疑応答にも答え
る。

60

60

第15回

【予習】発表者は、プレゼンテーション内容を深く検討し、資料を作成する。発表しない者は、前もっ
て知らせておいた発表者のテーマについて、事前調査をしておく。

【復習】発表者は、プレゼンテーションの反省をする。発表しない者は、自分のプレゼンテーションの
準備や、次回発表者のテーマについて事前調査をしておく。

60

個人プレゼンテーション（4）
・自分の関心にもとづき、ファッションや流行に関連したテーマにしたがって、プレゼンテーションを行う。質疑応答にも答え
る。

【予習】発表者は、プレゼンテーション内容を深く検討し、資料を作成する。発表しない者は、前もっ
て知らせておいた発表者のテーマについて、事前調査をしておく。

【復習】発表者は、プレゼンテーションの反省をする。レポートを作成する。

個人プレゼンテーションの講評。
これまでの総括。
レポート提出。

【予習】レポートを作成する。

【復習】前期を振り返り、これまで自ら探求してきたファッションと環境問題について確認をし、後期
に向けての課題を発見する努力を行う。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
・個人プレゼンテーションとグループワークを通し、演習全体で活発なディスカッションを行い、レポート提出を２回実施する。
・プレゼンテーションを行った個人に対し、積極的な質疑を行い、ゼミ全体に意欲的に参加することが大切である。

成績評価の方法
グループおよび個人プレゼンテーション（3回：40％）、課題レポート（2回：30％）、授業中の発言など、授業への積極的な参加（30％）
による総合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し、その達成度により評価する。
①グループメンバーと協力をして、テーマに意欲的に取り組んでいるか。
②プレゼンテーションを綿密に準備し、的確に行うことができているか。
③ファッションや環境問題に対し、深い洞察力をもって考察することができているか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。環境問題に対する考え方を知るためには「環境社会学の基礎」（前期：挾本担当）、「環境と社会システム」（後期）、ファッ
ション文化や流行を知るためには「社会史」（後期）を受講することを勧めておく。

テキスト
授業で適宜指示をする。

参考書
授業で適宜指示をする。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・前期提出レポートの講評。
・グループ・ワークを開始し、準備のスケジュールを立てる。
・研究倫理について

【復習】現代社会におけるファッションや環境問題について、自分なりの意見を明確にしておく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

グループ・ワーク（２）
・課題に取り組み、プレゼンテーションの準備を行う。

【予習】確定したテーマにもとづき、各自割り当てられた調査を行い、資料を作成する。

【復習】他のグループメンバーの調査状況をみて、自分がやるべき調査を考える。他のメンバーから教
えられたことを自分のものにしておく。

60

グループ・ワーク（１）
テーマ「ファスト・ファッションの抱える問題点」
・テーマを検討・確定し、この課題について取り組む。

【予習】確定したテーマにもとづき、各自割り当てられた調査を行い、資料を作成する。

【復習】他のグループメンバーの調査状況をみて、自分がやるべき調査を考える。他のメンバーから教
えられたことを自分のものにしておく。

60

テーマ・概要
テーマ「ファッション、資本主義、環境問題」

ファッション産業とその文化は、流行という形で表出したり、服の色や形がカウンターカルチャーの象徴になったり、経済状態を反映した
りします。ファッションデザイナーの三宅一生がいち早く提言してきたように、服地の原材料の生産地や製造工場の拠点を考えるならば、
ファッションは環境問題の視点を組み込むことなく分析することはできないものでもあります。
また、わたしたちは資本主義経済システムの中に生きています。この資本主義とファッション、資本主義と環境問題はどのように複雑な関
係にあるのでしょうか。
このゼミでは、ファッションを取り上げる場合には、必ず資本主義と環境問題ならびに私たちの社会との関連性を追究していく予定です。

ＤＰ２（課題の発見と解決）、ＤＰ３（他者との協働）、ＤＰ５（表現力、発信力）、ＤＰ６（専門分野の知識・理解）、ＤＰ７（総合マ
ネジメント力）　を実現するため、以下を到達目標とする。
①他人に、自らのファッションをめぐる環境問題についての問題意識を明確にきっちり伝えるプレゼンテーションの能力を身につける。
②グループワークを通し、メンバー相互に意見交換をして協力しながら、問題の解決方法を発見する。
②今日のファッションをめぐる環境問題と社会との関連性を理解し、問題の所在がどこにあるのかを発見し、自分の言葉で解説することが
できる。
③流行や環境問題の社会や人間への影響などに関する知識を獲得する。

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習II ＜２２＞

挾本　佳代

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411102

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

グループ・プレゼンテーション（１）
・作成した資料にもとづき、プレゼンテーションを行う。

【予習】分担されたプレゼンテーション用の資料を作成する。プレゼンテーションの予行演習を行う。

【復習】プレゼンテーションの達成度を確認する。プレゼンテーション内で出てきた質問に対する解答
を、再度検討する。

60

グループ・ワーク（３）
テーマ「エシカル・ファッション」
・テーマを検討・確定し、この課題について取り組む。

60

【予習】発表者は、プレゼンテーション内容を深く検討し、資料を作成する。発表しない者は、前もっ
て知らせておいた発表者のテーマについて、事前調査をしておく。

【復習】発表者は、プレゼンテーションの反省をする。発表しない者は、自分のプレゼンテーションの
準備や、次回発表者のテーマについて事前調査をしておく。

60

第9回 個人プレゼンテーション（１）
・自分の関心にもとづき、ファッションや流行に関連したテーマにしたがって、プレゼンテーションを行う。質疑応答にも答え
る。

第7回

第8回

【予習】確定したテーマにもとづき、各自割り当てられた調査を行い、資料を作成する。

【復習】他のグループメンバーの調査状況をみて、自分がやるべき調査を考える。他のメンバーから教
えられたことを自分のものにしておく。

グループ・ワーク（４）
・課題に取り組み、プレゼンテーションの準備を行う。

【予習】確定したテーマにもとづき、各自割り当てられた調査を行い、資料を作成する。

【復習】他のグループメンバーの調査状況をみて、自分がやるべき調査を考える。他のメンバーから教
えられたことを自分のものにしておく。

60

グループ・プレゼンテーション（２）
・作成した資料にもとづき、プレゼンテーションを行う。

60

【予習】グループ内で分担されたプレゼンテーション用の資料を作成する。プレゼンテーションの予行
演習を行う。

【復習】プレゼンテーションの達成度を確認する。プレゼンテーション内で出てきた質問に対する解答
を、再度検討する。レポートを作成する。

60

グループ・ワークの講評。
・レポート提出。
・個人プレゼンテーションの準備。
・検討しているテーマの発表。

【予習】レポートを作成する。個人プレゼンテーションのテーマを検討し、確定する。

【復習】これまで探求してきた「ファスト・ファッションの問題点」「エシカル・ファッション」につ
いて理解を深めておく。
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60

第11回

第12回

第13回

個人プレゼンテーション（２）
・自分の関心にもとづき、ファッションや流行に関連したテーマにしたがって、プレゼンテーションを行う。質疑応答にも答え
る。

【予習】発表者は、プレゼンテーション内容を深く検討し、資料を作成する。発表しない者は、前もっ
て知らせておいた発表者のテーマについて、事前調査をしておく。

【復習】発表者は、プレゼンテーションの反省をする。発表しない者は、自分のプレゼンテーションの
準備や、次回発表者のテーマについて事前調査をしておく。

個人プレゼンテーション（３）
・自分の関心にもとづき、ファッションや流行に関連したテーマにしたがって、プレゼンテーションを行う。質疑応答にも答え
る。

【予習】発表者は、プレゼンテーション内容を深く検討し、資料を作成する。発表しない者は、前もっ
て知らせておいた発表者のテーマについて、事前調査をしておく。

【復習】発表者は、プレゼンテーションの反省をする。発表しない者は、自分のプレゼンテーションの
準備や、次回発表者のテーマについて事前調査をしておく。

個人プレゼンテーション（４）
・自分の関心にもとづき、ファッションや流行に関連したテーマにしたがって、プレゼンテーションを行う。質疑応答にも答え
る。

【予習】発表者は、プレゼンテーション内容を深く検討し、資料を作成する。発表しない者は、前もっ
て知らせておいた発表者のテーマについて、事前調査をしておく。

【復習】発表者は、プレゼンテーションの反省をする。発表しない者は、自分のプレゼンテーションの
準備や、次回発表者のテーマについて事前調査をしておく。

60

第10回

60

個人プレゼンテーション（５）
・自分の関心にもとづき、ファッションや流行に関連したテーマにしたがって、プレゼンテーションを行う。質疑応答にも答え
る。

60

60

第15回

【予習】発表者は、プレゼンテーション内容を深く検討し、資料を作成する。発表しない者は、前もっ
て知らせておいた発表者のテーマについて、事前調査をしておく。

【復習】発表者は、プレゼンテーションの反省をする。発表しない者は、自分のプレゼンテーションの
準備や、次回発表者のテーマについて事前調査をしておく。

60

個人プレゼンテーション（６）
・自分の関心にもとづき、ファッションや流行に関連したテーマにしたがって、プレゼンテーションを行う。質疑応答にも答え
る。

【予習】発表者は、プレゼンテーション内容を深く検討し、資料を作成する。発表しない者は、前もっ
て知らせておいた発表者のテーマについて、事前調査をしておく。

【復習】発表者は、プレゼンテーションの反省をする。レポートを作成する。

個人プレゼンテーションの講評。
レポート提出。
卒業研究のテーマ探しの指示。

【予習】レポートを作成する。

【復習】後期を振り返り、これまで自ら探求してきたファッションと環境問題について確認をし、卒業
研究に向けての課題を発見する努力を行う。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
・個人プレゼンテーションを中心に、グループ・ワーク、ディスカッションを行い、レポート提出を実施する。
・プレゼンテーションを行った個人に対し、積極的な質疑を行い、ゼミ全体に意欲的に参加することが大切である。

成績評価の方法
グループおよび個人プレゼンテーション（3回：40％）、課題レポート（30％）、授業中の発言や質問など、授業への積極的な参加
（30％）による総合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し、その達成度により評価する。
①グループメンバーと協力をして、テーマに意欲的に取り組んでいるか。
②プレゼンテーションを綿密に準備し、的確に行うことができているか。
③ファッションや環境問題に対し、深い洞察力をもって考察することができているか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。環境問題に対する考え方を知るためには「環境社会学の基礎」（前期：挾本担当）、「環境と社会システム」（後期）、ファッ
ション文化や流行を知るためには「社会史」（後期）を受講することを勧めておく。

テキスト
授業で適宜指示をする。

参考書
授業で適宜指示をする。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
・自己紹介
・チーム分け

1分で自己紹介が出来るように準備する 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

内容の要約①
・重要なポイントを整理
・わかりやすく要約

書籍の内容の中で最も重要なポイントを整理する 60

ワークショップで扱う文献の決定
・事前に指定された文献を通読する
・ワークショップで取り扱う文献を決める

事前に書籍を入手して目次に目を通す 60

テーマ・概要
本上級演習では、チームで課題・問題を発見し、解決するプロジェクトを行います。プロジェクトのテーマは、企業の商品開発企画、地域
活性化、中小企業のグローバル化などありますので、相談の上決めていきます。
　プロジェクトを進めるためには、必要な知識を学び、スキルを高める必要があります。特に、調査、プレゼン、チームワーク、ライティ
ング、論理的思考法、リーダーシップなどが必要です。
そのために、上級演習Ⅰでは主に知識を習得しつつ、スキル・能力を高めるためのグループワークを中心とした相互学習をメインに、いく
つかのプロジェクトを同時並行的に実施していきます。
起業家、経営者、ビジネスマン、地域で活躍する人、海外で活躍する人など、ゲストにお越しいただいたり、インタビューを行ったりしま
す。フィールド調査の企画などもしてもらいます。

DP2（課題の発見と解決）、DP3（他者と協働）、DP4（自発性、積極性）、DP5（表現力、発信力）、DP6（専門分野の知識・理解）、DP7
（総合マネジメント力）を実現するため、以下を達成目標とする。
（１）必要な情報を収集し整理することができる
（２）ゴールを設定し、必要な行動をする逆算思考を持つことができる
（３）自分の伝えたい内容を、他人にわかりやすく伝えることができる
（４）チームで協同できる
（５）解くべき重要な課題を見つけることが出来る
（6）プロジェクトを最後まで実行し切る事ができる

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習Ｉ ＜２３＞

浜松　翔平

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411101

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

内容の要約②
・重要なポイントを整理
・わかりやすく要約

書籍の内容の中で最も重要なポイントを整理する 60

学びのデザイン
・書籍の内容を学ぶ方法を考える
・実際に実験する

90

予行演習のための準備を行う
フィードバックを受けて改善をする

90

第9回 ワークショップ予行演習③
・ワークショップの実施
・フィードバック
・改善方針の決定

第7回

第8回

書籍の内容を学ぶためにどのような演習が良いか検討する

ワークショップの作成
・書籍の要約の発表資料作成
・模擬演習の計画

ワークショップの方法を検討する 90

ワークショップ予行演習①
・ワークショップの実施
・フィードバック
・改善方針の決定

90

予行演習のための準備を行う
フィードバックを受けて改善をする

90

ワークショップ予行演習②
・ワークショップの実施
・フィードバック
・改善方針の決定

予行演習のための準備を行う
フィードバックを受けて改善をする
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90

第11回

第12回

第13回

ワークショップ予行演習④
・ワークショップの実施
・フィードバック
・改善方針の決定

予行演習のための準備を行う
フィードバックを受けて改善をする

ワークショップ実施①
・ワークショップの実施
・評価

ワークショップ実施準備を行う

ワークショップ実施②
・ワークショップの実施
・評価

ワークショップ実施準備を行う

90

第10回

90

ワークショップ実施③
・ワークショップの実施
・評価

60

90

第15回

ワークショップ実施準備を行う 90

ワークショップ実施④
・ワークショップの実施
・評価

ワークショップ実施準備を行う

まとめ

これまで学んだ内容を整理し、自分の成長を他者に伝えられるように準備する

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
授業ではグループワークを行います。チームを作り、チーム単位で学習を進めることになります。上級演習Ⅰでは、能力を高めるためのグ
ループワークをします。テーマを決めて文献や記事を読み、グループワークを設計します。①思考法（ロジカルシンキング／デザインシン
キング）②調査・分析（フィールド調査／データ分析）③戦略論（ポジショニング／リソースベーストビュー）④起業スタイル（スモール
ビジネス／スタートアップ）といった分野にチームを分け、全員参加のグループワークを設計・実行します。

成績評価の方法
グループワークの活動（40％）、プレゼンテーション（40％）、演習への参加状況や貢献（20％）とします。積極的な活動を行う学生には
プラスαをします。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.　
次の点に着目し、その達成度により評価する。
（１）必要な情報を収集し整理することができる
（２）ゴールを設定し、必要な行動をする逆算思考を持つことができる
（３）自分の伝えたい内容を、他人にわかりやすく伝えることができる
（４）チームで協同できる
（５）解くべき重要な課題を見つけることが出来る
（6）プロジェクトを最後まで実行し切る事ができる

必要な予備知識／先修科目／関連科目
必要な予備知識や先修科目はありません。「競争戦略」、「経営戦略」が関連科目となります。

テキスト
授業内で指示します。

参考書
授業内で指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

上級演習Ⅰで学んだ内容を振り返って、上級演習Ⅱで身につけたいスキルや能力を予め決める 90

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

テーマの検討

自分の取り組みたいテーマが社会にどのような価値をもたらしそうか検討してみる 90

チーム分け

得意なことを棚卸する 90

テーマ・概要
本上級演習では、チームで課題・問題を発見し、解決するプロジェクトを行います。プロジェクトのテーマは、企業の商品開発企画、地域
活性化、中小企業のグローバル化、日本発技術の海外展開など、相談の上決めていきます。
　プロジェクトを進めるためには、必要な知識を学び、スキルや能力を高める必要があります。特に、調査、プレゼン、チームワーク、ラ
イティング、論理的思考法、リーダーシップなどが必要です。上級演習Ⅰで、このようなスキルや能力を獲得した上で、上級演習Ⅱでは
チームを作りプロジェクトを実際に進めていきます。
起業家、経営者、ビジネスマン、地域で活躍する人、地方自治体職員、海外で活躍する人など、ゲストにお越しいただいたり、インタ
ビューを行ったりします。フィールド調査の企画などもしてもらいます。

DP2（課題の発見と解決）、DP3（他者と協働）、DP4（自発性、積極性）、DP5（表現力、発信力）、DP6（専門分野の知識・理解）、DP7
（総合マネジメント力）を実現するため、以下を達成目標とする。
（１）必要な情報を収集し整理することができる
（２）ゴールを設定し、必要な行動をする逆算思考を持つことができる
（３）自分の伝えたい内容を、他人にわかりやすく伝えることができる
（４）チームで協同できる
（５）解くべき重要な課題を見つけることが出来る
（6）プロジェクトを最後まで実行し切る事ができる

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習II ＜２３＞

浜松　翔平

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411102

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

プロジェクトの目的・目標の決定

プロジェクトを通じた目的・目標を整理しておく。個人が目指す目的・目標を整理する。 90

プロジェクトの成果案を決定

90

プロジェクトを実行する 90

第9回 プロジェクトの実行②

第7回

第8回

目指す成果を想定しておく

中間報告の準備

どのような内容を発表するか検討する 90

中間報告

90

発表の準備をする 90

プロジェクトの実行①

プロジェクトを実行する
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90

第11回

第12回

第13回

プロジェクトの実行③

プロジェクトを実行する

プロジェクトの実行④

プロジェクトを実行する

プロジェクトの実行⑤

プロジェクトを実行する

90

第10回

90

最終成果報告の発表準備

90

90

第15回

発表準備をする 90

最終成果報告

発表の練習をする

まとめ

これまでの学びを整理し、自分の成長を他者に語れるようにする

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
授業ではグループワークを行います。チームを作り、チーム単位で学習を進めることになります。
上級演習Ⅱで、プロジェクトを実行します。テーマを決めて、チームを作りプロジェクトを実行していきます。プロジェクトの最終的なア
ウトプットは関係者へのプレゼンテーション、報告書作成、商品試作、webサイト作成など、相談の上決めていきます。

成績評価の方法
グループワークの活動（40％）、プレゼンテーション（40％）、演習への参加状況や貢献（20％）とします。積極的な活動を行う学生には
プラスαをします。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.　
次の点に着目し、その達成度により評価する。
（１）必要な情報を収集し整理することができる
（２）ゴールを設定し、必要な行動をする逆算思考を持つことができる
（３）自分の伝えたい内容を、他人にわかりやすく伝えることができる
（４）チームで協同できる
（５）解くべき重要な課題を見つけることが出来る
（6）プロジェクトを最後まで実行し切る事ができる

必要な予備知識／先修科目／関連科目
必要な予備知識や先修科目はありません。「競争戦略」、「経営戦略」が関連科目です。

テキスト
テキストはイントロダクションで指示します。

参考書
参考書は適宜指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

担当者によるイントロダクション：

復習としては、テキストの重要部分の読み直し。 予習に60分、復習に60
分。

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

第1章についてのディスカッション

予習として、テキストの該当個所を再読して授業に参加のこと。
復習としては、テキストの重要部分の読み直しと議論の総括。

予習に60分、復習に60
分。

第1章「世界の幸福について」の内容報告

予習として、テキストの該当個所を事前に読んで授業に参加のこと。
復習としては、テキストの重要部分の読み直し。

予習に60分、復習に60
分。

テーマ・概要
世界はどのような軌跡を描いて経済発展を遂げてきたのだろうか。そして、これから先どうなるのだろうか。
「歴史に学び、歴史の理解をもって未来を解く鍵とする」ことによって、世界経済の過去と現在と未来を考えていこうというのが、この授
業のテーマである。
授業では、現在最も優秀な経済学者の一人で、昨年（2015年）にノーベル経済学賞を受賞したアンガス・ディートンの力作を素材にしなが
ら、日本を含む世界の経済発展を決定づけた要因は何なのかについて学ぶ。

ＤＰ２（課題の発見と解決）、ＤＰ３（他者との協働）、ＤＰ５（表現力、発信力）、ＤＰ６（専門分野の知識・理解）、ＤＰ７（総合マ
ネジメント力）　を実現するため、以下を到達目標とする。
約１万年前に長い氷河期が終わり、人類は定着農耕を始めた。そこには先進国も低開発国もなかった。われわれは１万年前は同じスター
ト・ラインに立っていたのに、なぜ今日、少数の豊かな国と多数の貧しい国とに分かれてしまったのか。世界各国間の貧富を決める要因は
何なのか。経済発展と幸福、経済発展と健康、経済発展と所得の関係はどうなっているのか。
　この演習では、これらの点について、多面的に学習する。これを通じて、受講者諸君は、今日のこの大きな格差の現状と問題を理解でき
るようになるだろう。また、どこを正せばその国は経済成長を始めるのかも提言することができるだろう。
　「経済発展を分ける要因は何なのか」の答えは、「経済理論の中にも、経済政策の中にもない。答えは経済史の中に隠されている」。受
講者諸君には、それを見つけてもらいたい。

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習Ｉ ＜２４＞

松本　貴典

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411101

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

第2章「有史以前から1945年まで」についての内容報告

予習として、テキストの該当個所を事前に読んで授業に参加のこと。
復習としては、テキストの重要部分の読み直し。

予習に60分、復習に60
分。

第2章についてのディスカッション

予習に60分、復習に60
分。

予習として、テキストの該当個所を再読して授業に参加のこと。
復習としては、テキストの重要部分の読み直しと議論の総括。

予習に60分、復習に60
分。

第9回 第4章についてのディスカッション

第7回

第8回

予習として、テキストの該当個所を再読して授業に参加のこと。
復習としては、テキストの重要部分の読み直しと議論の総括。

第3章「熱帯地方における死からの脱出」についての内容報告

予習として、テキストの該当個所を事前に読んで授業に参加のこと。
復習としては、テキストの重要部分の読み直し。

予習に60分、復習に60
分。

第3章についてのディスカッション

予習に60分、復習に60
分。

予習として、テキストの該当個所を再読して授業に参加のこと。
復習としては、テキストの重要部分の読み直しと議論の総括。

予習に60分、復習に60
分。

第4章「現代世界の健康まで」についての内容報告

予習として、テキストの該当個所を事前に読んで授業に参加のこと。
復習としては、テキストの重要部分の読み直し。
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予習に60分、復習に60
分。

第11回

第12回

第13回

第5章「アメリカの物質的幸福」についての内容報告

予習として、テキストの該当個所を事前に読んで授業に参加のこと。
復習としては、テキストの重要部分の読み直し。

第5章についてのディスカッション

予習として、テキストの該当個所を再読して授業に参加のこと。
復習としては、テキストの重要部分の読み直しと議論の総括。

第6章「グローバル化と最大の脱出」についての内容報告

予習として、テキストの該当個所を事前に読んで授業に参加のこと。
復習としては、テキストの重要部分の読み直し。

予習に60分、復習に60
分。

第10回

予習に60分、復習に60
分。

第6章についてのディスカッション

予習に60分、復習に60
分。

予習に60分、復習に60
分。

第15回

予習として、テキストの該当個所を再読して授業に参加のこと。
復習としては、テキストの重要部分の読み直しと議論の総括。

予習に60分、復習に60
分。

第7章「取り残された者をどうやって助けるか」についての内容報告

予習として、テキストの該当個所を事前に読んで授業に参加のこと。
復習としては、テキストの重要部分の読み直し。

第7章についてのディスカッション

予習として、テキストの該当個所を再読して授業に参加のこと。
復習としては、テキストの重要部分の読み直しと議論の総括。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
テキストや演習担当者が配布するプリントの各章を受講生にローテーションで報告してもらい、演習参加者全員で報告内容について議論を
する形式で進める。

成績評価の方法
学期末に提出されるレポート（40％）、授業への積極性（20％）、授業での報告の善し悪し（20％）、授業への貢献度（20％）にもとづき
評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
上記、到達目標の達成度に基づいて評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
予備知識と先修科目はとくにない。関連科目は経済史関連がそれにあたる。

テキスト
アンガス・ディートン『大脱出――健康、お金、格差の起原――』みすず書房、2014年

参考書
ロバート・C・アレン『なぜ豊かな国と貧しい国が生まれたのか』NTT出版、2012年
ロバート・C・アレン『世界史のなかの産業革命―資源・人的資本・グローバル経済―』名古屋大学出版会、2017年
アンソニー・B・アトキンソン『21世紀の不平等』東洋経済新報社、2015年
ケネス・ポメランツ＆スティーヴン・トピック『グローバル経済の誕生——貿易が作り変えたこの世界——』筑摩書房、2013年
ダロン・アセモグル＆ジェイムズ・A・ロビンソン『国家はなぜ衰退するのか(上)(下)——権力・繁栄・貧困の起源——』早川書房、2013年
ブランコ・ミラノヴィッチ『不平等について——経済学と統計が語る26の話——』みすず書房、2012年　ほか

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

担当者によるイントロダクション：

復習としては、テキストの重要部分の読み直し。 復習に60分。

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

第1章についてのディスカッション

予習として、テキストの該当個所を再読して授業に参加のこと。
復習としては、テキストの重要部分の読み直しと議論の総括。

予習に60分、復習に60
分。

第1章の内容報告

予習として、テキストの該当個所を事前に読んで授業に参加のこと。
復習としては、テキストの重要部分の読み直し。

予習に60分、復習に60
分。

テーマ・概要
世界はどのような軌跡を描いて経済発展を遂げてきたのだろうか。そして、これから先どうなるのだろうか。
「歴史に学び、歴史の理解をもって未来を解く鍵とする」ことによって、世界経済の過去と現在と未来を考えていこうというのが、この授
業のテーマである。
授業では、現在最も優秀な経済学者の一人で、昨年（2015年）にノーベル経済学賞を受賞したアンガス・ディートンの力作を素材にしなが
ら、日本を含む世界の経済発展を決定づけた要因は何なのかについて学ぶ。

ＤＰ２（課題の発見と解決）、ＤＰ３（他者との協働）、ＤＰ５（表現力、発信力）、ＤＰ６（専門分野の知識・理解）、ＤＰ７（総合マ
ネジメント力）　を実現するため、以下を到達目標とする。
約１万年前に長い氷河期が終わり、人類は定着農耕を始めた。そこには先進国も低開発国もなかった。われわれは１万年前は同じスター
ト・ラインに立っていたのに、なぜ今日、少数の豊かな国と多数の貧しい国とに分かれてしまったのか。世界各国間の貧富を決める要因は
何なのか。経済発展と幸福、経済発展と健康、経済発展と所得の関係はどうなっているのか。
　この演習では、これらの点について、多面的に学習する。これを通じて、受講者諸君は、今日のこの大きな格差の現状と問題を理解でき
るようになるだろう。また、どこを正せばその国は経済成長を始めるのかも提言することができるだろう。
　「経済発展を分ける要因は何なのか」の答えは、「経済理論の中にも、経済政策の中にもない。答えは経済史の中に隠されている」。受
講者諸君には、それを見つけてもらいたい。

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習II ＜２４＞

松本　貴典

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411102

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

第2章の内容報告

予習として、テキストの該当個所を事前に読んで授業に参加のこと。
復習としては、テキストの重要部分の読み直し。

予習に60分、復習に60
分。

第2章についてのディスカッション

予習に60分、復習に60
分。

予習として、テキストの該当個所を再読して授業に参加のこと。
復習としては、テキストの重要部分の読み直しと議論の総括。

予習に60分、復習に60
分。

第9回 第4章についてのディスカッション

第7回

第8回

予習として、テキストの該当個所を再読して授業に参加のこと。
復習としては、テキストの重要部分の読み直しと議論の総括。

第3章の内容報告

予習として、テキストの該当個所を事前に読んで授業に参加のこと。
復習としては、テキストの重要部分の読み直し。

予習に60分、復習に60
分。

第3章についてのディスカッション

予習に60分、復習に60
分。

予習として、テキストの該当個所を再読して授業に参加のこと。
復習としては、テキストの重要部分の読み直しと議論の総括。

予習に60分、復習に60
分。

第4章の内容報告

予習として、テキストの該当個所を事前に読んで授業に参加のこと。
復習としては、テキストの重要部分の読み直し。
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予習に60分、復習に60
分。

第11回

第12回

第13回

第5章の内容報告

予習として、テキストの該当個所を事前に読んで授業に参加のこと。
復習としては、テキストの重要部分の読み直し。

第5章についてのディスカッション

予習として、テキストの該当個所を再読して授業に参加のこと。
復習としては、テキストの重要部分の読み直しと議論の総括。

第6章の内容報告

予習として、テキストの該当個所を事前に読んで授業に参加のこと。
復習としては、テキストの重要部分の読み直し。

予習に60分、復習に60
分。

第10回

予習に60分、復習に60
分。

第6章についてのディスカッション

予習に60分、復習に60
分。

予習に60分、復習に60
分。

第15回

予習として、テキストの該当個所を再読して授業に参加のこと。
復習としては、テキストの重要部分の読み直しと議論の総括。

予習に60分、復習に60
分。

第7章の内容報告

予習として、テキストの該当個所を事前に読んで授業に参加のこと。
復習としては、テキストの重要部分の読み直し。

第7章についてのディスカッション

予習として、テキストの該当個所を再読して授業に参加のこと。
復習としては、テキストの重要部分の読み直しと議論の総括。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
テキストや演習担当者が配布するプリントの各章を受講生にローテーションで報告してもらい、演習参加者全員で報告内容について議論を
する形式で進める。

成績評価の方法
学期末に提出されるレポート（40％）、授業への積極性（20％）、授業での報告の善し悪し（20％）、授業への貢献度（20％）にもとづき
評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
上記、到達目標の達成度に基づいて評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
予備知識と先修科目はとくにない。関連科目は経済史関連がそれにあたる。

テキスト
アンガス・ディートン『大脱出――健康、お金、格差の起原――』みすず書房、2014年

参考書
ロバート・C・アレン『なぜ豊かな国と貧しい国が生まれたのか』NTT出版、2012年
ロバート・C・アレン『世界史のなかの産業革命―資源・人的資本・グローバル経済―』名古屋大学出版会、2017年
アンソニー・B・アトキンソン『21世紀の不平等』東洋経済新報社、2015年
ケネス・ポメランツ＆スティーヴン・トピック『グローバル経済の誕生——貿易が作り変えたこの世界——』筑摩書房、2013年
ダロン・アセモグル＆ジェイムズ・A・ロビンソン『国家はなぜ衰退するのか(上)(下)——権力・繁栄・貧困の起源——』早川書房、2013年
ブランコ・ミラノヴィッチ『不平等について——経済学と統計が語る26の話——』みすず書房、2012年　ほか

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・研究倫理について
・演習の進め方、調査のまとめ方、履修者の自己紹介

【予習】シラバスを読む。
【復習】授業時に与えられた課題について、次回授業までに回答を作成する。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

先行研究サーベイ（１）
グループごとに先行研究の論文を読み、まとめる。

【予習】グループで決めた課題について、情報収集を行う。
【復習】データの収集、分析を行う。図書館で情報収集する。

60

研究テーマの決定とグループ分け
・各個人の問題意識に基づき、グループワークのためのグループ分け、課題を決定する。

【予習】研究テーマのアイディアを考えてくる。
【復習】必要な調査データなどを探す。

90

テーマ・概要
テーマは、「家族と社会保障・労働問題」です。
この演習では、恋愛、結婚、子育て、教育、介護といった家族をとりまく事象と社会保障・労働問題について研究します。分析ツールは、
経済学だけでなく、社会学や心理学の知見も利用します。
上級演習Ⅰでは、社会保障や労働経済学の先行研究を学習し、関心ある研究テーマ別に後期の研究計画をたてるグループワークを行いま
す。他のメンバーと協力しながら、１つの課題を完成するためのコミュニケーション力、グループ牽引力、分析力の向上をめざします。

DP２（課題の発見と解決）、DP３（他者との協同）、DP５（表現力、発信力）、DP６（専門知識の獲得）、DP７（総合マネジメント力）を
実現するために、以下の到達目標を挙げる。
①　専門知識の修得を深め、客観的な資料・データに基づいた分析、考察ができる。
②　他者と協同し、なおかつ主体的に課題に取り組み、論理的なプレゼンテーション資料を作成し、発表ができる。
③　発表された内容について、的確なコメント、ディスカッションができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習Ｉ ＜２５＞

丸山　桂

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411101

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

先行研究サーベイ（２）
グループごとに先行研究の論文を読み、まとめる。

【予習】グループで決めた課題について、情報収集を行う。
【復習】データの収集、分析を行う。図書館で情報収集する。

60

先行研究サーベイ（３）
グループごとに先行研究の論文を読み、まとめる。

60

【予習】グループで決めた課題について、情報収集を行う。
【復習】データの収集、分析を行う。図書館で情報収集する。

60

第9回 先行研究サーベイ（５）
発表会で指摘された事項について、さらに調査・研究を進める。

第7回

第8回

【予習】グループで決めた課題について、情報収集を行う。
【復習】データの収集、分析を行う。図書館で情報収集する。

先行研究発表会（１）

【予習】発表資料、原稿を準備する。
【復習】指摘された問題点について、図書館等で資料を調べる。

90

先行研究発表会（２）

60

【予習】発表資料、原稿を準備する。
【復習】指摘された問題点について、図書館等で資料を調べる。

90

先行研究サーベイ（４）
発表会で指摘された事項について、さらに調査・研究を進める。

【予習】グループで決めた課題について、情報収集を行う。
【復習】データの収集、分析を行う。図書館で情報収集する。
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90

第11回

第12回

第13回

先行研究サーベイ（６）
発表会で指摘された事項について、さらに調査・研究を進める。

【予習】グループで決めた課題について、情報収集を行う。
【復習】データの収集、分析を行う。図書館で情報収集する。

先行研究発表会（３）

【予習】発表資料、原稿を準備する。
【復習】指摘された問題点について、図書館等で資料を調べる。

先行研究発表会（４）

【予習】発表資料、原稿を準備する。
【復習】指摘された問題点について、図書館等で資料を調べる。

60

第10回

90

後期の研究課題の決定・話し合い（１）

120

90

第15回

【予習】指摘された問題点の改善策、研究課題を考える。
【復習】データの収集、分析を行う。図書館で情報収集する。

60

後期の研究課題の決定・話し合い（２）

【予習】指摘された問題点の改善策、研究課題を考える。
【復習】データの収集、分析を行う。図書館で情報収集する。

後期の研究課題の決定・発表会

【予習】発表資料、原稿を準備する。
【復習】指摘された問題点について、図書館等で資料を調べる。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
履修者でグループワークを行う。全員で協力して発表資料を作成し、発表、質疑応答を繰り返す。教員や他の履修者からのアドバイスをも
とに、発表内容をブラッシュアップしていく。
なお、研究の進捗状況に応じて、シラバスの内容・順番を変更することがある。

評価基準は以下の通りである。
授業時の発表内容：グループワークの発表内容。的確な資料を用いて、分析・考察ができているか
グループへの貢献・主体性：グループワークにおける主体性、研究の進め方への貢献度
ディスカッションへの参加：授業内での質疑応答の積極性、内容の的確さ

成績評価の方法
授業時の発表内容（50％）、グループへの貢献・主体性（30％）、ディスカッションへの参加（20％）の総合評価。
病欠等の場合は、必ず事前に連絡を入れること。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
DP２（課題の発見と解決）、DP３（他者との協同）、DP４（自発性、積極性）、DP５（表現力、発信力）、DP６（専門知識の獲得）、DP７
（総合マネジメント力）を達成するために、以下の点の到達度から評価する。
①　専門知識の修得を深め、客観的な資料・データに基づいた分析、考察ができる。
②　他者と協同し、なおかつ主体的に課題に取り組み、論理的なプレゼンテーション資料を作成し、発表ができる。
③　発表された内容について、的確なコメント、ディスカッションができる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
必要な予備知識はないが、年金の経済学、福祉の経済学、医療と健康の経済学、労働経済学などの社会保障、労働関係の科目の未履修者
は、３年次での履修をすすめる。

テキスト
テキストは使用しない。

参考書
橘木 俊詔・迫田 さやか『夫婦格差社会 - 二極化する結婚のかたち』中公新書
中島隆信『家族はなぜうまくいかないのか−論理的思考で考える』祥伝社
内閣府『少子化社会対策白書』（各年版）
厚生労働省『厚生労働白書』（各年版）など
その他、グループの研究テーマにそった文献等については、適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

後期ガイダンス
・研究倫理について
・スケジュールの確認、前期で決めた研究テーマについて分析案を話し合う。
・研究倫理について

【予習】上級演習Ⅰの発表内容を振り返る。
【復習】図書館等で資料を収集し、分析する。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

グループワーク（２）
・研究テーマについて、分析案を話し合い、調査分析案を決定する。

【予習】必要な調査データなどを探す。
【復習】図書館等で資料を収集し、分析する。

60

グループワーク（１）
・研究テーマについて、分析案を話し合い、調査分析案を決定する。

【予習】必要な調査データなどを探す。
【復習】図書館等で資料を収集し、分析する。

60

テーマ・概要
テーマは、「家族と社会保障・労働問題」です。
この演習では、恋愛、結婚、子育て、教育、介護といった家族をとりまく事象と社会保障・労働問題について研究します。分析ツールは、
経済学だけでなく、社会学や心理学の知見も利用します。
後期は、前期の上級演習Ⅰで決めた研究内容にそって、グループごとに調査分析を行います。
分析結果は、中間発表会、最終発表会で発表するだけでなく、グループで調査報告書を作成します。
　なお、研究の進捗状況により、スケジュールの変更の可能性があります。

DP２（課題の発見と解決）、DP３（他者との協同）、DP５（表現力、発信力）、DP６（専門知識の獲得）、DP７（総合マネジメント力）を
達成するために、以下の到達目標を挙げる。
①　専門知識の修得を深め、客観的な資料・データに基づいた分析、考察ができる。
②　他者と協同し、なおかつ主体的に課題に取り組み、論理的なプレゼンテーション資料を作成し、発表ができる。
③　発表された内容について、的確なコメント、ディスカッションができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習II ＜２５＞

丸山　桂

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411102

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

中間発表会（１）
・グループ別の発表会。その後、質疑応答、ディスカッションを行う。

【予習】発表資料、原稿を準備する。
【復習】理解や分析が不足していた箇所について、確認する。

90

グループワーク（３）
・中間発表会のコメントをふまえ、調査分析案を改善する。

90

【予習】発表資料と発表原稿を用意する。
【復習】指摘された問題点について、図書館等で資料を収集する。

90

第9回 中間発表会（２）
・グループ別の発表会。その後、質疑応答、ディスカッションを行う。

第7回

第8回

【予習】発表資料と発表原稿を用意する。
【復習】指摘された課題点について、図書館等で調べる。

グループワーク（４）
・データ収集、調査票を回収し、分析に着手する。

【予習】発表資料と発表原稿を用意する。
【復習】指摘された課題点について、図書館等で調べる。

90

グループワーク（５）
・データ収集、調査票を回収し、分析に着手する。

90

【予習】発表資料と発表原稿を用意する。
【復習】指摘された課題点について、図書館等で調べる。

90

グループワーク（６）
・データ収集、調査票を回収し、分析に着手する。

【予習】発表資料と発表原稿を用意する。
【復習】指摘された課題点について、図書館等で調べる。
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90

第11回

第12回

第13回

中間発表会（３）
・グループ別の発表会。その後、質疑応答、ディスカッションを行う。

【予習】発表資料と発表原稿を用意する。
【復習】指摘された課題点について、図書館等で調べる。

グループワーク（７）
・中間発表会のコメントをふまえ、分析を進める。報告書を執筆する。

【予習】指摘された課題点について、図書館等で調べる。
【復習】分析、報告書執筆を進める。

グループワーク（８）
・中間発表会のコメントをふまえ、分析を進める。報告書を執筆する。

【予習】指摘された課題点について、図書館等で調べる。
【復習】分析、報告書執筆を進める。

90

第10回

90

グループワーク（９）
・中間発表会のコメントをふまえ、分析を進める。報告書を執筆する。

120

120

第15回

【予習】指摘された課題点について、図書館等で調べる。
【復習】分析、報告書執筆を進める。

90

最終報告会（１）
・パワーポイントを用いて、研究成果を報告する。
グループワークの内容を最終報告書にまとめる。

【予習】発表資料と発表原稿を用意する。
【復習】指摘された課題点について、図書館等で調べる。最終報告書を作成する。

最終報告会（２）
・パワーポイントを用いて、研究成果を報告する。グループワークの内容を最終報告書にまとめる。

【予習】発表資料と発表原稿を用意する。
【復習】指摘された課題点について、図書館等で調べる。最終報告書を作成する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
履修者でグループワークを行う。全員で協力して発表資料を作成し、発表、質疑応答を繰り返す。教員や他の履修者からのアドバイスをも
とに、発表内容をブラッシュアップしていく。最後にグループワークの内容について、最終報告書をポータルサイトから提出する。
評価視点は以下の通りである。
授業時の発表内容・最終報告書の内容：複数の資料・データに基づい、論理性、オリジナル性、文章表現力
グループへの貢献・主体性：グループワークでの主体性、作業の貢献度
ディスカッションへの参加：授業時の質疑応答への積極的な参加、質疑内容

成績評価の方法
授業時の発表内容・最終報告書の内容（50％）、グループへの貢献・主体性（30％）、ディスカッションへの参加（20％）の総合評価。
病欠等の場合は、必ず事前に連絡を入れること。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
DP２（課題の発見と解決）、DP３（他者との協同）、DP４（自発性、積極性）、DP５（表現力、発信力）、DP６（専門知識の獲得）、DP７
（総合マネジメント力）を達成するために、以下の点の到達度から評価する。
①　専門知識の修得を深め、客観的な資料・データに基づいた分析、考察ができる。
②　他者と協同し、なおかつ主体的に課題に取り組み、論理的なプレゼンテーション資料を作成し、発表ができる。
③　発表された内容について、的確なコメント、ディスカッションができる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
必要な予備知識はないが、年金の経済学、福祉の経済学、医療と健康の経済学、労働経済学などの社会保障、労働関係の科目の未履修者
は、３年次での履修をすすめる。

テキスト
特になし。

参考書
橘木 俊詔・迫田 さやか『夫婦格差社会 - 二極化する結婚のかたち』中公新書
中島隆信『家族はなぜうまくいかないのか−論理的思考で考える』祥伝社
内閣府『少子化社会対策白書』（各年版）
厚生労働省『厚生労働白書』（各年版）など
その他、グループごとの研究テーマに応じて紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
ロック音楽とは何か？（イントロダクション）

シラバスによく目を通し、その内容を把握しておくこと。 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

ロック音楽とは何か？（イントロダクション）

前回の授業で指示された課題について準備をしておくこと。 60分

ロック音楽とは何か？（イントロダクション）

前回の授業で指示された課題について準備をしておくこと。 60分

テーマ・概要
　　　　　　　　　　　　　　　　　＜ロック・ミュージックの経済学＞

　ポピュラー音楽は今や若者の文化の中心的位置を占めている。それに伴い、この分野への学術的関心も高まりを見せている。それは映画
が単なる娯楽ではなく、研究の対象になっているのと同様であり、この分野は経済学的、社会学的、あるいは政治学的見地など、多方面か
らのアプローチが可能である。実践的分野の学習に偏る傾向が顕著な今日の大学において、身近な存在であるポピュラー音楽を学問的アプ
ローチの一手段とすることで、学生に必須の基礎学問への興味を広げていくことを目指す。
本コースでは、ポピュラー音楽の中でも特にロック音楽に焦点を当て、それがどのようにして誕生したのか、その背景にはどのような要素
が潜んでいるのかといった疑問を解明していくことを主たる目的とする。ポピュラー音楽を音楽学的に観察するのではなく、その背景とな
る社会的文脈から考えていきたい。まずは音楽そのものを聴き、歌詞を解釈し、それを社会的に、そして特に経済的に理解していく。
　ロックは商業主義を嫌悪しながらも、結局は商業主義に巻き込まれいくという矛盾を抱えていたという事実をどう理解すればいいのか？
反体制の音楽が結局は体制側の手先に成り下がる背景には何があるのか？共に考えていきたい。

DP2（課題の発見と解決）、DP3（他者と協働）、DP5（表現力、発信力）、DP6（専門分野の知識・理解）、DP7（総合マネジメント力）を
実現するため、以下を達成目標とする。
　音楽を単なる娯楽として捉えるのではなく、一つの楽曲が作られるに至った社会的背景を考察し、歌詞を分析するなど、学問の一環とし
て考察する能力を養うことを目標とする。特に資本主義との関係を考察する姿勢を養う。

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習Ｉ ＜２６＞

宮脇　俊文

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411101

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

50年代のロックを考える。

前回の授業で指示された課題について準備をしておくこと。 60分

50年代のロックを考える。

60分

前回の授業で指示された課題について準備をしておくこと。 60分

第9回 60年代のロックを考える。

第7回

第8回

前回の授業で指示された課題について準備をしておくこと。

50年代のロックを考える。

前回の授業で指示された課題について準備をしておくこと。 60分

60年代のロックを考える。

60分

前回の授業で指示された課題について準備をしておくこと。 60分

60年代のロックを考える。

前回の授業で指示された課題について準備をしておくこと。
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60分

第11回

第12回

第13回

70年代のロックを考える。

前回の授業で指示された課題について準備をしておくこと。

70年代のロックを考える。

前回の授業で指示された課題について準備をしておくこと。

70年代のロックを考える。

前回の授業で指示された課題について準備をしておくこと。

60分

第10回

60分

80年代以降のロックを考える。

60分

60分

第15回

前回の授業で指示された課題について準備をしておくこと。 60分

80年代以降のロックを考える。

前回の授業で指示された課題について準備をしておくこと。

80年代以降のロックを考える。
総まとめ

前回の授業で指示された課題について準備をしておくこと。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　原則として講義と討論を中心に進めていく。受講生にはテーマに沿って授業時に発表を行ってもらい、その後、全員でディスカッション
を行う。また、取り扱う音楽作品に関しては各自が事前に鑑賞をしてから授業に臨むことを前提とする。授業に臨む前に、音楽に真剣に耳
を傾け、中身を精査し、そしてその時代背景をリサーチする習慣を身につけて下さい。特に英語の歌詞の分析は綿密に行うことを心がけて
下さい。

成績評価の方法
授業への参加度（出席率、授業内発表を含む）50％；期末レポート50％の比率で総合評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
授業開始時に指定する。

参考書
授業時に適宜指定する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

前期を振り返って

この授業のテーマに関して下調べをしておくこと。 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

ポピュラー音楽の中のロックの位置づけを考えながら、個々のアーティストたちが伝えようとしたメッセージを詳細に分析して
いく。グループごとに選んだアーティストに関して、発表とディスカッションを展開する。(2)

前回の授業で指示された課題について準備をしておくこと。 60分

ポピュラー音楽の中のロックの位置づけを考えながら、個々のアーティストたちが伝えようとしたメッセージを詳細に分析して
いく。グループごとに選んだアーティストに関して、発表とディスカッションを展開する。(1)

前回の授業で指示された課題について準備をしておくこと。 60分

テーマ・概要
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜ロック・ミュージックの経済学＞

  ポピュラー音楽は今や若者の文化の中心的位置を占めている。それに伴い、この分野への学術的関心も高まりを見せている。それは映画
が単なる娯楽ではなく、研究の対象になっているのと同様であり、この分野は経済学的、社会学的、あるいは政治学的見地など、多方面か
らのアプローチが可能である。実践的分野の学習に偏る傾向が顕著な今日の大学において、身近な存在であるポピュラー音楽を学問的アプ
ローチの一手段とすることで、学生に必須の基礎学問への興味を広げていくことを目指す。
本コースでは、ポピュラー音楽の中でも特にロック音楽に焦点を当て、それがどのようにして誕生したのか、その背景にはどのような要素
が潜んでいるのかといった疑問を解明していくことを主たる目的とする。ポピュラー音楽を音楽学的に観察するのではなく、その背景とな
る社会的文脈から考えていきたい。まずは音楽そのものを聴き、歌詞を解釈し、それを社会的に、そして特に経済的に理解していく。
　ロックは商業主義を嫌悪しながらも、結局は商業主義に巻き込まれいくという矛盾を抱えていたという事実をどう理解すればいいのか？
反体制の音楽が結局は体制側の手先に成り下がる背景には何があるのか？共に考えていきたい。

DP2（課題の発見と解決）、DP3（他者と協働）、DP5（表現力、発信力）、DP6（専門分野の知識・理解）、DP7（総合マネジメント力）を
実現するため、以下を達成目標とする。
　音楽を単なる娯楽として捉えるのではなく、一つの楽曲が作られるに至った社会的背景を考察し、歌詞を分析するなど、学問の一環とし
て考察する能力を養うことを目標とする。特に資本主義との関係を考察する姿勢を養う。

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習II ＜２６＞

宮脇　俊文

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411102

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

ポピュラー音楽の中のロックの位置づけを考えながら、個々のアーティストたちが伝えようとしたメッセージを詳細に分析して
いく。グループごとに選んだアーティストに関して、発表とディスカッションを展開する。(3)

前回の授業で指示された課題について準備をしておくこと。 60分

ポピュラー音楽の中のロックの位置づけを考えながら、個々のアーティストたちが伝えようとしたメッセージを詳細に分析して
いく。グループごとに選んだアーティストに関して、発表とディスカッションを展開する。(4)

60分

前回の授業で指示された課題について準備をしておくこと。 60分

第9回 ポピュラー音楽の中のロックの位置づけを考えながら、個々のアーティストたちが伝えようとしたメッセージを詳細に分析して
いく。グループごとに選んだアーティストに関して、発表とディスカッションを展開する。(8)

第7回

第8回

前回の授業で指示された課題について準備をしておくこと。

ポピュラー音楽の中のロックの位置づけを考えながら、個々のアーティストたちが伝えようとしたメッセージを詳細に分析して
いく。グループごとに選んだアーティストに関して、発表とディスカッションを展開する。(5)

前回の授業で指示された課題について準備をしておくこと。 60分

ポピュラー音楽の中のロックの位置づけを考えながら、個々のアーティストたちが伝えようとしたメッセージを詳細に分析して
いく。グループごとに選んだアーティストに関して、発表とディスカッションを展開する。(6)

60分

前回の授業で指示された課題について準備をしておくこと。 60分

ポピュラー音楽の中のロックの位置づけを考えながら、個々のアーティストたちが伝えようとしたメッセージを詳細に分析して
いく。グループごとに選んだアーティストに関して、発表とディスカッションを展開する。(7)

前回の授業で指示された課題について準備をしておくこと。
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60分

第11回

第12回

第13回

ポピュラー音楽の中のロックの位置づけを考えながら、個々のアーティストたちが伝えようとしたメッセージを詳細に分析して
いく。グループごとに選んだアーティストに関して、発表とディスカッションを展開する。(9)

前回の授業で指示された課題について準備をしておくこと。

ポピュラー音楽の中のロックの位置づけを考えながら、個々のアーティストたちが伝えようとしたメッセージを詳細に分析して
いく。グループごとに選んだアーティストに関して、発表とディスカッションを展開する。(10)

前回の授業で指示された課題について準備をしておくこと。

ポピュラー音楽の中のロックの位置づけを考えながら、個々のアーティストたちが伝えようとしたメッセージを詳細に分析して
いく。グループごとに選んだアーティストに関して、発表とディスカッションを展開する。(11)

前回の授業で指示された課題について準備をしておくこと。

60分

第10回

60分

ポピュラー音楽の中のロックの位置づけを考えながら、個々のアーティストたちが伝えようとしたメッセージを詳細に分析して
いく。グループごとに選んだアーティストに関して、発表とディスカッションを展開する。(12)

60分

60分

第15回

前回の授業で指示された課題について準備をしておくこと。 60分

総まとめ。(1)

前回の授業で指示された課題について準備をしておくこと。

総まとめ。(2)

前回の授業で指示された課題について準備をしておくこと。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
原則として講義と討論を中心に進めていく。受講生にはテーマに沿って授業時に発表を行ってもらい、その後、全員でディスカッションを
行う。また、取り扱う音楽作品に関しては各自が事前に鑑賞をしてから授業に臨むことを前提とする。授業に臨む前に、音楽に真剣に耳を
傾け、中身を精査し、そしてその時代背景をリサーチする習慣を身につけて下さい。特に英語の歌詞の分析は綿密に行うことを心がけて下
さい。

成績評価の方法
授業への参加度（出席率、授業内発表を含む）50％；期末レポート50％の比率で総合評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
授業開始時に指定する。

参考書
授業時に適宜指定する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス

シラバスを読み、参考資料や自身の興味・関心のある事象について調べる。 90分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

講義：調査・分析手法について

①配布資料の復習
②自身の考える問題・解決策について、暫定的なテーマを設定する。

90分

講義：テーマの設定
・・・何かの『違い』を説明する

①配布資料の復習
②自身の考える問題・解決策について、暫定的なテーマを設定する。

90分

テーマ・概要
テーマ：経済学の現実への適用
さまざまな時事問題などをとりあげ、経済学的な観点から考察できるようになることを目指す。具体的には、「基礎的な調査・分析」、
「論文執筆と報告」について必要なスキルの習得・実施する。
教員が具体例として環境経済学に関連するテーマを提示するが、その内容や進行は学生の興味・関心にしたがって調整可能であるとする。

DP2（課題の発見と解決）、DP3（他者との協同）、DP5（表現力、発信力）、DP6（専門分野の知識・理解）、DP7（総合マネジメント力）
を実現するため、以下を到達目標とする。
①情報を整理して簡潔に説明できる能力の養成
②データ分析スキルの習得
③結論を導き出すことのできる論理性の養成

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習Ｉ ＜２７＞

山上　浩明

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411101

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

実習：表計算①
・・・　データの検索について

①配布資料の復習
②自身の考える問題・解決策に関するデータの検索

90分

実習：表計算②
・・・　データの読みとり・グラフの作成

90分

①配布資料を復習
②自身の論文・レポートの構成について考える

90分

第9回 講義：論文・レポートの執筆について②

第7回

第8回

①手順のおさらい
②自身の考える問題・解決策に関するデータの検索

実習：表計算③
・・・　散布図と単回帰

①手順のおさらい
②自身が見つけたデータを用いてグラフを作成

90分

実習：表計算④
・・・　説明変数と被説明変数：重回帰

90分

①手順のおさらい
②自身が見つけたデータを用いて仮説を設定し重回帰を行なう

90分

講義：論文・レポートの執筆について①

①配布資料を復習
②自身の論文・レポートの構成について考える
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90分

第11回

第12回

第13回

実習：作業日
・・・　論文・レポートの執筆を前提としたパワポ作成

パワポファイルの作成

テーマ報告①
・・・　ディスカッション

①配布資料を復習
②自身の論文・レポートの構成について考える

特に、報告者はディスカッションの内容を踏まえて、自身のテーマや分析手法について推敲する。

テーマ報告②
・・・　ディスカッション

①配布資料を復習
②自身の論文・レポートの構成について考える

特に、報告者はディスカッションの内容を踏まえて、自身のテーマや分析手法について推敲する。

90分

第10回

90分

テーマ報告③
・・・　ディスカッション

90分

90分

第15回

①配布資料を復習
②自身の論文・レポートの構成について考える

特に、報告者はディスカッションの内容を踏まえて、自身のテーマや分析手法について推敲する。

90分

テーマ報告④
・・・　ディスカッション

①配布資料を復習
②自身の論文・レポートの構成について考える

特に、報告者はディスカッションの内容を踏まえて、自身のテーマや分析手法について推敲する。

総括

夏休み中の作業の確認

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
学生の意向をくみつつ、演習方式で文献の輪読や新聞記事を取り上げながら、その内容の討論・演習・考察を教員と共同で行う。

成績評価の方法
講義への積極性(100%)

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

①情報を整理して簡潔に説明できる能力の養成
②データ分析スキルの習得
③結論を導き出すことのできる論理性の養成

必要な予備知識／先修科目／関連科目
ミクロ・マクロ経済学や統計学関連科目を履修すると、理解の助けとなるだろう。

テキスト
特に指定しない。

参考書
[1] 日本経済新聞社[編] (2014) 『身近な疑問が解ける経済学』日経文庫　￥860+税
[2] 伊神満(2018)『「イノベーターのジレンマ」の経済学的解明』日経BP社 ￥1944+税
[3] 大竹文雄(2005)『経済学的思考のセンス』中公新書　￥780+税
[4] 日引聡・有村俊秀 (2002)『入門　環境経済学』中公新書　￥780+税

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス

①作業の進捗状況の整理
②調査・分析に関する報告準備

90分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

調査・分析に関する報告②
・・・　ディスカッション

①作業の進捗状況確認の整理
②調査・分析に関する報告準備
③ディスカッションを踏まえた、調査・分析内容の再考

90分

調査・分析に関する報告①
・・・　ディスカッション

①作業の進捗状況確認の整理
②調査・分析に関する報告準備
③ディスカッションを踏まえた、調査・分析内容の再考

90分

テーマ・概要
テーマ：経済学の現実への適用
さまざまな時事問題などをとりあげ、経済学的な観点から考察できるようになることを目指す。具体的には、「基礎的な調査・分析」、
「論文執筆と報告」について必要なスキルの習得・実施する。
教員が具体例として環境経済学に関連するテーマを提示するが、その内容や進行は学生の興味・関心にしたがって調整可能であるとする。

DP2（課題の発見と解決）、DP3（他者との協同）、DP5（表現力、発信力）、DP6（専門分野の知識・理解）、DP7（総合マネジメント力）
を実現するため、以下を到達目標とする。
①情報を整理して簡潔に説明できる能力の養成
②データ分析スキルの習得
③結論を導き出すことのできる論理性の養成

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習II ＜２７＞

山上　浩明

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411102

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

調査・分析に関する報告③
・・・　ディスカッション

①作業の進捗状況確認の整理
②調査・分析に関する報告準備
③ディスカッションを踏まえた、調査・分析内容の再考

90分

調査・分析に関する報告④
・・・　ディスカッション

90分

①最終報告準備
②報告者はディスカッションを踏まえて、最終稿を推敲

90分

第9回 最終報告①
・・・　ディスカッション

第7回

第8回

①作業の進捗状況確認の整理
②調査・分析に関する報告準備
③ディスカッションを踏まえた、調査・分析内容の再考

調査・分析に関する報告⑤
・・・　ディスカッション

①作業の進捗状況確認の整理
②調査・分析に関する報告準備
③ディスカッションを踏まえた、調査・分析内容の再考

90分

作業日
報告内容を踏まえて再興した結果について討論①

90分

最終報告を行なうための準備 90分

作業日
報告内容を踏まえて再興した結果について討論②

最終報告を行なうための準備
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90分

第11回

第12回

第13回

最終報告②
・・・　ディスカッション

①最終報告準備
②報告者はディスカッションを踏まえて、最終稿を推敲

最終報告③
・・・　ディスカッション

①最終報告準備
②報告者はディスカッションを踏まえて、最終稿を推敲

最終報告④
・・・　ディスカッション

①最終報告準備
②報告者はディスカッションを踏まえて、最終稿を推敲

90分

第10回

90分

最終報告⑤
・・・　ディスカッション

90分

90分

第15回

①最終報告準備
②報告者はディスカッションを踏まえて、最終稿を推敲

90分

総括①：　最終レポート執筆に向けての準備

最終レポートを行なうための準備

総括②：　最終レポート執筆に向けての準備

最終レポートを行なうための準備

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
学生の意向をくみつつ、演習方式で文献の輪読や新聞記事を取り上げながら、その内容の討論・演習・考察を教員と共同で行う。

成績評価の方法
講義への積極性(100%)

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.　
①情報を整理して簡潔に説明できる能力の養成
②データ分析スキルの習得
③結論を導き出すことのできる論理性の養成

必要な予備知識／先修科目／関連科目
ミクロ・マクロ経済学や統計学関連科目を履修すると、理解の助けとなるだろう。

テキスト
特に指定しない。

参考書
[1] 日本経済新聞社[編] (2014) 『身近な疑問が解ける経済学』日経文庫　￥860+税
[2] 伊神満(2018)『「イノベーターのジレンマ」の経済学的解明』日経BP社 ￥1944+税
[3] 大竹文雄(2005)『経済学的思考のセンス』中公新書　￥780+税
[4] 日引聡・有村俊秀 (2002)『入門　環境経済学』中公新書　￥780+税

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
・研究倫理について
・授業の概要、授業の進め方、成績評価方法などの解説。グループ作成。

（予習）シラバスを読み、授業概要を自分で把握する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

組織文化理論研究#2

（予習）組織文化に関する理論を取り上げる論文や書籍を熟読し、概要をまとめる。
（復習）他の受講者が紹介した理論を復習する。

60

組織文化理論研究#1

（予習）組織文化に関する理論を取り上げる論文や書籍を熟読し、概要をまとめる。
（復習）他の受講者が紹介した理論を復習する。

60

テーマ・概要
テーマ：組織文化の多面的・多角的分析
　飲料メーカー「サントリー」の創業者である鳥居信治郎氏の口癖「やってみなはれ」という言葉は、今でもサントリーの新製品開発や創
意工夫の源となり、「組織文化」にも反映されています。
　「組織文化」とは、創業者を含む組織メンバーの価値観や理念、考え方や行動を通じて形成される、組織の性格（キャラ）のようなもの
で、組織の活動や業績に少なからず影響します。自分に合わない文化や風土の会社で働くことになれば、社員のモティベーションは下がり
ますし組織の業績も振るわなくなり、皆が不幸になります。とは言うものの、組織文化をどのように捉え、それが具体的に組織や従業員に
どのような影響を及ぼすのか、すぐに分かるものでもありません。
　このゼミでは、組織文化の捉え方を学び、実際に色々な会社の組織文化をさまざまな角度から分析します。多くの企業の組織文化を分析
して、好業績の理由を探ったり、自分に合った企業を見つけてみませんか。

ＤＰ２（課題の発見と解決）、ＤＰ３（他者との協働）、ＤＰ５（表現力、発信力）、ＤＰ６（専門分野の知識・理解）、ＤＰ７（総合マ
ネジメント力）　を実現するため、以下を到達目標とする。
・組織文化に関する様々な理論を修得できている。
・学んだ組織文化の理論を用いて、実際の企業事例等を理解し、企業を分析できる。
・他の受講者と協力して企業分析等を進め、その成果を的確にまとめ、発表できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習Ｉ ＜２８＞

山崎　由香里

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411101

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

組織文化のその他の調査手法の修得

（復習）授業で学んだ組織文化の調査方法を復習する。 60

分析企業の選定、グループ編成

60

（復習）プレゼンに向け、授業時間外で各自が調べておくことを定め、次回授業までに準備する。 60

第9回 組織文化分析のグループワーク#4

第7回

第8回

（復習）グループで取り上げる企業の概要を調査する。

組織文化分析のグループワーク#1

（予習）調査する企業の概要をまとめ、次回授業までに資料を準備する。
（復習）授業時間外で各自が調べておくことを定め、次回授業までに準備する。

60

組織文化分析のグループワーク#2

60

（復習）授業時間外で各自が調べておくことを定め、次回授業までに準備する。 60

組織文化分析のグループワーク#3

（復習）授業時間外で各自が調べておくことを定め、次回授業までに準備する。
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60

第11回

第12回

第13回

中間報告

（復習）他のグループの発表について、感想やコメント、質問をまとめる。自分のグループの発表で欠
けていた点をまとめる。

組織文化分析のグループワーク#5

（復習）授業時間外で各自が調べておくことを定め、次回授業までに準備する。

組織文化分析のグループワーク#6

（復習）プレゼンに向け、授業時間外で各自が調べておくことを定め、次回授業までに準備する。

60

第10回

60

組織文化分析のグループワーク#7

60

60

第15回

（復習）プレゼンに向け、授業時間外で各自が調べておくことを定め、次回授業までに準備する。 60

発表、ディスカッション#1

（復習）他のグループの発表について、感想やコメント、質問をまとめる。

発表、ディスカッション#2、総括

（復習）他のグループの発表について、感想やコメント、質問をまとめる。自分のグループの発表で欠
けていた点をまとめる。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
文献を通じた理論修得や組織文化の分析などを行いますが、いずれもグループワークを中心とした研究・調査になります。

成績評価の方法
平常点（授業への参加状況や宿題の提出状況）（20%）、グループワークへの参加度（40%）、グループワーク成果（40%）を基準に、総合
的に評価します。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
下記の点を評価します。
①グループワークに積極的に参加していること。
②他のグループの研究内容を深く理解できること。
③ディスカッションに際し、積極的に発言・提案すること。
④授業全体を通して積極的、主体的に活動すること。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
パソコンを用いて調査を進め、調査結果をプレゼンテーションソフトでまとめてもらいますので、パソコンの簡単な操作技能が必要です。

テキスト
皆さんと相談しながら、授業の中で決めていきます。

参考書
特にありません。必要に応じて紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

・研究倫理について
・前期学んだ理論と分析手法の復習

夏休み中の課題に取り組む。 120

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

グループワーク、サイクル#1-2

（復習）授業時間外で各自が調べておくことを定め、次回授業までに準備する。 60

グループワーク、サイクル#1-1

（予習）自分が取り上げたい企業を考えておく。 60

テーマ・概要
テーマ：組織文化の多面的・多角的分析
　飲料メーカー「サントリー」の創業者である鳥居信治郎氏の口癖「やってみなはれ」という言葉は、今でもサントリーの新製品開発や創
意工夫の源となり、「組織文化」にも反映されています。
　「組織文化」とは、創業者を含む組織メンバーの価値観や理念、考え方や行動を通じて形成される、組織の性格（キャラ）のようなもの
で、組織の活動や業績に少なからず影響します。自分に合わない文化や風土の会社で働くことになれば、社員のモティベーションは下がり
ますし組織の業績も振るわなくなり、皆が不幸になります。とは言うものの、組織文化をどのように捉え、それが具体的に組織や従業員に
どのような影響を及ぼすのか、すぐに分かるものでもありません。
　このゼミでは、組織文化の捉え方を学び、実際に色々な会社の組織文化をさまざまな角度から分析します。多くの企業の組織文化を分析
して、好業績の理由を探ったり、自分に合った企業を見つけてみませんか。

ＤＰ２（課題の発見と解決）、ＤＰ３（他者との協働）、ＤＰ５（表現力、発信力）、ＤＰ６（専門分野の知識・理解）、ＤＰ７（総合マ
ネジメント力）　を実現するため、以下を到達目標とする。
・組織文化に関する様々な理論を修得できている。
・学んだ組織文化の理論を用いて、実際の企業事例等を理解し、企業を分析できる。
・他の受講者と協力して企業分析等を進め、その成果を的確にまとめ、発表できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習II ＜２８＞

山崎　由香里

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411102

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

グループワーク、サイクル#1-3

（復習）授業時間外で各自が調べておくことを定め、次回授業までに準備する。 60

グループワーク、サイクル#1-4

60

（復習）授業時間外で各自が調べておくことを定め、次回授業までに準備する。 60

第9回 グループワーク、サイクル#2-1

第7回

第8回

（復習）授業時間外で各自が調べておくことを定め、次回授業までに準備する。

グループワーク、サイクル#1-5

（復習）プレゼンに向け、授業時間外で各自が調べておくことを定め、次回授業までに準備する。 60

発表、ディスカッション#1⁻1

60

（復習）他のグループの発表について、感想やコメント、質問をまとめる。 60

発表、ディスカッション#1-2

（復習）他のグループの発表について、感想やコメント、質問をまとめる。自分のグループのプレゼン
で欠けていた点をまとめる。
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60

第11回

第12回

第13回

グループワーク、サイクル#2-2

（復習）授業時間外で各自が調べておくことを定め、次回授業までに準備する。

グループワーク、サイクル#2-3

（復習）授業時間外で各自が調べておくことを定め、次回授業までに準備する。

グループワーク、サイクル#2-4

（復習）授業時間外で各自が調べておくことを定め、次回授業までに準備する。

60

第10回

60

グループワーク、サイクル#2-5

60

60

第15回

（復習）プレゼンに向け、授業時間外で各自が調べておくことを定め、次回授業までに準備する。 60

発表、ディスカッション#2-1

（復習）他のグループの発表について、感想やコメント、質問をまとめる。

発表、ディスカッション#2-2、総括

（復習）他のグループの発表について、感想やコメント、質問をまとめる。自分のグループのプレゼン
で欠けていた点をまとめる。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
グループワークを中心とした演習形式の授業です。
修得した分析手法を用いてグループで研究・調査を進めます。課外活動も積極的に行ってもらいます。

成績評価の方法
平常点（授業への参加状況や宿題の提出状況）（20%）、グループワークへの参加度（40%）、グループワーク成果（40%）を基準に、総合
的に評価します。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
下記の点を評価します。
①グループワークに積極的に参加していること。
②他のグループの研究内容を深く理解できること。
③ディスカッションに際し、積極的に発言・提案すること。
④授業全体を通して積極的、主体的に活動すること。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
パソコンを用いて調査を進め、調査結果をプレゼンテーションソフトでまとめてもらいますので、パソコンの簡単な操作技能が必要です。

テキスト
特になし。

参考書
特になし。必要に応じて紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス

当科目での注意点を把握する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

指定文献の発表と討論2

文献の指定箇所を予習する。 120

指定文献の発表と討論1

文献の指定箇所を予習する。 120

テーマ・概要
ゼミのテーマは「ゲーム理論」と「行動経済学」である。これらは共に，社会経済の中での人間行動を分析対象とするのだが，人間観は
ちょうど正反対である。ゲーム理論が想定する人間は，物事を正確に認識でき，取るべき行動を理性的に判断でき，しかも固い意志でそれ
をやりとげてしまう超人のような存在である。一方，行動経済学が想定する人間は，たびたび錯覚に陥り誤って物事を認識し，意思決定は
感情に任せてしまい，おまけにいざ行動する段階では意志薄弱になってしまう私たちのような存在である。ゼミでは，日々の自分たちの行
動や様々な社会現象・経済現象を，ゲーム理論と行動経済学というあえて両極端の人間観を持つ2つの学問を通して考察したい。

DP2（課題の発見と解決），DP3（他者との協働），DP5（表現力，発信力），DP6（専門分野の知識・理解），DP7（総合マネジメント力）
を実現するため，以下を到達目標とする。
• レジュメとPCを使った的確な発表（プレゼンテーション）ができる。
• 図表を効果的に含むきちんとしたレポートを書ける。
• ゲーム理論や伝統的経済学が想定する合理性を理解する。
• 行動経済学の考え方を通して様々な現実例を説明する。

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習Ｉ ＜２９＞

吉田　由寛

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411101

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

指定文献の発表と討論3

文献の指定箇所を予習する。 120

指定文献の発表と討論4

120

実験者は実験を準備しレポートを作る。 120

第9回 ゲーム実験1

第7回

第8回

文献の指定箇所を予習する。

指定文献の発表と討論5

文献の指定箇所を予習する。 120

指定文献の発表と討論6

60

文献の指定箇所を予習する。 120

前半の復習

前半での疑問点をまとめておく。
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120

第11回

第12回

第13回

ゲーム実験2

実験者は実験を準備しレポートを作る。

ゲーム実験3

実験者は実験を準備しレポートを作る。

ゲーム実験4

実験者は実験を準備しレポートを作る。

120

第10回

120

ゲーム実験5

60

120

第15回

実験者は実験を準備しレポートを作る。 120

ゲーム実験6

実験者は実験を準備しレポートを作る。

まとめ，後期のゼミの展望

後期のゼミの展望を予めまとめておく。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
学生による発表と討論およびゲーム実験が中心である。各学生は，指定文献発表とゲーム実験をそれぞれ少なくとも1度ずつ（個人あるい
はグループで）担当する。指定文献の発表においてはレジュメの提出，ゲーム実験においては事後的な実験レポートの提出が必要である。

成績評価の方法
授業への積極的参加（30％），発表と討論（40％），レジュメと実験レポート（30％）により総合的に評価する。

成績評価の基準
• 成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
• とりわけ，上述の到達目標への達成度を評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「ゲーム理論」や「情報の経済学」と深い関連があるので事前あるいは同時に履修することが望ましい。また，経済学，経営学，社会学，
心理学などと関連があるが，それらの予備知識は必須ではない。

テキスト
初回授業で指定するか，あるいはテーマに応じて文献を配布する。

参考書
必要に応じて授業中に紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス

当科目での注意点を把握する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

指定文献の発表と討論2

文献の指定箇所を予習する。 120

指定文献の発表と討論1

文献の指定箇所を予習する。 120

テーマ・概要
ゼミのテーマは「ゲーム理論」と「行動経済学」である。これらは共に，社会経済の中での人間行動を分析対象とするのだが，人間観は
ちょうど正反対である。ゲーム理論が想定する人間は，物事を正確に認識でき，取るべき行動を理性的に判断でき，しかも固い意志でそれ
をやりとげてしまう超人のような存在である。一方，行動経済学が想定する人間は，たびたび錯覚に陥り誤って物事を認識し，意思決定は
感情に任せてしまい，おまけにいざ行動する段階では意志薄弱になってしまう私たちのような存在である。ゼミでは，日々の自分たちの行
動や様々な社会現象・経済現象を，ゲーム理論と行動経済学というあえて両極端の人間観を持つ2つの学問を通して考察したい。

DP2（課題の発見と解決），DP3（他者との協働），DP5（表現力，発信力），DP6（専門分野の知識・理解），DP7（総合マネジメント力）
を実現するため，以下を到達目標とする。
• レジュメとPCを使った的確な発表（プレゼンテーション）ができる。
• 図表を効果的に含むきちんとしたレポートを書ける。
• ゲーム理論や伝統的経済学が想定する合理性を理解する。
• 行動経済学の考え方を通して様々な現実例を説明する。

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習II ＜２９＞

吉田　由寛

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411102

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

指定文献の発表と討論3

文献の指定箇所を予習する。 120

指定文献の発表と討論4

120

発表者は発表準備をする。 120

第9回 自由テーマの発表1

第7回

第8回

文献の指定箇所を予習する。

指定文献の発表と討論5

文献の指定箇所を予習する。 120

指定文献の発表と討論6

60

文献の指定箇所を予習する。 120

前半の復習

前半での疑問点をまとめておく。
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120

第11回

第12回

第13回

自由テーマの発表2

発表者は発表準備をする。

自由テーマの発表3

発表者は発表準備をする。

自由テーマの発表4

発表者は発表準備をする。

120

第10回

120

自由テーマの発表5

120

120

第15回

発表者は発表準備をする。 120

自由テーマの発表6

発表者は発表準備をする。

まとめ，レポートについて

最終レポートを作成し提出する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
学生による発表と討論が中心である。各学生は，指定文献発表と自由テーマの発表をそれぞれ少なくとも1度ずつ（個人あるいはグループ
で）担当する。発表においてはレジュメの提出が必要である。また，自由テーマの発表の内容をさらに発展させてレポートを作成する。

成績評価の方法
授業への積極的参加（30％），発表と討論（40％），レジュメとレポート（30％）により総合的に評価する。

成績評価の基準
• 成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
• とりわけ，上述の到達目標への達成度を評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「ゲーム理論」や「情報の経済学」と深い関連があるので事前あるいは同時に履修することが望ましい。また，経済学，経営学，社会学，
心理学などと関連があるが，それらの予備知識は必須ではない。

テキスト
初回授業で指定するか，あるいはテーマに応じて文献を配布する。

参考書
必要に応じて授業中に紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス：授業内容や進め方などを説明
受講生による自己紹介
テキスト輪読の担当決定

【予習】テキストのイントロダクション熟読。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

テキストの輪読とディスカッション２

【予習】テキスト第８章第９章を熟読。 60

テキストの輪読とディスカッション１

【予習】テキスト第４章第７章を熟読。 60

テーマ・概要
テーマ・概要〕
働く人のモティベーションが企業の収益を左右することは、もはや周知の事実でしょう。このゼミではそうした「組織の中での人間心理に
ついて実践的に」学びます。組織心理学や人的資源管理論の知見を生かして、どうしたら組織（会社・大学・部活など）が今より良くなる
かについて提言を行うのがこのゼミの目標です。
＜最近のゼミ研究＞
「Jリーグの再活性化戦略」2012年
：Jリーグの試合を若者がより多く観戦する方策を大学生対象アンケートや実地調査に基づいて創案。学内発表後、日本サッカーリーグ協
会本社にてプレゼンテーションを行い、報告書を提出しました（2013年『卒業研究』で継続研究し、再度プレゼンテーションを実施しまし
た）。
「吉祥寺ハモニカ横丁の組織改革」2014年
：実地調査やアンケート調査に基づいて、吉祥寺ハモニカ横丁が大学生を中心とした若者により活用される方策（ランチの充実など）につ
いて研究。ゼミ発表、OB・OGを招いての拡大ゼミでの発表を経て、吉祥寺ハモニカ横丁の代表者事務所おいてプレゼンテーションを行い、
報告書を提出しました。
2015年度は「都市型レジャー施設の組織イノベーション」、「Jリーグの再活性化（2015年度版）」などについて各チームで現在3年生が調
査研究を実施しました。

この演習では、ＤＰ２（課題の発見と解決）、ＤＰ３（他者との協働）、ＤＰ５（表現力、発信力）、ＤＰ６（専門分野の知識・理解）、
ＤＰ７（総合マネジメント力）　を実現するため、以下を到達目標とします。
①組織心理学の主要理論を理解する。
②アンケート調査の企画立案と企画書作成を行う。
③ディベート等で自分の意見を述べる。

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習Ｉ ＜３０＞

義村　敦子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411101

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

テキストの輪読とディスカッション３

【予習】テキスト第１０章第１２章を熟読。 60

ディベート１

90

【予習】第７回の個人研究企画案発表を踏まえて、調査研究企画案を再作成 90

第9回 個人による調査研究企画案の発表２

第7回

第8回

【予習】ディベート課題に関する資料収集

個人による調査研究企画案の発表１

【予習】個人による企画案の作成 90

テキストの輪読とディスカッション４

60

【予習】テキスト第１３章第１４章を熟読。 60

ディベート２

【予習】ディベート課題に関する資料収集
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60

第11回

第12回

第13回

グループディスカッション１

【予習】ディスカッションテーマに関する資料収集

実証研究チームの編成

【予習】各自の企画案を再検討

チーム企画案の作成１

【予習】チーム企画案の作成準備

60

第10回

120

チーム企画書の作成２

120

60

第15回

【予習】チーム企画案の作成準備 120

グロープディスカッション２

【予習】ディスカッションテーマに関する資料収集

チーム企画発表と企画書提出

チーム発表準備と企画書作成

第14回

- 260 -



ポータルサイトで周知します。

授業の方法
テキストの輪読に加えて、ゼミ全体での話し合いや実習班ごとの発表が行われます。人前で話すことが得意でなかった人も、授業回数を重
ねるごとにリラックスして自然に発言できるようになります。

成績評価の方法
演習への貢献度（話し合いへの参画度および実習班での活動）80％とプレゼンテーション20％で総合的に判断します。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei 
University Regulation No.39.
次の点に着目し、その到達度によって評価します。
①組織心理学の主要理論を理解して説明できる。
②アンケート調査の企画書を完成させる。
③ディベート等で自分の意見を明確に述べられる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「人間行動と組織」、「人事政策」、「人的資源管理」に関連していますので、「組織と人間コース」と「企業と戦略コース」に直結して
いますが、興味があればどのコースの学生でも問いません。

テキスト
『組織の心理学』　 　田尾雅夫著　有斐閣　　2，200円　　ISBN 4ー641ー08631ー1

参考書
必要に応じて授業中に指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

アンケート調査の実施準備１

【予習】チームごとに企画案を再検討 90

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

アンケート調査実施準備３

【予習】アンケート調査票作成 120

アンケート調査実施準備２

【予習】アンケート調査票作成 120

テーマ・概要
働く人のモティベーションが企業の収益を左右することは、もはや周知の事実でしょう。このゼミではそうした「組織の中での人間心理」
について実践的に学びます。組織心理学や人的資源管理論の知見を生かして、どうしたら組織（会社・大学・部活など）が今より良くなる
かについて提言を行うのがこのゼミの目標です。自分達で収集したオリジナルデータをまとめて、発表する意欲のある人を募集していま
す。データ分析やプレゼンテーションへの苦手意識を克服してから社会人になりたい人も歓迎です。
＜最近のゼミ研究＞
「Jリーグの再活性化戦略」2012年
：Jリーグの試合を若者がより多く観戦する方策を大学生対象アンケートや実地調査に基づいて創案。学内発表後、日本サッカーリーグ協
会本社にてプレゼンテーションを行い、報告書を提出しました（2013年『卒業研究』で継続研究し、再度プレゼンテーションを実施しまし
た）。
「吉祥寺ハモニカ横丁の組織改革」2014年
：実地調査やアンケート調査に基づいて、吉祥寺ハモニカ横丁が大学生を中心とした若者により活用される方策（ランチの充実など）につ
いて研究。ゼミ発表、OB・OGを招いての拡大ゼミでの発表を経て、吉祥寺ハモニカ横丁の代表者事務所おいてプレゼンテーションを行い、
報告書を提出しました。
2015年度は「都市型レジャー施設の組織イノベーション」、「Jリーグの再活性化（2015年度版）」などについて各チームで現在3年生が調
査研究を実施しました。

この演習では、ＤＰ２（課題の発見と解決）、ＤＰ３（他者との協働）、ＤＰ５（表現力、発信力）、ＤＰ６（専門分野の知識・理解）、
ＤＰ７（総合マネジメント力）　を実現するため、以下を到達目標とします。
①上級演習Ⅰで作成した企画書に基づきアンケート調査を実行する。
②オリジナルデータを分析する。
③組織心理学の理論を参考にして実証研究結果を考察する。
④パワーポイントを用いて実証研究全体をできるだけわかりやすく発表する。
⑤組織イノベーション方策を具体的に提言した報告書を提出する。
⑥グループワークに貢献する。

到達目標

授業の計画と準備学修

上級演習II ＜３０＞

義村　敦子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111411102

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

グループディスカッション

【予習】討議課題に関する資料収集 60

アンケート調査実施準備４

120

【予習】データ集計と基礎的な統計分析 90

第9回 アンケート調査結果分析

第7回

第8回

【予習】アンケート調査票プリテスト

アンケート調査実施準備５

【予習】アンケート調査票完成 120

アンケート調査実施報告

120

【予習】アンケート調査配布と回収 90

アンケート結果の集計および分析

【予習】アンケート調査結果のクリーニングと集計
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120

第11回

第12回

第13回

調査研究発表準備

【予習】PPTによる調査研究概要の作成

調査研究発表準備

【予習】PPTによる調査全体の内容作成

調査研究発表

【予習】発表練習

90

第10回

120

調査研究発表

120

60

第15回

【予習】発表練習 120

グループディスカッション

テーマに関する資料収集

調査研究報告書提出

【予習】報告書の完成

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
ゼミ全体での話し合いと実習班ごとの進捗状況報告や発表が行われます。実証研究の他にグループディスカッションも実施します。人前で
話すことが得意でなかった人も、授業回数を重ねるごとにリラックスして自然に発言できるようになります。

成績評価の方法
演習への貢献度（話し合いへの参画度および実習班での活動）80％とプレゼンテーション20％で総合的に判断します。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目しながら、その到達度により評価します。
①上級演習Ⅰで作成した企画書に基づきアンケート調査を実行している。
②オリジナルデータを分析している。
③組織心理学の理論を参考にして実証研究結果を考察している。
④パワーポイントを用いて実証研究全体をわかりやすく発表している。
⑤組織イノベーション方策を具体的に提言した報告書を完成させている。
⑥グループワークに貢献している。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「人間行動と組織」、「人事政策」、「人的資源管理」に関連していますので、「組織と人間コース」と「企業と戦略コース」に直結して
いますが、興味があればどのコースの学生でも問いません。

テキスト
特に指定しません。　

参考書
必要に応じて授業中に指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
・最終的な成果物作成までのロードマップを考える
・研究倫理について

【予習】
卒業論文の構想を考えておく
【復習】
授業内容の確認

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

先行研究に関する報告②
・各自が関心のある先行研究を読み、それに関する発表を行う。
・発表内容に基づくディスカッション

【予習】
文献の収集と精読
【復習】
授業内容の確認

90

先行研究に関する報告①
・各自が関心のある先行研究を読み、それに関する発表を行う。
・発表内容に基づくディスカッション

【予習】
文献の収集と精読
【復習】
授業内容の確認

90

テーマ・概要
　本演習では、上級演習で取り上げたテーマや大学での学びをベースに、卒業研究をまとめていく。特に、マーケティングや消費者行動な
どの理論を使いながら、自ら設定したテーマについての検討を進めることが望まれる。
　演習では、参加者全体で各自の卒業研究についての議論を行うことで、多角的な視野からの議論を深めていく。最終的に、マーケティン
グや消費者行動の視点から企業活動に示唆をもたらす卒業研究を完成させる。

DP2（課題の発見と解決）、DP3（他者との協働）、DP5（表現力、発信力）、DP6（専門分野の知識・理解）、DP7（総合マネジメント力）
を実現するため、以下を到達目標とする。
・マーケティングや消費者行動に関する知識を体系立てる
・卒業研究に関連する先行研究のレビューから研究テーマの論点を整理する
・自らの問題意識に基づき、必要なデータを収集、分析する
・先行研究のレビューやデータ分析から得られた知見を卒業研究としてまとめる

到達目標

授業の計画と準備学修

卒業研究 ＜１＞

石井　裕明

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 41111411201

4 2019年度 前期～後期
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第4回

第5回

第6回

先行研究に関する報告③
・各自が関心のある先行研究を読み、それに関する発表を行う。
・発表内容に基づくディスカッション

【予習】
文献の収集と精読
【復習】
授業内容の確認

90

卒業研究テーマに関する報告①
・卒業研究のテーマや問題意識を発表する。
・発表内容に基づくディスカッション

90

【予習】
データ収集、データ分析
【復習】
授業内容の確認

120

第9回 分析結果の報告①
・実施した調査の分析結果について発表する
・発表内容に基づくディスカッション

第7回

第8回

【予習】
研究テーマの検討、文献の収集と精読
【復習】
授業内容の確認

テーマに関する報告②
・卒業研究のテーマや問題意識を発表する。
・発表内容に基づくディスカッション

【予習】
研究テーマの検討、文献の収集と精読
【復習】
授業内容の確認

90

調査設計に関する報告①
・自らが実施すべき調査の概要について発表する
・発表内容に基づくディスカッション

90

【予習】
仮説の設定、文献の収集と精読
【復習】
授業内容の確認

90

調査設計に関する報告②
・自らが実施すべき調査の概要について発表する
・発表内容に基づくディスカッション

【予習】
仮説の設定、文献の収集と精読
【復習】
授業内容の確認
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120

第11回

第12回

第13回

分析結果の報告②
・実施した調査の分析結果について発表する
・発表内容に基づくディスカッション

【予習】
データ収集、データ分析
【復習】
授業内容の確認

分析結果の報告③
・実施した調査の分析結果について発表する
・発表内容に基づくディスカッション

【予習】
データ収集、データ分析
【復習】
授業内容の確認

知見と実務的示唆の報告①
・卒業研究から得られた知見や実務的示唆について発表する
・発表内容に基づくディスカッション

【予習】
データ分析、論文執筆
【復習】
授業内容の確認

120

第10回

120

知見と実務的示唆の報告②
・卒業研究から得られた知見や実務的示唆について発表する
・発表内容に基づくディスカッション

120

120

第15回

【予習】
データ分析、論文執筆
【復習】
授業内容の確認

120

最終報告①
・卒業研究として発表する

【予習】
・発表資料作成、論文執筆

最終報告②
・卒業研究として発表する

【予習】
・発表資料作成、論文執筆

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
各メンバーによる報告とディスカッションを中心に演習を進める。

成績評価の方法
研究の内容（50%）、議論への貢献度（30％）、演習への貢献度（20%）で総合的に判断する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
以下の到達目標の達成度に基づいて評価する。
①体系的なマーケティングや消費者行動に関する知識を身につけられたか
②卒業研究に関連する先行研究のレビューから研究テーマの論点を整理できたか
③自らの問題意識に基づき、必要なデータを収集、分析できたか
④先行研究のレビューやデータ分析から得られた知見を卒業研究として適切にまとめられたか

必要な予備知識／先修科目／関連科目
関連科目は、「マーケティング」、「ブランド戦略」、「消費者行動」、「広告と市場」、「競争戦略」、「統計入門」など。

テキスト
特になし

参考書
必要に応じて紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
・研究倫理について
・一年間の計画とプロジェクトの検討を行う
・3年生との情報交換
・卒業研究テーマとグループの決定。

3年の時のプロジェクトについて、自分の担当と3年にやった内容を整理確認する。
卒業研究として、どのようなテーマを分析・提案していくのか考えておく

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

プレゼンテーション・スキル（２）
プレゼンテーションのスキルアップに向けて、PPの活用方法や一人5分間のプレゼンを練習。
・各グループのテーマについて調査

過去1週間の日経新聞記事のうち、自分の関心の高いものを集めておく。 60

プレゼンテーション・スキル（１）
プレゼンテーションのスキルアップに向けて、PPの活用方法や一人5分間のプレゼンを練習。

・各グループのテーマについて調査

過去1週間の日経新聞記事のうち、自分の関心の高いものを集めておく。 60

テーマ・概要
日本および世界経済の振興と民間主導のプロジェクトについて
グローバルな視点と団体の強みと弱み、資金調達などの面から、地域活性プロジェクトを民間企業の視点から比較研究する。
3年次に調査・分析したプロジェクトで学んだことに基づき、さらに以下の点を深めて、社会人になるための基礎的準備を習得。

　・日本の地域経済の課題について、各自またはグループで卒業論文（または成果物）を作成する。　
　・特に提案を実施するうえでの、組織と資金調達の課題を明らかにする。
　・世界各国で実施されている官民協働や民間活力の手法を比較する。

前半は、社会人になるために、グループディスカッションと時事講座を実施します。
ゼミメンバー全員が分担して、一人一人は少しでも全体で大きなプロジェクトを実現しましょう。
※就活などで、個別のスケジュール調整が必要になることがあります。
　常にポータルで授業関連のスケジュールや情報を確認してください。また遠慮なく担当者に相談すること。

ＤＰ２（課題の発見と解決）、ＤＰ３（他者との協働）、ＤＰ５（表現力、発信力）、ＤＰ６（専門分野の知識・理解）、ＤＰ７（総合マ
ネジメント力）　を実現するため、以下を到達目標とします。

①社会人になるために必要な、マナーとプレゼンテーション力を磨く。
②３年次の体験をもとに、さらに学外の多様な方々と意見交換することで、コミュニケーション能力を磨く。
③企画の提案方法と現状分析の方法を修得する。
④持続可能な経済実現のための民間企業の責務や貢献を学ぶ。

到達目標

授業の計画と準備学修

卒業研究 ＜２＞

井出　多加子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 41111411201

4 2019年度 前期～後期
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第4回

第5回

第6回

グループワーク・スキル（１）
グループワークのスキルアップに向けて、ブレストやカード式などスキルを練習。
・各グループのテーマについて調査

過去1週間の日経新聞記事のうち、自分の関心の高いものを集めておく。 60

グループワーク・スキル（２）
・グループワークのスキルアップに向けて、ブレストやカード式などスキルを練習。
・各グループのテーマについて調査

60

各自の担当部分について、集めた資料を見直し、方向性を考えておく 60

第9回 中間発表（２）
・各グループから進捗報告。
・ゼミメンバーと担当教員からアドバイスを受ける。

第7回

第8回

過去1週間の日経新聞記事のうち、自分の関心の高いものを集めておく。

分析手法について（１）
・インターネットなどで収集した情報の整理方法
・データマイニング、エクセルの活用を学ぶ。

卒業研究のグループとテーマの案を考えておく。 60

分析手法について（２）
・インターネットなどで収集した情報の整理方法
・データマイニング、エクセルの活用を学ぶ。

60

参加希望のプロジェクトの日程を確認し、連絡先を調べておく 60

中間発表（１）
・各グループから進捗報告。
・ゼミメンバーと担当教員からアドバイスを受ける。

自分の参加したプロジェクトについて、受け取った資料や写真などを整理しておく
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60

第11回

第12回

第13回

グループ作業（１）
・グループ別にさらに調査や分析を行う。
・担当教員のアドバイスを受ける。

各自の担当部分について、集めた資料を再度検討しておく

グループ作業（２）
・グループ別にさらに調査や分析を行う。
・担当教員のアドバイスを受ける。

提案内容の根拠を整理する。

グループ作業（３）
・グループ別にさらに調査や分析を行う。
・担当教員のアドバイスを受ける。

提案内容に現実的な根拠があるか、検討。

60

第10回

60

最終プレゼンテーション（１）
・各グループから最終報告を行う。
・プレゼン重視の卒業研究の場合は、プレゼンテーションとしての評価も受ける。

60

60

第15回

グループの最終プレゼンテーション資料について、各自担当部分を最終確認する。 60

最終プレゼンテーション（２）
・各グループから最終報告を行う。
・プレゼン重視の卒業研究の場合は、プレゼンテーションとしての評価も受ける。

報告のための資料を準備

卒業研究の最終調整と提出
・最終報告で受けた指摘を反映。
・授業担当者に最終提出を行い、承認を得る。

報告のための資料を準備

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
グループ単位での調査とゼミ全体でのディスカッション、およびプレゼンテーションを中心とする。
パソコン教室を適時利用するが、グループ別に現地調査を実施したり、プロジェクトに参加する。
グループごとにスケジュールなどが異なるため、インターネットクラウドサービスで「報連相」を徹底する。

成績評価の方法
以下の３つの点で総合的に評価する。
①卒業研究の成果物（論文、プレゼンテーションファイル、アンケート調査結果など）（５０％）
プレゼンテーションの実施だけでなく、プレゼンテーションで指摘された課題を修正して最終ファイルを提出することを含む。また他のグ
ループのプレゼンテーションの評価とアドバイスの実施も含む。
②中間発表（２０％）
②ゼミへ参加し、具体的な調査方法や研究の構成などについて担当教員から3回以上アドバイスを受ける（３０％）

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠し、上記、到達目標の達成度に基づいて評価する。
/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
３年次の上級演習

テキスト
なし
必要に応じて、授業中に印刷物を配布。

参考書
授業中に適時指示

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

オリエンテーション
研究倫理について
講義の進め方の説明とグループ分け、パワーポイントによる個人発表実習(1)

【予習】個人発表実習のコンテンツを用意しておくこと。リーフレットの読み込み。
【復習】スケジュールを確認しておくこと。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

パワーポイントによる個人発表実習(3)

【予習】個人発表実習のコンテンツを準備しておくこと。
【復習】自分の発表の長所短所を整理しておくこと。

60

パワーポイントによる個人発表実習(2)

【予習】個人発表実習のコンテンツを準備しておくこと。
【復習】自分の発表の長所短所を整理しておくこと。

60

テーマ・概要
このクラスでは「経営学」および「会計学」に関する様々な実際上の問題をとりあげ、研究調査し、成果物を作成します。具体的には、各
受講者の関心にあわせて、その時々の経営関連トピック、特定の業界・企業研究、関連する学説研究、マネジメント手法を検討し、発表
（プレゼンテーションあるいは論文作成）します。
　テーマの選定にあたっては、受講者の関心をできる限り重視します。このゼミでは、主として以下のようなスキルを身に付けることを目
標としています。
(1)実際の企業行動・経営手法に関する知識と分析能力（含む簿記・会計の基礎知識）
(2)グループワークを円滑に遂行するためのコミュニケーション能力
(3)スライド（パワーポイント）などを用いたプレゼンテーション能力
(4)質疑応答を通じて議論の内容を高いレベルに引き上げる討議能力

DP2（課題の発見と解決）、DP3（他者との協働）、DP4（自発性、積極性）、DP5（表現力、発信力）、DP6（専門分野の知識・理解）、DP7
（総合的マネジメント力）の涵養を目指して講義を進めます。
具体的な到達目標は以下の通りです。
(1)経済社会のメカニズムを理解し、そのなかで重要な役割を果たしている企業の行動原理について知ること。
(2)説得力のある研究報告を作成すること。
(3)聴衆をひきつけるプレゼンテーションの技術を向上させること。
(4)グループワークを円滑に運営するノウハウやスキルを身に付けること。

到達目標

授業の計画と準備学修

卒業研究 ＜３＞

伊藤　克容

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 41111411201

4 2019年度 前期～後期
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第4回

第5回

第6回

身近な題材を扱ったグループ発表実習(1)

【予習】グループ発表実習のコンテンツを準備しておくこと。
【復習】各グループの発表の長所短所をしておくこと。

60

身近な題材を扱ったグループ発表実習(2)＋全体評価

60

【予習】グループ発表実習のコンテンツを準備しておくこと。
【復習】各グループの発表の長所短所を整理しておくこと。

60

第9回 業界・企業研究2-(1)
理論研究の応用

第7回

第8回

【予習】グループ発表実習のコンテンツを準備しておくこと。
【復習】各グループの発表の長所短所をしておくこと。

業界・企業研究1-(1)
ビジネスモデル分析

【予習】グループ発表実習のコンテンツを準備しておくこと。
【復習】各グループの発表の長所短所を整理しておくこと。

60

業界・企業研究1-(2)

60

【予習】グループ発表実習のコンテンツを準備しておくこと。
【復習】各グループの発表の長所短所を整理しておくこと。

60

業界・企業研究1-(3)＋全体評価

【予習】グループ発表実習のコンテンツを準備しておくこと。
【復習】各グループの発表の長所短所を整理しておくこと。
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60

第11回

第12回

第13回

業界・企業研究2-(2)

【予習】グループ発表実習のコンテンツを準備しておくこと。
【復習】各グループの発表の長所短所を整理しておくこと。

業界・企業研究3-(1)
経営者・リーダーへの着目

【予習】グループ発表実習のコンテンツを準備しておくこと。
【復習】各グループの発表の長所短所を整理しておくこと。

業界・企業研究3-(2)

【予習】グループ発表実習のコンテンツを準備しておくこと。
【復習】各グループの発表の長所短所を整理しておくこと。

60

第10回

60

業界企業研究3-(3)＋全体評価

60

60

第15回

【予習】グループ発表実習のコンテンツを準備しておくこと。
【復習】各グループの発表の長所短所を整理しておくこと。

60

経営手法・経営施策についての研究(1)

【予習】グループ発表実習のコンテンツを準備しておくこと。
【復習】各グループの発表の長所短所を整理しておくこと。

経営手法・経営施策についての研究(2)

【予習】グループ発表実習のコンテンツを準備しておくこと。
【復習】各グループの発表の長所短所を整理しておくこと。

第14回
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オフィスアワーについては、ポータルサイトで周知します。
連絡先：kito@econ.seikei.ac.jp

授業の方法
　主として個人またはグループ・ワークでのプレゼンテーション作成と報告、それに対するディスカッションという形で講義が行われま
す。プレゼンテーションの際には、パワーポイントというソフトウェアを利用します。
　必要におうじて、解説・講義の時間をもうけます。

成績評価の方法
成績評価は、クラス（グループワーク）に対する各参加者の貢献度にもとづいて行います。ゼミナール（演習）形式の講義なので、受講者
側の積極的な取り組みを前提とします。

平常点のみでの評価です（平常点が100%、試験は実施しません）。
下記の要素を総合的に評価します。
(1)発表内容の質（30%）
(2)クラスに対する貢献度（30%）
(3)取り組む姿勢・学習意欲（40%）

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。
 次の点に着目し、その達成度で総合的に評価します。
①発表内容がしっかり準備されたものであったか。
②表現スキルが身に付いているか。
③グループに対する貢献がじゅうぶんなされていたか。
④クラス全体に対する貢献がじゅうぶんになされていたか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
授業で指示。

テキスト
　特になし。

参考書
特になし。
必要な場合は、指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・スケジュールの確認
・リサーチのメソドロジーについて
・研究倫理について

【予習】シラバスを読み、内容を把握する。
【復習】レジュメ等を用いて授業の振り返りを行う。また、興味のあるテーマについて図書館等を利用
して調べておく。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

各自の問題意識から研究テーマと章立て（仮）の設定①

【予習】 報告担当者は、資料（WordまたはPower Point等で作成）を準備しておく。
【復習】授業でのフィードバック等を受け、改善につなげる。

90

学術論文とは（論証のためのアプローチと論文の章立て）
・成果物のイメージをつかみ、やるべきことを明確にする。

【予習】シラバスを読み、内容を把握する。
【復習】レジュメ等を用いて授業の振り返りを行い、疑問点などは図書館等を利用して調べておく。ま
た、興味のあるテーマについて図書館等を利用して調べておく。

60

テーマ・概要
大学における学修成果の総まとめとして、卒業論文等の成果物を完成させます。
各自の問題意識に基づきテーマを設定し、適切なアプローチを用いて説得力ある論証を行います。
不確実性の高い現代の企業環境では、経営学のテキストに書かれているナレッジ（知識）だけでは現実の課題に十分に対処することはでき
ません（企業は直面する日々の新たな課題に向き合い意思決定を行わなければなりません）
そこで、他人の受け売りではなく、自分の頭で考え抜いて結論を出せるようになることが大切です。

　DP2（課題の発見と解決）、3（他者との協働）、5（表現力と発信力）、6（専門分野の理解・知識）、７（総合マネジメント力）を実現
するため、以下を到達目標とします。
① 各自の問題意識に基づき適切なテーマを設定することができる。
② 先行研究等をきちんとサーベイすることができる。
③ 説得力のある論旨を展開することができる。
④ 柔軟な思考と広い視野から物事の本質を洞察することができる。
⑤ 適切な表現を用いて成果物を作成（論文等を執筆）することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

卒業研究 ＜４＞

伊藤　公哉

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 41111411201

4 2019年度 前期～後期
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第4回

第5回

第6回

各自の問題意識から研究テーマと章立て（仮）の設定②

【予習】 報告担当者は、資料（WordまたはPower Point等で作成）を準備しておく。
【復習】授業でのフィードバック等を受け、改善につなげる。

90

各自の問題意識から研究テーマと章立て（仮）の設定③

90

【予習】 各自リサーチを進める。また、報告担当者は、資料（WordまたはPower Point等で作成）を準
備しておく。
【復習】授業でのフィードバック等を受け、改善につなげる。

90

第9回 進捗状況の発表④

第7回

第8回

【予習】 報告担当者は、資料（WordまたはPower Point等で作成）を準備しておく。
【復習】授業でのフィードバック等を受け、改善につなげる。

進捗状況の発表①

【予習】 各自リサーチを進める。また、報告担当者は、資料（WordまたはPower Point等で作成）を準
備しておく。
【復習】授業でのフィードバック等を受け、改善につなげる。

90

進捗状況の発表②

90

【予習】 各自リサーチを進める。また、報告担当者は、資料（WordまたはPower Point等で作成）を準
備しておく。
【復習】授業でのフィードバック等を受け、改善につなげる。

90

進捗状況の発表③

【予習】 各自リサーチを進める。また、報告担当者は、資料（WordまたはPower Point等で作成）を準
備しておく。
【復習】授業でのフィードバック等を受け、改善につなげる。
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90

第11回

第12回

第13回

進捗状況の発表⑤

【予習】 成果物の作成（卒論の執筆）を進める。また、報告担当者は、資料（WordまたはPower Point
等で作成）を準備しておく。
【復習】授業でのフィードバック等を受け、改善につなげる。

進捗状況の発表⑥

【予習】 成果物の作成（卒論の執筆）を進める。また、報告担当者は、資料（WordまたはPower Point
等で作成）を準備しておく。
【復習】授業でのフィードバック等を受け、改善につなげる。

成果物の提出とプレゼンテーション（最終報告会）①

【予習】 成果物の作成（卒論の執筆）を進める。また、報告担当者は、資料（WordまたはPower Point
等で作成）を準備しておく。
【復習】授業でのフィードバック等を受け、改善につなげる。成果物を推敲する。

90

第10回

90

成果物の提出とプレゼンテーション（最終報告会）②

90

90

第15回

【予習】 成果物の作成（卒論の執筆）を進める。また、報告担当者は、資料（WordまたはPower Point
等で作成）を準備しておく。
【復習】授業でのフィードバック等を受け、改善につなげる。成果物を推敲する。

90

成果物の提出とプレゼンテーション（最終報告会）③

【予習】 成果物（卒論）を完成させる。また、報告担当者は、資料（WordまたはPower Point等で作
成）を準備しておく。
【復習】授業でのフィードバック等を受け、改善につなげる。

成果物の提出とプレゼンテーション（最終報告会）④

【予習】 成果物（卒論）を完成させる。また、報告担当者は、資料（WordまたはPower Point等で作
成）を準備しておく。
【復習】授業でのフィードバック等を受け、改善につなげる。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
授業は、演習形式（個人発表、ディスカッション等）で行います。また、リサーチのメソドロジーや、各種引用作法など、社会人となった
後も有用な技法について適宜指導を行います。

成績評価の方法
平常点（授業における進捗状況の報告や授業での発言などの貢献50％）及び最終成果物（卒業論文等50％）で評価します。試験は実施しま
せん。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価する。
① 各自の問題意識に基づき適切なテーマを設定することができる。
② 先行研究等をきちんとサーベイすることができる。
③ 説得力のある論旨を展開することができる。
④ 柔軟な思考と広い視野から物事の本質を洞察することができる。
⑤ 適切な表現を用いて成果物を作成（論文を執筆）することができる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
上級演習Ⅰ・Ⅱ

テキスト
適宜レジュメを配布します。

参考書
必要に応じて紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

オリエンテーション
・研究論文執筆のためのガイダンスを行う。

【予習】
・論文執筆の概要に関する事前配布資料を読む。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

研究テーマ（問題意識）の設定と報告
・各人（あるいはグループ）で研究テーマを設定し、発表する。

【予習】
・研究テーマを設定し、報告資料を作成する。

120

論文構造の理解
・学生論文賞の受賞論文等を読み、構造を理解するとともに優秀論文の要素を発見する。

【予習】
・事前配布された論文を読む。

60

テーマ・概要
本科目では、これまでの大学講義や３年次の上級演習で学んだ消費者行動、マーケティング、その他の分析フレーム、データ分析の手法な
どを総合的に用い、研究論文を作成することをテーマとする。
講義では、論文執筆の基礎を学ぶとともに、各種データ分析手法を復習しながら実践し、集大成としての研究論文を完成させる。

DP2（課題の発見と解決）、DP3（他者との協働）、DP5（表現力、発信力）、DP6（専門分野の知識・理解）、DP7（総合マネジメント力）
を実現するため、以下を到達目標とする。
・これまで大学で学んだ知識の集大成として、自ら問題意識をもったテーマについて追究し、その解決に関する研究論文をまとめる
・研究論文執筆の過程で、自己の主張をどのような構成で、どのような先行研究を引用しながら展開するか、また他者にどのような方法で
伝えるかの術を修得する。
・データをとらえる視点と、データ分析の手法、解釈の仕方を修得する。
・ピアレビューやプレゼンテーション、ディスカッションに積極的に取り組み、全体としてメンバーの論文の質を高める。

到達目標

授業の計画と準備学修

卒業研究 ＜５＞

井上　淳子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 41111411201

4 2019年度 前期～後期
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第4回

第5回

第6回

資料や理論研究（文献レビュー）に関する報告
・研究テーマに沿っておこなった文献レビューの内容を報告する。

【予習】
・研究テーマに沿って情報収集、先行研究のレビューを行い、まとめる。

120

データ分析手法の復習
・サンプルデータを用いて、SPSSによるデータ分析をおこなう。

60

【予習】
・収集したデータを入力し、加工する。

90

第9回 データの分析 part 1
・収集データを統計ソフトを用いて解析する。

第7回

第8回

【予習】
・データ分析手法に関する事前配布資料を読み、理解する。

仮説と調査計画の報告
・設定した研究仮説と、実証のための調査計画について報告する。

【予習】
・データを用いて検証するための仮説を設定する。
・データ収集のための調査計画を策定する。

120

調査票の確認とプリテストの実施
・作成した調査票の内容確認とゼミ内プリテストを実施する。
・指摘を踏まえて調査票を修正する。

120

【予習】
・データ収集のための調査票を作成する。

120

調査の実施と経過報告
・実査とデータ収集状況について報告する。
・仮説までの執筆内容について教員の確認を受ける。

【予習】
・実査を行う。
・論文の「仮説設定」までの内容を執筆する。
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60

第11回

第12回

第13回

データの分析 part 2
・収集データを統計ソフトを用いて解析する。

【予習・復習】
・収集したデータの分析に適切な手法を復習する。
・SPSSでデータを解析する。

検証結果の報告
・分析結果を解釈し、仮説の検証結果を報告する。

【予習】
・仮説の検証結果をまとめる。

論文の執筆と修正 part 1
・構成に従って論文を執筆し、教員の確認を受ける。
・必要に応じて修正を加える。

【予習】
・問題意識から仮説検証までの内容を整理し、論文を執筆する。

120

第10回

120

論文の執筆と修正 part 2
・構成に従って論文を執筆し、教員の確認を受ける。
・必要に応じて修正を加える。

60

90

第15回

【予習・復習】
・問題意識から仮説検証までの内容を整理し、論文を執筆する。

120

ピアレビュー
・受講生同士で研究をピアレビューする。
・指摘された内容に従って補足や修正を行う。

【予習】
・論文を完成させる。

研究内容のプレゼンテーション
・完成した研究論文の内容をプレゼンテーションし、メンバー全員でディスカッションする。

【予習】
・執筆した論文の内容を要約し、プレゼンテーションの準備をする。

第14回
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学内専用ホームページで周知する。

授業の方法
・各人（各グループ）が進める研究の報告とディスカッションを中心に行う。したがって、講義以外の時間に研究を進め、講義は進行状況
の確認、内容の検討ならびに修正を行う場と位置付けられる。

成績評価の方法
作成された論文の内容（50％）、グループ研究推進への貢献度合い（30％）、ディスカッション等での発言実績（20％）から総合的に評価
する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その到達度により評価する。
・大学での学びの集大成となるべく適切な内容と構成で論文が執筆されているか。
・独創性のある視点で研究が行われているか。
・論文執筆、報告、メンバーとのディスカッションに積極的な姿勢で取り組んだか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「マーケティング」、「消費者行動」、「広告と市場」、「競争戦略」、「統計入門」など。

テキスト
適宜紹介する。

参考書
適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス

シラバスを読み，内容を把握する 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

論文の書き方について（２）

コメントを受けて課題を具体化させ、次回のゼミで提出する。 120

プロジェクトテーマの選定。取組む課題について各自短いプレゼンを行う

コメントを受けて課題を具体化させ、3回目のゼミで提出する。 90

テーマ・概要
本演習では，上級演習で修得した技能をベースとして，グループあるいは個人で分析プロジェクトの立案，調査，分析と結果の解釈，プレ
ゼンテーションを行い，レポートにまとめます。調査課題の選択は受講生の興味次第ですが，共通テーマは「経済学にかかわる課題につい
て, 関連する既存研究をサーベイし, 仮説を設定し，データにもとづいて客観的な分析を行い，政策的なインプリケーションを導き出すこ
と」を目的とします。

DP2(課題の発見と解決),DP3(他者との協働),DP5(表現力,発信力),DP6(専門分野の理解・知識),DP７(総合マネジメント力)を実現
するため,以下を到達目標とします。
①各自の問題意識に基づき適切なテーマを設定することができる
②先行研究等をサーベイ・整理することができる
③説得力のある論旨を展開することができる
④柔軟な思考と広い視点から物事の本質を洞察することができる
⑤適切な表現を用いて成果物を作成することができる

到達目標

授業の計画と準備学修

卒業研究 ＜６＞

井上　智夫

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 41111411201

4 2019年度 前期～後期
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第4回

第5回

第6回

論文の書き方について（3）

コメントを受けて課題を具体化させ、次回のゼミで提出する。 120

論文の書き方について（4）

120

報告者担当者は資料準備とリハーサルを行う。討論担当者は報告資料を事前に検討し、質問内容を準備
する。
討論結果を踏まえ、各自が取組む課題に反映させる。

60〜120

第9回 進捗状況の中間報告会

第7回

第8回

コメントを受けて課題を具体化させ、次回のゼミで提出する。

進捗状況の報告（1）

各自分析を進める。 120

進捗状況の報告（2）

120

各自分析を進める。 120

進捗状況の報告（3）

各自分析を進める。

- 287 -



60〜120

第11回

第12回

第13回

進捗状況の中間報告会

報告者担当者は資料準備とリハーサルを行う。討論担当者は報告資料を事前に検討し、質問内容を準備
する。
討論結果を踏まえ、各自が取組む課題に反映させる。

進捗状況の中間報告会

報告者担当者は資料準備とリハーサルを行う。討論担当者は報告資料を事前に検討し、質問内容を準備
する。
討論結果を踏まえ、各自が取組む課題に反映させる。

進捗状況の中間報告会

報告者担当者は資料準備とリハーサルを行う。討論担当者は報告資料を事前に検討し、質問内容を準備
する。
討論結果を踏まえ、各自が取組む課題に反映させる。

60〜120

第10回

60〜120

論文の書き方（5）

60〜120

60〜120

第15回

最終原稿の準備にとりかかる。参考文献リストを完成させる。 60〜120

最終結果の報告会

報告者担当者は資料準備とリハーサルを行う。その他のゼミ生は報告資料を事前に検討し、質問内容を
準備する。

最終結果の報告会

報告者担当者は資料準備とリハーサルを行う。その他のゼミ生は報告資料を事前に検討し、質問内容を
準備する。

第14回
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学内専用ホームページで周知します。

授業の方法
ゼミ室での報告とディスカッションに加え、原稿の推敲を数回行います。

成績評価の方法
宿題（７回：３０％）、報告・コメント（６回：４０％）、レポート（２回：３０％）による総合評価を基本とします。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.次の点に着目し，その到達度により評価します。
①各自の問題意識に基づき適切なテーマを設定することができる
②先行研究等をサーベイ・整理することができる
③説得力のある論旨を展開することができる
④柔軟な思考と広い視点から物事の本質を洞察することができる
⑤適切な表現を用いて成果物を作成することができる

必要な予備知識／先修科目／関連科目
上級演習I・II

テキスト
特に指定しません

参考書
適時紹介

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・卒業研究の進め方について説明する。
・研究倫理についての復習

【予習】事前に自分の卒業研究のテーマについて考えておく。
【復習】他者からの助言をもとに卒業研究のテーマを再考し、研究プロセスを検討する。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

卒業研究のテーマの決定と議論
・卒業研究の研究テーマについて議論する。
・卒業研究の方法論について議論する。

【予習】事前に自分の卒業研究のテーマについて考えておく。
【復習】他者からの助言をもとに卒業研究のテーマを再考し、研究プロセスを検討する。

60

卒業研究のテーマの決定と議論
・卒業研究の研究テーマについて議論する。
・卒業研究の方法論について議論する。

【予習】事前に自分の卒業研究のテーマについて考えておく。
【復習】他者からの助言をもとに卒業研究のテーマを再考し、研究プロセスを検討する。

60

テーマ・概要
テーマ：卒業研究とその発表

本科目は、応用発展演習を通じて身につけた基礎的な知識を活用し、自らの研究目的に沿って卒業研究を完成させるためのものです。１年
の前半では、各人の研究テーマに従って調査研究を続けていただき、後半では、順番を決めてその報告をしてもらいます。４年間の集大成
ともいえる立派な研究を目指します。

DP2（課題の発見と解決）、DP3（課題の発見と解決）、DP5（表現力、発信力）、DP6（専門分野の知識・理解）、DP7（他者との協働）を
実現するため、次の4点を到達目標とする。

⑴学術的な研究実施がある程度できる。
⑵研究成果の報告を実施できる。
⑶学士取得にふさわしい基礎能力を身に着けることができる。
⑷他者の研究発表を聞いて適切にコメントできる。

到達目標

授業の計画と準備学修

卒業研究 ＜７＞

上田　泰

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 41111411201

4 2019年度 前期～後期
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第4回

第5回

第6回

卒業研究のテーマの決定と議論
・卒業研究の研究テーマについて議論する。
・卒業研究の方法論について議論する。

【予習】事前に自分の卒業研究のテーマについて考えておく。
【復習】他者からの助言をもとに卒業研究のテーマを再考し、研究プロセスを検討する。

60

卒業研究のテーマの決定と議論
・卒業研究の研究テーマについて議論する。
・卒業研究の方法論について議論する。

60

【予習】自分の卒業研究について報告資料を作成する。
【復習】他者からの助言をもとにさらに研究を進める。

60

第9回 卒業研究の報告
・各人の卒業研究の報告とその内容に関する討論を行う。

第7回

第8回

【予習】事前に自分の卒業研究のテーマについて考えておく。
【復習】他者からの助言をもとに卒業研究のテーマを再考し、研究プロセスを検討する。

卒業研究のテーマの決定と議論
・卒業研究の研究テーマについて議論する。
・卒業研究の方法論について議論する。

【予習】事前に自分の卒業研究のテーマについて考えておく。
【復習】他者からの助言をもとに卒業研究のテーマを再考し、研究プロセスを検討する。

60

卒業研究のテーマの決定と議論
・卒業研究の研究テーマについて議論する。
・卒業研究の方法論について議論する。

60

【予習】事前に自分の卒業研究のテーマについて考えておく。
【復習】他者からの助言をもとに卒業研究のテーマを再考し、研究プロセスを検討する。

60

卒業研究の報告
・各人の卒業研究の報告とその内容に関する討論を行う。

【予習】自分の卒業研究について報告資料を作成する。
【復習】他者からの助言をもとにさらに研究を進める。
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60

第11回

第12回

第13回

卒業研究の報告
・各人の卒業研究の報告とその内容に関する討論を行う。

【予習】自分の卒業研究について報告資料を作成する。
【復習】他者からの助言をもとにさらに研究を進める。

卒業研究の報告
・各人の卒業研究の報告とその内容に関する討論を行う。

【予習】自分の卒業研究について報告資料を作成する。
【復習】他者からの助言をもとにさらに研究を進める。

卒業研究の報告
・各人の卒業研究の報告とその内容に関する討論を行う。

【予習】自分の卒業研究について報告資料を作成する。
【復習】他者からの助言をもとにさらに研究を進める。

60

第10回

60

卒業研究の報告
・各人の卒業研究の報告とその内容に関する討論を行う。

60

60

第15回

【予習】自分の卒業研究について報告資料を作成する。
【復習】他者からの助言をもとにさらに研究を進める。

60

卒業研究の報告
・各人の卒業研究の報告とその内容に関する討論を行う。

【予習】自分の卒業研究について報告資料を作成する。
【復習】他者からの助言をもとにさらに研究を進める。

卒業研究の報告
・各人の卒業研究の報告とその内容に関する討論を行う。

【予習】自分の卒業研究について報告資料を作成する。
【復習】他者からの助言をもとにさらに研究を進める。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
・授業は演習形式で行います。
・授業の進捗によって一部内容を変更する場合もあります。

成績評価の方法
プレゼンテーションの良否（約20％）、議論における貢献度（約20％）を加味して、卒業研究の質(約60%)に応じて評価します。なお、卒
業研究の内容は、発表予稿集の形でまとめると当時に、発表資料を目の見える形で仕上げることが要求されます。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
以下の到達目標の達成度に基づいて評価します。
⑴学術的な研究実施がある程度できたか。
⑵研究成果の報告を実施できたか。
⑶学士取得にふさわしい基礎能力を身に着けることができたか。
⑷他者の研究発表を聞いて適切にコメントできたか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
授業で指示。

テキスト
特にありません。

参考書
必要に応じて指摘します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

オリエンテーション（テーマ設定、章別編成、文献探索、資料収集についての説明）

【予習】上級演習IIで作成した「研究ノート」を土台にして、テーマ設定、章別編成、文献に関して、
修正・改善したものを用意する。

120

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

各自のテーマでの発表1

【予習】発表者はテーマ別にプレゼンの準備をする。
【復習】質疑応答・討論の結果を受けて、内容を修正する。

60

文献探索、資料収集の結果報告・調整

【復習】授業での指摘点を踏まえて、さらに文献・資料に関して調整作業をおこなう。 90

テーマ・概要
〔テーマ〕フランスのラグジュアリー産業　
〔概要〕 2018年度上級演習の基調テーマ「フランスのラグジュアリー産業」を通して学んだ知識と視座を土台として、各自が出会った様
ざまな問題群のなかからテーマを絞って敷衍する作業をおこなう。
　順序としては、①まず、テーマ・章別編成の最終確定をまず終え、②その後ただちに執筆の作業に入る。それを継続するなかで学んだ成
果（種々の論点や情報）を逐次発表していく。

DP2（課題の発見と解決）、DP3（他者との協働）、DP5（表現力、発信力）、DP6（専門分野の知識・理解）、
DP7（綜合マネジメント力）を実現するため、以下を到達目標とする。
すでに「研究ノート」のかたちで定まっている各自のテーマに従って研究を進め、卒業研究の名に値する内容をもったペーパーを仕上げ
る。

到達目標

授業の計画と準備学修

卒業研究 ＜８＞

内田　日出海

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 41111411201

4 2019年度 前期～後期
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第4回

第5回

第6回

各自のテーマでの発表2

【予習】発表者はテーマ別にプレゼンの準備をする。
【復習】質疑応答・討論の結果を受けて、内容を修正する。

60

各自のテーマでの発表3

60

【予習】各自、執筆途中経過報告を準備する。
【復習】授業での指摘点などを踏まえて、必要に応じて修正をおこなう。

60

第9回 各自の卒業研究の執筆内容を発表1

第7回

第8回

【予習】発表者はテーマ別にプレゼンの準備をする。
【復習】質疑応答・討論の結果を受けて、内容を修正する。

各自のテーマでの発表4

【予習】発表者はテーマ別にプレゼンの準備をする。
【復習】質疑応答・討論の結果を受けて、内容を修正する。

60

中間報告会（執筆途中経過を発表）1

120

【予習】前期終了前までの執筆途中経過報告を準備する。
【復習】授業での指摘点などを踏まえて、必要に応じて修正をおこなう。

120

中間報告会（執筆途中経過を発表）2

【予習】後期開始前までの執筆途中経過報告を準備する。
【復習】授業での指摘点などを踏まえて、必要に応じて修正をおこなう。
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60

第11回

第12回

第13回

各自の卒業研究の執筆内容を発表2

【予習】各自、執筆途中経過報告を準備する。
【復習】授業での指摘点などを踏まえて、必要に応じて修正をおこなう。

各自の卒業研究の執筆内容を発表3

【予習】各自、執筆途中経過報告を準備する。
【復習】授業での指摘点などを踏まえて、必要に応じて修正をおこなう。

各自の卒業研究の執筆内容を発表4

【予習】各自、執筆途中経過報告を準備する。
【復習】授業での指摘点などを踏まえて、必要に応じて修正をおこなう。

60

第10回

60

最終原稿の確認1

120

90

第15回

【予習】卒業研究最終原稿を準備する。
【復習】授業での指摘点などを踏まえて、必要に応じて修正をおこなう。

90

最終原稿の確認2

【予習】卒業研究最終原稿を準備する。
【復習】授業での指摘点などを踏まえて、必要に応じて修正をおこなう。

総括：各自の卒業研究のプレゼンと合評会

【予習】卒業研究最終原稿を簡易製本して持参する。
【復習】合評会での指摘点などを踏まえて、必要に応じて最終修正をおこなう。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
履修者が順番におこなう研究ないし執筆の途中経過報告、それに対する全員参加の質疑・討論を中心とする。

成績評価の方法
平常点（授業への参加度・受講態度など）：10%
報告内容：10%
最終成果物：80%
により総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
下記の点について目標の到達度を測る。
・論旨が明確で、正しい論文形式・内容を備えた、学士としての水準をもつ卒業研究であるかどうか

必要な予備知識／先修科目／関連科目
担当教員の講義科目を、事前または並行して、履修することが望ましい。

テキスト
L.ベルジュロン『フランスのラグジュアリー産業－－ロマネ・コンティからヴィトンまで』（内田日出海訳）文眞堂、2017年

参考書
各履修者のテーマに合わせて随時紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

卒業研究の心構えと準備

研究とは何かについて理解し、４年間のまとめとしての研究の位置づけを確認する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

研究テーマの選定(1)

自らの関心を明確化し、研究テーマとしての適切性を吟味する。また、他の参加者の研究テーマについ
て、相互に意見交換する。

60

研究準備に向けた総合的概観

上級演習並びにその他の科目で学習したことを概観し、自分の関心分野とのつながりを探る。 60

テーマ・概要
3年次上級演習の延長として、日本経済の今日的な課題について、その背景や経緯を理解するとともに、個別のテーマを見つけて探究す
る。さらに、相互発表を通し、世界経済の中での日本の占める現在の位置づけ、及び、今後の展望について議論を深める。 なお、参加者
の個別状況や授業の進捗によって、以下の計画内容や進度を一部調整する場合がある。

DP2（課題の発見と解決）、DP3（他者との協働）、DP5（表現力、発信力）、DP6（専門分野の知識・理解）、DP7（総合マネジメント力）
を実現するため、
１．大学最終学年としての研究にふさわしい課題を設定できる。
２．研究発表について他者との相互的議論ができる。
３．口述に加え、文章作成でも、論点を表現することができる。
４．専門的レベルが大学4年間の集大成となっている。
５．資料収集、意見交換、原稿作成から最終稿提出へと各段階の〆切に間に合うように、時間と作業をマネジメントすることができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

卒業研究 ＜９＞

大野　正智

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 41111411201

4 2019年度 前期～後期
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第4回

第5回

第6回

研究テーマの選定(2)

自らの関心を明確化し、研究テーマとしての適切性を吟味する。また、他の参加者の研究テーマについ
て、相互に意見交換する。

60

卒業研究試作(1)

60

個別テーマについて、自分の中間発表を行うとともに、他の参加者からのコメントを参考にし、改定に
向けて方向性を探る。また、他の参加者の中間発表を聞きコメントする。

90

第9回 中間発表会(3)

第7回

第8回

選定した研究テーマについて、資料収集を開始し、初期段階としての試作について、相互発表を行い、
完成版に向けた研究の実行可能性について検討する。

卒業研究試作(2)

選定した研究テーマについて、資料収集を開始し、初期段階としての試作について、相互発表を行い、
完成版に向けた研究の実行可能性について検討する。

60

中間発表会(1)

90

個別テーマについて、自分の中間発表を行うとともに、他の参加者からのコメントを参考にし、改定に
向けて方向性を探る。また、他の参加者の中間発表を聞きコメントする。

90

中間発表会(2)

個別テーマについて、自分の中間発表を行うとともに、他の参加者からのコメントを参考にし、改定に
向けて方向性を探る。また、他の参加者の中間発表を聞きコメントする。
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120

第11回

第12回

第13回

改訂版作成(1)

中間発表で受けたコメントを参考に、最終発表に向けた改訂を行う。

改訂版作成(2)

中間発表で受けたコメントを参考に、最終発表に向けた改訂を行う。

最終発表会（１）

個別テーマについて、自分の最終発表を行うとともに、他の参加者からのコメントを参考にし、完成版
提出に向けて準備を整える。また、他の参加者の最終発表を聞きコメントする。

120

第10回

120

最終発表会（２）

120

120

第15回

個別テーマについて、自分の最終発表を行うとともに、他の参加者からのコメントを参考にし、完成版
提出に向けて準備を整える。また、他の参加者の最終発表を聞きコメントする。

120

最終発表会（３）

個別テーマについて、自分の最終発表を行うとともに、他の参加者からのコメントを参考にし、完成版
提出に向けて準備を整える。また、他の参加者の最終発表を聞きコメントする。

研究成果物提出

最終的な研究成果物を提出する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。オフィスアワー以外の時間は、予約により　随時対応。

授業の方法
アクティブ・ラーニングに基づく発表・討議を通じて研究の推進を促す演習形式です。個別の研究テーマについては、受講生の発表・他者
からコメント、さらに、教員との面談を通して完成を目指します。

成績評価の方法
（１）1次原稿提出(11月中の指定日〆切）までの研究発表＆研究経過（５０％）
（２）1次原稿返却後、教員との面談から最終稿提出（1月中の指定日〆切）までの研究経過＆研究成果（５０％）
※1次原稿提出の無い最終稿提出は単位が出ない例の１つです。他詳細は授業内でお知らせします。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し、その達成度によって評価する。
１．継続的に研究を進展させること（参加状況・教員とのコミュニケーション）ができたか。
２．発表会において適切なプレゼンテーションができたか。
３．発表会においてコメントを通して他者の発表に貢献をしたか。
４．発表会において、他者の研究を参考に自己の研究を相対化できたか。
５．〆切に向けた時間の管理ができたか。
６．研究成果が、質と量ともに、卒研としてふさわしいか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
本科目終了時には、卒業できるよう全般的な単位修得に注意を払うこと。

テキスト
配布資料をポータルにアップします。特に、当日の欠席者は必ず確認してください。他・適宜指示。

参考書
適宜紹介。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス

３年次の上級演習の際の資料などをみて，卒業研究に向けた問題意識をあたためておくこと。 120

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

構想発表(1)

発表者は発表準備。そうでないものは，自己の研究を進捗させる。 120

経過報告

構想発表に向けて，問題意識，研究目的と研究方法，研究対象の概観等を固めて，A4で２枚程度の配布
資料にまとめる。

120

テーマ・概要
本ゼミでは，次のような領域の卒業研究の作成をサポートします
　１．日本や世界の諸地域を対象とした広く人文地理学・経済地理学にかかわる研究
　２．地域経済、地域産業に関わる研究
　３．国土計画、都市計画、地域政策に関わる研究
　４．製造業を中心とする産業研究
　５．企業の立地戦略に関わる研究
　分量は問いませんが、各自の収集した１次資料に基づき地図化・グラフ化など独自の処理を施し、分析・考察したものであることを条件
とします。
　小学生以来16年間受けてきた教育の「総仕上げ」として思い出に残る卒業研究を完成させましょう．

DP2（課題の発見と解決）、DP3（他者との協働）、DP5（表現力、発信力）、DP6（専門分野の知識･理解）、DP7（総合マネジメント力）を
実現するため、以下を到達目標とする。自身で導出した研究目的に基づいて、自ら一次データ・一次統計を獲得し、それを適正に処理した
上で図表として示し、その読み取り・解釈を通じて、論を展開できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

卒業研究 ＜１０＞

小田　宏信

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 41111411201

4 2019年度 前期～後期
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第4回

第5回

第6回

構想発表(2)

発表者は発表準備。そうでないものは，自己の研究を進捗させる。 120

構想発表(3)

120

発表者は発表準備。そうでないものは，自己の研究を進捗させる。 120

第9回 中間発表(3)

第7回

第8回

発表者は発表準備。そうでないものは，自己の研究を進捗させる。

経過報告

自身で作成した図表類を資料として準備すること。 120

中間発表(1)

120

発表者は発表準備。そうでないものは，自己の研究を進捗させる。 120

中間発表(2)

発表者は発表準備。そうでないものは，自己の研究を進捗させる。
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120

第11回

第12回

第13回

経過報告

自身で作成した図表類を資料として準備すること。

最終発表(1)

発表者は発表準備。そうでないものは，自己の研究を進捗させる。

最終発表(2)

発表者は発表準備。そうでないものは，自己の研究を進捗させる。

120

第10回

120

最終発表(3)

120

120

第15回

発表者は発表準備。そうでないものは，自己の研究を進捗させる。 120

成果物の仮提出

極力，完成品に近い形での仮提出の準備をすること。

成果物の最終提出

担当者からの修正指示を反映させた卒業研究を完成させること。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
個人発表に対するディスカッションを基本とします。必要に応じて，授業時間の枠外で個別指導も行います。

成績評価の方法
　ゼミでの取り組み50%，成果物50%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、達成度により評価する。
　(1) 有意義な研究目的を導出できているか。
　(2) 研究方法は妥当か。
　(3) 適切かつ効果的な図表作成ができているか。
　(4) 図表の読み取り，考察は妥当か。
　(5) 成果物の論理構成は妥当か。
　(6) 効果的なプレゼンテーションができたか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
先修科目として，同一担当者の「上級演習」。

テキスト
使用しません。

参考書
　『ジオ・パルNEO —地理学・地域調査便利帖— 』野間晴雄ほか編，海青社，2012年，2500円，ISBN: 978-4860992651
　『経済地理学の成果と課題（第７集）』経済地理学会編、日本経済評論社、3400円、ISBN： 978-4818820968　
　ほか、別途指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・演習の内容を説明する。

【予習】シラバスを読み，あらかじめその内容を把握しておく。
【復習】授業の内容を再確認する。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Excel応用実習1：第2章　計算をおこなう
・Excel関数をテキストに沿って実習する。

【予習】テキスト第1章を読み、基本操作について理解しておく。
【復習】授業での検討内容を確認する。

60

テーマ選定と資料収集
・ディスカッションを通じて，テーマの選定と内容の検討をおこなう。
・Excelの基本操作の復習（実習）

【予習】テーマを選定し、説明資料を準備する。
【復習】指摘を参考にテーマの内容を吟味する。

60

テーマ・概要
各受講生は地球環境問題を共通テーマとして、自分の興味のある課題を決めて，資料を収集・分析し、中間報告（プレゼンテーションと参
加者全員によるディスカッション）を経て、最終的にその内容を纏めた論文を作成します。また、Excelの関数を中心に実習形式で学び仕
事力を高めることを目指します。

DP2（課題の発見と解決），DP3（他者との協働），DP5（表現力、発信力），DP6（専門分野の知識・理解），DP7（総合マネジメント力）
を実現するため，自らテーマを設定して，文献等を含め資料を用いながら，論文に纏めることが出来るようになること、仕事でよく使われ
るExcelを使いこなすことが出来るようになることを到達目標とします。

到達目標

授業の計画と準備学修

卒業研究 ＜１１＞

川越　俊彦

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 41111411201

4 2019年度 前期～後期
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第4回

第5回

第6回

Excel応用実習2：データ分析
・Excel関数をテキストに沿って実習する。

【予習】テキスト該当箇所を読み、操作出来るようにしておく。
【復習】授業での検討内容を確認する。

60

Excel応用実習3：データの判定
・Excel関数をテキストに沿って実習する。

60

【予習】テキスト該当箇所を読み、操作出来るようにしておく。
【復習】授業での検討内容を確認する。

60

第9回 Excel応用実習5：表の検索
・Excel関数をテキストに沿って実習する。

第7回

第8回

【予習】テキスト該当箇所を読み、操作出来るようにしておく。
【復習】授業での検討内容を確認する。

中間報告会（1）
・中間報告を行ない，論文内容・構成等の妥当性を検討する。

【予習】中間報告をPowerPointで用意する。【復習】指摘に基づき報告を復習する。 60

中間報告会（2）
・引き続き、中間報告を行なう。

60

【予習】中間報告をPowerPointで用意する。【復習】指摘に基づき報告を復習する。 60

Excel応用実習4：日付・時刻の計算
・Excel関数をテキストに沿って実習する。

【予習】テキスト該当箇所を読み、操作出来るようにしておく。
【復習】授業での検討内容を確認する。
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60

第11回

第12回

第13回

Excel応用実習6：財務計算
・Excel関数をテキストに沿って実習する。

【予習】テキスト該当箇所を読み、操作出来るようにしておく。
【復習】授業での検討内容を確認する。

Excel応用実習7：文字列操作
・Excel関数をテキストに沿って実習する。

【予習】テキスト該当箇所を読み、操作出来るようにしておく。
【復習】授業での検討内容を確認する。

最終報告会（1）
・3回に亘って、個々の卒業研究の最終報告を行なう。

【予習】最終報告資料を準備する。
【復習】指摘に基づき調整を行なう。

60

第10回

60

最終報告会（2）
・引き続き、最終報告を行なう。

60

60

第15回

【予習】最終報告資料を準備する。
【復習】指摘に基づき調整を行なう。

60

最終報告会（3）
・引き続き、最終報告を行なう。

【予習】最終報告資料を準備する。
【復習】指摘に基づき調整を行なう。

まとめ
・卒業研究全般についてレビューする。

【予習】論文を完成させる。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
毎回、プレゼンテーション・ディスカッションもしくはPC実習によるアクティブ・ラーニングで、基本的に講義はありません。

成績評価の方法
プレゼンテーション内容とディスカッション等授業への貢献（50%）と成果物（50%）による総合評価とします。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に関し，その達成度により評価します。
①経済・社会に関するテーマを設定して，資料を用いながら論文を纏めることができている。
②基本的な論文作成ルールに従って論文が作成できる。
③Excel関数に関する基本的知識を有し、関数を使って作業を行なうことができる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
日花 弘子『今すぐ使えるかんたん Excel関数 [Excel 2016/2013/2010/2007対応版]』技術評論社、ISBN-10: 4774177644、1706円

参考書
必要に応じて授業中に提示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の概要と進め方を説明する
・ビジネスゲームのアイデアを検討する

【予習】シラバスを熟読
【復習】ビジネスゲームのアイデアを検討する
【復習】ビジネスゲームに関連する情報収集

120

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

ビジネスゲームのテーマの決定
・収集資料を分析し、ビジネスゲームのアイデアを検討・議論する

【予習】ビジネスゲームのアイデアを検討する
【復習】授業での議論をふまえて、ビジネスゲームのテーマを確定する

120

研究テーマの検討
・収集資料を分析し、ビジネスゲームのアイデアを検討する

【予習】ビジネスゲームのアイデアを検討する
【復習】ビジネスゲームのアイデアに関連する情報収集

120

テーマ・概要
テーマ「ビジネスゲームの作成」
　ビジネスゲームは、現実のビジネス環境を「モデル化」したゲームで、ビジネス環境の知識獲得やスキル修得を目的とした教育ツールで
す。この卒業研究では、３年次の演習で学修したビジネスゲームの知識やスキルを深化させながら、今度は作成の立場からビジネスゲーム
に取り組み、ビジネス環境のモデル化・ゲーム化にチャレンジします。そして、自分自身の興味に基づいて対象となるビジネス環境を選
び、モデル化の視点やゲーム化の方法も、自ら決めていく必要があります。その意味で、自主的に研究を切り開く姿勢が求められます。
　これまで卒業研究で作成されたビジネスゲームの例としては、就職活動のマッチング・ゲーム、スタートアップ企業の資金調達ゲーム、
そして、企業間のM&Aゲームなどがあります。現実的側面を活かしながら、ゲームとしてプレイし易く、ゲームバランスの良いゲームを作
成することが重要であり、難問でもあるようです。

ビジネスゲームの例示
・「コインパーキングキング−駐車王−」
・「どきどきワクワク就活マッチングゲーム」
・「目指せ市場の独占、企業M&Aゲーム」
・「不動産王を目指せ、不動産投資ゲーム」
・「人は財産、人材育成ゲーム」

（注）この卒業研究は、河路担当の上級演習I,IIを修得した学生用の授業です。

ＤＰ２（課題の発見と解決）、ＤＰ３（他者との協働）、ＤＰ５（表現力、発信力）、ＤＰ６（専門分野の知識・理解）、ＤＰ７（総合マ
ネジメント力）　を実現するため、以下を到達目標とする。
・ビジネスゲームの意義を、具体的に説明することができる
・対象となるビジネス環境について、図形モデルを適切に作成することができる
・対象となるビジネス環境について、表計算モデルを適切に作成することができる
・自らの興味に基づいて分析対象とするビジネス環境を設定し、ビジネスゲームを作成することができる

到達目標

授業の計画と準備学修

卒業研究 ＜１２＞

河路　武志

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 41111411201

4 2019年度 前期～後期
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第4回

第5回

第6回

研究計画の作成
・ビジネスゲームのテーマ、ゲーム化の方法を明確にする研究計画を作成する

【予習】研究計画の原案を作成する
【復習】授業での議論をふまえて、研究計画を作成する

120

研究計画の発表
・研究計画を発表し、意見交換する

120

【予習】図形モデルの原案を作成する
【復習】授業での議論をふまえて、図形モデルを作成する

120

第9回 第２ステップ
・ビジネス環境をモデル化して、図形モデルを作成する

第7回

第8回

【予習】研究計画の発表の準備をする
【復習】発表をふりかえり、今後の研究計画を検討する

ゲーム化ステップの作成
・研究計画にしたがって、ビジネスゲーム作成のステップを作成する

【予習】ゲーム化ステップの原案を作成する
【復習】授業での議論をふまえて、ゲーム化ステップを作成する

120

ゲーム化ステップの発表
・ゲーム化ステップを発表し、意見交換する

120

【予習】ゲーム化ステップの発表の準備をする
【復習】発表をふりかえり、今後の研究計画を検討する

120

第１ステップ
・ビジネスゲームのシナリオを作成する

【予習】シナリオの原案を作成する
【復習】授業での議論をふまえて、シナリオを作成する
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120

第11回

第12回

第13回

第３ステップ
・ビジネス環境の図形モデルをもとに、表計算モデルを作成する

【予習】表計算モデルの原案を作成する
【復習】授業での議論をふまえて、表計算モデルを作成する

第４ステップ
・ビジネスゲームのルール

【予習】ビジネスゲームのルールの原案を作成する
【復習】授業での議論をふまえて、ビジネスゲームのルールを作成する

研究成果の作成
・第１〜第４ステップまでの要点を整理し、問題点を解決する
・ビジネスゲーム全体の整合性を調整しながら研究成果を作成する

【予習】研究成果の問題点を整理する
【復習】研究成果を作成する

120

第10回

120

中間発表
・研究成果の前半部分（第１・第２ステップ）を発表し、意見交換する

120

120

第15回

【予習】中間発表を準備する
【復習】中間発表をふりかえり、後半部分の要点と問題点を検討する

120

研究成果の修正
・研究成果の後半部分（第３・第４ステップ）の問題点を解決する

【予習】研究成果の問題点を整理する
【復習】研究成果の問題点を解決するための修正を行う

最終発表
・研究成果の後半部分（第３・第４ステップ）を発表し、意見交換する

【予習】最終発表を準備する
【復習】最終発表をふりかえり、今後の学修計画を考察する

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
前期は月に１回程度，後期は隔週開講し，１２月，１月は毎週授業を実施します。

ガイダンスや研究の進め方などについての講義は行いますが、研究内容については個別指導が中心となります。ただし、中間発表など、ゼ
ミとしての演習も行っていきます。

※第１回目のガイダンスは必ず出席して下さい。やむを得ず欠席する場合は、メール等で連絡をとるようにして下さい。
※MS-Teams/SEIKEI Portalをこの授業の連絡手段として活用します。受講生は必ず参照して下さい。

成績評価の方法
授業への参加状況10%＋中間的な発表20%＋最終発表・研究成果70%
研究の過程と研究成果を総合的に評価します

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
おもに以下の到達目標の観点から評価します。
・自らの問題意識に基づいて、分析対象としたビジネス環境をゲーム化できているか
・対象となるビジネス環境ついて、図形モデルを適切に作成できているか
・対象となるビジネス環境について、表計算モデルを適切に作成できているか

必要な予備知識／先修科目／関連科目
先修科目：上級演習I,II（河路）
関連科目：企業経営入門，企業会計入門，経営戦略，競争戦略，経営科学，ビジネスゲーム

テキスト
MS-Teamsを利用して資料等を配布します

参考書
適宜、紹介します

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

第１回．　　　　ガイダンス、資料配布、分担割り当て。
卒業論文の進め方、テーマの選び方などの説明をします。

授業の説明を受けて、各自が自分のテーマ選択や文献検索などを行う。 ６０分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

担当者または担当グループによる問題意識および文献サーベイの発表２

卒業論文作成作業および発表の準備、プレゼン資料の作成 ６０分
ただし発表予定者は
１２０分

担当者または担当グループによる問題意識および文献サーベイの発表１

卒業論文作成作業および発表の準備、プレゼン資料の作成 ６０分
ただし発表予定者は
１２０分

テーマ・概要
ゼミのテーマは「企業組織と人材育成」です。
卒業研究では、「人を育てるとは」「人のやる気とは」という問題を中心にして様々な角度からグループで研究を仕上げていきます。日本
ではよく「企業は人なり」と言いますが、現在日本の多くの企業が人材育成や組織構築に関して悩み苦しんでいます。ゼミでは、日本の企
業の組織や人材育成システムを研究し、ゼミ生それぞれが自分自身の人生に活かせればと考えています。ゼミでは、コーチング理論、モ
ティベーション理論、リーダーシップ論、ＮＬＰ理論（神経言語プログラミング＝「脳の取扱い仕様書」などと呼ばれています）などを
ベースとして、人のやる気が人材育成に果たす役割について徹底的に考えていきたいと思います。「人はなぜやる気をなくすのか」「やる
気の無い人を発奮させるにはどうすればよいのか」「自分自身のやる気はどうすれば操れるのか」などの問題について。私といっしょに楽
しく情熱的に研究に取り組もうとする学生の参加を待っています。

自分が選択したテーマに関する卒業論文を完成させることによって、論文作成の基本技能を修得する。論文作成の過程で、多様なソースか
ら情報を収集し分析する能力（DP1、2）の養成をめざす。
学術的な知識・理解としては、コーチング理論、モティベーション理論、リーダーシップ論、ＮＬＰ等のいずれかの分野を深く学び、その
応用に関して独自的な考察が行えるような能力（DP6）を身につける。また、グループワークやチームによる研究により、他者と協力して
課題を解決する能力（DP3、7）を養うことを重視し、さらに発言や発表を主体的に行う積極性（DP5）の涵養を図る。

到達目標

授業の計画と準備学修

卒業研究 ＜１３＞

北川　浩

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 41111411201

4 2019年度 前期～後期
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第4回

第5回

第6回

担当者または担当グループによる問題意識および文献サーベイの発表３

卒業論文作成作業および発表の準備、プレゼン資料の作成 ６０分
ただし発表予定者は
１２０分

担当者または担当グループによる問題意識および文献サーベイの発表４

６０分
ただし発表予定者は
１２０分

卒業論文作成作業および発表の準備、プレゼン資料の作成 ６０分
ただし発表予定者は
１２０分

第9回 担当者または担当グループによるケーススタディまたはオリジナルな応用課題の発表４

第7回

第8回

卒業論文作成作業および発表の準備、プレゼン資料の作成

担当者または担当グループによるケーススタディまたはオリジナルな応用課題の発表１

卒業論文作成作業および発表の準備、プレゼン資料の作成 ６０分
ただし発表予定者は
１２０分

担当者または担当グループによるケーススタディまたはオリジナルな応用課題の発表２

６０分
ただし発表予定者は
１２０分

卒業論文作成作業および発表の準備、プレゼン資料の作成 ６０分
ただし発表予定者は
１２０分

担当者または担当グループによるケーススタディまたはオリジナルな応用課題の発表３

卒業論文作成作業および発表の準備、プレゼン資料の作成
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６０分
ただし発表予定者は
１２０分

第11回

第12回

第13回

担当者または担当グループによる卒業論文の全体像の発表１

卒業論文作成作業および発表の準備、プレゼン資料の作成

担当者または担当グループによる卒業論文の全体像の発表２

卒業論文作成作業および発表の準備、プレゼン資料の作成

担当者または担当グループによる卒業論文の全体像の発表３

卒業論文作成作業および発表の準備、プレゼン資料の作成

６０分
ただし発表予定者は
１２０分

第10回

６０分
ただし発表予定者は
１２０分

担当者または担当グループによる卒業論文の全体像の発表４

全員１２０分

全員１２０分

第15回

卒業論文作成作業および発表の準備、プレゼン資料の作成 ６０分
ただし発表予定者は
１２０分

全員による卒業論文修正、改善事項の確認

卒業論文の最終仕上げと修正改善項目チェック

卒業論文の作成を終えて、全員による気づきおよび自己成長の発表と討論

卒業論文の最終仕上げと修正改善項目チェック

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
個人発表、ディスカッションや情報交換などを随時行いながら進めていく演習形式の授業です

成績評価の方法
評価は、平常点で行います。出席、発言、報告内容、その他の提出物および、最終的な卒業研究の成果をすべて考慮して総合的な評価を行
います。成果物の評価が6割、その他の項目が4割のウエイトです。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
卒業論文の経過報告を他人に明確に説明できるかどうか。
卒業論文作成にあたって独創的な考察や調査を行っているかどうか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
３年次に行った上級演習の内容を踏まえて主体的に研究計画を立てていること。

テキスト
テキストは使用しません。

参考書
必要なものは授業中に提示・配布します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
研究倫理について

取り組みたい論文テーマを考えておく 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

データおよび文献の収集

資料の収集と情報の整理 60

データおよび文献の収集

卒業論文のテーマを決定する 60

テーマ・概要
３年時の上級演習で取り組んだテーマをさらに発展させて，卒業研究としてまとめてもらいます（３年時のテーマを変更してもよい）．
各自が収集したデータを利用して作成した地図やグラフ，統計解析や空間分析の結果をもとにした考察を含めた内容の卒業研究論文を完成
させる．

DP2（課題の発見と解決），DP3（他者との協働），DP5（表現力，発信力），DP6（専門分野の知識・理解），DP7（総合マネジメント力）
を実現するため，以下を到達目標とする．
各自の研究テーマにそった専門書・論文のレビューを行い，該当する研究分野の現状や問題点を明確に論じる．
研究テーマに関連するデータを，各自で収集し，目的に応じたデータ処理・分析をする．
データ分析の結果や考察を，論文としてまとめる．

到達目標

授業の計画と準備学修

卒業研究 ＜１４＞

財城　真寿美

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 41111411201

4 2019年度 前期～後期
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第4回

第5回

第6回

データおよび文献の収集

資料の収集と情報の整理 60

構想発表

60

プレゼンテーションの準備 60

第9回 中間報告

第7回

第8回

プレゼンテーションの準備

データの分析

資料の収集と情報の整理
論文の執筆

60

データの分析

60

資料の収集と情報の整理
論文の執筆

60

データの分析

資料の収集と情報の整理
論文の執筆
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60

第11回

第12回

第13回

分析結果の考察

資料の収集と情報の整理
論文の執筆

分析結果の考察

資料の収集と情報の整理
論文の執筆

分析結果の考察

資料の収集と情報の整理
論文の執筆

60

第10回

60

卒業論文の執筆

60

60

第15回

資料の収集と情報の整理
論文の執筆

60

卒業論文の執筆

資料の収集と情報の整理
論文の執筆

卒業論文の成果発表

プレゼンテーションの準備

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
卒業研究の構想・進捗状況・成果を各自プレゼンテーションし，ゼミのメンバーとディスカッションします．また必要に応じて，授業時間
外に個別指導を行うこともあります．

成績評価の方法
ゼミでの討論および課題に取り組む姿勢（50％）＋卒業論文の完成度（50％）

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し，その達成度により評価する．
➀各自の研究テーマにそった専門書・論文のレビューを行い，該当する研究分野の現状や問題点を明確に論じるスキルを習得したかどう
か．
②研究テーマに関連するデータを，各自で収集し，目的に応じたデータ処理・分析をするスキルを習得したかどうか．
➂データ分析の結果や考察を，論文としてまとめるスキルを習得したかどうか．

必要な予備知識／先修科目／関連科目
上級演習１・２

テキスト
指定しません

参考書
必要に応じて紹介します

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

卒業研究の進め方の説明

卒業研究の進め方について大まかなスケジュールを考える。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

研究テーマについての発表(2)

研究テーマを決め、それについての研究方針を考える。 90

研究テーマについての発表(1)

研究テーマを決め、それについての研究方針を考える。 90

テーマ・概要
卒業論文の執筆に向けた研究指導を行う。特に、応用経済学として経済学を利用し、現実の社会経済や身の回りに存在する諸問題を分析
し、卒業論文としてまとめる。扱う問題については、学生が自主的に取り組みたいと思うものを選択する。また、分析手法については、理
論分析、既存データを使った実証分析、実験やアンケート調査を通じたものなどを認める。

DP2（課題の発見と解決）、DP3（他者との協同）、DP5（表現力、発信力）、DP6（専門分野の知識・理解）、DP7（総合マネジメント力）
を実現するため、以下を到達目標とする。
現実の社会経済や身の回りに生じている現象を経済学のフィルターを通してみることが出来るようになることを目標とする。
卒業論文の執筆を通じ、文章作成能力を身につける。
卒業論文の執筆を通じ、様々な情報を論理的に整理する力を身につける。

到達目標

授業の計画と準備学修

卒業研究 ＜１５＞

鈴木　史馬

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 41111411201

4 2019年度 前期～後期
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第4回

第5回

第6回

研究テーマについての発表(3)

研究テーマを決め、それについての研究方針を考える。 90

文献の発表(1)

90

卒業論文について中間的な成果を発表する。 90

第9回 中間発表(2)

第7回

第8回

研究を行う上で必要だと思われる文献を発表する。

文献の発表(2)

研究を行う上で必要だと思われる文献を発表する。 90

文献の発表(3)

90

研究を行う上で必要だと思われる文献を発表する。 90

中間発表(1)

卒業論文について中間的な成果を発表する。
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90

第11回

第12回

第13回

中間発表(3)

卒業論文について中間的な成果を発表する。

方向性の確認と議論(1)

中間発表を受けて最終的な論文をどうまとめるかを議論する。

方向性の確認と議論(2)

中間発表を受けて最終的な論文をどうまとめるかを議論する。

90

第10回

90

最終発表(1)

90

90

第15回

卒業論文の最終成果物を発表する。 90

最終発表(2)

卒業論文の最終成果物を発表する。

最終発表(3)

卒業論文の最終成果物を発表する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
個人・またはグループ研究の発表とそれをふまえてのディスカッションを中心とします。必要に応じて、授業時間以外の時間での個別指導
も行います。

成績評価の方法
ゼミでの取り組み５０％、成果物５０％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
上記、到達目標の達成度に基づき評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
先修科目として「上級演習Ⅰ、Ⅱ」

テキスト
特に使用しない。

参考書
適宜指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

担当教員より卒業研究内容と進め方のガイダンスを行う
履修者で業界の割り振りを行う

【予習】 自分の分析したい内容について考えておく。
【復習】 授業の内容を確認する。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

学生による進捗報告
・学生による質疑応答を行う。

【予習】 資料・文献収集を行う。
【復習】 授業の内容を確認する。

60

学生による進捗報告
・学生による質疑応答を行う。

【予習】 資料・文献収集を行う。
【復習】 授業の内容を確認する。

60

テーマ・概要
　上級演習I・IIで行った業界分析をもとに、履修学生は各業界と関連する業界を自分で選択して関連性と動向を調べます。各業界同士が
どのように関連しているのか（供給関係・資本関係・業務提携など）を調べることによって、どのようにお互いに今後の業界動向が波及し
あっていくのか分析していきます。高成長する業界または市場に関連する業界は拡大が期待されますが、逆のケースもあります。そのよう
な業界に属する企業がどのような戦略をとっていくのかも含めて、学習していきます。
　次に、調べた内容を視覚化します。各業界の売上額や成長率、関連度合など関連業界との現状などから浮かび上がる課題を考えてきま
す。
　最後に全員の調べた結果を「2017年　鷹岡ゼミ日本の業界鳥瞰図」としてまとめて、鳥瞰図を作成します。
 　以下の授業の計画・内容は授業の進捗によって、一部変更する場合があります。

ＤＰ２（課題の発見と解決）、ＤＰ３（他者との協働）、ＤＰ５（表現力、発信力）、ＤＰ６（専門分野の知識・理解）、ＤＰ７（総合マ
ネジメント力）　を実現するため、以下を到達目標とする。

・各自が収集した資料や文献の内容を独自の視点で分析する。
・自分の分析結果を分かりやすく口頭発表し、説明することができる。
・他の履修学生の報告に対して、建設的な質問やコメントを行うことができる。
・他の履修学生と協力・調整し合って卒業研究としてまとめることができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

卒業研究 ＜１６＞

鷹岡　澄子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 41111411201

4 2019年度 前期～後期
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第4回

第5回

第6回

学生による進捗報告
・学生による質疑応答を行う。

【予習】 資料・文献収集を行う。
【復習】 授業の内容を確認する。

60

学生による進捗報告
・学生による質疑応答を行う。

60

【予習】 資料・文献収集を行う。
【復習】 授業の内容を確認する。

60

第9回 学生による進捗報告
・学生による質疑応答を行う。

第7回

第8回

【予習】 資料・文献収集を行う。
【復習】 授業の内容を確認する。

学生による進捗報告
・学生による質疑応答を行う。

【予習】 資料・文献収集を行う。
【復習】 授業の内容を確認する。

60

これまでの結果をまとめて、今後の方針を話し合う

60

【予習】 資料・文献収集を行う。
【復習】 授業の内容を確認する。

60

学生による進捗報告
・学生による質疑応答を行う。

【予習】 資料・文献収集を行う。
【復習】 授業の内容を確認する。
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60

第11回

第12回

第13回

学生による進捗報告
・学生による質疑応答を行う。

【予習】 資料・文献収集を行う。
【復習】 授業の内容を確認する。

学生による進捗報告
・学生による質疑応答を行う。

【予習】 資料・文献収集を行う。
【復習】 授業の内容を確認する。

学生による進捗報告
・学生による質疑応答を行う。

【予習】 卒業研究の構成を考える。
【復習】 授業の内容を確認する。

60

第10回

90

学生による進捗報告
・学生による質疑応答を行う。

120

120

第15回

【予習】 卒業研究の構成を考える。
【復習】 授業の内容を確認する。

90

学生による進捗報告
・学生による質疑応答を行う。

【予習】 卒業研究を完成する。
【復習】 授業の内容を確認する。

卒業研究を仕上げる

【予習】 卒業研究を完成する。
【復習】 授業の内容を確認する。

第14回

- 328 -



オフィス・アワーについては、ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　担当教員が、卒業研究の進め方、役割分担を最初に説明します。
　各履修者が担当業界についての報告を行うとともに、他履修学生の報告に対してコメントをします。各自の報告では、コメントを反映す
ることによって、各履修者間の調整をはかり、卒業研究を仕上げていきます。

成績評価の方法
ディスカッションへの貢献度(20%)、卒業研究の内容(80%)による総合評価を基本としつつ、講義中の発言や質問など授業への積極的参加を
プラスに評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
上記、到達目標の達成度に基づいて評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
上級演習I・II

テキスト
必要に応じて紹介します

参考書
日本経済新聞出版社　『日経業界地図』　 最新版を使用

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
・研究倫理について
・卒業論文の提出に向けた研究の進め方について

【復習】卒業論文の進め方について理解する 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

文献収集（２）
・研究テーマの決定に向けて，各自が資料の収集と整理をおこない，状況を報告する。

【予習】論文に関連する資料を収集し，その内容を整理する。 60

文献収集（１）
・研究テーマの決定に向けて，各自が資料の収集と整理をおこない，状況を報告する。

【予習】論文に関連する資料を収集し，その内容を整理する。 60

テーマ・概要
企業と環境戦略に関係するテーマについて，上級演習I・IIで学んだ内容をもとにして卒業研究を作り上げます。
テーマは企業と環境戦略に関係するものとします。
個人が設定する課題について情報を収集し，担当者と相談しながら卒業論文を執筆します。

DP2（課題の発見と解決），3（他者との協働），5（表現力，発信力），6（専門分野の知識・理解），7（総合マネジメント力）を実現す
るため，次の点を到達目標とする。
１．妥当な研究テーマを設定すること
２．適切な方法により仮説を検証すること
３．調査を通して有用な結論を導出すること
４．スケジュール通り，計画的に論文執筆を進めること

到達目標

授業の計画と準備学修

卒業研究 ＜１７＞

田口　誠

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 41111411201

4 2019年度 前期～後期
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第4回

第5回

第6回

文献収集（３）
・各自が引き続き資料の収集と整理をおこない，状況を報告する。

【予習】論文に関連する資料を収集し，その内容を整理する。 60

前期のまとめ
・これまでの学習についてまとめる。

60

【予習】論文の構成を決定し，コメントに応じて修正する。
【復習】論文の執筆を始める。

60

第9回 論文の構成の決定（３）
・各自が卒業論文の執筆を開始する。
・論文の構成を決定し，執筆の状況や課題について報告する。

第7回

第8回

【復習】課題の提出に向け，今後の計画を立てる。

論文の構成・内容についての確認
・論文の構成および各章に含めるべき内容，提出までのスケジュールについて確認する。

【復習】論文の構成，および各章の概要を決定する。 60

論文の構成の決定（１）
・各自が卒業論文の執筆を開始する。
・論文の構成を決定し，執筆の状況や課題について報告する。

60

【予習】論文の構成を決定し，コメントに応じて修正する。
【復習】論文の執筆を始める。

60

論文の構成の決定（２）
・各自が卒業論文の執筆を開始する。
・論文の構成を決定し，執筆の状況や課題について報告する。

【予習】論文の構成を決定し，コメントに応じて修正する。
【復習】論文の執筆を始める。
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60

第11回

第12回

第13回

進捗状況の報告（１回目）（１）
・各自が論文の執筆状況を報告する。
・論文を修正する。

【予習】論文を執筆する。
【復習】必要に応じて内容を修正する。

進捗状況の報告（1回目）（２）
・各自が論文の執筆状況を報告する。
・論文を修正する。

【予習】論文を執筆する。
【復習】必要に応じて内容を修正する。

進捗状況の報告（２回目）（１）
・各自が論文の執筆状況を報告する。
・論文を修正する。

【予習】さらに論文の執筆を続ける。
【復習】必要に応じて内容を修正する。

60

第10回

60

進捗状況の報告（２回目）（２）
・各自が論文の執筆状況を報告する。
・論文を修正する。

60

60

第15回

【予習】さらに論文の執筆を続ける。
【復習】必要に応じて内容を修正する。

60

最終調整
・論文を提出する前に，必要に応じて最後の修正を加える。

【復習】論文の完成に向けて，執筆を終える。
内容に最後の修正を加える。

卒業論文の提出

【復習】卒業研究を振り返り，到達目標と自分の理解度を点検し，不足している知識等を確認して学修
する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
各自が研究の進捗状況を定期的に報告し，教員や他の受講生とのディスカッションを通して卒業論文を完成させる。
授業では個人による報告が中心となる。

成績評価の方法
授業中における議論への参加（25%），論文の進捗状況の報告（25%），提出された卒業論文の内容（50%）を総合的に評価します。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

次の点に着目し，その達成度により評価する。
１．環境経営に関係する妥当な研究テーマを設定できる。
２．定量的・定性的手法を用いて，適切な方法で仮説を検証している。
３．分析の結果導出されている結論が社会的有用性を持っている。
４．スケジュールにしたがい，1年間を通じて計画的に論文執筆を進めることができる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
関連科目として「上級演習 I」「上級演習 II」

テキスト
特になし。

参考書
必要に応じて紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・研究倫理について（資料配布）
・演習の内容，進め方，予習・復習のしかたを説明します。

【予習】シラバスを読み，あらかじめその内容を把握する。
【復習】資料等を基に，授業の内容を再確認する。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

テーマ決め・資料収集・下書き作成（その2）
・ひきつづき，資料等に基づくプレゼンテーション，ディスカッションを通じて，テーマ決め・資料収集・下書き作成を進めて
いきます。
・論文の書き方の基本的な作法等を適宜補っていきます。

【予習】報告資料等を準備する。
【復習】資料等を基に，授業の内容を再確認する。

60

テーマ決め・資料収集・下書き作成（その1）
・資料等に基づくプレゼンテーション，ディスカッションを通じて，テーマ決め・資料収集・下書き作成を進めていきます。
・論文の書き方の基本的な作法等を適宜補っていきます。

【予習】報告資料等を準備する。
【復習】資料等を基に，授業の内容を再確認する。

60

テーマ・概要
前期は各受講生がまず，準備として自分の興味のあるテーマを決めて，資料を収集します。授業担当者の専門分野はファイナンスとよばれ
る分野ですが，テーマはファイナンスに限定しません。広く企業や経済，社会に関するものならば何でもOKです。また，資料には図書・雑
誌やインターネット上のWebページのほかに，これまでさまざまな授業（「上級演習Ⅰ・Ⅱ」を含む。）で受講生が修得した知識も含まれ
ます。そして，収集した資料を持ち寄り，その妥当性や信頼性について参加者全員でディスカッションを行ないます。
後期も，各自数回の中間報告を行なうという形で上述の作業を継続して取り上げたテーマについて理解を深めながら，最終的に，その内容
をまとめた論文を作成します。

DP2（課題の発見と解決），DP3（他者との協働），DP5（表現力、発信力），DP6（専門分野の知識・理解），DP7（総合マネジメント力）
を実現するため，以下を到達目標とします：
企業や経済，社会に関するテーマを設定して，文献等を含め資料を用いながら，論文にまとめることをめざします。
付随して，論文の書き方の基本的な作法等も身につけることをめざします。

到達目標

授業の計画と準備学修

卒業研究 ＜１８＞

時岡　規夫

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 41111411201

4 2019年度 前期～後期

- 334 -



第4回

第5回

第6回

テーマ決め・資料収集・下書き作成（その3）
・ひきつづき，資料等に基づくプレゼンテーション，ディスカッションを通じて，テーマ決め・資料収集・下書き作成を進めて
いきます。
・論文の書き方の基本的な作法等を適宜補っていきます。

【予習】報告資料等を準備する。
【復習】資料等を基に，授業の内容を再確認する。

60

前期まとめ
・これまでの進捗状況を確認します。

90

【予習】論文作成を進め，第1回中間報告のための資料等を準備する。
【復習】資料等を基に，授業の内容を再確認する。

90

第9回 第1回中間報告（その3）
・ひきつづき，資料等に基づく第1回中間報告を行ない，ディスカッションを通じて，論文作成を進めていきます。

第7回

第8回

【復習】これまでの授業を振り返り，進捗度を点検し，夏期休業期間中に作業を進める。

提出課題の確認
・夏期休業期間中の進捗状況を確認します。
・中間報告のスケジュールを決めます。

【予習】下書き等を準備する。
【復習】資料等を基に，授業の内容を再確認する。

120

第1回中間報告（その1）
※以下，進捗状況等に応じて内容が一部変更される可能性があります。
・資料等に基づく第1回中間報告を行ない，ディスカッションを通じて，論文作成を進めていきます。

90

【予習】論文作成を進め，1回中間報告のための資料等を準備する。
【復習】資料等を基に，授業の内容を再確認する。

90

第1回中間報告（その2）
・ひきつづき，資料等に基づく第1回中間報告を行ない，ディスカッションを通じて，論文作成を進めていきます。

【予習】論文作成を進め，第1回中間報告のための資料等を準備する。
【復習】資料等を基に，授業の内容を再確認する。
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90

第11回

第12回

第13回

第1回中間報告（その4）
・ひきつづき，資料等に基づく第1回中間報告を行ない，ディスカッションを通じて，論文作成を進めていきます。

【予習】論文作成を進め，第1回中間報告のための資料等を準備する。
【復習】資料等を基に，授業の内容を再確認する。

第2回中間報告（その1）
・資料等に基づく第2回中間報告を行ない，ディスカッションを通じて，論文作成を進めていきます。

【予習】論文作成を進め，第2回中間報告のための資料等を準備する。
【復習】資料等を基に，授業の内容を再確認する。

第2回中間報告（その2）
・ひきつづき，資料等に基づく第2回中間報告を行ない，ディスカッションを通じて，論文作成を進めていきます。

【予習】論文作成を進め，第2回中間報告のための資料等を準備する。
【復習】資料等を基に，授業の内容を再確認する。

90

第10回

90

第2回中間報告（その3）
・ひきつづき，資料等に基づく第2回中間報告を行ない，ディスカッションを通じて，論文作成を進めていきます。

120

90

第15回

【予習】論文作成を進め，第2回中間報告のための資料等を準備する。
【復習】資料等を基に，授業の内容を再確認する。

90

第2回中間報告（その4）
・ひきつづき，資料等に基づく第2回中間報告を行ない，ディスカッションを通じて，論文作成を進めていきます。

【予習】論文作成を進め，第2回中間報告のための資料等を準備する。
【復習】資料等を基に，授業の内容を再確認する。

まとめ
・これまでの進捗状況を確認します。

【復習】これまでの授業を振り返り，進捗度を点検し，さらに作業を進めて論文を完成させる。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
プレゼンテーション，ディスカッション形式中心の演習を行ないます。
具体的には，参加者は各自，進捗状況を資料等に基づきプレゼンテーションを行ない，さらに，そのプレゼンテーションに対するディス
カッションを行ないます。なお，プレゼンテーションのねらいは次のとおりです。
・プレゼンテーション：自分の理解を効果的に説明できているかを確認する。
また，ディスカッションにおいて報告担当者以外の参加者は積極的に疑問点や違う見方，考え方を出すことが求められます。
上で示された準備学修の時間はあくまでも目安であって，各自の進捗度に応じて取り組んでください。

成績評価の方法
授業への参加状況や報告内容，ディスカッションへの参加・貢献度などの平常点と成果物の内容によって総合的に評価します。評価ウェイ
トは平常点が50%，成果物の内容が50%を目安とする予定です。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し，その達成度により評価します。
①企業や経済，社会に関するテーマを設定して，文献等を含め資料を用いながら，論文にまとめる。
②論文の書き方の基本的な作法等に従った論文を作成する。
③論文の内容を明確に説明できる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
関連科目は，取り上げられる題材や問題に対応する科目などです。ただし，特定の科目の修得や履修を前提とはしません。

テキスト
特に想定しません。

参考書
適宜紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
・卒業研究の進め方の説明
・スケジュールの確認
・研究テーマの検討
・グループで研究を行う場合には、グループの構成の検討

【予習・復習】
・卒業研究のテーマや進め方について考えておくこと

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

卒業研究の遂行

【予習・復習】
・卒業研究を進めること

60

卒業研究の遂行

【予習・復習】
・卒業研究を進めること

60

テーマ・概要
　本講座では、各自テーマを決めて、卒業研究を行います。形式は、論文形式（卒業論文。学術論文の形式で、原則としてWORDで作成した
成果物を提出）か、口頭発表形式（WORDもしくはパワーポイントで研究成果を作成し、その内容を講義最終日に発表）か、いずれかを選択
することができます。また、最大４名を限度として、グループ単位で研究を行うこともできます。
　論文形式の場合には、テーマの設定は自由とします。口頭発表形式の場合には、上級演習で学習したエクセレント（ビジョナリー）カン
パニーの研究や業界研究等を原則としますが、別のテーマを設定しても構いません。
　論文形式の場合にも、希望者は内容を発表することができます。

ＤＰ２（課題の発見と解決）、ＤＰ３（他者との協働）、ＤＰ５（表現力、発信力）、ＤＰ６（専門分野の知識・理解）、ＤＰ７（総合マ
ネジメント力）　を実現するため、以下を到達目標とする。
上級演習Ⅰ・Ⅱで学習した内容を含め、これまで成蹊大学で学習した知識や分析・考察能力を活用して、選択したテーマについて研究成果
を取りまとめることを目標とします。

到達目標

授業の計画と準備学修

卒業研究 ＜１９＞

俊野　雅司

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 41111411201

4 2019年度 前期～後期
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第4回

第5回

第6回

卒業研究の遂行

【予習・復習】
・卒業研究を進めること

60

卒業研究の遂行

60

【予習・復習】
・卒業研究を進めること

60

第9回 卒業研究の遂行

第7回

第8回

【予習・復習】
・卒業研究を進めること

卒業研究の遂行

【予習・復習】
・卒業研究を進めること

60

卒業研究の遂行

60

【予習・復習】
・卒業研究を進めること

60

卒業研究の遂行

【予習・復習】
・卒業研究を進めること
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60

第11回

第12回

第13回

卒業研究の遂行

【予習・復習】
・卒業研究を進めること

卒業研究の遂行

【予習・復習】
・卒業研究を進めること

卒業研究の遂行

【予習・復習】
・卒業研究を進めること

60

第10回

60

卒業研究の遂行

120

60

第15回

【予習・復習】
・卒業研究を進めること

60

卒業研究の遂行

【予習】
・卒業研究を進めること

研究成果の発表

【予習】
・最終発表の準備を進めること

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
各自テーマを決めて、卒業研究を行う。講義の際には、その進捗状況の確認と指導を行う。

成績評価の方法
卒業研究の内容100％の配分で評価を行う。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
主に、以下の点に関する到達度に応じて評価する。
・成蹊大学で学習してきた知識や経験を活かして、選択したテーマに関して的確に研究成果を取りまとめることができたか

必要な予備知識／先修科目／関連科目
上級演習Ⅰ・Ⅱの履修が条件

テキスト
特になし

参考書
特になし

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・講義の目的と到達目標
・講義の進め方（プロポーザル発表会，中間発表会，最終発表会のスケジュール調整等を含む）

テーマの選定に取り組む準備をする。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

ディスカッション②
卒業論文にテーマに関するディスカッション

テーマを選ぶために文献を調べる。 60

ディスカッション①
卒業論文のテーマに関するディスカッション

テーマを選ぶために文献を調べる。 60

テーマ・概要
３年次の上級演習で取り組んできたテーマをさらに発展させて
（もちろん新たなテーマに取り組むことも可），
卒業研究にふさわしいレポート（卒業論文）としてまとめあげることを目的としている。

DP2（課題の発見と解決）、DP3（他者との協働）、DP5（表現力、発信力）、DP6（専門分野の知識・理解）、DP7（総合マネジメント力）
を実現するため，次の3点を到達目標とする。
①経済学，経営学の知識にもとづき，課題を発見し，分析する。
②自ら導いた結論を発表というかたちで説明することができる。
③自ら導いた結論をレポートというかたちで表現することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

卒業研究 ＜２０＞

中神　康博

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 41111411201

4 2019年度 前期～後期
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第4回

第5回

第6回

プロポーザル発表会①

プロポーザル発表に向けて準備をすること。 60

プロポーザル発表会②

60

中間発表に向けて準備をすること。 60

第9回 中間報告③

第7回

第8回

プロポーザル発表に向けて準備をすること。

プロポーザル発表会③

プロポーザル発表に向けて準備をすること。 60

中間報告①

60

中間発表に向けて準備をすること。 60

中間報告②

中間発表に向けて準備をすること。
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60

第11回

第12回

第13回

中間報告④

中間発表に向けて準備をすること。

最終報告①

最終報告に向けて準備をすること。

最終報告②

最終報告に向けて準備をすること。

60

第10回

60

最終報告③

60

60

第15回

最終報告に向けて準備をすること。 60

最終報告④

最終報告に向けて準備をすること。

卒業論文提出日

卒業論文の提出に向けて最終チェックをすること。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
定期的にミーティングを重ねながら，各自卒業研究のテーマを選ぶ。卒業テーマが決まれば，その周辺領域の文献を調査するとともに，独
自の分析を進めていく。後期に予定されている中間発表と，最終発表に向けて準備を進めていく。

成績評価の方法
レポート（卒業論文）だけではなく，ゼミへの取り組みなど総合的に判断する。評価割合は，ゼミへの取り組み方（平常点），レポート
（卒業研究）それぞれ40%，60%とする。

成績評価の基準
経済学，経営学の知識にもとづき，自ら発見した問題について調べ，その解決策を探り，それをレポートというかたちにしていく力を身に
つけることができたかどうかを成績評価の基準とする。なお，成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
授業で指示します。

テキスト
とくになし。

参考書
適宜指示。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・演習の進め方を説明する。
・卒論のテーマを追究し、確定するまでのプロセスについて説明する。
・研究倫理について

【予習】卒論のテーマを各自検討する。

【復習】卒論のテーマを追究し、確定するまでのプロセスを確認する。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

卒論の書き方、参考文献の書き方（２）
・良い卒論と悪い卒論を解説する。
・テーマを絞り込む上での資料の調査方法について解説する。

【予習】各自卒論のテーマを検討する。

【復習】良い卒論と悪い卒論を確認する。テーマを絞り込む上での資料の調査方法を確認し、実践す
る。

60

卒論の書き方、参考文献の書き方（１）
・提出する際の卒論のフォーマットについて説明する。
・参考文献の書き方を説明する。

【予習】卒論のテーマを各自検討する。

【復習】卒論の提出する際のフォーマットを確認する。参考文献の書き方を確認し、自分で少しずつ作
成し始める。

60

テーマ・概要
　この演習では、刻々と変化しつづける社会問題や事象について、自分の立ち位置から深く考察し、その結果を卒業論文にまとめることを
目標とする。
　テーマは、３年次の上級演習で発表し追求してきた、いま自分が一番関心をもっているファッションをめぐる環境問題に関する問題や事
象である。
　長い論文を、論理立てて、集中して書き上げることは、それなりに辛いことかもしれないが、書き上げたときの達成感は、何ものにも代
え難いものとなるはずである。大学卒業前に、ぜひがんばってほしい。

ＤＰ２（課題の発見と解決）、ＤＰ３（他者との協働）、ＤＰ５（表現力、発信力）、ＤＰ６（専門分野の知識・理解）、ＤＰ７（総合マ
ネジメント力）　を実現するため、以下を到達目標とする。
①自分設定したテーマにしたがい、ファッションをめぐる環境問題についての情報、知識を結集させ、提出すべき形式に則った卒業論文を
書き上げる。
②自分なりのファッション観、環境問題観がぶれないものとして自分の中で熟成されていく。
③ゼミで提案・発表される他のメンバーの卒論テーマにも積極的に関与することで知識を交換し、自分の思考の幅を広げていく。

到達目標

授業の計画と準備学修

卒業研究 ＜２１＞

挾本　佳代

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 41111411201

4 2019年度 前期～後期
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第4回

第5回

第6回

卒論の書き方、参考文献の書き方（３）
・先行研究の調べ方、研究の仕方を解説する。

【予習】各自卒論のテーマを検討する。

【復習】先行研究の調査方法を確認する。

60

卒論についての個人発表（１）
・進捗状況を発表する。
・論文を書き進めていく上での問題点を解決する。

60

【予習】執筆する上で発生した問題点について明確にしておく。

【復習】そのテーマにもとづき、資料収集、執筆を行う。

60

第9回 卒論についての個人発表（４）
・進捗状況を発表する。
・論文を書き進めていく上での問題点を解決する。

第7回

第8回

【予習】各自卒論のテーマを検討する。

【復習】指摘されたテーマの問題点をさらに検討する。

卒論についての個人発表（２）
・進捗状況を発表する。
・論文を書き進めていく上での問題点を解決する。

【予習】各自卒論のテーマを検討する。

【復習】指摘されたテーマの問題点をさらに検討する。

60

卒論についての個人発表（３）
・進捗状況を発表する。
・論文を書き進めていく上での問題点を解決する。
・夏休み中にやるべきことの注意喚起を行う。

60

【予習】各自卒論のテーマを検討する。

【復習】指摘されたテーマの問題点をさらに検討する。夏休み中に進めておくべきことについて確認を
する。

60

ガイダンス
・演習のスケジュールの確認。
・卒論提出日、卒論発表会の日程の確認。

【予習】卒論のテーマを確定する。

【復習】そのテーマにもとづき、資料収集、執筆を行う。
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60

第11回

第12回

第13回

卒論についての個人発表（５）
・進捗状況を発表する。
・論文を書き進めていく上での問題点を解決する。

【予習】執筆する上で発生した問題点について明確にしておく。

【復習】そのテーマにもとづき、資料収集、執筆を行う。

卒論についての個人発表（６）
・進捗状況を発表する。
・論文を書き進めていく上での問題点を解決する。

【予習】執筆する上で発生した問題点について明確にしておく。

【復習】そのテーマにもとづき、資料収集、執筆を行う。

卒論についての個人発表（７）
・進捗状況を発表する。
・論文を書き進めていく上での問題点を解決する。

【予習】執筆する上で発生した問題点について明確にしておく。

【復習】そのテーマにもとづき、資料収集、執筆を行う。

60

第10回

60

卒論についての個人発表（８）
・進捗状況を発表する。
・論文を書き進めていく上での問題点を解決する。

60

60

第15回

【予習】執筆する上で発生した問題点について明確にしておく。

【復習】そのテーマにもとづき、資料収集、執筆を行う。

60

卒論提出
・書き上げた卒論を提出する。

【予習】卒論を完成させる。

卒論発表会
・各自書き上げた卒論を発表する。
・質疑応答を行う。
・提出された卒論と発表についての講評を行う。

【予習】完成した卒論をもとに、プレゼンテーション資料を作成する。

【復習】受けた質疑に関し、疑問を残さずに解明しておく。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
・各自のテーマに沿って、研究を進めていってもらうと同時に、それを個々に書き続けるだけでなく、他人に話し、アドバイスや不足点な
どを聞き入れていくことが重要となる。
・各自の進捗状況報告の際には、毎回簡単なレジュメ等を作成をしてもらう。
・他人の研究状況を知り、自分の不足している部分を見直す。これの繰り返しで卒論を書き上げていってもらう。

成績評価の方法
卒業論文のテーマに対する積極的な取り組みおよび授業内での発言や質問（50％）、卒業論文完成（50％）によって、総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
DP(課題の発見と解決）、DP３（他者との協議）、DP５(表現力、発信力）、DP６（専門分野の知識・理解）、DP７（総合マネジメント力）
を実現するため、以下に着目し、その達成度により評価する。
①自分の設定したテーマにしたがい、ファッショをめぐる環境問題についての情報、知識を結集させ、提出すべき形式に則った卒業論文を
書き上げることができる。
②自分なりのファッション観、環境観がぶれないものとして自分の中で熟成させることができる。
③ゼミでの提案・発表される他のメンバーの卒論テーマにも積極的に関与することで知識を交換し、自分の思考の幅を広げていくことがで
きる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
上級演習Ⅰ・Ⅱで培ってきた知識や考え方などを必要とする。

テキスト
授業で適宜指示をする。

参考書
授業で適宜指示をする。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス：卒業研究をまとめるにあたって (1)

大まかな研究の方向性について、次回のゼミにおいて、各自が数分程度の持ち時間で発表する。そのた
めのガイダンスを行う。

学修の準備に90分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

基礎文献の探し方：卒業研究をまとめるにあたって (3)

コメントを受けて課題を具体化させ、次回のゼミで報告する。 学修の準備に90分

テーマの選定：卒業研究をまとめるにあたって (2)

課題について各自短いプレゼンを行う　 コメントを受けて課題を具体化させ、3回目のゼミで提出す
る。

学修の準備に90分

テーマ・概要
本演習は、日本の経済・社会・政治・文化などについて、歴史的分析もしくは現状分析について、卒業研究をまとめることを希望する学生
諸君のためのものである。
最初に、どのような卒業研究をまとめるのかについて、自分の希望や指針を,、受講生には明らかにしてもらうことにする。その指針にも
とづき、文献の探し方、資料調査の方法などをそれぞれに指示し、全体の進め方を徐々に固めていくという方向で、演習担当者が個別指導
を行う。
演習の前半では、メンバー各自の卒業研究テーマを確認し、グループワークも取り入れながら、そのテーマに関連した個別報告もしくはグ
ループ報告を行い、それについて全員で議論を行いながら理解を深めていく。
後半では、前半の報告経験と議論の内容を踏まえて、各自の卒論テーマを確認しながら、そのテーマにもとづく報告と議論を行い、いっそ
うの理解を深め、卒業研究をまとめていく。その後、12月から1月に報告会を開催し、その場においてゼミの各メンバーもしくはグループ
がプレゼンテーションを行う。最終的に、その報告会を経て、卒業研究を成果物としてまとめ上げる。

ＤＰ２（課題の発見と解決）、ＤＰ３（他者との協働）、ＤＰ５（表現力、発信力）、ＤＰ６（専門分野の知識・理解）、ＤＰ７（総合マ
ネジメント力）　を実現するため、以下を到達目標とする。
大学での学修の集大成として、受講者各人の関心事項について、これまでに学んだ知識を総動員し、担当教授やほかのメンバーからのコメ
ントも参考にしながら、卒業研究としてまとめ上げる能力を身につけることを目標とする。

到達目標

授業の計画と準備学修

卒業研究 ＜２２＞

松本　貴典

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 41111411201

4 2019年度 前期～後期
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第4回

第5回

第6回

基礎文献の読み方とまとめ方：卒業研究をまとめるにあたって (4)

コメントを受けて課題を具体化させ、次回のゼミで報告する。 学修の準備に90分

成果物の書き方：卒業研究をまとめるにあたって (5)

学修の準備に90分

コメントを受けて課題を具体化させ、卒業研究の成果物にそれを盛り込み、次回のゼミで報告する。 卒業研究の完成にむけて
120分

第9回 進捗状況の中間報告会

第7回

第8回

コメントを受けて課題を具体化させ、次回のゼミで報告する。

進捗状況の報告会

コメントを受けて課題を具体化させ、卒業研究の成果物にそれを盛り込み、次回のゼミで報告する。 卒業研究の完成にむけて
120分

進捗状況の報告会

卒業研究の完成にむけて
120分

コメントを受けて課題を具体化させ、卒業研究の成果物にそれを盛り込み、次回のゼミで報告する。 卒業研究の完成にむけて
120分

進捗状況の報告会

コメントを受けて課題を具体化させ、卒業研究の成果物にそれを盛り込み、次回のゼミで報告する。
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卒業研究の完成にむけて
120分

第11回

第12回

第13回

進捗状況の進捗報告会

コメントを受けて課題を具体化させ、卒業研究の成果物にそれを盛り込み、次回のゼミで報告する。

全員による中間報告会（プレゼンテーション）

コメントを受けて課題を具体化させ、卒業研究の成果物にそれを盛り込み、次回のゼミで報告する。

進捗状況の報告会

コメントを受けて課題を具体化させ、卒業研究の成果物にそれを盛り込み、次回のゼミで報告する。

卒業研究の完成にむけて
120分

第10回

卒業研究の完成にむけて
120分

進捗状況の報告会

卒業研究の完成にむけて
120分

卒業研究の完成にむけて
120分

第15回

コメントを受けて課題を具体化させ、卒業研究の成果物にそれを盛り込み、次回のゼミで報告する。 卒業研究の完成にむけて
120分

全員による最終報告会（プレゼンテーション）

コメントを受けて課題を具体化させ、卒業研究の成果物にそれを盛り込み、次回のゼミで報告する。

全員による最終報告会（プレゼンテーション）

コメントを受けて課題を具体化させ、卒業研究の成果物にそれを盛り込み、成果物をまとめ上げる。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
ゼミ室での報告、ディスカッションに加え、グループワークなどによって進める。

成績評価の方法
報告（40％）、コメント（20％）、成果物（40％）として、総合評価で評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
上記、到達目標の達成度に基づいて評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
これまでに学修した内容全般を用いる。

テキスト
後日指定

参考書
適時紹介

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・研究倫理について
・演習の進め方、スケジュールの確認

【予習】シラバスを熟読する。
【復習】次回授業までに研究テーマを考える。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

章立ての作成
・章、節を作成し、卒業論文の全体像をまとめる。

【予習】論文の構成案を作成する。
【復習】授業時の助言をもとに、構成を再考する。

60

研究テーマの決定
・研究テーマ、タイトルについて発表、議論する。

【予習】研究テーマについてあらかじめ考えてくる。
【復習】問題意識、構成を考える。

60

テーマ・概要
４年間の学修の総まとめとして、卒業論文を執筆する。
取り組むテーマは、上級演習の時にとりくんだテーマでも、新たなテーマを設定してもかまわない。
先行研究をきちんとサーベイし、論拠にのっとったオリジナル性のある論文作成をめざす。
教員、履修者からのアドバイスを受けながら、論文のブラッシュアップを繰り返し、最後に発表会を行う。
なお、学修内容、準備学修、準備学修の時間の目安は、個人の論文作成の進捗状況によって異なる。

DP2（課題の発見と解決），DP3（他者との協働），DP5（表現力，発信力），DP6（専門分野の知識・理解），DP7（総合マネジメント力）
を実現するため，以下を到達目標とする。
①　客観的な資料・データに基づいた分析、考察ができる。
②　先行研究をきちんとサーベイし、論拠にのっとった論文を作成できる。
③　発表された他者の論文についても、的確なコメント、ディスカッションができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

卒業研究 ＜２３＞

丸山　桂

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 41111411201

4 2019年度 前期～後期
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第4回

第5回

第6回

章立ての作成、見直し
・章立ての見直し、卒業論文のオリジナリティについて考える。

【予習】構成を再考する。
【復習】授業時の助言をもとに、論文の構成を完成させる。

60

序章の発表
・問題意識、分析方法についてを執筆し、発表する。

90

【予習】発表資料を作成する。
【復習】指摘された問題点について、図書館等で資料を収集する。

60

第9回 研究報告(2)
・研究の進捗状況を報告する。全員でコメントを出し合う。

第7回

第8回

【予習】発表資料と発表原稿を用意する。
【復習】指摘された課題点について、図書館等で調べ、書き直す。

先行研究の発表(1)
・先行研究を報告する。

【予習】先行研究をサーベイし、報告資料を作成する。
【復習】指摘された課題点について、図書館等で調べ、書き直す。

60

先行研究の発表(2)
・先行研究を報告する。

60

【予習】先行研究をサーベイし、報告資料を作成する。
【復習】指摘された課題点について、図書館等で調べ、書き直す。

60

研究報告(1)
・進んだ部分について報告する。全員でコメントを出し合う。

【予習】報告資料を作成する。
【復習】指摘された課題点について、図書館等で調べ、書き直す。
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90

第11回

第12回

第13回

中間発表会
・現時点での研究が進んだ部分すべてを報告し、全員でディスカッションする。

【予習】研究が進んだ部分について、文章化する。
【復習】コメントを踏まえ、書き直しをする。

研究報告(3)
・研究の進んだ部分について、報告する。

【予習】研究が進んだ部分について、文章化する。
【復習】コメントを踏まえ、書き直しをする。

研究報告(4)
・研究の進んだ部分について報告する。

【予習】研究が進んだ部分について、文章化する。
【復習】コメントを踏まえ、書き直しをする。

120

第10回

90

研究報告(5)
・研究の進んだ部分について報告する。

120

120

第15回

【予習】研究が進んだ部分について、文章化する。
【復習】コメントを踏まえ、書き直しをする。

90

研究報告(6)
・研究の進んだ部分について報告する。

【予習】研究が進んだ部分について、文章化する。
【復習】コメントを踏まえ、書き直しをする。

最終報告会
・卒業論文について、報告する。

【予習】発表資料を準備する。卒業論文を完成させる。
【復習】4年間の学修を振り返る。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
研究の進捗状況について発表、質疑応答を繰り返すことで、卒業論文の完成をはかる。教員や他の履修者からのアドバイスをもとに、内容
をブラッシュアップしていく。
なお、評価基準は以下の通りである。
授業の参加状況やディスカッションへの貢献度：複数の資料を用いて、自身の考えを論理的に展開する。また、他の履修者の研究内容にも
関心を持ち、的確な質問や意見を述べることができる。
卒業論文の内容：自身の研究テーマについて、複数の資料やデータを用いて、論文を作成できる。

成績評価の方法
平常点（授業への参加状況やディスカッションへの貢献度：50％）と卒業論文の内容（50％）の総合評価で行う。
病気や就職活動等による欠席の場合は、必ず事前に連絡を入れ、後日進捗状況を必ず報告すること。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
DP2（課題の発見と解決），DP3（他者との協働），DP5（表現力，発信力），DP6（専門分野の知識・理解），DP7（総合マネジメント力）
の観点から、以下の点に着目し、その達成度により評価する。
①　客観的な資料・データに基づいた分析、考察ができる。
②　先行研究をきちんとサーベイし、論拠にのっとった論文を作成できる。
③　発表された他者の論文についても、的確なコメント、ディスカッションができる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
先修科目として、上級演習Ⅰ、Ⅱ。関連科目として、年金の経済学、福祉の経済学、医療と健康の経済学、労働経済学などの社会保障、労
働関係の科目。

テキスト
特になし。

参考書
授業内で適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

　

 自分が何について書くか、テーマをできるだけ考えておく。　 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第4回

第2回

論文の書き方−−テーマの探し方、書式等。

講義内容をしっかりと習得し、論文作成の準備に入る。 60分

卒業論文の指導　（1）

各自のテーマを決める。 60分

論文とは何か？

講義内容をしっかりと習得し、論文作成に備える。 60分

テーマ・概要
いわゆる大学四年間の集大成としての「卒業論文」を書くことを主目的とします。まずはそのための方法論を習得します。テーマ探しか
ら、論文の構成法、書式に至るまでを学び、最終的に説得力ある研究論文の作成を目指します。中でももっとも大切なのは、テーマをいか
にして選ぶかです。自分が大学で学習してきたことの中で、もっとも大切にしていることを選ぶことが成功につながります。

ＤＰ２（課題の発見と解決）、ＤＰ３（他者との協働）、ＤＰ５（表現力、発信力）、ＤＰ６（専門分野の知識・理解）、ＤＰ７（総合マ
ネジメント力）を実現するため、以下を到達目標とする。
  研究テーマに沿って、最終的に説得力ある論文にまとめることを目標とします。その過程でのリサーチをいかに充実したものにするかに
よって結果が決まります。自分で、読み、調べ、そして考えを文章にしていく力を養います。それは、社会に出てからも大きな武器となる
ものです。

到達目標

授業の計画と準備学修

卒業研究 ＜２４＞

宮脇　俊文

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 41111411201

4 2019年度 前期～後期
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第5回

第6回

卒業論文の指導　（2）

60分

テーマに沿って、リサーチを継続する。 60分

卒業論文の指導　（7）

中間報告に向けて､これまでの成果をまとめておく。 60分

第9回

第10回

卒業論文の指導　（6）

第7回

第8回

テーマに沿って、リサーチを開始する。

卒業論文の指導　（3）

テーマに沿って、リサーチを継続する。 60分

卒業論文の指導　（4）

60分

テーマに沿って、リサーチを継続する。 60分

卒業論文の指導　（5）

テーマに沿って、リサーチを継続する。
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60分

第11回

第12回

第13回

卒業論文の指導　（8）−−中間報告会

実際に書き始める。

卒業論文の指導　（9）

実際に書き始める。

授業の方法
少人数であることから、講義は控え目にし、全体でのディスカッションを活発に行います。またそれぞれのテーマに応じてできるだけ個別
に対応する時間も設けます。

成績評価の方法

60分

卒業論文の指導　（10）

60分

60分

第15回

実際に書き始める。 60分

卒業論文の指導　（11）

完成に向けて最終チェックをする。

卒論提出

提出前に、不備がないかの最終点検を行う。（特に参考文献リストなど。）

第14回
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ポータルサイトで周知します。

80％　卒業論文の内容
20％　授業(個別指導)への参加度

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.　
ＤＰ２（課題の発見と解決）、ＤＰ３（他者との協働）、ＤＰ５（表現力、発信力）、ＤＰ６（専門分野の知識・理解）、ＤＰ７（総合マ
ネジメント力）を実現した学生に単位を与える。
  研究テーマに沿って、最終的に説得力ある論文にまとめることを目標とします。その過程でのリサーチをいかに充実したものにするかに
よって結果が決まります。自分で、読み、調べ、そして考えを文章にしていく力を養います。それは、社会に出てからも大きな武器となる
ものです。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
特に指定なし。

参考書
小笠原喜康、『新版 大学生のためのレポート・論文術』 (講談社現代新書) 
戸田山和久、『論文の教室——レポートから卒論まで 』 (NHKブックス)

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・研究倫理について
・上級演習で修得した内容の復習
・今後の卒業研究制作の流れの理解

上級演習で学んだ資料の復習 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

卒業研究制作のコツ②　問題認識・テーマ設定方法

事前配布資料の熟読 60

卒業研究制作のコツ①　論理展開について

事前配布資料の熟読 60

テーマ・概要
4年間の集大成となる卒業研究を創りあげる。
3年次の上級演習で学んだ，企業や業界の定量・定性分析を踏まえ，これまでの学修の集大成となる研究をすすめ，卒業研究という形にま
とめていく。

ＤＰ２（課題の発見と解決）、ＤＰ３（他者との協働）、ＤＰ５（表現力、発信力）、ＤＰ６（専門分野の知識・理解）、ＤＰ７（総合マ
ネジメント力）　を実現するため、以下を到達目標とする。
・卒業研究の制作に必要な情報収集や分析を行う能力を高める。
・卒業研究にふさわしい成果をまとめあげる。
・他者の研究に対して的確な意見を表明できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

卒業研究 ＜２５＞

山崎　由香里

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 41111411201

4 2019年度 前期～後期
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第4回

第5回

第6回

卒業研究テーマの発表とディスカッション①

卒業研究のテーマの検討，情報収集 60

卒業研究テーマの発表とディスカッション②

60

卒業研究の制作・発表 60

第9回 研究調査の発表#1③
個人で制作を進めた内容を発表

第7回

第8回

卒業研究のテーマの検討，情報収集

卒業研究テーマの発表とディスカッション③

卒業研究のテーマの検討，情報収集 60

研究調査の発表#1①
個人で制作を進めた内容を発表

60

卒業研究の制作・発表 60

研究調査の発表#1②
個人で制作を進めた内容を発表

卒業研究の制作・発表
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60

第11回

第12回

第13回

研究調査の発表#1④
個人で制作を進めた内容を発表

卒業研究の制作・発表

研究調査の発表#2①
個人で制作を進めた内容を発表，ブラッシュアップ

卒業研究の制作・発表

研究調査の発表#2②
個人で制作を進めた内容を発表，ブラッシュアップ

卒業研究の制作・発表

60

第10回

60

研究調査の発表#2③
個人で制作を進めた内容を発表，ブラッシュアップ

60

60

第15回

卒業研究の制作・発表 60

研究調査の発表#2④
個人で制作を進めた内容を発表，ブラッシュアップ

卒業研究の制作・発表

総括，卒業研究の提出，発表

卒業研究の発表

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
前半で卒業研究の制作のポイントを修得し，その後，各自が個人で進めた制作成果を発表します。発表担当者はしっかりとした準備をし，
担当者以外の者は，発表者の卒業研究に対して的確なアドバイスをします。

成績評価の方法
※単位修得には卒業研究の提出が必須です。
出席および議論への参加（２５％），論文の進捗状況の報告（２５％），提出された卒業論文の内容（５０％）を目安に，総合的に評価し
ます。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
・卒業研究の制作に必要な情報収集や分析を行う能力を高められたか。
・卒業研究にふさわしい成果をまとめあげられたか。
・他者の研究に対して的確な意見を表明できているか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
上級演習I，II　大学で履修した科目全般

テキスト
特になし

参考書
必要に応じて紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス

当科目での注意点を把握する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

論文の書き方1：理論編

論文の書き方の注意点を復習する。 60

研究テーマについて

研究テーマを決定し研究計画を作成する。 120

テーマ・概要
上級演習での学習を発展させ，各学生が自ら定めたテーマの下で研究を行い，最終的には論文等の成果物を完成させる。研究テーマは自由
ではあるが，上級演習での内容と関連があることが望ましい。成果物は論文の形式であることが一般的ではあるが，違う形式も許可するこ
とがある。

DP2（課題の発見と解決），DP3（他者との協働），DP5（表現力，発信力），DP6（専門分野の知識・理解），DP7（総合マネジメント力）
を実現するため，以下を到達目標とする。
• レジュメとPCを使った的確な発表（プレゼンテーション）ができる。
• 大学での勉学の集大成として，自ら決めたテーマの下で論文等の成果物を完成させる。

到達目標

授業の計画と準備学修

卒業研究 ＜２６＞

吉田　由寛

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 41111411201

4 2019年度 前期～後期
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第4回

第5回

第6回

論文の書き方2：実践編

論文の書き方の注意点を復習する。 60

研究テーマと研究計画の発表

120

研究を行い，成果の発表準備をする。 120

第9回 研究成果の中間発表4

第7回

第8回

研究のテーマ・計画の発表準備をする。

研究成果の中間発表1

研究を行い，成果の発表準備をする。 120

研究成果の中間発表2

120

研究を行い，成果の発表準備をする。 120

研究成果の中間発表3

研究を行い，成果の発表準備をする。
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120

第11回

第12回

第13回

研究成果の中間発表5

研究を行い，成果の発表準備をする。

研究成果の中間発表6

研究を行い，成果の発表準備をする。

研究成果の中間発表7

研究を行い，成果の発表準備をする。

120

第10回

120

研究成果の最終発表1

120

120

第15回

研究を行い，成果の発表準備をする。 120

研究成果の最終発表2

研究を行い，成果の発表準備をする。

研究成果の最終発表3

研究を行い，成果の発表準備をする。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
学生による卒業研究の成果物の発表および提出が中心となる。各学生は，自ら設定した研究テーマと研究計画に基づいて卒業研究を進め
る。3度程度の中間発表と最終発表および成果物の提出が必要である。

成績評価の方法
授業への積極的参加（20％），発表と討論（30％），提出された卒業研究成果物（50％）により総合的に評価する。

成績評価の基準
• 成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
• とりわけ，上述の到達目標への達成度を評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「上級演習I」または「上級演習II」が先修科目である。

テキスト
特には使用しない。

参考書
必要に応じて授業中に紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

【予習】卒業研究のテーマに関連する文献を調べてくる。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

卒業研究テーマの選定２

【予習】個人による企画案作成２
仮説設定および調査概要の作成

60

卒業研究テーマの選定１

【予習】個人による企画案作成１
研究テーマおよび問題意識の設定

60

テーマ・概要
卒業研究のテーマは「組織行動に関する実証分析」です。
上級演習Ⅰ・Ⅱで得た知識やアンケート調査データを活用しながら、受講生一人一人が卒業研究課題を完成させていきます。卒業研究テー
マは、上級演習ⅠⅡで行ったアンケート調査に関連したものを選ぶことを推奨します。上級演習ⅠⅡで得たアンケート調査データを個人ま
たはグループの問題意識に沿って再集計し、卒業研究としてまとめていく予定です。2015年度は「スターバックスの人材育成」研究や「ボ
ス・マネジメント」研究が実施されました。

ＤＰ２（課題の発見と解決）、ＤＰ３（他者との協働）、ＤＰ５（表現力、発信力）、ＤＰ６（専門分野の知識・理解）、ＤＰ７（総合マ
ネジメント力）　を実現するため、以下を到達目標とします。
①個人またはチーム単位で卒業研究調査を企画実行する。
②卒業研究調査をまとめて口頭発表する。
③文書形式の卒業研究成果物を提出する。

到達目標

授業の計画と準備学修

卒業研究 ＜２７＞

義村　敦子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 41111411201

4 2019年度 前期～後期
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第4回

第5回

第6回

卒業研究チームの編成

【予習】企画案の作成準備
関連文献の収集と読み込み

120

卒業研究の企画案１

120

【予習】実証調査実施とデータクリーニング 120

第9回 実証調査研究２

第7回

第8回

【予習】企画案の作成準備
関連文献の収集と読み込み

卒業研究の企画案２

【予習】企画書の作成
実証調査準備

120

企画書の提出

120

【予習】実証調査準備 120

実証調査研究１

【予習】実証調査準備
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120

第11回

第12回

第13回

調査結果の集計および分析

【予習】データ分析

卒業研究発表練習１

【予習】PPT作成
考察と提言の準備

卒業研究発表練習２

【予習】PPT作成
考察と提言の準備

120

第10回

120

PPTによる卒業研究成果の発表１

120

120

第15回

【予習】発表準備または卒業成果物提出準備 120

PPTによる卒業研究成果の発表２

【予習】卒業成果物提出準備

卒業研究成果物の提出

【復習】必要に応じて卒業成果物を修正

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
毎回の授業では、個人またはグループが各自の卒業研究課題の進捗状況を報告し、ゼミ全体で意見やアイディアを出し合いながら、それぞ
れの卒業研究課題内容を充実させていきます。

成績評価の方法
卒業研究の評価は、授業への貢献度（主として卒業研究の進捗状況報告）５０％と提出された卒業研究課題５０％で、総合的に判断しま
す。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。具体的には、以下への貢献度と完成度に基づいて評価します。
①卒業研究調査の企画と実行
②卒業研究調査概要をまとめた口頭発表
③文書形式の卒業研究成果物作成

必要な予備知識／先修科目／関連科目
この科目をより深く理解するために，これらの科目の受講を推奨します。　
「キャリアの経済学」、「人事政策」、「人的資源管理」、「人間行動と組織」

テキスト
特に指定しません。

参考書
『組織の心理学』　 　田尾雅夫著　有斐閣　　2，200円　　ISBN 4ー641ー08631ー1　
　その他、卒業研究の課題ごとに、必要に応じて指定します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Sources: How do we know all this?

Homework activities 60 min.

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Foundations of the middle ages: the legacy of Rome

Homework activities 60 min.

The languages of medieval Europe

Homework activities 60 min.

テーマ・概要
Medieval European Society 

Students will learn about the medieval foundations of contemporary European society.  We will explore the history, 
literature, archeology, architecture, religion and economy of medieval Europe, with a particular focus on the northwestern 
Europe (Britain, France and Scandinavia).  You will be encouraged to develop your critical thinking skills as you interpret 
original texts, artefacts and architecture from the period.

ＤＰ２（課題の発見と解決）、ＤＰ３（他者との協働）、ＤＰ５（表現力、発信力）　を実現するため、以下を到達目標とする。
Upon completion of this course students should be able to:
a. have some understanding of medieval European history, literature and culture
b. understand and use some specialised vocabulary associated with literature, history, architecture and archaeology
c. give a short presentation and write a short report on those topics

到達目標

授業の計画と準備学修

トピックス演習 ＜１＞

エヴァン　ピーター　ダニエル

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21011412103

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

Foundations of the middle ages: external pressures

Homework activities 60 min.

Two models of medieval society: the feudal system and the three estates

60 min.

Homework activities 60 min.

第9回 Cathedrals

第7回

第8回

Homework activities

Knights and chivalry

Homework activities 60 min.

Castles

60 min.

Homework activities 60 min.

Medieval Christianity

Homework activities
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60 min.

第11回

第12回

第13回

Midterm presentations

Homework activities

Labourers and villages

Homework activities

Towns and the "middle class"

Homework activities

60 min.

第10回

60 min.

Black Death and social upheaval

60 min.

60 min.

第15回

Homework activities 60 min.

Medieval society simulation

Homework activities

Review

Homework activities

第14回
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ポータルサイトで周知する。

My contact information will be announced in the first lesson, and my office hours will be as shown in the Portal site.

授業の方法
Students will be presented with a wide range of materials, including videos, ancient and medieval artefacts and manuscripts, 
lectures and texts.  Students will be expected to engage in active discussion, and to give short presentations on various 
topics.  Students will also be expected to participate in pair and group activities.

Knowledge of English is highly recommended.  Most of the lectures and videos will be English, with a brief summary in 
Japanese.  Students will be encouraged to use English in class, but it is not a requirement.  Student presentations and 
reports can be given in either English or Japanese.

成績評価の方法
The final grade will be based on the following criteria:
1) classroom attendance and participation (40%) 
2) an in-class presentation (20%)
3) a written report or other final project (20%)
4) a final exam (20%)

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
上記、到達目標の達成度により評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
Ｎ／Ａ

テキスト
Handouts will be provided by the instructor.

参考書
Relevant resources or books will be introduced as needed.

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Orientation

自宅学習の段階で未知の単語の意味を確認しておくこと 90

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Japanese culture (2)

自宅学習の段階で未知の単語の意味を確認しておくこと 90

Japanese culture (1)

自宅学習の段階で未知の単語の意味を確認しておくこと 90

テーマ・概要
日本文化とは、いったい何なのでしょうか。また、日本人とは、どのような気質の持ち主なのでしょう。皆さんは、多くの場合、この国に
生まれてほぼ20年もの間、日本文化の中で生活をしていると思いますが、それを説明せよと問われたとき、容易に答えることはなかなかで
きないのではないでしょうか。それは、私たちの周りにある日本文化を当たり前だと思って、疑うことをしないからでしょう。無意識の中
にある日本文化を意識的に捉えること、それが本講義の目的です。
そのために、本講義では、英文読むことを通して、日本文化や日本人の気質、日本の伝統芸能（能、狂言、文楽、歌舞伎など）について考
えていきます。実質的な国際共通語である英語を通して、世界の人々に対して、伝統的な日本文化のみならず現代の日本を紹介し、理解し
てもらうだけの知識と表現力が獲得できればと考えています。
昨今「グローバル」ということばが盛んにいわれていますが、「グローバル」とは決して英語のコミュニケーション能力が高いことを指す
ものではありません。真の「グローバル人材」となるには、自文化と異文化の理解や相互の尊重が不可欠です。将来、本物のグローバル人
材となるべく、英語を通して日本文化について考えてみましょう。

ＤＰ２（課題の発見と解決）、ＤＰ３（他者との協働）、ＤＰ５（表現力、発信力）　を実現するため、以下を到達目標とする。
1）日本文化や日本人の気質についてのさまざまな英文に慣れる。
2）英文の基本的な構造や構文を理解する。
3）単語や熟語などの語彙力を増強する。
4）日本の伝統芸能（能、狂言、文楽、歌舞伎など）について基本的な理解を深める。

到達目標

授業の計画と準備学修

トピックス演習 ＜２＞

佐々木　大介

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21011412103

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

Japanese culture (3)

自宅学習の段階で未知の単語の意味を確認しておくこと 90

Japanese culture (4)

90

自宅学習の段階で未知の単語の意味を確認しておくこと 90

第9回 Japanese traditional performing arts (2)

第7回

第8回

自宅学習の段階で未知の単語の意味を確認しておくこと

Japanese culture (5)

自宅学習の段階で未知の単語の意味を確認しておくこと 90

Japanese culture (6)

90

自宅学習の段階で未知の単語の意味を確認しておくこと 90

Japanese traditional performing arts (1)

自宅学習の段階で未知の単語の意味を確認しておくこと
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90

第11回

第12回

第13回

Japanese traditional performing arts (3)

自宅学習の段階で未知の単語の意味を確認しておくこと

Japanese traditional performing arts (4)

自宅学習の段階で未知の単語の意味を確認しておくこと

Japanese traditional performing arts (5)

自宅学習の段階で未知の単語の意味を確認しておくこと

90

第10回

90

Student presentations (1)

120

120

第15回

今学期の内容を確認しておくこと 120

Student presentations (2)

今学期の内容を確認しておくこと

Student presentations (3)

今学期の内容を確認しておくこと

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
講義を中心に進める予定ですが、人数によっては形式を変更する場合もあります。
また、日本人講師が一部英語で授業を進めていくことも想定しています。

成績評価の方法
授業への積極的な参加（出席を含む）：20%
語彙テスト・小テスト・提出物：30%
プレゼンテーションまたは最終試験：50%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価します。
1）日本文化についてのさまざまな英文に慣れる。
2）英文の基本的な構造や構文を理解する。
3）単語や熟語などの語彙力を増強する。
4）日本の伝統芸能（能、狂言、文楽、歌舞伎など）について基本的な理解を深める。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
授業で指示。

テキスト
適宜指示。

参考書
特になし

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・研究倫理について
・演習の進め方、調査のまとめ方、履修者の自己紹介

【予習】シラバスを熟読する。
【復習】授業時に与えられた課題について、次回授業までに回答を作成する。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

グループワーク（テーマその１）
・テーマについてグループで話し合いをする。
・資料収集をする。

【予習】分析に必要な資料を図書館等で収集する。
【復習】発表に向けて、資料を作成する。

60

グループワーク（テーマその１）
・グループ分け
・テーマについてグループで話し合いをする。

【予習】研究テーマについてあらかじめ考えてくる。
【復習】必要な調査データなどを探す。

90

テーマ・概要
テーマは、「仕事の未来」です。
　少子高齢化の進展や人工知能（ＡＩ）やIoT等の技術革新の発展など、仕事をとりまく状況は日々変化し続けています。「ユーチューバ
－」など新しい仕事が生まれる一方で、AIが人間の仕事を奪うのではないかという危惧も広がっています。しかし、その内容や程度につい
ては、研究者や研究機関によって大きな差異があります。
　また、一口に「会社員」といっても、その業務内容は時代とともに変化しており、求められるスキルや労働条件も様々です。皆さん自身
が将来のキャリアを考える上でも、仕事の内容をテレビドラマのイメージではなく、冷静に分析することが必要になるでしょう。
　本演習では、①世の中にはどのような仕事があり、求められるスキルや報酬・労働時間などの労働条件はどのように違うのか、②働き方
の多様化の現状、そして社会や企業はこれらの変化にどう対応すべきか、③AIやIoTに代替される仕事とそうでない仕事は何が違うのか、
④仕事の未来はどうなるのか　などグループごとに研究テーマを決めて、分析、発表を行います。
　なお、上にあげたテーマは一例であり、実際に取り組むテーマは履修者と相談して決定します。また、対象は日本だけでなく、世界の
様々な取り組みを取り上げたいと思います。

DP2（課題の発見と解決）、DP3（他者との協働）、DP5（表現力、発信力）を実現するため、次の4点をあげる。
①　客観的な資料・データに基づいた分析、考察ができる。
②　分かりやすく、かつ論理的に人前で発表ができる。
③　発表された内容について、的確なコメント、ディスカッションができる。
④　内容を的確なレポートにまとめることができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

トピックス演習 ＜３＞

丸山　桂

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21011412102

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

グループワーク（テーマその１）
・テーマについてグループで話し合いをする。
・資料収集をする。

【予習】分析に必要な資料を図書館等で収集する。
【復習】発表に向けて、資料を作成する。

60

グループワーク（テーマその１）
・テーマについてグループで話し合いをする。
・資料収集をする。

60

【予習】研究テーマについてあらかじめ考えてくる。
【復習】必要な調査データなどを探す。

60

第9回 グループワーク（テーマその２）
・グループ分け
・テーマについてグループで話し合いをする。

第7回

第8回

【予習】分析に必要な資料を図書館等で収集する。
【復習】発表に向けて、資料を作成する。

グループワーク（テーマその１）
・テーマについてグループで話し合いをする。
・発表資料を完成させる。

【予習】分析に必要な資料を図書館等で収集する。
【復習】発表に向けて、資料を作成する。

60

発表会（テーマその１）

60

【予習】発表資料と発表原稿を用意する。
【復習】指摘された問題点について、図書館等で資料を収集する。

60

発表会（テーマその１）

【予習】発表資料と発表原稿を用意する。
【復習】指摘された問題点について、図書館等で資料を収集する。
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60

第11回

第12回

第13回

グループワーク（テーマその２）
・テーマについてグループで話し合いをする。
・資料収集をする。

【予習】分析に必要な資料を図書館等で収集する。
【復習】発表に向けて、資料を作成する。

グループワーク（テーマその２）
・テーマについてグループで話し合いをする。
・資料収集をする。

【予習】分析に必要な資料を図書館等で収集する。
【復習】発表に向けて、資料を作成する。

グループワーク（テーマその２）
・テーマについてグループで話し合いをする。
・資料収集をする。

【予習】分析に必要な資料を図書館等で収集する。
【復習】発表に向けて、資料を作成する。

60

第10回

60

グループワーク（テーマその２）
・テーマについてグループで話し合いをする。
・発表資料を完成させる。

120

60

第15回

【予習】分析に必要な資料を図書館等で収集する。
【復習】発表に向けて、資料を作成する。

60

発表会（テーマその２）

【予習】発表資料、原稿を準備する。
【復習】指摘された問題点について、図書館等で資料を調べる。

発表会（テーマその２）

【予習】発表資料、原稿を準備する。
【復習】指摘された問題点について、図書館等で資料を調べる。最終レポートをポータルサイトより提
出する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
履修者でグループワークを行う。全員で協力して発表資料を作成し、発表、質疑応答を繰り返す。教員や他の履修者からのアドバイスをも
とに、発表内容をブラッシュアップしていく。
なお、評価基準は以下の通りである。
グループの作業・発表内容：グループワーク作業での主体性、貢献度、わかりやすく論理的なパワーポイントの作成ができる。
最終レポート：複数の資料を用いて、論理的かつ客観的な視点から現状と課題を文章で表現できる。

成績評価の方法
平常点（授業の参加状況や討論などの貢献度）30％、グループの作業、発表内容（40％）、最終レポート（30％）の総合評価。病欠等の場
合は、必ず事前に連絡を入れること。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
DP１から５を達成するため、以下の基準の達成度から評価する。
①　客観的な資料・データに基づいた分析、考察ができる。
②　分かりやすく、かつ論理的に人前で発表ができる。
③　発表された内容について、的確なコメント、ディスカッションができる。
④　内容を的確なレポートにまとめることができる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
必要な予備知識はとくにありません。フレッシャーズ・セミナーで培った学修内容が関連します。

テキスト
特定のテキストは使用しない。

参考書
ILO『The Future of Work We Want - 『仕事の未来』』（ホームページで英語・日本版ダウンロード可能）
OECD『若者のキャリア形成　スキルの獲得から就業力の向上、アントレプレナーシップの育成へ〈OECDスキル・アウトルック2015年版〉』
明石書店
池上彰『もっとやりたい仕事がある！』小学館
村上龍『新　13歳のハローワーク』幻冬舎
その他、授業内で紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

オリエンテーション
・講義の内容や進め方について説明する
・受講生同士の相互理解を深める

【予習】シラバスで講義のテーマと内容を把握しておく。また、マーケティングなどの関連科目の内容
を復習しておく。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

ケース・スタディ②
・資料に基づき、ケース・スタディを行う
・グループごとに課題の解決方法を検討する

【予習】配布されたケース資料を読み、自分なりの分析をしておく。 60

ケース・スタディ①
・資料に基づき、ケース・スタディを行う
・グループごとにケースの分析を進める

【予習】配布されたケース資料を読んでおく。
【復習】ケースについて自分なりの分析を再度試みる。

60

テーマ・概要
　本講義のテーマは、「消費者心理とマーケティング」です。私たちは様々な製品やサービスに囲まれて生活しています。その中には、
ディズニーやiPhoneのように、多くの消費者を魅了している製品やサービスもあります。企業やブランドが消費者を魅了し、大きな売り上
げを獲得するためには、消費者心理を正確に理解し、それに対応したマーケティング戦略を立案することが欠かせません。
　そこで本講義では、基礎研究から消費者心理についての理解を深めたのち、事例研究から実際のマーケティング戦略と消費者心理との結
びつきについて探っていきます。最終的には、消費者ニーズの理解をもとに、自分たちなりのマーケティング戦略を立案していきます。

DP2（課題の発見と解決）、DP3（他者との協働）、DP5（表現力、発信力）、DP6（専門分野の知識・理解）、DP7（総合マネジメント力）
を実現するため、以下を到達目標とする。
・課題の発見能力と解決能力を向上させること
・コミュニケーション能力やプレゼンテーション能力を向上させること
・消費者心理とマーケティング戦略の結びつきを理解し、実践的な知識を身につけること

到達目標

授業の計画と準備学修

コア演習 ＜１＞

石井　裕明

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21N11412201

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

基礎研究①
・消費者心理の関連文献から割り当てられた箇所をグループで発表する
・発表に基づき、議論を行う

【予習】指定された文献を読んでおく。発表担当者はプレゼンテーションの準備をしておく。 90

基礎研究②
・消費者心理の関連文献から割り当てられた箇所をグループで発表する
・発表に基づき、議論を行う

90

【予習】環境要因の分析方法や消費者ニーズの把握方法などについて、復習しておく。
【復習】講義内で決まったことをパワーポイント資料にまとめておく。

60

第9回 マーケティング戦略の立案①
・課題に関する環境要因を調べる
・消費者ニーズを探索する

第7回

第8回

【予習】指定された文献を読んでおく。発表担当者はプレゼンテーションの準備をしておく。

事例研究①
・身の回りにある製品やサービスから消費者の人気を得ているものを考える
・製品やサービスがなぜ人気を集めているのかについて議論する

【予習】身の回りの製品やサービスにおいて人気のあるものをピックアップし、自分なりの視点から人
気の要因を検討する。

60

事例研究②
・取り上げた製品やサービスのマーケティング戦略を整理する
・製品やサービスの成功要因を自分たちなりに考える

60

【予習】マーケティングのSTPや４Pなどの基本的な事項に関する復習をしておく。 60

事例研究③
・これまで調べた内容についてプレゼンテーションする
・プレゼンテーションに基づき、議論をする

【予習】プレゼンテーションの準備をしておく。
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90

第11回

第12回

第13回

マーケティング戦略の立案②
・競合他社に関する分析を進める
・マーケティング戦略案についてグループごとに議論する

【予習】マーケティング戦略のアイディアを検討しておく。
【復習】講義内で決まったことをパワーポイント資料にまとめておく。

中間プレゼンテーション
・グループごとにマーケティング戦略の方向性についてプレゼンテーションする
・プレゼンテーションに基づき、議論をする

【予習】プレゼンテーションの準備をしておく。
【復習】他のグループからの意見を参考に、修正を施しておく。

マーケティング戦略の立案③
・製品戦略を検討する
・価格戦略を検討する

【予習】マーケティング戦略案を検討しておく。
【復習】講義内で決まったことをパワーポイント資料にまとめておく。

60

第10回

90

マーケティング戦略の立案④
・流通戦略を検討する
・コミュニケーション戦略を検討する

60

90

第15回

【予習】マーケティング戦略案を検討しておく。
【復習】講義内で決まったことをパワーポイント資料にまとめておく。

90

最終プレゼンテーション
・立案したマーケティング戦略についてプレゼンテーションする

【予習】プレゼンテーションの準備をしておく。

まとめ
・プレゼンテーションについての振り返り
・全体の総括

【予習】グループワークにおける自らの貢献について、達成できた点と達成できなかった点を明確にし
ておく。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
・授業はグループワークを中心に進める。また、グループ単位でのプレゼンテーション後には全体でのディスカッション等も行う。
・受講生の希望に応じて、外部のコンテスト等に参加したり、実務家の前でプレゼンテーションを行ったりする可能性もある。

成績評価の方法
グループワークへの貢献40%、プレゼンテーション内容30%、ディスカッションでの発言30%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
また、次の点に着目し、その達成度により評価する。
①グループワークに貢献できたか。
②消費者行動やマーケテイングの視点から物事の課題を発見し、解決策を検討できたか。
③創造的で効果的なマーケティング戦略を立案できたか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
関連科目「マーケティング」「競争戦略」
本講義はスペシャリストコースのうちの「企業戦略コース」に関連しています。

テキスト
特に指定しません。重要な文献については適宜紹介します。

参考書
『1からの消費者行動』、松井剛、西川英彦編著、碩学舎。
『1からのデジタル・マーケティング』、西川英彦、澁谷覚編著、碩学舎。
『マーケティング戦略　第4版』、和田充夫、恩蔵直人、三浦俊彦著、有斐閣アルマ。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス

自身の関心から、「問題はなぜ問題なのか、問題の原因は何か、その解決法は何か」を自身で考える。 90分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

討論：グループで「違い」を生む原因について話し合う

①配布資料を自身で読み進める
②自身の考える問題意識に沿って「違い」についてまとめる

90分

講義：「違い」について考える

①配布資料を自身で読み進める
②自分の考えをまとめる

90分

テーマ・概要
テーマ：Excelによるデータ分析入門
本演習は、社会データを用いた実習を行う。データ収集や仮説設定に関するグループワーク・ディスカッションを通して、異なる事柄の関
係性を導き出し、それらを正しく理解・解説・報告できるようになることを目指す。
私から提示するテーマは「多摩地域の家庭ごみ排出量の規定要因」であるが、学生自身がテーマを決めてデータ収集・分析を実行しても
らってもかまわない。

以下の①～③のイベントに参加したい学生がいれば、教員は引率をします。
①武蔵野市クリーンセンター見学；②エコプロダクツ展訪問(12月, 就職活動の準備)；③立教・青学・富山大学のゼミと合同報告会(12月)
での報告(あるいは聴講のみ)

DP２（課題の発見と解決）、DP3（他者との協働）、DP5（表現力、発信力）、DP6（専門分野の知識・理解）、DP7（総合マネジメント力）
の実現のため、具体的に以下を目標とする。
①現実的なテーマ・仮説の設定ができる。
②データ分析のためにエクセルを活用することができる。
③データ分析の結果を論理的に考察・伝達することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

コア演習 ＜２＞

山上　浩明

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21O11412201

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

講義：調査・分析について

①配布資料を自身で読み進める
②自身の考える問題意識についての手法やデータについて整理する

90分

実習：データを見つける

90分

自身の問題意識に沿ったデータ分析の結果について考察する 90分

第9回 講義：データ分析（t検定・決定係数）

第7回

第8回

①手順のおさらい
②自身の問題意識に沿って、データを探す・整理する

実習：データを整理する（ピボットテーブルや散布図を作成）

①手順のおさらい
②自身の問題意識に沿ったデータに関する表・グラフを作成する

90分

実習：データ分析（単回帰）

90分

①手順のおさらい
②自身の問題意識に沿ったデータ分析をおこなう

90分

実習：データ分析（重回帰）

①手順のおさらい
②自身の問題意識に沿ったデータ分析をおこなう
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90分

第11回

第12回

第13回

実習：データ分析（変数変換）

自身の問題意識に沿ったデータ分析を拡張する

実習：結果の整理

①手順のおさらい
②自身の問題意識に沿ったデータ分析の結果を見やすいように整理する

講義と実習：レポートの執筆について（構成とマナー）

①執筆を進める
②可能ならばレポートを提出する

90分

第10回

90分

報告：口頭報告と討論

90分

90分

第15回

①報告準備
②レポート執筆提出
③報告内容の反省・コメントを踏まえてレポート内容の再検討

90分

レポート講評

①レポート推敲
②レポート執筆・再提出

推敲内容についての討論

①レポート執筆・最終提出

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
本演習は、講義形式・実習形式にて進行する。実習については、受講者数に応じて個人・グループに分かれて作業する。講義内で短い口頭
報告・報告内容に関する討論を行う。（希望者は課外活動として、①武蔵野市のごみ処理施設の見学、②就職活動を見据えたイベント参加
(12月)、③他大学環境経済ゼミとの交流会(12月)に出席することもできる。）

成績評価の方法
演習への積極性(約30%)、口頭報告(約20%)、最終レポート(約50%)を総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
①問題発見能力・解決能力の養成
②情報伝達能力の養成
③データを用いた考察能力の養成

必要な予備知識／先修科目／関連科目
【予備知識】Microsoft Word, Excelの基礎機能
【関連科目】経済学, 統計学, データに関する入門科目など

テキスト
特に指定しない。必要な資料を配布する。

参考書
データ分析に関する書籍全般・その他、関連自治体・省庁が提供する統計資料

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・演習の内容、進め方、ルール、成績評価方法などを確認する。
・自己紹介とゼミのリーダーを決める。

【予習】テキストを入手し、内容についておおざっぱに目を通しておく。
【復習】ゼミのルールなどについて再確認しておく。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

ウォーミングアップ2
・各自、気になる経営、財務、会計などのトピックを皆に紹介し、その概要や気になった理由、疑問などについて発表し、質疑
応答を行う。

【予習】発表予定者は、資料などを準備しておく。
【復習】発表内容を振り返り、良かった点やうまくいかなかった点などについて自己評価する。

60

ウォーミングアップ1 
・各自、気になる経営、財務、会計などのトピックを皆に紹介し、その概要や気になった理由、疑問などについて発表し、質疑
応答を行う。

【予習】発表予定者は、資料などを準備しておく。
【復習】発表内容を振り返り、良かった点やうまくいかなかった点などについて自己評価する。

60

テーマ・概要
　経済および経営関連のトピックは様々ですが、この演習で対象とするのはとくに財務や会計の分野です。大教室での授業ではなかなか意
見を言える機会がない、あるいはそのタイミングを逸してしまいがちだ、と思っている人を歓迎します。
　担当教員は会計を専門領域としていますので、いきおい演習の内容も会計の領域が中心となりますが、受講生の皆さんの学習希望を聞
き、少しでも皆さんのニーズを満たせるような授業内容を予定しています。
　演習のテーマは、「会計の視点で企業をみる」です。皆さんの身の回りの企業について会計的な視点で解明し、初歩的な分析ができるよ
うになることがこの演習の目的です。具体的には、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書という３つの重要な財務表の役割
を理解し、実際に分析で活かせるようになることを目標とします。コア科目B群の「経営分析」の準備学習であり、スペシャリストコース
（チャレンジセブン）の「企業会計コース」の入り口としての位置づけにあります。

DP2（課題の発見と解決）、DP3（他者との協働）、DP5（表現力、発信力）、DP６（専門分野の知識・理解）、DP7（総合マネジメント力）
を実現するため、次の3点を到達目標とする。
①自分の身の回りのできごとを会計的な視点で把握できる。
②会計の役割を理解できる。
③自分自身のキャリア上で会計を活かすためのヒントを会得する。

到達目標

授業の計画と準備学修

コア演習 ＜３＞

高橋　史郎

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21P11412201

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

3つの財務表を理解する。
・損益計算書、貸借対照表、キャッシュ・フロー計算書の仕組みと相互関係を学修する。

【予習】テキスト第1章を熟読。
【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。

60

エクササイズ1
・財務3表のつながりを実践的に理解する作業を行う。
課題
・今回の内容についての理解度をチェックする。

60

【予習】テキスト第3章の10までを熟読。
【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。

60

第9回 財務3表による財務分析2
・財務分析の初歩について学修する。

第7回

第8回

【予習】テキスト第2章の8までを熟読。
【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。

エクササイズ2
・財務3表のつながりを実践的に理解する作業を行う。
課題
・今回の内容についての理解度をチェックする。

【予習】テキスト第2章の16までを熟読。
【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。

60

エクササイズ3
・財務3表のつながりを実践的に理解する作業を行う。
課題
・今回の内容についての理解度をチェックする。

60

【予習】テキスト第2章の24までを熟読。
【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。

60

財務3表による財務分析1
・財務分析の初歩について学修する。

【予習】テキスト第3章の6までを熟読。
【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。
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90

第11回

第12回

第13回

分析結果の報告1
・各自が選択した企業について、分析結果を報告し質疑応答を行う。

【予習】報告予定者は、報告資料などを準備する。
【復習】発表内容や質疑応答の内容を振り返る。

分析結果の報告2
・各自が選択した企業について、分析結果を報告し質疑応答を行う。

【予習】報告予定者は、報告資料などを準備する。
【復習】発表内容や質疑応答の内容を振り返る。

分析結果の報告3
・各自が選択した企業について、分析結果を報告し質疑応答を行う。

【予習】報告予定者は、報告資料などを準備する。
【復習】発表内容や質疑応答の内容を振り返る。

90

第10回

90

分析結果の報告4
・各自が選択した企業について、分析結果を報告し質疑応答を行う。

90

90

第15回

【予習】報告予定者は、報告資料などを準備する。
【復習】発表内容や質疑応答の内容を振り返る。

90

分析結果の報告5
・各自が選択した企業について、分析結果を報告し質疑応答を行う。

【予習】報告予定者は、報告資料などを準備する。
【復習】発表内容や質疑応答の内容を振り返る。

演習のまとめ
・これまでの学修内容を振り返り、各自が理解度を確認する。質疑応答をする。
・レポート作成の準備をする。

【復習】学修が不十分な部分を補う。これまでの質疑応答内容などを反映させたレポートを作成する。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
　演習形式の授業なので、教員と学生との間での双方向のやりとりを重視する授業になります。演習参加者のプレゼンテーションが中心と
なる進め方です。プレゼンテーションの場で主役になるのは毎回の報告者です。授業の主導権は報告者にあります。思う存分にプレゼン
テーションの醍醐味を味わってください。なお、必要に応じて適宜、ビデオ教材なども取り入れていきます。

成績評価の方法
　各回での貢献状況（報告や質問など）が評価のベースになります。それに加えて、課題提出やレポートなども重要な評価要素です。
　評価の割合は次のとおりです。
・平常点（報告や質問などの貢献状況）　40％
・課題提出やレポートなど　60％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し、その達成度により評価します。
①自分の身の回りのできごとを会計的な視点で把握することができるようになったか。
②会計の役割を理解できたか。
③自分自身のキャリア上で会計を活かすためのヒントを会得できたか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
先修科目：　「企業会計入門」、「企業経営入門」、「会社入門」など。
関連科目：　経営、財務、会計に関する科目が関連科目です。
スペシャリストコースの「企業会計コース」で指定された科目の受講を勧めます。

テキスト
國貞克則著『書いてマスター！　財務3表実践ドリル』、日本経済新聞社、2010年、1,200円+税。
また、必要に応じてプリントを配布します。

参考書
必要に応じて紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
・自己紹介，演習の進め方，グループ分けなど。
身近な統計について: 歴史的な統計学の活用や必要性を理解する。

【復習】ゼミの趣旨を理解し，課題の準備をする 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

1変数データ
・中心傾向, ちらばりの指標: 平均, 分散, 歪度, 尖度, 標準偏差などの意味とこれらの活用方法を理解する

【予習】事前学習教材に取り組む
【復習】演習課題に取り組む

90

データの分布の記述
・収集したデータから基本的な情報を抽出する方法を理解する

【予習】事前学習教材に取り組む
【復習】演習課題に取り組む

90

テーマ・概要
この演習では, 大学基礎科目レベルの統計学の知識を, 問題演習を通して習得することを目的とします。統計学は「科学の文法」とも言わ
れ， 経済学・経営学の分野では「実証分析」や「データにもとづいた意思決定」の手段として， また近年注目を集めている「データサイ
エンス」においても中核となる知識です。集中的に演習に取り組むことで， 学期終了までに統計検定2級に合格できる実践力を習得するこ
とを目指します。
なお、以下の授業の計画・内容は、授業の進捗によって一部変更する場合があります。

DP2(課題の発見と解決），DP３（他者との協働），DP４（自発性，積極性），DP５（表現力，発信力）, DP6(専門分野の知識・理解)、DP7
（総合マネジメント力）を実現するため，次の3点を到達目標とする。
①統計学について学び， それを応用した問題解決法を身につけることができる。
②自らの考え方を明確に説明でき, 課題解決のために他者と協働することができる。
③自らの思考を具体的に説明し，また他者からの疑問に対して適切に応答することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

コア演習 ＜５＞

井上　智夫

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21Q11412201

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

2変数以上のデータ
・散布図と相関: 変数間の関係を探る方法を理解する

【予習】事前学習教材に取り組む
【復習】演習課題に取り組む

90

単回帰と予測
・回帰分析の基礎を理解する
・統計ソフトウェアの出力結果の読み方を理解する

90

【予習】事前学習教材に取り組む
【復習】演習課題に取り組む

90

第9回 標本分布
・標本分布の概念を理解する
・正規母集団にかかわる分布とその活用方法を理解する

第7回

第8回

【予習】事前学習教材に取り組む
【復習】演習課題に取り組む

推測のためのデータ収集法
・観察研究と実験研究: 両者の違いを理解する
・標本調査: 基本的概念を理解する
・実験: 適切な実験方法を理解する

【予習】事前学習教材に取り組む
【復習】演習課題に取り組む

９０

確率モデル
・確率: 基礎的な概念を理解する
・確率変数: 確率変数の表現と特徴の捉え方を理解する

90

【予習】事前学習教材に取り組む
【復習】演習課題に取り組む

90

確率分布
・基礎的な確率分布の特徴を理解する

【予習】事前学習教材に取り組む
【復習】演習課題に取り組む
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90

第11回

第12回

第13回

推定(1)
・点推定と区間推定の方法と性質を理解する
・1つの母集団の母数の区間推定の方法を理解する

【予習】事前学習教材に取り組む
【復習】演習課題に取り組む

推定(2)
・2つの母集団の母数の区間推定の方法を理解する

【予習】事前学習教材に取り組む
【復習】演習課題に取り組む

仮説検定(1)
・統計的検定の意味と具体的な利用方法を理解する
・1つの母集団の母数に関する仮説検定の方法を理解する

【予習】事前学習教材に取り組む
【復習】演習課題に取り組む

90

第10回

90

仮説検定(2)
・2つの母集団の母数に関する仮説検定の方法を理解する
・適合度検定と独立性の検定を理解する

60

90

第15回

【予習】事前学習教材に取り組む
【復習】演習課題に取り組む

90

回帰分析
・重回帰分析の仕組みと解釈方法を理解する

【予習】事前学習教材に取り組む
【復習】演習課題に取り組む

まとめ
・1学期間の活動を振り返る

【予習】今学期の課題を振り返る

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
毎回, Web教材などを活用した事前学習を行い, 授業では問題演習を中心に個人ワークやグループワークを行います。毎回の授業内ワーク
を通じて理解度を把握し，必要に応じて数学の知識などを補いつつ,上記のテーマについての理解を深める演習を行います。

成績評価の方法
事前学習への取組み(20%), 授業内ワーク(問題演習とグループワークなどへの参加)80％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し，その達成度により評価する。
①統計学について学び， それを応用した問題解決法を身につけることができる。
②自らの考え方を明確に説明でき, 課題解決のために他者と協働することができる。
③自らの思考を具体的に説明し，また他者からの疑問に対して適切に応答することができる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
統計入門

テキスト
特になし

参考書
特になし

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

担当者によるイントロダクション：大いなる分岐—豊かな国と貧しい国はいつ、何が原因で分かれたのか

予習として、テキストの該当個所を事前に読んで授業に参加のこと。
復習としては、テキストの重要部分の読み直し。

予習に60分、復習に60
分。

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

産業革命

予習として、テキストの該当個所を事前に読んで授業に参加のこと。
復習としては、テキストの重要部分の読み直し。

予習に60分、復習に60
分。

西洋の勃興—最初のグローバル化

予習として、テキストの該当個所を事前に読んで授業に参加のこと。
復習としては、テキストの重要部分の読み直し。

予習に60分、復習に60
分。

テーマ・概要
世界はどのような軌跡を描いて経済発展を遂げてきたのだろうか。そして、これから先どうなるのだろうか。「歴史に学び、歴史の理解を
もって未来を解く鍵とする」ことによって、世界経済の過去と現在と未来を考えていこうというのが、この授業のテーマである。授業で
は、現在最も優秀な経済史家の一人であるロバート・アレンの力作を素材にしながら、日本を含む世界の経済発展を決定づけた要因は何な
のかについて学ぶ。

ＤＰ２（課題の発見と解決）、ＤＰ３（他者との協働）、ＤＰ５（表現力、発信力）、ＤＰ６（専門分野の知識・理解）、ＤＰ７（総合マ
ネジメント力）　を実現するため、以下を到達目標とする。
約１万年前に長い氷河期が終わり、人類は定着農耕を始めた。そこには先進国も低開発国もなかった。われわれは１万年前は同じスター
ト・ラインに立っていたのに、なぜ今日、少数の豊かな国と多数の貧しい国とに分かれてしまったのか。世界各国間の貧富を決める要因は
何なのか。
　この演習では、この点について、歴史、地理的側面、技術変化、経済政策、制度などの諸側面を学習する。これを通じて、受講者諸君
は、今日のこの大きな格差の原因を理解できるようになるだろう。また、どこを正せばその国は経済成長を始めるのかも提言することがで
きるだろう。
　「経済発展を分ける要因は何なのか」の答えは、「経済理論の中にも、経済政策の中にもない。答えは経済史の中に隠されている」。受
講者諸君には、それを見つけてもらいたい。

到達目標

授業の計画と準備学修

コア演習 ＜６＞

松本　貴典

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21R11412201

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

工業化の標準モデル—ドイツとアメリカ

予習として、テキストの該当個所を事前に読んで授業に参加のこと。
復習としては、テキストの重要部分の読み直し。

予習に60分、復習に60
分。

偉大なる帝国—インド

予習に60分、復習に60
分。

予習として、テキストの該当個所を事前に読んで授業に参加のこと。
復習としては、テキストの重要部分の読み直し。

予習に60分、復習に60
分。

第9回 後発工業国と標準モデル—帝政ロシアと日本

第7回

第8回

予習として、テキストの該当個所を事前に読んで授業に参加のこと。
復習としては、テキストの重要部分の読み直し。

南北アメリカ

予習として、テキストの該当個所を事前に読んで授業に参加のこと。
復習としては、テキストの重要部分の読み直し。

予習に60分、復習に60
分。

アフリカ

予習に60分、復習に60
分。

予習として、テキストの該当個所を事前に読んで授業に参加のこと。
復習としては、テキストの重要部分の読み直し。

予習に60分、復習に60
分。

小括――授業内容の補足、質疑応答、ディスカッション――

予習として、ここまでのテキストを見直して疑問点、補足を望む点、論点とすべき点などをピック・
アップして授業に臨むこと。
復習としては、この授業で明らかにされた重要部分の読み直しを行うこと。
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予習に60分、復習に60
分。

第11回

第12回

第13回

ビッグプッシュ型工業化—ソ連・戦後日本と東アジア

予習として、テキストの該当個所を事前に読んで授業に参加のこと。
復習としては、テキストの重要部分の読み直し。

不平等と産業革命（クズネッツ・カーブ—現代の横断面分析：クズネッツ・カーブ—不平等の歴史　ほか）

予習として、テキストの該当個所を事前に読んで授業に参加のこと。
復習としては、テキストの重要部分の読み直し。

移住—農村の貧困を逃れて（貧困と農村からの移住—常識：常識の問題点　ほか）

予習として、テキストの該当個所を事前に読んで授業に参加のこと。
復習としては、テキストの重要部分の読み直し。

予習に60分、復習に60
分。

第10回

予習に60分、復習に60
分。

蓄積と不平等—その関係の分析

予習に60分、復習に60
分。

予習に60分、復習に60
分。

第15回

予習として、テキストの該当個所を事前に読んで授業に参加のこと。
復習としては、テキストの重要部分の読み直し。

予習に60分、復習に60
分。

貧困、政策および工業化

予習として、テキストの該当個所を事前に読んで授業に参加のこと。
復習としては、テキストの重要部分の読み直し。

グローバリゼーションで世界は不平等になったのか？

予習として、テキストの該当個所を事前に読んで授業に参加のこと。
復習としては、テキストの重要部分の読み直し。

第14回

- 404 -



ポータルサイトで周知する。

授業の方法
テキストや演習担当者が配布するプリントの各章を受講生にローテーションで報告してもらい、演習参加者全員で報告内容について議論を
する形式で進める。

成績評価の方法
学期末に提出されるレポート（40％）、授業への積極性（20％）、授業での報告の善し悪し（20％）、授業への貢献度（20％）にもとづき
評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
上記、到達目標の達成度に基づいて評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
予備知識と先修科目はとくにない。関連科目は経済史関連がそれにあたる。

テキスト
ロバート・C・アレン『なぜ豊かな国と貧しい国が生まれたのか』NTT出版、2012年

参考書
ロバート・C・アレン『世界史のなかの産業革命―資源・人的資本・グローバル経済―』名古屋大学出版会、2017年
ケネス・ポメランツ＆スティーヴン・トピック『グローバル経済の誕生——貿易が作り変えたこの世界——』筑摩書房、2013年
ダロン・アセモグル＆ジェイムズ・A・ロビンソン『国家はなぜ衰退するのか(上)(下)——権力・繁栄・貧困の起源——』早川書房、2013年
ブランコ・ミラノヴィッチ『不平等について——経済学と統計が語る26の話——』みすず書房、2012年　ほか

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
授業内容と進め方などを説明します。
第２回から第４回のテキスト輪読発表担当者を決めます。

【予習】シラバスを熟読。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

組織心理学の基礎知識習得２（発表）
リーダーシップ:信頼できる上司の元では、なぜ部下がやる気を出すのか？

【予習】テキスト第１１章を熟読。 90

組織心理学の基礎知識習得１（発表）
職務デザイン:「楽な仕事」と「楽しい仕事」はどう違うのか？

【予習】テキスト第６章を熟読。 90

テーマ・概要
「リーダーシップに関して実践的に学ぶ」がこの演習のテーマです。　
組織心理学の基本的な理論について学んだ上で、受講生各自が興味を持ったリーダーを研究し、チーム単位で事例研究やインタビュー調査
を実践し、発表を行います。

ＤＰ２（課題の発見と解決）、ＤＰ３（他者との協働）、ＤＰ５（表現力、発信力）、ＤＰ６（専門分野の知識・理解）、ＤＰ７（総合マ
ネジメント力）　を実現するため、以下をおおよその到達目標と考えています。
１．わかりやすい報告用資料を作成できるようになる。
２．教員や受講生とかなり自由にコミュニケーションを取れるようになる。
３．興味ある職業分野がわかり、将来のキャリアイメージが少し具体化する。
４．チームで協力して企画立案・調査・発表を実行する。
５．話すのが得意でなかった人も、ディベートなどで少し自分の意見を述べられるようになる。

到達目標

授業の計画と準備学修

コア演習 ＜７＞

義村　敦子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21S11412201

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

組織心理学の基礎知識習得３（発表）
職務ストレス対処法：職場でストレスにさらされたときの対処法は？

【予習】テキストの第５章を熟読。
【復習】各自が興味を持ったリーダーについて調べ、企画案を準備する。

120

職業興味テストの実践と自己分析
個人別リーダーシップ研究企画案１（発表）

60

【予習】調査実施準備をする。 60

第9回 インタビュー調査実施準備１

第7回

第8回

【復習】職業興味テストの結果から読み取れる各自の仕事志向特徴について記述する。

個人別リーダーシップ研究企画案２（発表）
実証研究チームの編成

【予習】個人発表を踏まえて、さらに各自のリーダーシップ研究案を改良する。 60

リーダーシップ研究班ごとの企画書作成１（発表）

90

【予習】企画書の作成準備をする。 90

インタビュー調査の心得を学習

【予習】配布資料を熟読する。
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120

第11回

第12回

第13回

インタビュー調査実施準備２

【予習】調査実施準備をする。
         インタビュー調査を実施する。

インタビュー調査の実施報告１

【予習】パワーポイントによる発表準備をする。

インタビュー調査の実施報告２

【予習】パワーポイントによる発表準備をする。

120

第10回

120

研究発表会１

120

120

第15回

【予習】研究調査報告書の作成準備をする。 90

研究発表会２

【予習】研究調査報告書を作成する。

リーダーシップ研究報告書の提出

【予習】研究調査報告書を作成する。

第14回
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学内専用ホームページで周知します。

授業の方法
毎回、全員参加型の授業を目指します。テキスト輪読や研究発表の後は、発表者のみでなく受講者全員によるディスカッションを行ないま
す。

成績評価の方法
演習への貢献度（グループワークやディスカッションへの参画）70％と調査研究報告書30％の割合で総合的に評価します。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その到達度により評価します。
１．わかりやすい報告用資料を作成できる。
２．教員や他の受講生とかなり自由にコミュニケーションを取れる。
３．興味ある職業分野がわかり、将来のキャリアイメージが少し具体化している。
４．チームで協力して企画立案・調査・発表を実行できる。
５．話すのが得意でなかった人も、少し自分の意見を述べられる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
1年次の基礎的な経営学および経済学の知識があれば充分です。関連する科目は次の通りです。「キャリアの経済学」、「人事政策」、
「人的資源管理」、　「人間行動と組織」

テキスト
　『組織の心理学』　　         田尾雅夫著　有斐閣　　2，200円　　ISBN 4-641-08631-1

参考書
　必要に応じて指定します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

オリエンテーション

テキストを入手して、目次を読む 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Ⅰ　フィールドワークとは何か　②

事前に定められた文献を読む。
発表者は発表の準備をする。
発表者以外も、A4 1枚以上に内容をまとめる

90

Ⅰ　フィールドワークとは何か　①

事前に定められた文献を読む。
発表者は発表の準備をする。
発表者以外も、A4 1枚以上に内容をまとめる

90

テーマ・概要
【フィールドワークとアクションリサーチ】
企業や組織などで何かが起こっている現場に足を運び、その中に身を置き、五感を駆使して情報収拾することが、フィールドワークという
手法である。質的研究方法の一つの技法としてのフィールドワークを理解すること、フィールドワークを用いたアクションリサーチという
研究スタイルについて学ぶことを目的とする演習である。
演習では、フィールドワークに関する基礎的な文献を読み、その内容について発表する形で進行する。参加者は複数回の発表、ファシリ
テーション、質問、まとめなど毎回必ず役割が当てられるため、すべての回の出席が必須となる。その他、実地調査などの中間課題もある
ため、受講にあたっては高いモチベーションが求められる。

DP2（課題の発見と解決）、DP3（他者と協働）、DP4（自発性、積極性）、DP5（表現力、発信力）、DP6（専門分野の知識・理解）、DP7
（総合マネジメント力）を実現するため、次の3点を達成目標とする。
（１）フィールドワークとは何かを理解する
（2）どのような場面でフィールドワークが活用できるか理解する
（3）どのようにフィールドワークを実行したらいいかを知る

到達目標

授業の計画と準備学修

コア演習 ＜８＞

浜松　翔平

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21T11412201

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

Ⅱ　フィールドワークの論理　①

事前に定められた文献を読む。
発表者は発表の準備をする。
発表者以外も、A4 1枚以上に内容をまとめる

90

Ⅱ　フィールドワークの論理　②

90

事前に決定した場所に出向き、フィールドワークを行う 90

第9回 中間課題　街に出てフィールドワークを行う

第7回

第8回

事前に定められた文献を読む。
発表者は発表の準備をする。
発表者以外も、A4 1枚以上に内容をまとめる

Ⅲ　フィールドワークの実際　①

事前に定められた文献を読む。
発表者は発表の準備をする。
発表者以外も、A4 1枚以上に内容をまとめる

90

Ⅲ　フィールドワークの実際　②

90

事前に定められた文献を読む。
発表者は発表の準備をする。
発表者以外も、A4 1枚以上に内容をまとめる

90

Ⅳ　ハードウェアとソフトウェア

事前に定められた文献を読む。
発表者は発表の準備をする。
発表者以外も、A4 1枚以上に内容をまとめる
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90

第11回

第12回

第13回

中間課題　発表

フィールドワークをした内容を発表する

序章　アクションリサーチのすすめ

事前に定められた文献を読む。
発表者は発表の準備をする。
発表者以外も、A4 1枚以上に内容をまとめる

1章　アクションリサーチとは

事前に定められた文献を読む。
発表者は発表の準備をする。
発表者以外も、A4 1枚以上に内容をまとめる

90

第10回

90

2章　アクションリサーチの進め方

90

90

第15回

事前に定められた文献を読む。
発表者は発表の準備をする。
発表者以外も、A4 1枚以上に内容をまとめる

90

3章　研究成果の発表

事前に定められた文献を読む。
発表者は発表の準備をする。
発表者以外も、A4 1枚以上に内容をまとめる

まとめ

これまで学んだ内容をもう一度復習する

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
本演習では、フィールドワークとアクションリサーチに関する文献を輪読することによる学習と、課題としてフィールドワークを実際に体
験し、アクションリサーチを計画する方法を採用する。
輪読では、担当箇所を分担して、その内容について要約して発表をしてもらう。発表者以外は事前に内容を読んでくること、内容をA4にま
とめたものを持参することの事前準備の他に、質問者、ファリシリテーターなどの役割が常に与えられるため、積極的な議論への参加が必
須となる。

成績評価の方法
授業内での発表50％、授業での発言、コメントシート等などの平常点を50％とし、積極的な授業への参加をプラスとして加味して評価しま
す。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.　
次の点に着目し、その達成度で評価する。
（１）フィールドワークとは何かを理解する
（2）どのような場面でフィールドワークが活用できるか理解する
（3）どのようにフィールドワークを実行したらいいかを知る

必要な予備知識／先修科目／関連科目
関連科目として、「競争戦略」、「経営戦略」が挙げられる。
スペシャリストコースとしては、「企業戦略コース」と関連している。

テキスト
佐藤郁哉（2006）『フィールドワーク　書を持って街へ出よう　増頂版』新曜社．
筒井真優美　編著（2010）『研究と実践をつなぐアクションリサーチ入門』ライフサポート社.

参考書
参考書は授業内でお伝えします。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

以下の内容と順番で進めますが、履修者の理解度や希望などで一部変更になる可能性があります。

イントロダクション
・履修に関する注意
・教員を含む履修者どうしの意見交換

ポータルのシラバスをよく読んでおく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

官民連携の目的と評価
・官民連携によって、住民や国民にどのようなメリットがあるのか、連携の目的とそれを評価する考え方について学ぶ。

ポータル資料を読み、さらに示された事例に関する資料を自分で収集する。 60

官民連携とは
・イギリスにおける民活の歴史と社会経済背景を学ぶ。
・PPPとPFIとは何か、官民の役割とリスクの分担を中心に事業スキームを学ぶ。

ポータル資料を読み、さらに示された事例に関する資料を自分で収集する。 60

テーマ・概要
『官民連携による公的サービスの提供とリスクマネジメント』
現在多くの先進国では、公的サービスの提供において民間企業が大幅に活躍するようになっています。鉄道、上下水道から病院、図書館、
税金の徴収サービス、空港運営などが、公的機関の管理の元で民間企業によって行われ、代表的な例としてコンセッション方式で運営され
る関西空港があります。ハード面だけでなくソフト面でも、民活は進んでいます。今後、インバウンド訪日観光客や外国人労働者の受入が
進みますが、その管理や技能形成、まちづくりなど面でも民間企業の活躍が期待されています。

このような官民連携は、近年では国内にとどまらず、海外輸出でも明らかになってきています。日本は、鉄道、建設など多くの部門で優れ
た技術を民間企業が有し、日本の新幹線が台湾や米国で採用されてきています。このようなインフラに関する技術を、政府と共同して海外
に積極的に輸出しようと「インフラ輸出促進法」も制定されました。
このクラスでは、官民協働の社会経済背景、法的問題、その典型的なパターンと官民のリスク分担について、ケーススタディによって実践
的に学びます。具体的なテーマや対象となる事例は、履修者と相談して決定します。

ＤＰ２（課題の発見と解決）、ＤＰ３（他者との協働）、ＤＰ５（表現力、発信力）、ＤＰ６（専門分野の知識・理解）、ＤＰ７（総合マ
ネジメント力）　を実現するため、以下を到達目標とします。

以下の3点の習得を目標とします。
①公的サービスにおける官民連携の背景や必要性、法的課題を理解する。
②官民連携PPP/PFIの代表的パターンとリスクや資金調達と収益配分について学ぶ。
③イギリスやアメリカの制度を学び、日本における将来のビジネススキームを学ぶ。

到達目標

授業の計画と準備学修

コア演習 ＜９＞

井出　多加子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21U11412201

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

日本における官民連携
・日本におけるPFIなど官民連携に関する法制度の整備について
・資金調達の視点から、複数のパターンを比較する。

ポータル資料を読み、さらに示された事例に関する資料を自分で収集する。 60

教員によるケーススタディ（１）
・教員から、国内外における官民共同のまちづくりに関する代表事例と、その現状を学ぶ。

60

図書館などのサービスについて、複数の自治体の状況を調べ、自分の考えをまとめておく。 60

第9回 現地調査（１）
・調査の場所や日時は、履修者と相談して決めるため、日程がずれることがある。
・図書館サービスに関する官民連携について、成蹊や近隣図書館を訪問して、実施状況と課題を探る。

第7回

第8回

ポータル資料を読み、さらに示された事例に関する資料を自分で収集する。

教員によるケーススタディ（２）
・教員から、国内外における代表的官民連携として空港のコンセッションについて、その現状を学ぶ。

ポータル資料を読み、さらに示された事例に関する資料を自分で収集する。 60

教員によるケーススタディ（３）
・教員から、外国人労働者の受け入れと育成、企業とのマッチングに関する官民連携の現状を学ぶ。

60

ポータル資料を読み、さらに示された事例に関する資料を自分で収集する。 60

教員によるケーススタディ（４）
・これまで紹介した事例をもとに、PPP/PFIにおける課題をまとめる。
・グループディスカッションで、課題の改善を考える。

これまでの資料を整理し、自分の考えをまとめておく。
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60

第11回

第12回

第13回

現地調査（２）
・調査の場所や日時は、履修者と相談して決めるため、日程がずれることがある。
・図書館サービスについて、利用者の満足度評価や自治体の取組などをヒアリングする。

図書館などのサービスについて、複数の自治体の状況を調べ、自分の考えをまとめておく。

学生によるケーススタディ（１）
・学生が官民連携について自らテーマと事例をえらび、それについて情報を収集し分析を行う。
・グループディスカッションを行い、事例について意見交換する。

官民連携に関する自分のテーマを、資料などを調べて考えておく。

学生によるケーススタディ（２）
・学生が官民連携について自らテーマと事例をえらび、それについて情報を収集し分析を行う。
・グループディスカッションを行い、事例について意見交換する。

官民連携に関する自分のテーマを、資料などを調べて考えておく。

60

第10回

60

学生によるケーススタディ（３）
・学生が官民連携について自らテーマと事例をえらび、それについて情報を収集し分析を行う。
・グループディスカッションを行い、事例について意見交換する。

90

90

第15回

官民連携に関する自分のテーマを、資料などを調べて考えておく。 60

プレゼンテーション（１）
・自ら選び調査研究を行ってきた内容を、授業で発表し、履修者や教員からコメントを受け、ファイルを修正して提出する。

プレゼンテーションのために資料をまとめ、練習をする。教員のコメントを受けてファイルを修正提出
する。

プレゼンテーション（２）
・自ら選び調査研究を行ってきた内容を、授業で発表し、履修者や教員からコメントを受け、ファイルを修正して提出する。

プレゼンテーションのために資料をまとめ、練習をする。教員のコメントを受けてファイルを修正提
出。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
演習形式。グループワークやPC等の端末を用いての資料収集と分析などを行うため、主にPC教室を利用する。
また、図書館サービスについて、成蹊や近隣の図書館または履修者居住地の図書館を、個別またはグループで実地調査する。調査日時は、
履修者と相談して決定するが、単位取得のために必ず調査は行うこと。

成績評価の方法
以下の3つの点について、達成度に応じて総合的に評価する。
①授業への積極的参加（４０％）
授業中の課題の作成と提出、現地調査の積極的参加、グループワークや教員への質問や発言などを評価する。
②授業中のミニクイズ（２０％）
授業中に適時、内容に関するミニクイズをWEBCLASSで行う。またレポート課題提出も実施する。
③調査と分析にかんするプレゼンテーション（４０％）
自ら選び調査と分析を行った結果を、授業中にプレゼンテーションする。
プレゼンテーション、および担当教員からのコメントを受けて修正したファイルの提出を評価対象とする。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
スペシャリストコースのうち「経済政策」「企業戦略」「地域デザイン」のコース内容に沿った授業です。

テキスト
授業中にプリントまたはPDFファイル等を配布する。

参考書
『コンセッション・従来型・新手法を網羅した PPP/PFI 実践の手引き 単行本』 2018/8/29
丹生谷 美穂 (編集), 福田 健一郎 (編集)出版社: 中央経済社 (2018/8/29)
ISBN-10: 4502277118
ISBN-13: 978-4502277115
他、適時授業中に紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

卒業研究の心構えと準備
・早期卒業制度について、要件と履修者の意思を確認する。
・卒業後の進路について相談する。
・上級演習との関連を明確にする。

研究とは何かについて理解し、在学期間全体のまとめとしての研究の位置づけを確認する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

研究テーマの選定(1)

自らの関心を明確化し、研究テーマとしての適切性を吟味する。また、他の参加者の研究テーマについ
て、相互に意見交換する。

60

研究準備に向けた総合的概観

上級演習並びにその他の科目で学習したことを概観し、自分の関心分野とのつながりを探る。 60

テーマ・概要
本授業は早期卒業候補者の必修科目であり、それ以外の学生は受講できません。経済・経営の課題について、個別のテーマを見つけて探究
する。基礎的な文献と公表されているデータ等を確認し，関連文献でテーマについての理解を深めえう。なお、参加者の個別状況や授業の
進捗によって、以下の計画内容や進度を一部調整する場合がある。

DP2（課題の発見と解決）、DP3（他者との協働）、DP5（表現力、発信力）、DP6（専門分野の知識・理解）、DP7（総合マネジメント力）
を実現するため、
１．大学最終年としての研究にふさわしい課題を設定できる。
２．研究発表について他者との相互的議論ができる。
３．口述に加え、文章作成でも、論点を表現することができる。
４．専門的レベルが大学在学期間の集大成となっている。
５．資料収集、意見交換、原稿作成から最終稿提出へと各段階の〆切に間に合うように、時間と作業をマネジメントすることができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

経済経営ワークショップ

大野　正智

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 41011412301

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

研究テーマの選定(2)

自らの関心を明確化し、研究テーマとしての適切性を吟味する。また、他の参加者の研究テーマについ
て、相互に意見交換する。

60

卒業研究試作(1)

60

個別テーマについて、自分の中間発表を行うとともに、他の参加者からのコメントを参考にし、改定に
向けて方向性を探る。また、他の参加者の中間発表を聞きコメントする。

90

第9回 中間発表会(3)

第7回

第8回

選定した研究テーマについて、資料収集を開始し、初期段階としての試作について、相互発表を行い、
完成版に向けた研究の実行可能性について検討する。

卒業研究試作(2)

選定した研究テーマについて、資料収集を開始し、初期段階としての試作について、相互発表を行い、
完成版に向けた研究の実行可能性について検討する。

60

中間発表会(1)

90

個別テーマについて、自分の中間発表を行うとともに、他の参加者からのコメントを参考にし、改定に
向けて方向性を探る。また、他の参加者の中間発表を聞きコメントする。

90

中間発表会(2)

個別テーマについて、自分の中間発表を行うとともに、他の参加者からのコメントを参考にし、改定に
向けて方向性を探る。また、他の参加者の中間発表を聞きコメントする。
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120

第11回

第12回

第13回

改訂版作成(1)

中間発表で受けたコメントを参考に、最終発表に向けた改訂を行う。

改訂版作成(2)

中間発表で受けたコメントを参考に、最終発表に向けた改訂を行う。

最終発表会（１）
・卒業後の進路について、担当者に報告・相談する。

個別テーマについて、自分の最終発表を行うとともに、他の参加者からのコメントを参考にし、完成版
提出に向けて準備を整える。また、他の参加者の最終発表を聞きコメントする。

120

第10回

120

最終発表会（２）
・卒業後の進路について、担当者に報告・相談する。

120

120

第15回

個別テーマについて、自分の最終発表を行うとともに、他の参加者からのコメントを参考にし、完成版
提出に向けて準備を整える。また、他の参加者の最終発表を聞きコメントする。

120

最終発表会（３）
・卒業後の進路について、担当者に報告・相談する。

個別テーマについて、自分の最終発表を行うとともに、他の参加者からのコメントを参考にし、完成版
提出に向けて準備を整える。また、他の参加者の最終発表を聞きコメントする。

研究成果物提出
・卒業後の進路について、担当者に報告・相談する。

最終的な研究成果物を提出する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。オフィスアワー以外の時間は、予約により　随時対応。

授業の方法
研究推進のためのヒントとして教員が提供する資料があれば、その部分は講義形式とします。
個別の研究テーマについては、受講生の発表形式で進めます。

成績評価の方法
研究経過発表（３０％）、研究成果物（７０％）を総合的に評価します。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し、その達成度によって評価する。
１．継続的に研究を進展させることができたか。
２．途中経過の発表会において適切な内容であったか。
３．他の参加者の発表に対して建設的なコメントをしたか。
４．〆切に向けた時間の管理ができたか。
５．提出最終版が、質と量ともに、卒業論文相当としてふさわしいか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
本科目終了時には、卒業できるよう全般的な単位修得に注意を払うこと。

テキスト
配布資料をポータルにアップします。特に、当日の欠席者は必ず確認してください。他・適宜指示。

参考書
適宜紹介。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

「テキスト」の欄に示した教科書に準拠して以下の順序で行いますが、進行状況によって若干変更される場合があります。

ガイダンス
・授業の内容、進め方、予習復習の仕方、テストなどのスケジュールを説明
・マクロ経済学の考え方と3つの市場

テキストのイントロダクションを熟読し、経済に関する新聞記事を週に1度は読む習慣をつける。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

経済の大きさと景気
・景気を表すさまざまなデータの比較
・ＧＤＰの課題

ＧＤＰについて復習しテキストの練習問題を解く。また、テキスト2章を熟読する。 60

経済の大きさと景気
・経済規模を示すＧＤＰ
・経済成長率と日本経済の景気動向

テキスト第1章を熟読する。 60

テーマ・概要
　マクロ経済学はミクロ経済学と並んで、社会現象を理解するために必要な最も基礎的な科目です。経済全体のしくみや制度を概観し、さ
まざまな経済学の科目をこれから学んでいくために必要な諸概念の習得を行います。 マクロ経済の見方や、景気、金融や財政などのしく
みを、データを見ながら学習していきます。これから経済学を学んでいく上で、欠くことのできない内容を多く含んでいますので、必ず出
席して確実に内容を理解するようにしてください。
　なお、授業の進捗によって、内容を一部変更する場合があります。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、次の3点を到達目標とします。
①GDPや失業率などの主要経済統計について、その意味を理解し説明できる。
②景気、金利、為替レートなどの経済の基礎的項目について、その意味を理解し説明できる。
③一般新聞の経済記事が、おおむね理解できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

マクロ経済学入門Ｉ ＜１＞

大野　正智

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211421001

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

豊かさと物価
・インフレーションとデフレーション
・物価のデータと実質の考え方

テキスト１章と２章を復習し、練習問題を解く。 60

ＧＤＰと景気に関するまとめと到達度確認テスト
・テキスト１−２章を中心に、ＧＤＰと景気、物価に関する到達度確認テスト
・確認テストの解説と補足

90

テキスト１−４章を中心に、練習問題や授業での学習内容を復習しておく。 90

第9回 GDP・景気・物価・金融に関する中間テスト
・テキスト１−４章を中心に、金融に関する学習内容について到達度を確認する。
・テスト終了後、テスト内容について解説と補足を行う。

第7回

第8回

テストに向けて、テキスト１章と２章を復習し、練習問題を解く。

金融のしくみと貨幣の奥深さ
・金融とは
・現在価値と利子率
・物価の変動と実質利子率

テキスト3章を熟読し、金融の仕組みについて理解しておく。 60

貨幣と金融市場について
・貨幣の役割
・金融市場と資金調達

60

テキスト4章を熟読し、現在価値や利子率の計算ができるように復習する。 60

金融のしくみと市場のまとめ
・直接金融と間接金融
・日本家計のバランスシート

テキスト4章を熟読し、バランスシートの項目と用語を調べておく。
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60

第11回

第12回

第13回

税制と政府の役割
・様々な税金
・間接税（消費税）と直接税（所得税）からみる各国の税制の特徴
・国民負担率からみる公共サービスの便益と負担

テキスト５および６章を熟読する。

政府の役割と失業の意味
・財政赤字と社会保障制度
・失業率とは
・非正規雇用とミスマッチ失業

テキスト６および７章を熟読する。

到達度確認テスト
・テキストの5-7章を中心に、政府と失業について確認テストを行う。　
・テスト終了後、テスト内容について解説と補足を行う。

テストに向けて、テキスト５-７章を復習し、練習問題を解く。

60

第10回

60

海外取引
・為替レートと裁定取引
・変動相場制と固定相場制

90

90

第15回

テキスト８章を熟読する。ＨＰなどで為替レートの変動を調べておく。 60

海外取引
・輸出と輸入
・国際収支
・為替レートと産業の空洞化

テキスト８章の練習問題を解く。

全体の復習と質疑応答
・過去問題の解説
・全体のまとめと補足

テキストを５章から８章まで確認し、キーワードの意味を復習する。期末試験に向けて、授業中の練習
問題などを復習しておく。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
一般の講義形式で行いますが、講義中に、教員から受講生に質問をして返答を求めることがあります。
なお、授業の進度に応じて、授業内のテスト（到達度確認テスト等）の実施時期、回数は異なることもあります。

成績評価の方法
学期末試験（３０％）、平常点（７０％）で総合的に評価します。平常点は、授業内に実施されるテスト等の合計です。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価します。
①GDPや失業率などの主要経済統計について、その意味を理解し説明できる。
②景気、金利、為替レートなどの経済の基礎的項目について、その意味を理解し説明できる。
③一般新聞の経済記事が、おおむね理解できる水準にまで達している。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
関連科目：その他のコア科目Ａ群

テキスト
井出・井上・大野・北川・幸村著『経済のしくみと制度』多賀出版　第3版

参考書
授業中に、適時紹介。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

「テキスト」の欄に示した教科書に準拠して以下の順序で行いますが、進行状況によって若干変更される場合があります。

ガイダンス
・授業の内容、進め方、予習復習の仕方、テストなどのスケジュールを説明
・マクロ経済学の考え方と3つの市場

テキストのイントロダクションを熟読し、経済に関する新聞記事を週に1度は読む習慣をつける。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

経済の大きさと景気
・景気を表すさまざまなデータの比較
・ＧＤＰの課題

ＧＤＰについて復習しテキストの練習問題を解く。また、テキスト2章を熟読する。 60

経済の大きさと景気
・経済規模を示すＧＤＰ
・経済成長率と日本経済の景気動向

テキスト第1章を熟読する。 60

テーマ・概要
　マクロ経済学はミクロ経済学と並んで、社会現象を理解するために必要な最も基礎的な科目です。経済全体のしくみや制度を概観し、さ
まざまな経済学の科目をこれから学んでいくために必要な諸概念の習得を行います。 マクロ経済の見方や、景気、金融や財政などのしく
みを、データを見ながら学習していきます。これから経済学を学んでいく上で、欠くことのできない内容を多く含んでいますので、必ず出
席して確実に内容を理解するようにしてください。
　なお、授業の進捗によって、内容を一部変更する場合があります。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、次の3点を到達目標とします。
①GDPや失業率などの主要経済統計について、その意味を理解し説明できる。
②景気、金利、為替レートなどの経済の基礎的項目について、その意味を理解し説明できる。
③一般新聞の経済記事が、おおむね理解できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

マクロ経済学入門Ｉ ＜２＞

鈴木　史馬

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211421001

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

豊かさと物価
・インフレーションとデフレーション
・物価のデータと実質の考え方

テキスト１章と２章を復習し、練習問題を解く。 60

ＧＤＰと景気に関するまとめと到達度確認テスト
・テキスト１−２章を中心に、ＧＤＰと景気、物価に関する到達度確認テスト
・確認テストの解説と補足

90

テキスト１−４章を中心に、練習問題や授業での学習内容を復習しておく。 90

第9回 GDP・景気・物価・金融に関する中間テスト
・テキスト１−４章を中心に、金融に関する学習内容について到達度を確認する。
・テスト終了後、テスト内容について解説と補足を行う。

第7回

第8回

テストに向けて、テキスト１章と２章を復習し、練習問題を解く。

金融のしくみと貨幣の奥深さ
・金融とは
・現在価値と利子率
・物価の変動と実質利子率

テキスト3章を熟読し、金融の仕組みについて理解しておく。 60

貨幣と金融市場について
・貨幣の役割
・金融市場と資金調達

60

テキスト4章を熟読し、現在価値や利子率の計算ができるように復習する。 60

金融のしくみと市場のまとめ
・直接金融と間接金融
・日本家計のバランスシート

テキスト4章を熟読し、バランスシートの項目と用語を調べておく。
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60

第11回

第12回

第13回

税制と政府の役割
・様々な税金
・間接税（消費税）と直接税（所得税）からみる各国の税制の特徴
・国民負担率からみる公共サービスの便益と負担

テキスト５および６章を熟読する。

政府の役割と失業の意味
・財政赤字と社会保障制度
・失業率とは
・非正規雇用とミスマッチ失業

テキスト６および７章を熟読する。

到達度確認テスト
・テキストの5-7章を中心に、政府と失業について確認テストを行う。　
・テスト終了後、テスト内容について解説と補足を行う。

テストに向けて、テキスト５-７章を復習し、練習問題を解く。

60

第10回

60

海外取引
・為替レートと裁定取引
・変動相場制と固定相場制

90

90

第15回

テキスト８章を熟読する。ＨＰなどで為替レートの変動を調べておく。 60

海外取引
・輸出と輸入
・国際収支
・為替レートと産業の空洞化

テキスト８章の練習問題を解く。

全体の復習と質疑応答
・過去問題の解説
・全体のまとめと補足

テキストを５章から８章まで確認し、キーワードの意味を復習する。期末試験に向けて、授業中の練習
問題などを復習しておく。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
一般の講義形式で行いますが、講義中に、教員から受講生に質問をして返答を求めることがあります。
なお、授業の進度に応じて、授業内のテスト（到達度確認テスト等）の実施時期、回数は異なることもあります。

成績評価の方法
学期末試験（３０％）、平常点（７０％）で総合的に評価します。平常点は、授業内に実施されるテスト等の合計です。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価します。
①GDPや失業率などの主要経済統計について、その意味を理解し説明できる。
②景気、金利、為替レートなどの経済の基礎的項目について、その意味を理解し説明できる。
③一般新聞の経済記事が、おおむね理解できる水準にまで達している。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
関連科目：その他のコア科目Ａ群

テキスト
井出・井上・大野・北川・幸村著『経済のしくみと制度』多賀出版　第3版

参考書
授業中に、適時紹介。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

「テキスト」の欄に示した教科書に準拠して以下の順序で行いますが、進行状況によって若干変更される場合があります。

ガイダンス
・授業の内容、進め方、予習復習の仕方、テストなどのスケジュールを説明
・マクロ経済学の考え方と3つの市場

テキストのイントロダクションを熟読し、経済に関する新聞記事を週に1度は読む習慣をつける。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

経済の大きさと景気
・景気を表すさまざまなデータの比較
・ＧＤＰの課題

ＧＤＰについて復習しテキストの練習問題を解く。また、テキスト2章を熟読する。 60

経済の大きさと景気
・経済規模を示すＧＤＰ
・経済成長率と日本経済の景気動向

テキスト第1章を熟読する。 60

テーマ・概要
　マクロ経済学はミクロ経済学と並んで、社会現象を理解するために必要な最も基礎的な科目です。経済全体のしくみや制度を概観し、さ
まざまな経済学の科目をこれから学んでいくために必要な諸概念の習得を行います。 マクロ経済の見方や、景気、金融や財政などのしく
みを、データを見ながら学習していきます。これから経済学を学んでいく上で、欠くことのできない内容を多く含んでいますので、必ず出
席して確実に内容を理解するようにしてください。
　なお、授業の進捗によって、内容を一部変更する場合があります。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、次の3点を到達目標とします。
①GDPや失業率などの主要経済統計について、その意味を理解し説明できる。
②景気、金利、為替レートなどの経済の基礎的項目について、その意味を理解し説明できる。
③一般新聞の経済記事が、おおむね理解できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

マクロ経済学入門Ｉ ＜３＞

井上　智夫

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211421001

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

豊かさと物価
・インフレーションとデフレーション
・物価のデータと実質の考え方

テキスト１章と２章を復習し、練習問題を解く。 60

ＧＤＰと景気に関するまとめと到達度確認テスト
・テキスト１−２章を中心に、ＧＤＰと景気、物価に関する到達度確認テスト
・確認テストの解説と補足

90

テキスト１−４章を中心に、練習問題や授業での学習内容を復習しておく。 90

第9回 GDP・景気・物価・金融に関する中間テスト
・テキスト１−４章を中心に、金融に関する学習内容について到達度を確認する。
・テスト終了後、テスト内容について解説と補足を行う。

第7回

第8回

テストに向けて、テキスト１章と２章を復習し、練習問題を解く。

金融のしくみと貨幣の奥深さ
・金融とは
・現在価値と利子率
・物価の変動と実質利子率

テキスト3章を熟読し、金融の仕組みについて理解しておく。 60

貨幣と金融市場について
・貨幣の役割
・金融市場と資金調達

60

テキスト4章を熟読し、現在価値や利子率の計算ができるように復習する。 60

金融のしくみと市場のまとめ
・直接金融と間接金融
・日本家計のバランスシート

テキスト4章を熟読し、バランスシートの項目と用語を調べておく。
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60

第11回

第12回

第13回

税制と政府の役割
・様々な税金
・間接税（消費税）と直接税（所得税）からみる各国の税制の特徴
・国民負担率からみる公共サービスの便益と負担

テキスト５および６章を熟読する。

政府の役割と失業の意味
・財政赤字と社会保障制度
・失業率とは
・非正規雇用とミスマッチ失業

テキスト６および７章を熟読する。

到達度確認テスト
・テキストの5-7章を中心に、政府と失業について確認テストを行う。　
・テスト終了後、テスト内容について解説と補足を行う。

テストに向けて、テキスト５-７章を復習し、練習問題を解く。

60

第10回

60

海外取引
・為替レートと裁定取引
・変動相場制と固定相場制

90

90

第15回

テキスト８章を熟読する。ＨＰなどで為替レートの変動を調べておく。 60

海外取引
・輸出と輸入
・国際収支
・為替レートと産業の空洞化

テキスト８章の練習問題を解く。

全体の復習と質疑応答
・過去問題の解説
・全体のまとめと補足

テキストを５章から８章まで確認し、キーワードの意味を復習する。期末試験に向けて、授業中の練習
問題などを復習しておく。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
一般の講義形式で行いますが、講義中に、教員から受講生に質問をして返答を求めることがあります。
なお、授業の進度に応じて、授業内のテスト（到達度確認テスト等）の実施時期、回数は異なることもあります。

成績評価の方法
学期末試験（３０％）、平常点（７０％）で総合的に評価します。平常点は、授業内に実施されるテスト等の合計です。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価します。
①GDPや失業率などの主要経済統計について、その意味を理解し説明できる。
②景気、金利、為替レートなどの経済の基礎的項目について、その意味を理解し説明できる。
③一般新聞の経済記事が、おおむね理解できる水準にまで達している。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
関連科目：その他のコア科目Ａ群

テキスト
井出・井上・大野・北川・幸村著『経済のしくみと制度』多賀出版　第3版

参考書
授業中に、適時紹介。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

「テキスト」の欄に示した教科書に準拠して以下の順序で行いますが、進行状況によって若干変更される場合があります。

ガイダンス
・授業の内容、進め方、予習復習の仕方、テストなどのスケジュールを説明
・マクロ経済学の考え方と3つの市場

テキストのイントロダクションを熟読し、経済に関する新聞記事を週に1度は読む習慣をつける。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

経済の大きさと景気
・景気を表すさまざまなデータの比較
・ＧＤＰの課題

ＧＤＰについて復習しテキストの練習問題を解く。また、テキスト2章を熟読する。 60

経済の大きさと景気
・経済規模を示すＧＤＰ
・経済成長率と日本経済の景気動向

テキスト第1章を熟読する。 60

テーマ・概要
　マクロ経済学はミクロ経済学と並んで、社会現象を理解するために必要な最も基礎的な科目です。経済全体のしくみや制度を概観し、さ
まざまな経済学の科目をこれから学んでいくために必要な諸概念の習得を行います。 マクロ経済の見方や、景気、金融や財政などのしく
みを、データを見ながら学習していきます。これから経済学を学んでいく上で、欠くことのできない内容を多く含んでいますので、必ず出
席して確実に内容を理解するようにしてください。
　なお、授業の進捗によって、内容を一部変更する場合があります。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、次の3点を到達目標とします。
①GDPや失業率などの主要経済統計について、その意味を理解し説明できる。
②景気、金利、為替レートなどの経済の基礎的項目について、その意味を理解し説明できる。
③一般新聞の経済記事が、おおむね理解できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

マクロ経済学入門Ｉ ＜４＞

庄司　俊章

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211421001

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

豊かさと物価
・インフレーションとデフレーション
・物価のデータと実質の考え方

テキスト１章と２章を復習し、練習問題を解く。 60

ＧＤＰと景気に関するまとめと到達度確認テスト
・テキスト１−２章を中心に、ＧＤＰと景気、物価に関する到達度確認テスト
・確認テストの解説と補足

90

テキスト１−４章を中心に、練習問題や授業での学習内容を復習しておく。 90

第9回 GDP・景気・物価・金融に関する中間テスト
・テキスト１−４章を中心に、金融に関する学習内容について到達度を確認する。
・テスト終了後、テスト内容について解説と補足を行う。

第7回

第8回

テストに向けて、テキスト１章と２章を復習し、練習問題を解く。

金融のしくみと貨幣の奥深さ
・金融とは
・現在価値と利子率
・物価の変動と実質利子率

テキスト3章を熟読し、金融の仕組みについて理解しておく。 60

貨幣と金融市場について
・貨幣の役割
・金融市場と資金調達

60

テキスト4章を熟読し、現在価値や利子率の計算ができるように復習する。 60

金融のしくみと市場のまとめ
・直接金融と間接金融
・日本家計のバランスシート

テキスト4章を熟読し、バランスシートの項目と用語を調べておく。
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60

第11回

第12回

第13回

税制と政府の役割
・様々な税金
・間接税（消費税）と直接税（所得税）からみる各国の税制の特徴
・国民負担率からみる公共サービスの便益と負担

テキスト５および６章を熟読する。

政府の役割と失業の意味
・財政赤字と社会保障制度
・失業率とは
・非正規雇用とミスマッチ失業

テキスト６および７章を熟読する。

到達度確認テスト
・テキストの5-7章を中心に、政府と失業について確認テストを行う。　
・テスト終了後、テスト内容について解説と補足を行う。

テストに向けて、テキスト５-７章を復習し、練習問題を解く。

60

第10回

60

海外取引
・為替レートと裁定取引
・変動相場制と固定相場制

90

90

第15回

テキスト８章を熟読する。ＨＰなどで為替レートの変動を調べておく。 60

海外取引
・輸出と輸入
・国際収支
・為替レートと産業の空洞化

テキスト８章の練習問題を解く。

全体の復習と質疑応答
・過去問題の解説
・全体のまとめと補足

テキストを５章から８章まで確認し、キーワードの意味を復習する。期末試験に向けて、授業中の練習
問題などを復習しておく。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
一般の講義形式で行いますが、講義中に、教員から受講生に質問をして返答を求めることがあります。
なお、授業の進度に応じて、授業内のテスト（到達度確認テスト等）の実施時期、回数は異なることもあります。

成績評価の方法
学期末試験（３０％）、平常点（７０％）で総合的に評価します。平常点は、授業内に実施されるテスト等の合計です。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価します。
①GDPや失業率などの主要経済統計について、その意味を理解し説明できる。
②景気、金利、為替レートなどの経済の基礎的項目について、その意味を理解し説明できる。
③一般新聞の経済記事が、おおむね理解できる水準にまで達している。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
関連科目：その他のコア科目Ａ群

テキスト
井出・井上・大野・北川・幸村著『経済のしくみと制度』多賀出版　第3版

参考書
授業中に、適時紹介。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

- 437 -



単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の内容，進め方，予習・復習の仕方等
　を説明する。
経済学の十大原理（テキスト第1章）
・経済学が何に関するものなのかを把握する。

【予習】 テキストの学生への序文と第1章を読んでおく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

宿題1の解説
経済学者らしく考える（第2章）
・経済学の考え方について学習する。

【予習】　テキスト第2章と補論を読んでおく。
【復習】　キーワードについて説明できるようにする。宿題1の理解を確認しておく。

60

経済学の十大原理（第1章，続き）
・引き続き，経済学が何に関するものなのかを把握する。

【復習】　キーワードについて説明できるようにする。
宿題1に取り組み，提出する。

90

テーマ・概要
　ミクロ経済学は，マクロ経済学と並んで，経済学を理解するために必要な最も基礎的な科目である。われわれが経済生活を送っていく上
で役に立つ資源の量は限られており，これを多くの用途にどのように配分すればよいかは，時代や社会を超えて，常に重要な問題であり続
けてきた。「ミクロ経済学入門Ⅰ」では，この問題を解決するための手段である価格メカニズム（市場機構）の仕組みと機能を体系的に分
析し，経済政策，産業政策，外国貿易などへの応用も学習する。この授業を通して，経済学の基本概念を，きっちりと身につけてもらいた
い。
　授業では，経済学の課題と考え方，市場における需要と供給の法則，現実事例への応用を三本の柱として進める。マンキューのテキスト
の前半部（第I部−第III部）の内容に準拠し，授業の計画と内容の各項目に従って講義を行う。なお，授業の進捗によって，以下の授業の
計画・内容，及び宿題や小テストの回数を一部変更する場合がある。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、以下を到達目標とする。
①需要曲線・供給曲線の図を駆使できる。
②市場において価格と取引量がどのように決まるのか説明できる。
③市場経済という仕組みが上手く機能することを理解し，説明できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

ミクロ経済学入門Ｉ ＜１＞

吉田　由寛

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211421002

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

相互依存と交易（貿易）からの利益（第3章）
・絶対優位と比較優位の概念について学習する。

【予習】　テキスト第3章を読んでおく。
【復習】　授業内容を理解した上で宿題2に取り組み，提出する。

90

宿題2の解説
相互依存と交易（貿易）からの利益（3章，続き）
・交易のパターンと交易からの利益について理解する。

60

【復習】　第5章を読んでおく。そして宿題4に取り組み，提出する。 90

第9回 弾力性とその応用（第5章，続き）
・需要と供給の作用を，弾力性の概念を用いて理解する。

第7回

第8回

【復習】　キーワードについて説明できるようにする。宿題2の理解を確認しておく。

市場における需要と供給の作用（第4章）
・需要曲線と供給曲線について学ぶ。

【予習】　テキスト第4章を読んでおく。
【復習】　授業内容を理解した上で宿題3に取り組み，提出する。

90

宿題3の解説
市場における需要と供給の作用（第4章，続き）
・市場均衡について学ぶ。
・旧い均衡から新しい均衡への変化を分析する手法（比較静学）について勉強する。

90

【復習】　キーワードについて説明できるようにする。宿題3の理解を確認しておく。 60

小テスト
・第1~4章の理解度を確認するための小テスト
弾力性とその応用（第5章）
・弾力性の概念について学習する。

【予習】　テキスト第1~4章を十分に復習し，小テストに備える。
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90

第11回

第12回

第13回

宿題4の解説
需要，供給，および政府の政策（第6章）
・需要と供給に政府の政策がどのような効果を及ぼすかを学習する。

【予習】　第6章を読んでおく。
【復習】　宿題4の理解を確認しておく。

需要，供給，および政府の政策（第6章，続き）
・引き続き，需要と供給に政府の政策がどのような効果を及ぼすかを学ぶ。

【復習】　授業内容を理解した上で宿題5に取り組み，提出する。

宿題5の解説
消費者，生産者，市場の効率性（第7章）
・余剰の概念について学ぶ。

【予習】　第7章を読んでおく。
【復習】　宿題5の理解を確認する。

60

第10回

60

消費者，生産者，市場の効率性（第7章，続き）
・余剰の概念を用いて，市場の効率性と市場の失敗について学習する。

120

60

第15回

【復習】　授業内容を理解した上で宿題6に取り組み，提出する。 90

宿題6の解説
応用：課税の費用（第8章）
・間接税を負担するのは誰かについて考える。

【予習】　第8章を読んでおく。
【復習】　宿題6の理解を確認する。

応用：課税の費用（第8章，続き）
・政府の市場への介入と死荷重について学ぶ。
全体のまとめ

【復習】　これまでの授業全体の内容を復習する。

第14回
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　ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　授業は講義を中心に進める。授業において定期的に宿題を課す。学生は，その都度，宿題についてレポートを作成し，提出することを求
められる。普段から教科書・ノート・プリントを使った復習に力を入れ，次回の授業にわからないところを持ち越さないようにする。ま
た，上で示された準備学修の時間はあくまで目安であって，各自の理解度に応じて取り組むこと。
　なお，小テストと宿題の狙いは以下のとおりである。
・小テスト：第1~4章までの学修内容についての基本的な理解度と，キーワードの理解を確認する。
・宿題（課題レポート）：各章の内容が理解できているかを確認する。

成績評価の方法
　宿題と小テスト（30%を目安とする），学期末試験（60%を目安とする），及び授業への積極的な参加（10%を目安とする。授業時に課さ
れる演習への取り組み・授業中の発言や質問など）により総合的に評価する。

成績評価の基準
　成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。また，次の点に着目し，その達成度により評価する。
① 需要曲線・供給曲線の図を使いこなすことができる。
② 市場において価格と取引量が決まるメカニズムを明確に説明できる。
③ 市場経済という仕組みがうまく機能することを理解し、明確に説明できる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
必要な予備知識は特にない。なお，本科目の内容は，後期に開講される「ミクロ経済学入門Ⅱ」のための予備知識となる。

テキスト
・Ｎ・グレゴリー・マンキュー（2013）『マンキュー経済学 I ミクロ編　第3版』，東洋経済新報社，4,000円＋税 （ISBN 978-4-492-
31437-1）（このテキストは後期に開講される「ミクロ経済学Ⅱ」でも使用する）。

参考書
　参考書は必要に応じて授業中に紹介する。授業のなかで関連資料を配布することもある。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の内容，進め方，予習・復習の仕方等
　を説明する。
経済学の十大原理（テキスト第1章）
・経済学が何に関するものなのかを把握する。

【予習】 テキストの学生への序文と第1章を読んでおく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

宿題1の解説
経済学者らしく考える（第2章）
・経済学の考え方について学習する。

【予習】　テキスト第2章と補論を読んでおく。
【復習】　キーワードについて説明できるようにする。宿題1の理解を確認しておく。

60

経済学の十大原理（第1章，続き）
・引き続き，経済学が何に関するものなのかを把握する。

【復習】　キーワードについて説明できるようにする。
宿題1に取り組み，提出する。

90

テーマ・概要
　ミクロ経済学は，マクロ経済学と並んで，経済学を理解するために必要な最も基礎的な科目である。われわれが経済生活を送っていく上
で役に立つ資源の量は限られており，これを多くの用途にどのように配分すればよいかは，時代や社会を超えて，常に重要な問題であり続
けてきた。「ミクロ経済学入門Ⅰ」では，この問題を解決するための手段である価格メカニズム（市場機構）の仕組みと機能を体系的に分
析し，経済政策，産業政策，外国貿易などへの応用も学習する。この授業を通して，経済学の基本概念を，きっちりと身につけてもらいた
い。
　授業では，経済学の課題と考え方，市場における需要と供給の法則，現実事例への応用を三本の柱として進める。マンキューのテキスト
の前半部（第I部−第III部）の内容に準拠し，授業の計画と内容の各項目に従って講義を行う。なお，授業の進捗によって，以下の授業の
計画・内容，及び宿題や小テストの回数を一部変更する場合がある。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、以下を到達目標とする。
①需要曲線・供給曲線の図を駆使できる。
②市場において価格と取引量がどのように決まるのか説明できる。
③市場経済という仕組みが上手く機能することを理解し，説明できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

ミクロ経済学入門Ｉ ＜２＞

藤垣　芳文

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211421002

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

相互依存と交易（貿易）からの利益（第3章）
・絶対優位と比較優位の概念について学習する。

【予習】　テキスト第3章を読んでおく。
【復習】　授業内容を理解した上で宿題2に取り組み，提出する。

90

宿題2の解説
相互依存と交易（貿易）からの利益（3章，続き）
・交易のパターンと交易からの利益について理解する。

60

【復習】　第5章を読んでおく。そして宿題4に取り組み，提出する。 90

第9回 弾力性とその応用（第5章，続き）
・需要と供給の作用を，弾力性の概念を用いて理解する。

第7回

第8回

【復習】　キーワードについて説明できるようにする。宿題2の理解を確認しておく。

市場における需要と供給の作用（第4章）
・需要曲線と供給曲線について学ぶ。

【予習】　テキスト第4章を読んでおく。
【復習】　授業内容を理解した上で宿題3に取り組み，提出する。

90

宿題3の解説
市場における需要と供給の作用（第4章，続き）
・市場均衡について学ぶ。
・旧い均衡から新しい均衡への変化を分析する手法（比較静学）について勉強する。

90

【復習】　キーワードについて説明できるようにする。宿題3の理解を確認しておく。 60

小テスト
・第1~4章の理解度を確認するための小テスト
弾力性とその応用（第5章）
・弾力性の概念について学習する。

【予習】　テキスト第1~4章を十分に復習し，小テストに備える。
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90

第11回

第12回

第13回

宿題4の解説
需要，供給，および政府の政策（第6章）
・需要と供給に政府の政策がどのような効果を及ぼすかを学習する。

【予習】　第6章を読んでおく。
【復習】　宿題4の理解を確認しておく。

需要，供給，および政府の政策（第6章，続き）
・引き続き，需要と供給に政府の政策がどのような効果を及ぼすかを学ぶ。

【復習】　授業内容を理解した上で宿題5に取り組み，提出する。

宿題5の解説
消費者，生産者，市場の効率性（第7章）
・余剰の概念について学ぶ。

【予習】　第7章を読んでおく。
【復習】　宿題5の理解を確認する。

60

第10回

60

消費者，生産者，市場の効率性（第7章，続き）
・余剰の概念を用いて，市場の効率性と市場の失敗について学習する。

120

60

第15回

【復習】　授業内容を理解した上で宿題6に取り組み，提出する。 90

宿題6の解説
応用：課税の費用（第8章）
・間接税を負担するのは誰かについて考える。

【予習】　第8章を読んでおく。
【復習】　宿題6の理解を確認する。

応用：課税の費用（第8章，続き）
・政府の市場への介入と死荷重について学ぶ。
全体のまとめ

【復習】　これまでの授業全体の内容を復習する。

第14回
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　ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　授業は講義を中心に進める。授業において定期的に宿題を課す。学生は，その都度，宿題についてレポートを作成し，提出することを求
められる。普段から教科書・ノート・プリントを使った復習に力を入れ，次回の授業にわからないところを持ち越さないようにする。ま
た，上で示された準備学修の時間はあくまで目安であって，各自の理解度に応じて取り組むこと。
　なお，小テストと宿題の狙いは以下のとおりである。
・小テスト：第1~4章までの学修内容についての基本的な理解度と，キーワードの理解を確認する。
・宿題（課題レポート）：各章の内容が理解できているかを確認する。

成績評価の方法
　宿題と小テスト（30%を目安とする），学期末試験（60%を目安とする），及び授業への積極的な参加（10%を目安とする。授業時に課さ
れる演習への取り組み・授業中の発言や質問など）により総合的に評価する。

成績評価の基準
　成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。また，次の点に着目し，その達成度により評価する。
① 需要曲線・供給曲線の図を使いこなすことができる。
② 市場において価格と取引量が決まるメカニズムを明確に説明できる。
③ 市場経済という仕組みがうまく機能することを理解し、明確に説明できる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
必要な予備知識は特にない。なお，本科目の内容は，後期に開講される「ミクロ経済学入門Ⅱ」のための予備知識となる。

テキスト
・Ｎ・グレゴリー・マンキュー（2013）『マンキュー経済学 I ミクロ編　第3版』，東洋経済新報社，4,000円＋税 （ISBN 978-4-492-
31437-1）（このテキストは後期に開講される「ミクロ経済学Ⅱ」でも使用する）。

参考書
　参考書は必要に応じて授業中に紹介する。授業のなかで関連資料を配布することもある。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の内容，進め方，予習・復習の仕方等
　を説明する。
経済学の十大原理（テキスト第1章）
・経済学が何に関するものなのかを把握する。

【予習】 テキストの学生への序文と第1章を読んでおく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

宿題1の解説
経済学者らしく考える（第2章）
・経済学の考え方について学習する。

【予習】　テキスト第2章と補論を読んでおく。
【復習】　キーワードについて説明できるようにする。宿題1の理解を確認しておく。

60

経済学の十大原理（第1章，続き）
・引き続き，経済学が何に関するものなのかを把握する。

【復習】　キーワードについて説明できるようにする。
宿題1に取り組み，提出する。

90

テーマ・概要
　ミクロ経済学は，マクロ経済学と並んで，経済学を理解するために必要な最も基礎的な科目である。われわれが経済生活を送っていく上
で役に立つ資源の量は限られており，これを多くの用途にどのように配分すればよいかは，時代や社会を超えて，常に重要な問題であり続
けてきた。「ミクロ経済学入門Ⅰ」では，この問題を解決するための手段である価格メカニズム（市場機構）の仕組みと機能を体系的に分
析し，経済政策，産業政策，外国貿易などへの応用も学習する。この授業を通して，経済学の基本概念を，きっちりと身につけてもらいた
い。
　授業では，経済学の課題と考え方，市場における需要と供給の法則，現実事例への応用を三本の柱として進める。マンキューのテキスト
の前半部（第I部−第III部）の内容に準拠し，授業の計画と内容の各項目に従って講義を行う。なお，授業の進捗によって，以下の授業の
計画・内容，及び宿題や小テストの回数を一部変更する場合がある。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、以下を到達目標とする。
①需要曲線・供給曲線の図を駆使できる。
②市場において価格と取引量がどのように決まるのか説明できる。
③市場経済という仕組みが上手く機能することを理解し，説明できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

ミクロ経済学入門Ｉ ＜３＞

平尾　由紀子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211421002

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

相互依存と交易（貿易）からの利益（第3章）
・絶対優位と比較優位の概念について学習する。

【予習】　テキスト第3章を読んでおく。
【復習】　授業内容を理解した上で宿題2に取り組み，提出する。

90

宿題2の解説
相互依存と交易（貿易）からの利益（3章，続き）
・交易のパターンと交易からの利益について理解する。

60

【復習】　第5章を読んでおく。そして宿題4に取り組み，提出する。 90

第9回 弾力性とその応用（第5章，続き）
・需要と供給の作用を，弾力性の概念を用いて理解する。

第7回

第8回

【復習】　キーワードについて説明できるようにする。宿題2の理解を確認しておく。

市場における需要と供給の作用（第4章）
・需要曲線と供給曲線について学ぶ。

【予習】　テキスト第4章を読んでおく。
【復習】　授業内容を理解した上で宿題3に取り組み，提出する。

90

宿題3の解説
市場における需要と供給の作用（第4章，続き）
・市場均衡について学ぶ。
・旧い均衡から新しい均衡への変化を分析する手法（比較静学）について勉強する。

90

【復習】　キーワードについて説明できるようにする。宿題3の理解を確認しておく。 60

小テスト
・第1~4章の理解度を確認するための小テスト
弾力性とその応用（第5章）
・弾力性の概念について学習する。

【予習】　テキスト第1~4章を十分に復習し，小テストに備える。
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90

第11回

第12回

第13回

宿題4の解説
需要，供給，および政府の政策（第6章）
・需要と供給に政府の政策がどのような効果を及ぼすかを学習する。

【予習】　第6章を読んでおく。
【復習】　宿題4の理解を確認しておく。

需要，供給，および政府の政策（第6章，続き）
・引き続き，需要と供給に政府の政策がどのような効果を及ぼすかを学ぶ。

【復習】　授業内容を理解した上で宿題5に取り組み，提出する。

宿題5の解説
消費者，生産者，市場の効率性（第7章）
・余剰の概念について学ぶ。

【予習】　第7章を読んでおく。
【復習】　宿題5の理解を確認する。

60

第10回

60

消費者，生産者，市場の効率性（第7章，続き）
・余剰の概念を用いて，市場の効率性と市場の失敗について学習する。

120

60

第15回

【復習】　授業内容を理解した上で宿題6に取り組み，提出する。 90

宿題6の解説
応用：課税の費用（第8章）
・間接税を負担するのは誰かについて考える。

【予習】　第8章を読んでおく。
【復習】　宿題6の理解を確認する。

応用：課税の費用（第8章，続き）
・政府の市場への介入と死荷重について学ぶ。
全体のまとめ

【復習】　これまでの授業全体の内容を復習する。

第14回
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　ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　授業は講義を中心に進める。授業において定期的に宿題を課す。学生は，その都度，宿題についてレポートを作成し，提出することを求
められる。普段から教科書・ノート・プリントを使った復習に力を入れ，次回の授業にわからないところを持ち越さないようにする。ま
た，上で示された準備学修の時間はあくまで目安であって，各自の理解度に応じて取り組むこと。
　なお，小テストと宿題の狙いは以下のとおりである。
・小テスト：第1~4章までの学修内容についての基本的な理解度と，キーワードの理解を確認する。
・宿題（課題レポート）：各章の内容が理解できているかを確認する。

成績評価の方法
　宿題と小テスト（30%を目安とする），学期末試験（60%を目安とする），及び授業への積極的な参加（10%を目安とする。授業時に課さ
れる演習への取り組み・授業中の発言や質問など）により総合的に評価する。

成績評価の基準
　成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。また，次の点に着目し，その達成度により評価する。
① 需要曲線・供給曲線の図を使いこなすことができる。
② 市場において価格と取引量が決まるメカニズムを明確に説明できる。
③ 市場経済という仕組みがうまく機能することを理解し、明確に説明できる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
必要な予備知識は特にない。なお，本科目の内容は，後期に開講される「ミクロ経済学入門Ⅱ」のための予備知識となる。

テキスト
・Ｎ・グレゴリー・マンキュー（2013）『マンキュー経済学 I ミクロ編　第3版』，東洋経済新報社，4,000円＋税 （ISBN 978-4-492-
31437-1）（このテキストは後期に開講される「ミクロ経済学Ⅱ」でも使用する）。

参考書
　参考書は必要に応じて授業中に紹介する。授業のなかで関連資料を配布することもある。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の内容，進め方，予習・復習の仕方等
　を説明する。
経済学の十大原理（テキスト第1章）
・経済学が何に関するものなのかを把握する。

【予習】 テキストの学生への序文と第1章を読んでおく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

宿題1の解説
経済学者らしく考える（第2章）
・経済学の考え方について学習する。

【予習】　テキスト第2章と補論を読んでおく。
【復習】　キーワードについて説明できるようにする。宿題1の理解を確認しておく。

60

経済学の十大原理（第1章，続き）
・引き続き，経済学が何に関するものなのかを把握する。

【復習】　キーワードについて説明できるようにする。
宿題1に取り組み，提出する。

90

テーマ・概要
　ミクロ経済学は，マクロ経済学と並んで，経済学を理解するために必要な最も基礎的な科目である。われわれが経済生活を送っていく上
で役に立つ資源の量は限られており，これを多くの用途にどのように配分すればよいかは，時代や社会を超えて，常に重要な問題であり続
けてきた。「ミクロ経済学入門Ⅰ」では，この問題を解決するための手段である価格メカニズム（市場機構）の仕組みと機能を体系的に分
析し，経済政策，産業政策，外国貿易などへの応用も学習する。この授業を通して，経済学の基本概念を，きっちりと身につけてもらいた
い。
　授業では，経済学の課題と考え方，市場における需要と供給の法則，現実事例への応用を三本の柱として進める。マンキューのテキスト
の前半部（第I部−第III部）の内容に準拠し，授業の計画と内容の各項目に従って講義を行う。なお，授業の進捗によって，以下の授業の
計画・内容，及び宿題や小テストの回数を一部変更する場合がある。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、以下を到達目標とする。
①需要曲線・供給曲線の図を駆使できる。
②市場において価格と取引量がどのように決まるのか説明できる。
③市場経済という仕組みが上手く機能することを理解し，説明できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

ミクロ経済学入門Ｉ ＜４＞

中神　康博

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211421002

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

相互依存と交易（貿易）からの利益（第3章）
・絶対優位と比較優位の概念について学習する。

【予習】　テキスト第3章を読んでおく。
【復習】　授業内容を理解した上で宿題2に取り組み，提出する。

90

宿題2の解説
相互依存と交易（貿易）からの利益（3章，続き）
・交易のパターンと交易からの利益について理解する。

60

【復習】　第5章を読んでおく。そして宿題4に取り組み，提出する。 90

第9回 弾力性とその応用（第5章，続き）
・需要と供給の作用を，弾力性の概念を用いて理解する。

第7回

第8回

【復習】　キーワードについて説明できるようにする。宿題2の理解を確認しておく。

市場における需要と供給の作用（第4章）
・需要曲線と供給曲線について学ぶ。

【予習】　テキスト第4章を読んでおく。
【復習】　授業内容を理解した上で宿題3に取り組み，提出する。

90

宿題3の解説
市場における需要と供給の作用（第4章，続き）
・市場均衡について学ぶ。
・旧い均衡から新しい均衡への変化を分析する手法（比較静学）について勉強する。

90

【復習】　キーワードについて説明できるようにする。宿題3の理解を確認しておく。 60

小テスト
・第1~4章の理解度を確認するための小テスト
弾力性とその応用（第5章）
・弾力性の概念について学習する。

【予習】　テキスト第1~4章を十分に復習し，小テストに備える。
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90

第11回

第12回

第13回

宿題4の解説
需要，供給，および政府の政策（第6章）
・需要と供給に政府の政策がどのような効果を及ぼすかを学習する。

【予習】　第6章を読んでおく。
【復習】　宿題4の理解を確認しておく。

需要，供給，および政府の政策（第6章，続き）
・引き続き，需要と供給に政府の政策がどのような効果を及ぼすかを学ぶ。

【復習】　授業内容を理解した上で宿題5に取り組み，提出する。

宿題5の解説
消費者，生産者，市場の効率性（第7章）
・余剰の概念について学ぶ。

【予習】　第7章を読んでおく。
【復習】　宿題5の理解を確認する。

60

第10回

60

消費者，生産者，市場の効率性（第7章，続き）
・余剰の概念を用いて，市場の効率性と市場の失敗について学習する。

120

60

第15回

【復習】　授業内容を理解した上で宿題6に取り組み，提出する。 90

宿題6の解説
応用：課税の費用（第8章）
・間接税を負担するのは誰かについて考える。

【予習】　第8章を読んでおく。
【復習】　宿題6の理解を確認する。

応用：課税の費用（第8章，続き）
・政府の市場への介入と死荷重について学ぶ。
全体のまとめ

【復習】　これまでの授業全体の内容を復習する。

第14回
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　ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　授業は講義を中心に進める。授業において定期的に宿題を課す。学生は，その都度，宿題についてレポートを作成し，提出することを求
められる。普段から教科書・ノート・プリントを使った復習に力を入れ，次回の授業にわからないところを持ち越さないようにする。ま
た，上で示された準備学修の時間はあくまで目安であって，各自の理解度に応じて取り組むこと。
　なお，小テストと宿題の狙いは以下のとおりである。
・小テスト：第1~4章までの学修内容についての基本的な理解度と，キーワードの理解を確認する。
・宿題（課題レポート）：各章の内容が理解できているかを確認する。

成績評価の方法
　宿題と小テスト（30%を目安とする），学期末試験（60%を目安とする），及び授業への積極的な参加（10%を目安とする。授業時に課さ
れる演習への取り組み・授業中の発言や質問など）により総合的に評価する。

成績評価の基準
　成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。また，次の点に着目し，その達成度により評価する。
① 需要曲線・供給曲線の図を使いこなすことができる。
② 市場において価格と取引量が決まるメカニズムを明確に説明できる。
③ 市場経済という仕組みがうまく機能することを理解し、明確に説明できる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
必要な予備知識は特にない。なお，本科目の内容は，後期に開講される「ミクロ経済学入門Ⅱ」のための予備知識となる。

テキスト
・Ｎ・グレゴリー・マンキュー（2013）『マンキュー経済学 I ミクロ編　第3版』，東洋経済新報社，4,000円＋税 （ISBN 978-4-492-
31437-1）（このテキストは後期に開講される「ミクロ経済学Ⅱ」でも使用する）。

参考書
　参考書は必要に応じて授業中に紹介する。授業のなかで関連資料を配布することもある。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
・授業の内容、進め方、予習・復習の仕方などを説明する。

【予習】テキストの目次やまえがきに目を通しておく 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

株式会社とは何だろう
・株式会社と株式、株式が表す権利、株主と株式会社の関係について学修する。

【予習】テキスト第2章を熟読
【復習】キーワードについて説明できるようにする

60

会社とは何だろう
・会社の役割と法人、会社の種類について学修する。

【予習】テキスト第1章を熟読
【復習】キーワードについて説明できるようにする

60

テーマ・概要
本授業では、会社とはどのような存在で、どのような種類があるか、会社に勤めるとはどういうことか、必要な資金をどのように調達する
のか、会社間の競争・協調をどのように行っていくのかなど、会社にかかわるごく基本的な知識を提供する。受講生にはそれらをしっかり
と理解してもらい、その後の経営学関連の科目を学修するうえでの基礎知識となることを目的とする。

DP2（課題の発見と解決）、DP6（専門分野の知識・理解を実現するため、次の2点を到達目標とする。
①現代社会に生きる私たちが会社について最低限は知っていなければならない「常識」を身に着けること。
②主として、次の点に関する知識を受講生が身に着けることを目的とする。
　会社とはどのような存在であるのか、会社にはどのような種類があるか、会社内の階層化や部門化はどのように行われているのか、会社
に勤めるとはどういうことか、会社を運営するための資金をどのように確保・運用していくのか、会社の財務状況をどのように評価するの
か、会社間での競争・協調をどのように行っていくのか。

到達目標

授業の計画と準備学修

会社入門 ＜１＞

井上　慶太

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211421003

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

会社の中身を覗こう
・会社の階層、株式会社のトップ階層、会社の部門化について学修する。

【予習】テキスト第3章を熟読
【復習】キーワードについて説明できるようにする

60

会社を統治するのは誰だろう
・株主支配と経営者支配、社会的な存在としての会社、企業統治における株主の重要性について学修する。

60

【予習】テキスト第7章を熟読
【復習】キーワードについて説明できるようにする

60

第9回 財務諸表は会社の健康診断書
・財務諸表の内容、財務諸表の作成過程、財務諸表の分析方法について学修する。

第7回

第8回

【予習】テキスト第4章を熟読
【復習】キーワードについて説明できるようにする

会社は必要なお金をどのようにして集めているのか
・金融の仕組み、債券、店頭取引と取引所取引、株式のデータの読み方について学修する。

【予習】テキスト第5章を熟読
【復習】キーワードについて説明できるようにする

60

前半のまとめなど
・第1回から第6回目までの授業の内容について重要なポイントを振り返ることで、理解度を高める。

60

【予習】テキスト第1章〜第5章までを再読する。
【復習】重要なキーワードを再度確認し、説明できるようにする。

120

会社員としての人生
・会社勤務の実態、会社員としての人生、給料の決まり方について学修する。

【予習】テキスト第6章を熟読
【復習】キーワードについて説明できるようにする
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120

第11回

第12回

第13回

会社の調べ方
・会社の基本的な情報を集める方法、会社がステークホルダーに提供する書類、統計から見えてくる日本の会社の姿について学
修する。

【予習】テキスト第8章を熟読
【復習】キーワードについて説明できるようにする

実際に会社について調べてみよう
・第10回目の授業の内容に基づいて、会社について調べてみて、受講生間で議論しあうことにより、会社について理解を深め
る。

【予習】テキスト第8章の内容に基づいて実際に興味を持った会社について調べてくる。
【復習】キーワードについて説明できるようにする

ライバルに勝つには
・競争とは何か、競争の手段、これからの競争のあり方について学修する。

【予習】テキスト第9章を熟読
【復習】キーワードについて説明できるようにする

60

第10回

60

会社間関係：会社のグループ化
・会社間のコラボレーション、グループ化の種類、持株会社について学修する。

120

60

第15回

【予習】テキスト第10章を熟読
【復習】キーワードについて説明できるようにする

60

経営学を学ぼう
・経営学の歴史、経営学の特徴、経営学の各論について学修する。

【予習】テキスト第11章を熟読
【復習】キーワードについて説明できるようにする

授業全体のまとめ
・主として8回目から第14回目までの授業内容のポイントを確認し、理解度を高める。
・加えて、授業全体に関わるポイントについても再度確認する。

【予習】テキスト第1章〜第11章までを再読する。
【復習】重要なキーワードを再度確認し、説明できるようにする。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　授業は講義を中心に進める。授業において課題を提示することがある。学生はその都度、課題についてレポートを作成し、提出すること
を求められる。また、授業の途中で、受講者からの発言を求めることもある。
　普段からテキスト・ノート等を用いた復習に力を入れ、次回の授業にわからないところを持ち越さないようにすること。また、上で示さ
れた準備学習の時間はあくまで目安であって、各自の理解度に応じて取り組むこと。

成績評価の方法
課題レポート（30%）、試験（70%）、講義中の発言や質問への取り組みなどを加味して、総合的に評価を行う。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
主として、次の点に関する理解到達度により評価する。
①会社とはどのような存在であるのか
②会社にはどのような種類があるか
③会社内の階層化や部門化はどのように行われているのか
④会社に勤めるとはどういうことか
⑤会社を運営するための資金をどのように確保・運用していくのか
⑥会社の財務状況をどのように評価するのか
⑦会社間での競争・協調をどのように行っていくのか

必要な予備知識／先修科目／関連科目
科目の性格上、必要な予備知識や先修科目はない。関連科目として、その他のコース準備科目などがある。

テキスト
『会社入門（第３版）』、上田泰・時岡規夫・山崎由香里著、多賀出版、2017年。

参考書
適宜紹介する。授業のなかで関連資料を配布することもある。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
・授業の内容、進め方、予習・復習の仕方などを説明する。

【予習】テキストの目次やまえがきに目を通しておく 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

株式会社とは何だろう
・株式会社と株式、株式が表す権利、株主と株式会社の関係について学修する。

【予習】テキスト第2章を熟読
【復習】キーワードについて説明できるようにする

60

会社とは何だろう
・会社の役割と法人、会社の種類について学修する。

【予習】テキスト第1章を熟読
【復習】キーワードについて説明できるようにする

60

テーマ・概要
本授業では、会社とはどのような存在で、どのような種類があるか、会社に勤めるとはどういうことか、必要な資金をどのように調達する
のか、会社間の競争・協調をどのように行っていくのかなど、会社にかかわるごく基本的な知識を提供する。受講生にはそれらをしっかり
と理解してもらい、その後の経営学関連の科目を学修するうえでの基礎知識となることを目的とする。

DP2（課題の発見と解決）、DP6（専門分野の知識・理解を実現するため、次の2点を到達目標とする。
①現代社会に生きる私たちが会社について最低限は知っていなければならない「常識」を身に着けること。
②主として、次の点に関する知識を受講生が身に着けることを目的とする。
　会社とはどのような存在であるのか、会社にはどのような種類があるか、会社内の階層化や部門化はどのように行われているのか、会社
に勤めるとはどういうことか、会社を運営するための資金をどのように確保・運用していくのか、会社の財務状況をどのように評価するの
か、会社間での競争・協調をどのように行っていくのか。

到達目標

授業の計画と準備学修

会社入門 ＜２＞

井上　淳子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211421003

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

会社の中身を覗こう
・会社の階層、株式会社のトップ階層、会社の部門化について学修する。

【予習】テキスト第3章を熟読
【復習】キーワードについて説明できるようにする

60

会社を統治するのは誰だろう
・株主支配と経営者支配、社会的な存在としての会社、企業統治における株主の重要性について学修する。

60

【予習】テキスト第7章を熟読
【復習】キーワードについて説明できるようにする

60

第9回 財務諸表は会社の健康診断書
・財務諸表の内容、財務諸表の作成過程、財務諸表の分析方法について学修する。

第7回

第8回

【予習】テキスト第4章を熟読
【復習】キーワードについて説明できるようにする

会社は必要なお金をどのようにして集めているのか
・金融の仕組み、債券、店頭取引と取引所取引、株式のデータの読み方について学修する。

【予習】テキスト第5章を熟読
【復習】キーワードについて説明できるようにする

60

前半のまとめなど
・第1回から第6回目までの授業の内容について重要なポイントを振り返ることで、理解度を高める。

60

【予習】テキスト第1章〜第5章までを再読する。
【復習】重要なキーワードを再度確認し、説明できるようにする。

120

会社員としての人生
・会社勤務の実態、会社員としての人生、給料の決まり方について学修する。

【予習】テキスト第6章を熟読
【復習】キーワードについて説明できるようにする
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120

第11回

第12回

第13回

会社の調べ方
・会社の基本的な情報を集める方法、会社がステークホルダーに提供する書類、統計から見えてくる日本の会社の姿について学
修する。

【予習】テキスト第8章を熟読
【復習】キーワードについて説明できるようにする

実際に会社について調べてみよう
・第10回目の授業の内容に基づいて、会社について調べてみて、受講生間で議論しあうことにより、会社について理解を深め
る。

【予習】テキスト第8章の内容に基づいて実際に興味を持った会社について調べてくる。
【復習】キーワードについて説明できるようにする

ライバルに勝つには
・競争とは何か、競争の手段、これからの競争のあり方について学修する。

【予習】テキスト第9章を熟読
【復習】キーワードについて説明できるようにする

60

第10回

60

会社間関係：会社のグループ化
・会社間のコラボレーション、グループ化の種類、持株会社について学修する。

120

60

第15回

【予習】テキスト第10章を熟読
【復習】キーワードについて説明できるようにする

60

経営学を学ぼう
・経営学の歴史、経営学の特徴、経営学の各論について学修する。

【予習】テキスト第11章を熟読
【復習】キーワードについて説明できるようにする

授業全体のまとめ
・主として8回目から第14回目までの授業内容のポイントを確認し、理解度を高める。
・加えて、授業全体に関わるポイントについても再度確認する。

【予習】テキスト第1章〜第11章までを再読する。
【復習】重要なキーワードを再度確認し、説明できるようにする。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　授業は講義を中心に進める。授業において課題を提示することがある。学生はその都度、課題についてレポートを作成し、提出すること
を求められる。また、授業の途中で、受講者からの発言を求めることもある。
　普段からテキスト・ノート等を用いた復習に力を入れ、次回の授業にわからないところを持ち越さないようにすること。また、上で示さ
れた準備学習の時間はあくまで目安であって、各自の理解度に応じて取り組むこと。

成績評価の方法
課題レポート（30%）、試験（70%）、講義中の発言や質問への取り組みなどを加味して、総合的に評価を行う。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
主として、次の点に関する理解到達度により評価する。
①会社とはどのような存在であるのか
②会社にはどのような種類があるか
③会社内の階層化や部門化はどのように行われているのか
④会社に勤めるとはどういうことか
⑤会社を運営するための資金をどのように確保・運用していくのか
⑥会社の財務状況をどのように評価するのか
⑦会社間での競争・協調をどのように行っていくのか

必要な予備知識／先修科目／関連科目
科目の性格上、必要な予備知識や先修科目はない。関連科目として、その他のコース準備科目などがある。

テキスト
『会社入門（第３版）』、上田泰・時岡規夫・山崎由香里著、多賀出版、2017年。

参考書
適宜紹介する。授業のなかで関連資料を配布することもある。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
・授業の内容、進め方、予習・復習の仕方などを説明する。

【予習】テキストの目次やまえがきに目を通しておく 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

株式会社とは何だろう
・株式会社と株式、株式が表す権利、株主と株式会社の関係について学修する。

【予習】テキスト第2章を熟読
【復習】キーワードについて説明できるようにする

60

会社とは何だろう
・会社の役割と法人、会社の種類について学修する。

【予習】テキスト第1章を熟読
【復習】キーワードについて説明できるようにする

60

テーマ・概要
本授業では、会社とはどのような存在で、どのような種類があるか、会社に勤めるとはどういうことか、必要な資金をどのように調達する
のか、会社間の競争・協調をどのように行っていくのかなど、会社にかかわるごく基本的な知識を提供する。受講生にはそれらをしっかり
と理解してもらい、その後の経営学関連の科目を学修するうえでの基礎知識となることを目的とする。

DP2（課題の発見と解決）、DP6（専門分野の知識・理解を実現するため、次の2点を到達目標とする。
①現代社会に生きる私たちが会社について最低限は知っていなければならない「常識」を身に着けること。
②主として、次の点に関する知識を受講生が身に着けることを目的とする。
　会社とはどのような存在であるのか、会社にはどのような種類があるか、会社内の階層化や部門化はどのように行われているのか、会社
に勤めるとはどういうことか、会社を運営するための資金をどのように確保・運用していくのか、会社の財務状況をどのように評価するの
か、会社間での競争・協調をどのように行っていくのか。

到達目標

授業の計画と準備学修

会社入門 ＜３＞

浜松　翔平

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211421003

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

会社の中身を覗こう
・会社の階層、株式会社のトップ階層、会社の部門化について学修する。

【予習】テキスト第3章を熟読
【復習】キーワードについて説明できるようにする

60

会社を統治するのは誰だろう
・株主支配と経営者支配、社会的な存在としての会社、企業統治における株主の重要性について学修する。

60

【予習】テキスト第7章を熟読
【復習】キーワードについて説明できるようにする

60

第9回 財務諸表は会社の健康診断書
・財務諸表の内容、財務諸表の作成過程、財務諸表の分析方法について学修する。

第7回

第8回

【予習】テキスト第4章を熟読
【復習】キーワードについて説明できるようにする

会社は必要なお金をどのようにして集めているのか
・金融の仕組み、債券、店頭取引と取引所取引、株式のデータの読み方について学修する。

【予習】テキスト第5章を熟読
【復習】キーワードについて説明できるようにする

60

前半のまとめなど
・第1回から第6回目までの授業の内容について重要なポイントを振り返ることで、理解度を高める。

60

【予習】テキスト第1章〜第5章までを再読する。
【復習】重要なキーワードを再度確認し、説明できるようにする。

120

会社員としての人生
・会社勤務の実態、会社員としての人生、給料の決まり方について学修する。

【予習】テキスト第6章を熟読
【復習】キーワードについて説明できるようにする
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120

第11回

第12回

第13回

会社の調べ方
・会社の基本的な情報を集める方法、会社がステークホルダーに提供する書類、統計から見えてくる日本の会社の姿について学
修する。

【予習】テキスト第8章を熟読
【復習】キーワードについて説明できるようにする

実際に会社について調べてみよう
・第10回目の授業の内容に基づいて、会社について調べてみて、受講生間で議論しあうことにより、会社について理解を深め
る。

【予習】テキスト第8章の内容に基づいて実際に興味を持った会社について調べてくる。
【復習】キーワードについて説明できるようにする

ライバルに勝つには
・競争とは何か、競争の手段、これからの競争のあり方について学修する。

【予習】テキスト第9章を熟読
【復習】キーワードについて説明できるようにする

60

第10回

60

会社間関係：会社のグループ化
・会社間のコラボレーション、グループ化の種類、持株会社について学修する。

120

60

第15回

【予習】テキスト第10章を熟読
【復習】キーワードについて説明できるようにする

60

経営学を学ぼう
・経営学の歴史、経営学の特徴、経営学の各論について学修する。

【予習】テキスト第11章を熟読
【復習】キーワードについて説明できるようにする

授業全体のまとめ
・主として8回目から第14回目までの授業内容のポイントを確認し、理解度を高める。
・加えて、授業全体に関わるポイントについても再度確認する。

【予習】テキスト第1章〜第11章までを再読する。
【復習】重要なキーワードを再度確認し、説明できるようにする。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　授業は講義を中心に進める。授業において課題を提示することがある。学生はその都度、課題についてレポートを作成し、提出すること
を求められる。また、授業の途中で、受講者からの発言を求めることもある。
　普段からテキスト・ノート等を用いた復習に力を入れ、次回の授業にわからないところを持ち越さないようにすること。また、上で示さ
れた準備学習の時間はあくまで目安であって、各自の理解度に応じて取り組むこと。

成績評価の方法
課題レポート（30%）、試験（70%）、講義中の発言や質問への取り組みなどを加味して、総合的に評価を行う。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
主として、次の点に関する理解到達度により評価する。
①会社とはどのような存在であるのか
②会社にはどのような種類があるか
③会社内の階層化や部門化はどのように行われているのか
④会社に勤めるとはどういうことか
⑤会社を運営するための資金をどのように確保・運用していくのか
⑥会社の財務状況をどのように評価するのか
⑦会社間での競争・協調をどのように行っていくのか

必要な予備知識／先修科目／関連科目
科目の性格上、必要な予備知識や先修科目はない。関連科目として、その他のコース準備科目などがある。

テキスト
『会社入門（第３版）』、上田泰・時岡規夫・山崎由香里著、多賀出版、2017年。

参考書
適宜紹介する。授業のなかで関連資料を配布することもある。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
・授業の内容、進め方、予習・復習の仕方などを説明する。

【予習】テキストの目次やまえがきに目を通しておく 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

株式会社とは何だろう
・株式会社と株式、株式が表す権利、株主と株式会社の関係について学修する。

【予習】テキスト第2章を熟読
【復習】キーワードについて説明できるようにする

60

会社とは何だろう
・会社の役割と法人、会社の種類について学修する。

【予習】テキスト第1章を熟読
【復習】キーワードについて説明できるようにする

60

テーマ・概要
本授業では、会社とはどのような存在で、どのような種類があるか、会社に勤めるとはどういうことか、必要な資金をどのように調達する
のか、会社間の競争・協調をどのように行っていくのかなど、会社にかかわるごく基本的な知識を提供する。受講生にはそれらをしっかり
と理解してもらい、その後の経営学関連の科目を学修するうえでの基礎知識となることを目的とする。

DP2（課題の発見と解決）、DP6（専門分野の知識・理解を実現するため、次の2点を到達目標とする。
①現代社会に生きる私たちが会社について最低限は知っていなければならない「常識」を身に着けること。
②主として、次の点に関する知識を受講生が身に着けることを目的とする。
　会社とはどのような存在であるのか、会社にはどのような種類があるか、会社内の階層化や部門化はどのように行われているのか、会社
に勤めるとはどういうことか、会社を運営するための資金をどのように確保・運用していくのか、会社の財務状況をどのように評価するの
か、会社間での競争・協調をどのように行っていくのか。

到達目標

授業の計画と準備学修

会社入門 ＜４＞

井上　慶太

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211421003

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

会社の中身を覗こう
・会社の階層、株式会社のトップ階層、会社の部門化について学修する。

【予習】テキスト第3章を熟読
【復習】キーワードについて説明できるようにする

60

会社を統治するのは誰だろう
・株主支配と経営者支配、社会的な存在としての会社、企業統治における株主の重要性について学修する。

60

【予習】テキスト第7章を熟読
【復習】キーワードについて説明できるようにする

60

第9回 財務諸表は会社の健康診断書
・財務諸表の内容、財務諸表の作成過程、財務諸表の分析方法について学修する。

第7回

第8回

【予習】テキスト第4章を熟読
【復習】キーワードについて説明できるようにする

会社は必要なお金をどのようにして集めているのか
・金融の仕組み、債券、店頭取引と取引所取引、株式のデータの読み方について学修する。

【予習】テキスト第5章を熟読
【復習】キーワードについて説明できるようにする

60

前半のまとめなど
・第1回から第6回目までの授業の内容について重要なポイントを振り返ることで、理解度を高める。

60

【予習】テキスト第1章〜第5章までを再読する。
【復習】重要なキーワードを再度確認し、説明できるようにする。

120

会社員としての人生
・会社勤務の実態、会社員としての人生、給料の決まり方について学修する。

【予習】テキスト第6章を熟読
【復習】キーワードについて説明できるようにする
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120

第11回

第12回

第13回

会社の調べ方
・会社の基本的な情報を集める方法、会社がステークホルダーに提供する書類、統計から見えてくる日本の会社の姿について学
修する。

【予習】テキスト第8章を熟読
【復習】キーワードについて説明できるようにする

実際に会社について調べてみよう
・第10回目の授業の内容に基づいて、会社について調べてみて、受講生間で議論しあうことにより、会社について理解を深め
る。

【予習】テキスト第8章の内容に基づいて実際に興味を持った会社について調べてくる。
【復習】キーワードについて説明できるようにする

ライバルに勝つには
・競争とは何か、競争の手段、これからの競争のあり方について学修する。

【予習】テキスト第9章を熟読
【復習】キーワードについて説明できるようにする

60

第10回

60

会社間関係：会社のグループ化
・会社間のコラボレーション、グループ化の種類、持株会社について学修する。

120

60

第15回

【予習】テキスト第10章を熟読
【復習】キーワードについて説明できるようにする

60

経営学を学ぼう
・経営学の歴史、経営学の特徴、経営学の各論について学修する。

【予習】テキスト第11章を熟読
【復習】キーワードについて説明できるようにする

授業全体のまとめ
・主として8回目から第14回目までの授業内容のポイントを確認し、理解度を高める。
・加えて、授業全体に関わるポイントについても再度確認する。

【予習】テキスト第1章〜第11章までを再読する。
【復習】重要なキーワードを再度確認し、説明できるようにする。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　授業は講義を中心に進める。授業において課題を提示することがある。学生はその都度、課題についてレポートを作成し、提出すること
を求められる。また、授業の途中で、受講者からの発言を求めることもある。
　普段からテキスト・ノート等を用いた復習に力を入れ、次回の授業にわからないところを持ち越さないようにすること。また、上で示さ
れた準備学習の時間はあくまで目安であって、各自の理解度に応じて取り組むこと。

成績評価の方法
課題レポート（30%）、試験（70%）、講義中の発言や質問への取り組みなどを加味して、総合的に評価を行う。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
主として、次の点に関する理解到達度により評価する。
①会社とはどのような存在であるのか
②会社にはどのような種類があるか
③会社内の階層化や部門化はどのように行われているのか
④会社に勤めるとはどういうことか
⑤会社を運営するための資金をどのように確保・運用していくのか
⑥会社の財務状況をどのように評価するのか
⑦会社間での競争・協調をどのように行っていくのか

必要な予備知識／先修科目／関連科目
科目の性格上、必要な予備知識や先修科目はない。関連科目として、その他のコース準備科目などがある。

テキスト
『会社入門（第３版）』、上田泰・時岡規夫・山崎由香里著、多賀出版、2017年。

参考書
適宜紹介する。授業のなかで関連資料を配布することもある。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の全体像、進め方、予習・復習の仕方等を説明する。
・統計入門を学修する上での基本的な考え方を説明する。
・統計入門を学修する上での重要な諸概念（「統計とは」、「調査とは」、「変量とは」、「変量の分類」等）について説明す
る。

【予習】シラバスを読み、あらかじめ講義の内容を把握する。
【復習】統計入門を学修する上での基本的な考え方を確認する。

60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

度数分布表とヒストグラムからわかること
・度数分布表の応用について学ぶ。
・ローレンツ曲線の描き方とジニ係数の導出方法を学ぶ。

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、キーワードについて理解しておく。
【復習】度数分布表からローレンツ曲線を描き、ジニ係数の導出方法を確認する。

60分

度数分布表とヒストグラム
・データを表や図にまとめる方法を修得する。
・データ全体の特徴をとらえる方法を学ぶ。

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、キーワードについて理解しておく。
【復習】データを度数分布表にまとめ、ヒストグラム作成までの手順を確認する。

60分

テーマ・概要
　現代社会は，データを正しく収集し、分析し、考察できる能力を求めている。特に，経済学・経営学を専門に学んできた学生には、他の
学生より深い分析能力を求めている。ここでは、経済学・経営学の専門を学ぶ上で必要とされる統計的アプローチの基礎知識、特に記述統
計に関する知識の修得を目指す。

DP6(専門分野の知識・理解)を実現するため、以下を到達目標とする。
１．簡単な統計グラフからデータを解釈できる。
２．基本的な統計量（平均，分散，標準偏差など）の計算ができる。
３．基本的な統計量を用いてデータを解釈できる。
４．散布図と相関関係について説明できる。
５．相関係数や回帰分析により２変量の関係が説明できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

統計入門 ＜１＞

時岡　規夫

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211421004

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

平均，分散，標準偏差などの計算
・データの特徴を表す代表値について学ぶ。
・平均、分散、標準偏差の導出方法とその意味について学修する。

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、キーワードについて理解しておく。
【復習】平均、分散、標準偏差の定義を理解し、その計算方法を確認する。

90分

統計量の応用
・平均と標準偏差の応用について学修する。
・偏差値と変動係数の導出方法とその意味について学ぶ。

60分

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、キーワードについて理解しておく。
【復習】共分散と相関係数の意味を理解し、その導出方法を確認する。

60分

第9回 散布図と相関分析
・２変量データの関係をとらえる方法を学ぶ。
・共分散と相関係数の導出方法を修得する。

第7回

第8回

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、キーワードについて理解しておく。
【復習】偏差値と変動係数の定義を理解し、その計算方法を確認する。

その他の統計量
・様々なデータの表し方を学修する。
・様々なデータの代表値の導出方法とその意味について学修する。

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、キーワードについて理解しておく。
【復習】様々なデータの代表値の意味を理解し、その導出方法を確認する。

60分

ここまでのまとめ（到達度確認テスト１）
・第１回から第６回までの授業のまとめを行う。
・第１回から第６回までの授業の理解度を確認するための試験を行う。

60分

【予習】第１回から第６回までの授業の内容を十分に復習する。 120分

到達度確認テスト１の解説・質疑応答
・到達度確認テスト１の模範解答提示、解答解説を行う。

【復習】到達度確認テスト１の結果を受けて、ここまでの学修内容を振り返る。
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90分

第11回

第12回

第13回

回帰分析
・２変量データの因果関係をとらえる方法を学ぶ。
・最小２乗法について学び、回帰直線の導出方法を修得する。

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、キーワードについて理解しておく。
【復習】最小２乗法の考え方を理解し、回帰直線の導出方法を確認する。

相関分析と回帰分析
・回帰分析の結果から、あてはまりのよさの考え方を学ぶ。
・決定係数の導出方法とその意味について学ぶ。

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、キーワードについて理解しておく。
【復習】決定係数の意味を理解し、その導出方法を確認する。

確率と統計
・確率の統計への応用について学修する。
・推測統計の考え方を修得する。

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、キーワードについて理解しておく。
【復習】区間推定の考え方を理解し、信頼区間の導出方法を確認する。

90分

第10回

90分

ここまでのまとめ（到達度確認テスト２）
・第９回から第１２回までの授業のまとめを行う。
・第９回から第１２回までの授業の理解度を確認するための試験を行う。

60分

90分

第15回

【予習】第9回から第１2回までの授業の内容を十分に復習する。 120分

到達度確認テスト２の解説・質疑応答
・到達度確認テスト２の模範解答提示、解答解説を行う。

【復習】到達度確認テスト２の結果を受けて、ここまでの学修内容を振り返る。

まとめ等
・授業のまとめを行う。

【復習】この授業を振り返り、到達目標と自分の理解度とを点検し、不足している知識等を確認し、学
修する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
・授業は講義形式で行う。到達度確認テスト（2回）の実施を通して、知識の定着を図る。
・到達度確認テスト１：第１回から第６回までの授業の内容について、１変量データのまとめ方を理解しているかどうかを確認する。
・到達度確認テスト２：第９回から第１２回までの授業の内容について、２変量データのまとめ方を理解しているかどうかを確認する。
・担当者によって、または授業の進捗によって、内容を一部変更する場合がある。
・はじめの授業日に各担当者から説明がある。

成績評価の方法
学期末試験の成績（全体の60％の割合）と到達度確認テストの成績（全体の40％の割合）によって評価する。詳しくは、はじめの授業日に
各担当者から説明があるので、必ず出席すること。

成績評価の基準
　成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価する。
・データのまとめ方を理解しているか。
・データの分析および、その解釈ができるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
　経済学・経営学の専門分野の基礎である。２年生以上の専門科目や中上級の統計分析科目に関連している。

テキスト
　はじめの授業日に各担当者から説明がある。

参考書
　『統計学の基礎』　多賀出版　中西寛子　2,052円　ISBN：978-4-8115-7101-0

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の全体像、進め方、予習・復習の仕方等を説明する。
・統計入門を学修する上での基本的な考え方を説明する。
・統計入門を学修する上での重要な諸概念（「統計とは」、「調査とは」、「変量とは」、「変量の分類」等）について説明す
る。

【予習】シラバスを読み、あらかじめ講義の内容を把握する。
【復習】統計入門を学修する上での基本的な考え方を確認する。

60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

度数分布表とヒストグラムからわかること
・度数分布表の応用について学ぶ。
・ローレンツ曲線の描き方とジニ係数の導出方法を学ぶ。

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、キーワードについて理解しておく。
【復習】度数分布表からローレンツ曲線を描き、ジニ係数の導出方法を確認する。

60分

度数分布表とヒストグラム
・データを表や図にまとめる方法を修得する。
・データ全体の特徴をとらえる方法を学ぶ。

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、キーワードについて理解しておく。
【復習】データを度数分布表にまとめ、ヒストグラム作成までの手順を確認する。

60分

テーマ・概要
　現代社会は，データを正しく収集し、分析し、考察できる能力を求めている。特に，経済学・経営学を専門に学んできた学生には、他の
学生より深い分析能力を求めている。ここでは、経済学・経営学の専門を学ぶ上で必要とされる統計的アプローチの基礎知識、特に記述統
計に関する知識の修得を目指す。

DP6(専門分野の知識・理解)を実現するため、以下を到達目標とする。
１．簡単な統計グラフからデータを解釈できる。
２．基本的な統計量（平均，分散，標準偏差など）の計算ができる。
３．基本的な統計量を用いてデータを解釈できる。
４．散布図と相関関係について説明できる。
５．相関係数や回帰分析により２変量の関係が説明できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

統計入門 ＜２＞

井上　潔司

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211421004

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

平均，分散，標準偏差などの計算
・データの特徴を表す代表値について学ぶ。
・平均、分散、標準偏差の導出方法とその意味について学修する。

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、キーワードについて理解しておく。
【復習】平均、分散、標準偏差の定義を理解し、その計算方法を確認する。

90分

統計量の応用
・平均と標準偏差の応用について学修する。
・偏差値と変動係数の導出方法とその意味について学ぶ。

60分

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、キーワードについて理解しておく。
【復習】共分散と相関係数の意味を理解し、その導出方法を確認する。

60分

第9回 散布図と相関分析
・２変量データの関係をとらえる方法を学ぶ。
・共分散と相関係数の導出方法を修得する。

第7回

第8回

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、キーワードについて理解しておく。
【復習】偏差値と変動係数の定義を理解し、その計算方法を確認する。

その他の統計量
・様々なデータの表し方を学修する。
・様々なデータの代表値の導出方法とその意味について学修する。

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、キーワードについて理解しておく。
【復習】様々なデータの代表値の意味を理解し、その導出方法を確認する。

60分

ここまでのまとめ（到達度確認テスト１）
・第１回から第６回までの授業のまとめを行う。
・第１回から第６回までの授業の理解度を確認するための試験を行う。

60分

【予習】第１回から第６回までの授業の内容を十分に復習する。 120分

到達度確認テスト１の解説・質疑応答
・到達度確認テスト１の模範解答提示、解答解説を行う。

【復習】到達度確認テスト１の結果を受けて、ここまでの学修内容を振り返る。
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90分

第11回

第12回

第13回

回帰分析
・２変量データの因果関係をとらえる方法を学ぶ。
・最小２乗法について学び、回帰直線の導出方法を修得する。

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、キーワードについて理解しておく。
【復習】最小２乗法の考え方を理解し、回帰直線の導出方法を確認する。

相関分析と回帰分析
・回帰分析の結果から、あてはまりのよさの考え方を学ぶ。
・決定係数の導出方法とその意味について学ぶ。

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、キーワードについて理解しておく。
【復習】決定係数の意味を理解し、その導出方法を確認する。

確率と統計
・確率の統計への応用について学修する。
・推測統計の考え方を修得する。

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、キーワードについて理解しておく。
【復習】区間推定の考え方を理解し、信頼区間の導出方法を確認する。

90分

第10回

90分

ここまでのまとめ（到達度確認テスト２）
・第９回から第１２回までの授業のまとめを行う。
・第９回から第１２回までの授業の理解度を確認するための試験を行う。

60分

90分

第15回

【予習】第9回から第１2回までの授業の内容を十分に復習する。 120分

到達度確認テスト２の解説・質疑応答
・到達度確認テスト２の模範解答提示、解答解説を行う。

【復習】到達度確認テスト２の結果を受けて、ここまでの学修内容を振り返る。

まとめ等
・授業のまとめを行う。

【復習】この授業を振り返り、到達目標と自分の理解度とを点検し、不足している知識等を確認し、学
修する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
・授業は講義形式で行う。到達度確認テスト（2回）の実施を通して、知識の定着を図る。
・到達度確認テスト１：第１回から第６回までの授業の内容について、１変量データのまとめ方を理解しているかどうかを確認する。
・到達度確認テスト２：第９回から第１２回までの授業の内容について、２変量データのまとめ方を理解しているかどうかを確認する。
・担当者によって、または授業の進捗によって、内容を一部変更する場合がある。
・はじめの授業日に各担当者から説明がある。

成績評価の方法
学期末試験の成績（全体の60％の割合）と到達度確認テストの成績（全体の40％の割合）によって評価する。詳しくは、はじめの授業日に
各担当者から説明があるので、必ず出席すること。

成績評価の基準
　成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価する。
・データのまとめ方を理解しているか。
・データの分析および、その解釈ができるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
　経済学・経営学の専門分野の基礎である。２年生以上の専門科目や中上級の統計分析科目に関連している。

テキスト
　はじめの授業日に各担当者から説明がある。

参考書
　『統計学の基礎』　多賀出版　中西寛子　2,052円　ISBN：978-4-8115-7101-0

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の全体像、進め方、予習・復習の仕方等を説明する。
・統計入門を学修する上での基本的な考え方を説明する。
・統計入門を学修する上での重要な諸概念（「統計とは」、「調査とは」、「変量とは」、「変量の分類」等）について説明す
る。

【予習】シラバスを読み、あらかじめ講義の内容を把握する。
【復習】統計入門を学修する上での基本的な考え方を確認する。

60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

度数分布表とヒストグラムからわかること
・度数分布表の応用について学ぶ。
・ローレンツ曲線の描き方とジニ係数の導出方法を学ぶ。

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、キーワードについて理解しておく。
【復習】度数分布表からローレンツ曲線を描き、ジニ係数の導出方法を確認する。

60分

度数分布表とヒストグラム
・データを表や図にまとめる方法を修得する。
・データ全体の特徴をとらえる方法を学ぶ。

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、キーワードについて理解しておく。
【復習】データを度数分布表にまとめ、ヒストグラム作成までの手順を確認する。

60分

テーマ・概要
　現代社会は，データを正しく収集し、分析し、考察できる能力を求めている。特に，経済学・経営学を専門に学んできた学生には、他の
学生より深い分析能力を求めている。ここでは、経済学・経営学の専門を学ぶ上で必要とされる統計的アプローチの基礎知識、特に記述統
計に関する知識の修得を目指す。

DP6(専門分野の知識・理解)を実現するため、以下を到達目標とする。
１．簡単な統計グラフからデータを解釈できる。
２．基本的な統計量（平均，分散，標準偏差など）の計算ができる。
３．基本的な統計量を用いてデータを解釈できる。
４．散布図と相関関係について説明できる。
５．相関係数や回帰分析により２変量の関係が説明できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

統計入門 ＜３＞

井上　智夫

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211421004

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

平均，分散，標準偏差などの計算
・データの特徴を表す代表値について学ぶ。
・平均、分散、標準偏差の導出方法とその意味について学修する。

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、キーワードについて理解しておく。
【復習】平均、分散、標準偏差の定義を理解し、その計算方法を確認する。

90分

統計量の応用
・平均と標準偏差の応用について学修する。
・偏差値と変動係数の導出方法とその意味について学ぶ。

60分

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、キーワードについて理解しておく。
【復習】共分散と相関係数の意味を理解し、その導出方法を確認する。

60分

第9回 散布図と相関分析
・２変量データの関係をとらえる方法を学ぶ。
・共分散と相関係数の導出方法を修得する。

第7回

第8回

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、キーワードについて理解しておく。
【復習】偏差値と変動係数の定義を理解し、その計算方法を確認する。

その他の統計量
・様々なデータの表し方を学修する。
・様々なデータの代表値の導出方法とその意味について学修する。

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、キーワードについて理解しておく。
【復習】様々なデータの代表値の意味を理解し、その導出方法を確認する。

60分

ここまでのまとめ（到達度確認テスト１）
・第１回から第６回までの授業のまとめを行う。
・第１回から第６回までの授業の理解度を確認するための試験を行う。

60分

【予習】第１回から第６回までの授業の内容を十分に復習する。 120分

到達度確認テスト１の解説・質疑応答
・到達度確認テスト１の模範解答提示、解答解説を行う。

【復習】到達度確認テスト１の結果を受けて、ここまでの学修内容を振り返る。
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90分

第11回

第12回

第13回

回帰分析
・２変量データの因果関係をとらえる方法を学ぶ。
・最小２乗法について学び、回帰直線の導出方法を修得する。

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、キーワードについて理解しておく。
【復習】最小２乗法の考え方を理解し、回帰直線の導出方法を確認する。

相関分析と回帰分析
・回帰分析の結果から、あてはまりのよさの考え方を学ぶ。
・決定係数の導出方法とその意味について学ぶ。

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、キーワードについて理解しておく。
【復習】決定係数の意味を理解し、その導出方法を確認する。

確率と統計
・確率の統計への応用について学修する。
・推測統計の考え方を修得する。

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、キーワードについて理解しておく。
【復習】区間推定の考え方を理解し、信頼区間の導出方法を確認する。

90分

第10回

90分

ここまでのまとめ（到達度確認テスト２）
・第９回から第１２回までの授業のまとめを行う。
・第９回から第１２回までの授業の理解度を確認するための試験を行う。

60分

90分

第15回

【予習】第9回から第１2回までの授業の内容を十分に復習する。 120分

到達度確認テスト２の解説・質疑応答
・到達度確認テスト２の模範解答提示、解答解説を行う。

【復習】到達度確認テスト２の結果を受けて、ここまでの学修内容を振り返る。

まとめ等
・授業のまとめを行う。

【復習】この授業を振り返り、到達目標と自分の理解度とを点検し、不足している知識等を確認し、学
修する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
・授業は講義形式で行う。到達度確認テスト（2回）の実施を通して、知識の定着を図る。
・到達度確認テスト１：第１回から第６回までの授業の内容について、１変量データのまとめ方を理解しているかどうかを確認する。
・到達度確認テスト２：第９回から第１２回までの授業の内容について、２変量データのまとめ方を理解しているかどうかを確認する。
・担当者によって、または授業の進捗によって、内容を一部変更する場合がある。
・はじめの授業日に各担当者から説明がある。

成績評価の方法
学期末試験の成績（全体の60％の割合）と到達度確認テストの成績（全体の40％の割合）によって評価する。詳しくは、はじめの授業日に
各担当者から説明があるので、必ず出席すること。

成績評価の基準
　成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価する。
・データのまとめ方を理解しているか。
・データの分析および、その解釈ができるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
　経済学・経営学の専門分野の基礎である。２年生以上の専門科目や中上級の統計分析科目に関連している。

テキスト
　はじめの授業日に各担当者から説明がある。

参考書
　『統計学の基礎』　多賀出版　中西寛子　2,052円　ISBN：978-4-8115-7101-0

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の全体像、進め方、予習・復習の仕方等を説明する。
・統計入門を学修する上での基本的な考え方を説明する。
・統計入門を学修する上での重要な諸概念（「統計とは」、「調査とは」、「変量とは」、「変量の分類」等）について説明す
る。

【予習】シラバスを読み、あらかじめ講義の内容を把握する。
【復習】統計入門を学修する上での基本的な考え方を確認する。

60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

度数分布表とヒストグラムからわかること
・度数分布表の応用について学ぶ。
・ローレンツ曲線の描き方とジニ係数の導出方法を学ぶ。

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、キーワードについて理解しておく。
【復習】度数分布表からローレンツ曲線を描き、ジニ係数の導出方法を確認する。

60分

度数分布表とヒストグラム
・データを表や図にまとめる方法を修得する。
・データ全体の特徴をとらえる方法を学ぶ。

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、キーワードについて理解しておく。
【復習】データを度数分布表にまとめ、ヒストグラム作成までの手順を確認する。

60分

テーマ・概要
　現代社会は，データを正しく収集し、分析し、考察できる能力を求めている。特に，経済学・経営学を専門に学んできた学生には、他の
学生より深い分析能力を求めている。ここでは、経済学・経営学の専門を学ぶ上で必要とされる統計的アプローチの基礎知識、特に記述統
計に関する知識の修得を目指す。

DP6(専門分野の知識・理解)を実現するため、以下を到達目標とする。
１．簡単な統計グラフからデータを解釈できる。
２．基本的な統計量（平均，分散，標準偏差など）の計算ができる。
３．基本的な統計量を用いてデータを解釈できる。
４．散布図と相関関係について説明できる。
５．相関係数や回帰分析により２変量の関係が説明できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

統計入門 ＜４＞

田中　研太郎

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211421004

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

平均，分散，標準偏差などの計算
・データの特徴を表す代表値について学ぶ。
・平均、分散、標準偏差の導出方法とその意味について学修する。

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、キーワードについて理解しておく。
【復習】平均、分散、標準偏差の定義を理解し、その計算方法を確認する。

90分

統計量の応用
・平均と標準偏差の応用について学修する。
・偏差値と変動係数の導出方法とその意味について学ぶ。

60分

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、キーワードについて理解しておく。
【復習】共分散と相関係数の意味を理解し、その導出方法を確認する。

60分

第9回 散布図と相関分析
・２変量データの関係をとらえる方法を学ぶ。
・共分散と相関係数の導出方法を修得する。

第7回

第8回

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、キーワードについて理解しておく。
【復習】偏差値と変動係数の定義を理解し、その計算方法を確認する。

その他の統計量
・様々なデータの表し方を学修する。
・様々なデータの代表値の導出方法とその意味について学修する。

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、キーワードについて理解しておく。
【復習】様々なデータの代表値の意味を理解し、その導出方法を確認する。

60分

ここまでのまとめ（到達度確認テスト１）
・第１回から第６回までの授業のまとめを行う。
・第１回から第６回までの授業の理解度を確認するための試験を行う。

60分

【予習】第１回から第６回までの授業の内容を十分に復習する。 120分

到達度確認テスト１の解説・質疑応答
・到達度確認テスト１の模範解答提示、解答解説を行う。

【復習】到達度確認テスト１の結果を受けて、ここまでの学修内容を振り返る。
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90分

第11回

第12回

第13回

回帰分析
・２変量データの因果関係をとらえる方法を学ぶ。
・最小２乗法について学び、回帰直線の導出方法を修得する。

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、キーワードについて理解しておく。
【復習】最小２乗法の考え方を理解し、回帰直線の導出方法を確認する。

相関分析と回帰分析
・回帰分析の結果から、あてはまりのよさの考え方を学ぶ。
・決定係数の導出方法とその意味について学ぶ。

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、キーワードについて理解しておく。
【復習】決定係数の意味を理解し、その導出方法を確認する。

確率と統計
・確率の統計への応用について学修する。
・推測統計の考え方を修得する。

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、キーワードについて理解しておく。
【復習】区間推定の考え方を理解し、信頼区間の導出方法を確認する。

90分

第10回

90分

ここまでのまとめ（到達度確認テスト２）
・第９回から第１２回までの授業のまとめを行う。
・第９回から第１２回までの授業の理解度を確認するための試験を行う。

60分

90分

第15回

【予習】第9回から第１2回までの授業の内容を十分に復習する。 120分

到達度確認テスト２の解説・質疑応答
・到達度確認テスト２の模範解答提示、解答解説を行う。

【復習】到達度確認テスト２の結果を受けて、ここまでの学修内容を振り返る。

まとめ等
・授業のまとめを行う。

【復習】この授業を振り返り、到達目標と自分の理解度とを点検し、不足している知識等を確認し、学
修する。

第14回

- 484 -



ポータルサイトで周知する。

授業の方法
・授業は講義形式で行う。到達度確認テスト（2回）の実施を通して、知識の定着を図る。
・到達度確認テスト１：第１回から第６回までの授業の内容について、１変量データのまとめ方を理解しているかどうかを確認する。
・到達度確認テスト２：第９回から第１２回までの授業の内容について、２変量データのまとめ方を理解しているかどうかを確認する。
・担当者によって、または授業の進捗によって、内容を一部変更する場合がある。
・はじめの授業日に各担当者から説明がある。

成績評価の方法
学期末試験の成績（全体の60％の割合）と到達度確認テストの成績（全体の40％の割合）によって評価する。詳しくは、はじめの授業日に
各担当者から説明があるので、必ず出席すること。

成績評価の基準
　成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価する。
・データのまとめ方を理解しているか。
・データの分析および、その解釈ができるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
　経済学・経営学の専門分野の基礎である。２年生以上の専門科目や中上級の統計分析科目に関連している。

テキスト
　はじめの授業日に各担当者から説明がある。

参考書
　『統計学の基礎』　多賀出版　中西寛子　2,052円　ISBN：978-4-8115-7101-0

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

講義は基本的に以下の順序で行いますが、進行状況によって若干変更される場合があります。

ガイダンス
・予習や復習の方法、確認テストや小テストなどのスケジュールの説明
・マクロから見た経済（3つの市場と4人のエージェント）

テキストのイントロダクションと１章を熟読する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

総需要と家計の行動（１）
・日本の景気と総需要のデータを観察する。
・消費と家計の行動を考える。

テキスト２章を熟読する。 60

・ケインズの考え方と市場の調整機能
・総需要の中身

テキスト１章の練習問題を解いておく。 60

テーマ・概要
　前期に開講される「マクロ経済学入門Ｉ」の十分な理解を前提として、マクロ経済モデルをもとに経済理論に関する入門的な講義を行い
ます。 
　国や地域の経済活動全体を、理論モデルによって記述する方法に焦点を当てて、家計や企業の行動、そして金融政策や減税など実際に行
われている政策の有効性などについて学習していきます。マクロ経済学の習得は、経済政策だけでなく、現実の複雑な動きを分解して組み
立てる考え方を身につけるうえで欠くことのできない内容を多く含んでいますので、必ず出席して確実に内容を理解するようにしてくださ
い。
　なお、授業の進捗によって、内容を一部変更する場合があります。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、次の3点を到達目標とします。
①マクロ経済モデルによって、財・サービス市場、金融市場、労働市場の大まかなつながりを理解し説明できる。
②財政政策や金融政策の効果を理論的に理解し、現実の経済政策について検討することができる。
③マクロ経済に関する新聞記事等を、マクロモデルに照らして理解しある程度の解説をすることができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

マクロ経済学入門II ＜１＞

大野　正智

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211421005

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

総需要と家計の行動（２）
・家計の行動とさまざまな消費に関する研究

テキス２章のキーワードを復習し、練習問題を解いておく。テキスト３章を熟読する。 60

ケインズの４５度線モデル
・財サービス市場の需給均衡
・数値例による計算とグラフによる理解

60

テキスト６章を熟読し、キーワードを復習する。 60

第9回 ＩＳ−ＬＭモデル（２）
・投資関数と財サービス市場への影響
・財サービス市場の需給均衡とＩＳ曲線

第7回

第8回

テキスト４章を熟読する。

ケインズ４５度線モデルの応用
・景気拡大策や輸出入の影響

テキスト５章を熟読し、練習問題を解く。 60

到達度確認テスト
・テキスト１−4章を中心に小テストを実施する。
・テスト終了後に、問題の解説と補足を行う。

60

テキスト１−５章のキーワードを復習し、練習問題を解く。 90

ＩＳ−ＬＭモデル（１）
・投資の種類と景気への影響
・投資の意思決定と投資関数の導出

テキスト６章を熟読する。
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60

第11回

第12回

第13回

ＩＳ−ＬＭモデル（３）
・ＩＳ曲線のシフト
・財政政策や輸出入の影響

テキスト６章のキーワードを復習し、練習問題を解く。

ＩＳ−ＬＭモデル（４）
・貨幣の需要と金融市場
・貨幣市場の需給均衡とＬＭ曲線

テキスト７章を熟読する。

ＩＳ−ＬＭモデル（５）
・財市場と貨幣市場の同時均衡
・基本的なＩＳ−ＬＭモデルをもとに、均衡ＧＤＰや均衡利子率を計算によって求める。

テキスト８章を熟読する。

60

第10回

60

ＩＳ−ＬＭモデル（６）
・さまざまな政策の効果
・財政政策や金融政策の効果を、計算およびグラフによって理解する。

90

90

第15回

テキスト８章のキーワードを復習する。 60

ＩＳ−ＬＭモデル（７）
・さまざまな政策の効果
・「流動性のわな」や「クラウディングアウト」など、各種の検定試験や国家試験に頻出の問題を解く。

テキスト８章をさらに復習し、これまでの学習内容を整理しておく。

まとめと質疑応答
期末試験にむけて、これまでの学習内容を整理する。
そして実際の経済政策と関連付けて理解を深める。

これまでの学習内容を整理し、期末試験にむけて練習問題を解く。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
一般の講義形式で行いますが、講義の過程で、教員から受講生に質問をして返答を求めることもあります。
なお、授業の進度に応じて、授業内のテスト（到達度確認テスト等）の実施時期、回数は異なることもあります。

成績評価の方法
学期末の定期試験（６０％）と平常点（４０％）で総合的に評価します。
平常点は、講義内に実施される到達度確認テストや数回の小テスト等の結果の合計です。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度によって評価します。
①マクロ経済モデルによって、財・サービス市場、金融市場、労働市場の大まかなつながりを理解し説明できる。
②財政政策や金融政策の効果を理論的に理解し、現実の経済政策についてコメントできる。
③マクロ経済に関する新聞記事等を、マクロモデルに照らして理解しある程度の解説をすることができる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
関連科目：その他のコア科目Ａ群。

テキスト
適時指定します。

参考書
適時紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

講義は基本的に以下の順序で行いますが、進行状況によって若干変更される場合があります。

ガイダンス
・予習や復習の方法、確認テストや小テストなどのスケジュールの説明
・マクロから見た経済（3つの市場と4人のエージェント）

テキストのイントロダクションと１章を熟読する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

総需要と家計の行動（１）
・日本の景気と総需要のデータを観察する。
・消費と家計の行動を考える。

テキスト２章を熟読する。 60

・ケインズの考え方と市場の調整機能
・総需要の中身

テキスト１章の練習問題を解いておく。 60

テーマ・概要
　前期に開講される「マクロ経済学入門Ｉ」の十分な理解を前提として、マクロ経済モデルをもとに経済理論に関する入門的な講義を行い
ます。 
　国や地域の経済活動全体を、理論モデルによって記述する方法に焦点を当てて、家計や企業の行動、そして金融政策や減税など実際に行
われている政策の有効性などについて学習していきます。マクロ経済学の習得は、経済政策だけでなく、現実の複雑な動きを分解して組み
立てる考え方を身につけるうえで欠くことのできない内容を多く含んでいますので、必ず出席して確実に内容を理解するようにしてくださ
い。
　なお、授業の進捗によって、内容を一部変更する場合があります。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、次の3点を到達目標とします。
①マクロ経済モデルによって、財・サービス市場、金融市場、労働市場の大まかなつながりを理解し説明できる。
②財政政策や金融政策の効果を理論的に理解し、現実の経済政策について検討することができる。
③マクロ経済に関する新聞記事等を、マクロモデルに照らして理解しある程度の解説をすることができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

マクロ経済学入門II ＜２＞

鈴木　史馬

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211421005

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

総需要と家計の行動（２）
・家計の行動とさまざまな消費に関する研究

テキス２章のキーワードを復習し、練習問題を解いておく。テキスト３章を熟読する。 60

ケインズの４５度線モデル
・財サービス市場の需給均衡
・数値例による計算とグラフによる理解

60

テキスト６章を熟読し、キーワードを復習する。 60

第9回 ＩＳ−ＬＭモデル（２）
・投資関数と財サービス市場への影響
・財サービス市場の需給均衡とＩＳ曲線

第7回

第8回

テキスト４章を熟読する。

ケインズ４５度線モデルの応用
・景気拡大策や輸出入の影響

テキスト５章を熟読し、練習問題を解く。 60

到達度確認テスト
・テキスト１−4章を中心に小テストを実施する。
・テスト終了後に、問題の解説と補足を行う。

60

テキスト１−５章のキーワードを復習し、練習問題を解く。 90

ＩＳ−ＬＭモデル（１）
・投資の種類と景気への影響
・投資の意思決定と投資関数の導出

テキスト６章を熟読する。
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60

第11回

第12回

第13回

ＩＳ−ＬＭモデル（３）
・ＩＳ曲線のシフト
・財政政策や輸出入の影響

テキスト６章のキーワードを復習し、練習問題を解く。

ＩＳ−ＬＭモデル（４）
・貨幣の需要と金融市場
・貨幣市場の需給均衡とＬＭ曲線

テキスト７章を熟読する。

ＩＳ−ＬＭモデル（５）
・財市場と貨幣市場の同時均衡
・基本的なＩＳ−ＬＭモデルをもとに、均衡ＧＤＰや均衡利子率を計算によって求める。

テキスト８章を熟読する。

60

第10回

60

ＩＳ−ＬＭモデル（６）
・さまざまな政策の効果
・財政政策や金融政策の効果を、計算およびグラフによって理解する。

90

90

第15回

テキスト８章のキーワードを復習する。 60

ＩＳ−ＬＭモデル（７）
・さまざまな政策の効果
・「流動性のわな」や「クラウディングアウト」など、各種の検定試験や国家試験に頻出の問題を解く。

テキスト８章をさらに復習し、これまでの学習内容を整理しておく。

まとめと質疑応答
期末試験にむけて、これまでの学習内容を整理する。
そして実際の経済政策と関連付けて理解を深める。

これまでの学習内容を整理し、期末試験にむけて練習問題を解く。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
一般の講義形式で行いますが、講義の過程で、教員から受講生に質問をして返答を求めることもあります。
なお、授業の進度に応じて、授業内のテスト（到達度確認テスト等）の実施時期、回数は異なることもあります。

成績評価の方法
学期末の定期試験（６０％）と平常点（４０％）で総合的に評価します。
平常点は、講義内に実施される到達度確認テストや数回の小テスト等の結果の合計です。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度によって評価します。
①マクロ経済モデルによって、財・サービス市場、金融市場、労働市場の大まかなつながりを理解し説明できる。
②財政政策や金融政策の効果を理論的に理解し、現実の経済政策についてコメントできる。
③マクロ経済に関する新聞記事等を、マクロモデルに照らして理解しある程度の解説をすることができる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
関連科目：その他のコア科目Ａ群。

テキスト
適時指定します。

参考書
適時紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

講義は基本的に以下の順序で行いますが、進行状況によって若干変更される場合があります。

ガイダンス
・予習や復習の方法、確認テストや小テストなどのスケジュールの説明
・マクロから見た経済（3つの市場と4人のエージェント）

テキストのイントロダクションと１章を熟読する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

総需要と家計の行動（１）
・日本の景気と総需要のデータを観察する。
・消費と家計の行動を考える。

テキスト２章を熟読する。 60

・ケインズの考え方と市場の調整機能
・総需要の中身

テキスト１章の練習問題を解いておく。 60

テーマ・概要
　前期に開講される「マクロ経済学入門Ｉ」の十分な理解を前提として、マクロ経済モデルをもとに経済理論に関する入門的な講義を行い
ます。 
　国や地域の経済活動全体を、理論モデルによって記述する方法に焦点を当てて、家計や企業の行動、そして金融政策や減税など実際に行
われている政策の有効性などについて学習していきます。マクロ経済学の習得は、経済政策だけでなく、現実の複雑な動きを分解して組み
立てる考え方を身につけるうえで欠くことのできない内容を多く含んでいますので、必ず出席して確実に内容を理解するようにしてくださ
い。
　なお、授業の進捗によって、内容を一部変更する場合があります。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、次の3点を到達目標とします。
①マクロ経済モデルによって、財・サービス市場、金融市場、労働市場の大まかなつながりを理解し説明できる。
②財政政策や金融政策の効果を理論的に理解し、現実の経済政策について検討することができる。
③マクロ経済に関する新聞記事等を、マクロモデルに照らして理解しある程度の解説をすることができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

マクロ経済学入門II ＜３＞

井上　智夫

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211421005

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

総需要と家計の行動（２）
・家計の行動とさまざまな消費に関する研究

テキス２章のキーワードを復習し、練習問題を解いておく。テキスト３章を熟読する。 60

ケインズの４５度線モデル
・財サービス市場の需給均衡
・数値例による計算とグラフによる理解

60

テキスト６章を熟読し、キーワードを復習する。 60

第9回 ＩＳ−ＬＭモデル（２）
・投資関数と財サービス市場への影響
・財サービス市場の需給均衡とＩＳ曲線

第7回

第8回

テキスト４章を熟読する。

ケインズ４５度線モデルの応用
・景気拡大策や輸出入の影響

テキスト５章を熟読し、練習問題を解く。 60

到達度確認テスト
・テキスト１−4章を中心に小テストを実施する。
・テスト終了後に、問題の解説と補足を行う。

60

テキスト１−５章のキーワードを復習し、練習問題を解く。 90

ＩＳ−ＬＭモデル（１）
・投資の種類と景気への影響
・投資の意思決定と投資関数の導出

テキスト６章を熟読する。
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60

第11回

第12回

第13回

ＩＳ−ＬＭモデル（３）
・ＩＳ曲線のシフト
・財政政策や輸出入の影響

テキスト６章のキーワードを復習し、練習問題を解く。

ＩＳ−ＬＭモデル（４）
・貨幣の需要と金融市場
・貨幣市場の需給均衡とＬＭ曲線

テキスト７章を熟読する。

ＩＳ−ＬＭモデル（５）
・財市場と貨幣市場の同時均衡
・基本的なＩＳ−ＬＭモデルをもとに、均衡ＧＤＰや均衡利子率を計算によって求める。

テキスト８章を熟読する。

60

第10回

60

ＩＳ−ＬＭモデル（６）
・さまざまな政策の効果
・財政政策や金融政策の効果を、計算およびグラフによって理解する。

90

90

第15回

テキスト８章のキーワードを復習する。 60

ＩＳ−ＬＭモデル（７）
・さまざまな政策の効果
・「流動性のわな」や「クラウディングアウト」など、各種の検定試験や国家試験に頻出の問題を解く。

テキスト８章をさらに復習し、これまでの学習内容を整理しておく。

まとめと質疑応答
期末試験にむけて、これまでの学習内容を整理する。
そして実際の経済政策と関連付けて理解を深める。

これまでの学習内容を整理し、期末試験にむけて練習問題を解く。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
一般の講義形式で行いますが、講義の過程で、教員から受講生に質問をして返答を求めることもあります。
なお、授業の進度に応じて、授業内のテスト（到達度確認テスト等）の実施時期、回数は異なることもあります。

成績評価の方法
学期末の定期試験（６０％）と平常点（４０％）で総合的に評価します。
平常点は、講義内に実施される到達度確認テストや数回の小テスト等の結果の合計です。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度によって評価します。
①マクロ経済モデルによって、財・サービス市場、金融市場、労働市場の大まかなつながりを理解し説明できる。
②財政政策や金融政策の効果を理論的に理解し、現実の経済政策についてコメントできる。
③マクロ経済に関する新聞記事等を、マクロモデルに照らして理解しある程度の解説をすることができる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
関連科目：その他のコア科目Ａ群。

テキスト
適時指定します。

参考書
適時紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

講義は基本的に以下の順序で行いますが、進行状況によって若干変更される場合があります。

ガイダンス
・予習や復習の方法、確認テストや小テストなどのスケジュールの説明
・マクロから見た経済（3つの市場と4人のエージェント）

テキストのイントロダクションと１章を熟読する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

総需要と家計の行動（１）
・日本の景気と総需要のデータを観察する。
・消費と家計の行動を考える。

テキスト２章を熟読する。 60

・ケインズの考え方と市場の調整機能
・総需要の中身

テキスト１章の練習問題を解いておく。 60

テーマ・概要
　前期に開講される「マクロ経済学入門Ｉ」の十分な理解を前提として、マクロ経済モデルをもとに経済理論に関する入門的な講義を行い
ます。 
　国や地域の経済活動全体を、理論モデルによって記述する方法に焦点を当てて、家計や企業の行動、そして金融政策や減税など実際に行
われている政策の有効性などについて学習していきます。マクロ経済学の習得は、経済政策だけでなく、現実の複雑な動きを分解して組み
立てる考え方を身につけるうえで欠くことのできない内容を多く含んでいますので、必ず出席して確実に内容を理解するようにしてくださ
い。
　なお、授業の進捗によって、内容を一部変更する場合があります。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、次の3点を到達目標とします。
①マクロ経済モデルによって、財・サービス市場、金融市場、労働市場の大まかなつながりを理解し説明できる。
②財政政策や金融政策の効果を理論的に理解し、現実の経済政策について検討することができる。
③マクロ経済に関する新聞記事等を、マクロモデルに照らして理解しある程度の解説をすることができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

マクロ経済学入門II ＜４＞

庄司　俊章

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211421005

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

総需要と家計の行動（２）
・家計の行動とさまざまな消費に関する研究

テキス２章のキーワードを復習し、練習問題を解いておく。テキスト３章を熟読する。 60

ケインズの４５度線モデル
・財サービス市場の需給均衡
・数値例による計算とグラフによる理解

60

テキスト６章を熟読し、キーワードを復習する。 60

第9回 ＩＳ−ＬＭモデル（２）
・投資関数と財サービス市場への影響
・財サービス市場の需給均衡とＩＳ曲線

第7回

第8回

テキスト４章を熟読する。

ケインズ４５度線モデルの応用
・景気拡大策や輸出入の影響

テキスト５章を熟読し、練習問題を解く。 60

到達度確認テスト
・テキスト１−4章を中心に小テストを実施する。
・テスト終了後に、問題の解説と補足を行う。

60

テキスト１−５章のキーワードを復習し、練習問題を解く。 90

ＩＳ−ＬＭモデル（１）
・投資の種類と景気への影響
・投資の意思決定と投資関数の導出

テキスト６章を熟読する。
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60

第11回

第12回

第13回

ＩＳ−ＬＭモデル（３）
・ＩＳ曲線のシフト
・財政政策や輸出入の影響

テキスト６章のキーワードを復習し、練習問題を解く。

ＩＳ−ＬＭモデル（４）
・貨幣の需要と金融市場
・貨幣市場の需給均衡とＬＭ曲線

テキスト７章を熟読する。

ＩＳ−ＬＭモデル（５）
・財市場と貨幣市場の同時均衡
・基本的なＩＳ−ＬＭモデルをもとに、均衡ＧＤＰや均衡利子率を計算によって求める。

テキスト８章を熟読する。

60

第10回

60

ＩＳ−ＬＭモデル（６）
・さまざまな政策の効果
・財政政策や金融政策の効果を、計算およびグラフによって理解する。

90

90

第15回

テキスト８章のキーワードを復習する。 60

ＩＳ−ＬＭモデル（７）
・さまざまな政策の効果
・「流動性のわな」や「クラウディングアウト」など、各種の検定試験や国家試験に頻出の問題を解く。

テキスト８章をさらに復習し、これまでの学習内容を整理しておく。

まとめと質疑応答
期末試験にむけて、これまでの学習内容を整理する。
そして実際の経済政策と関連付けて理解を深める。

これまでの学習内容を整理し、期末試験にむけて練習問題を解く。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
一般の講義形式で行いますが、講義の過程で、教員から受講生に質問をして返答を求めることもあります。
なお、授業の進度に応じて、授業内のテスト（到達度確認テスト等）の実施時期、回数は異なることもあります。

成績評価の方法
学期末の定期試験（６０％）と平常点（４０％）で総合的に評価します。
平常点は、講義内に実施される到達度確認テストや数回の小テスト等の結果の合計です。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度によって評価します。
①マクロ経済モデルによって、財・サービス市場、金融市場、労働市場の大まかなつながりを理解し説明できる。
②財政政策や金融政策の効果を理論的に理解し、現実の経済政策についてコメントできる。
③マクロ経済に関する新聞記事等を、マクロモデルに照らして理解しある程度の解説をすることができる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
関連科目：その他のコア科目Ａ群。

テキスト
適時指定します。

参考書
適時紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

応用：国際貿易（テキスト第9章） 
・貿易と貿易政策が消費者や企業の余剰に及ぼす効果について学ぶ。

【予習】 テキスト第9章を読んでおく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

宿題1の解説
外部性（第10章）
・外部性が生じる原因とその対策について考える。

【予習】　第10章を読んでおく。
【復習】　宿題1の理解を確認する。

60

税制の設計（第12章）
・税制の効率性と公平性について考える。

【予習】　第12章を読んでおく。
【復習】 授業内容を理解した上で，宿題1に取り組み，提出する。

90

テーマ・概要
　本科目は，「ミクロ経済学入門Ⅰ」で学んだ基礎的な経済学的概念の理解をさらに深めることを目的とする。家計の消費行動と企業の生
産行動の理論を学ぶことによって，需要，供給，費用，利潤，価格などの概念を理解する。そして，消費者の行動と生産者の行動がどのよ
うに市場を形づくるのか，市場は望ましい状態になるのか，また政府の政策が社会や経済にどのような影響を及ぼすかについて考える。
　マンキューのテキストの後半部（第IV部−第V部）の内容に準拠し，政府の経済的役割，および競争市場や独占市場における企業行動を中
心に，授業を進める。なお，授業の進捗によって，以下の授業の計画・内容，及び宿題や小テストの回数を一部変更する場合がある。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、以下を到達目標とする。
①競争企業の利潤最大化行動から供給曲線を導ける。
②市場経済という仕組みが上手く機能しない状況を説明できる。
③上記の場合において，政府に期待される役割を理解する。

到達目標

授業の計画と準備学修

ミクロ経済学入門II ＜１＞

吉田　由寛

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211421006

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

外部性（第10章、続き）
・コースの定理について学び，外部性への諸対策・政策を比較する。

【復習】 授業内容を理解した上で，宿題2に取り組み，提出する。 90

宿題2の解説
公共財と共有資源（第11章）
・公共財の特徴とフリーライダー問題，及び公共財の最適供給について学ぶ。

60

【予習】　第14章を読んでおく。
【復習】　宿題4の理解を確認する。

60

第9回 宿題4の解説
競争市場における企業（第14章） 
・競争市場における企業の短期的な供給行動と短期的市場均衡を学ぶ。

第7回

第8回

【予習】　第11章を読んでおく。
【復習】　宿題2の理解を確認する。

公共財と共有資源（第11章、続き）
・共有資源の特徴，共有資源の利用に特有の問題，及び対策について考える。

【復習】 授業内容を理解した上で，宿題3に取り組み，提出する。 90

宿題3の解説
生産の費用（第13章） 
・様々な費用の概念について学ぶ。

90

【予習】　第13章を読んでおく。
【復習】　宿題3の理解を確認する。
小テストに備えて，これまでの授業内容を復習する。

90

生産の費用（第13章、続き）
・長期的な費用，及び規模に関する収穫について理解する。
小テスト
・テキスト第9~13章の理解を確認するための小テスト。

【復習】 授業内容を理解した上で，宿題4に取り組み，提出する。
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60

第11回

第12回

第13回

競争市場における企業（第14章、続き） 
・競争市場における企業の長期的な供給行動と長期市場均衡について学ぶ。

【復習】 授業内容を理解した上で，宿題5に取り組み，提出する。

宿題5の解説
独占（第15章） 
・独占が生じる原因と独占企業の行動，そして独占の弊害について学ぶ。

【予習】　第15章を読んでおく。
【復習】　宿題5の理解を確認する。

独占（第15章、続き） 
・独占禁止法と価格差別について知識を得る。

【復習】 授業内容を理解した上で、宿題6に取り組み、提出する。

90

第10回

90

宿題6の解説
寡占（第17章） 
・市場の寡占度（市場集中度）の測り方、及び寡占市場における企業の相互依存性について学ぶ。

120

90

第15回

【予習】　第16章を読んでおく。
【復習】　宿題6の理解を確認する。

60

寡占（第17章、続き） 
・寡占市場における企業の戦略的行動について分析する。

【復習】 授業内容を理解した上で，宿題7に取り組み，提出する。

宿題7の解説
全体のまとめ

【復習】　宿題7の理解を確認する。そして，これまでの授業全体の内容を復習する。

第14回
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　ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　授業は講義を中心に進める。授業において定期的に宿題を課す。学生は，その都度，宿題についてレポートを作成し，提出することを求
められる。普段から教科書・ノート・プリントを使った復習に力を入れ，次回の授業にわからないところを持ち越さないようにする。ま
た，上で示された準備学修の時間はあくまで目安であって，各自の理解度に応じて取り組むこと。
　なお，小テストと宿題の狙いは以下のとおりである。
・小テスト：第9 ~ 13章の学習内容についての基本的な理解と，キーワードの理解を確認する。
・宿題（課題レポート）：各章の内容が理解できているかを確認する。

成績評価の方法
　宿題と小テスト（30%を目安とする），学期末試験（60%を目安とする），及び授業への積極的な参加（10%を目安とする。授業時に課さ
れる演習への取り組み・授業中の発言や質問など）により総合的に評価する。

成績評価の基準
　成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。また，次の点に着目し，その達成度により評価する。
①競争企業の利潤最大化行動を理解し，そこから供給曲線を導くことができる。
②市場経済という仕組みが上手く機能しない状況を説明できる。
③上記の場合において，政府に期待される役割を理解している。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
　前期に開講される「ミクロ経済学入門Ⅰ」の内容が予備知識として期待される。

テキスト
・Ｎ・グレゴリー・マンキュー（2013）『マンキュー経済学 I ミクロ編　第3版』，東洋経済新報社，4,000円＋税 （ISBN 978-4-492-
31437-1）。　前期の「ミクロ経済学入門Ⅰ」と同じテキストを使用する。

参考書
　参考書は必要に応じて授業中に紹介する。授業のなかで関連資料を配布することもある。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

応用：国際貿易（テキスト第9章） 
・貿易と貿易政策が消費者や企業の余剰に及ぼす効果について学ぶ。

【予習】 テキスト第9章を読んでおく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

宿題1の解説
外部性（第10章）
・外部性が生じる原因とその対策について考える。

【予習】　第10章を読んでおく。
【復習】　宿題1の理解を確認する。

60

税制の設計（第12章）
・税制の効率性と公平性について考える。

【予習】　第12章を読んでおく。
【復習】 授業内容を理解した上で，宿題1に取り組み，提出する。

90

テーマ・概要
　本科目は，「ミクロ経済学入門Ⅰ」で学んだ基礎的な経済学的概念の理解をさらに深めることを目的とする。家計の消費行動と企業の生
産行動の理論を学ぶことによって，需要，供給，費用，利潤，価格などの概念を理解する。そして，消費者の行動と生産者の行動がどのよ
うに市場を形づくるのか，市場は望ましい状態になるのか，また政府の政策が社会や経済にどのような影響を及ぼすかについて考える。
　マンキューのテキストの後半部（第IV部−第V部）の内容に準拠し，政府の経済的役割，および競争市場や独占市場における企業行動を中
心に，授業を進める。なお，授業の進捗によって，以下の授業の計画・内容，及び宿題や小テストの回数を一部変更する場合がある。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、以下を到達目標とする。
①競争企業の利潤最大化行動から供給曲線を導ける。
②市場経済という仕組みが上手く機能しない状況を説明できる。
③上記の場合において，政府に期待される役割を理解する。

到達目標

授業の計画と準備学修

ミクロ経済学入門II ＜２＞

鷹岡　澄子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211421006

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

外部性（第10章、続き）
・コースの定理について学び，外部性への諸対策・政策を比較する。

【復習】 授業内容を理解した上で，宿題2に取り組み，提出する。 90

宿題2の解説
公共財と共有資源（第11章）
・公共財の特徴とフリーライダー問題，及び公共財の最適供給について学ぶ。

60

【予習】　第14章を読んでおく。
【復習】　宿題4の理解を確認する。

60

第9回 宿題4の解説
競争市場における企業（第14章） 
・競争市場における企業の短期的な供給行動と短期的市場均衡を学ぶ。

第7回

第8回

【予習】　第11章を読んでおく。
【復習】　宿題2の理解を確認する。

公共財と共有資源（第11章、続き）
・共有資源の特徴，共有資源の利用に特有の問題，及び対策について考える。

【復習】 授業内容を理解した上で，宿題3に取り組み，提出する。 90

宿題3の解説
生産の費用（第13章） 
・様々な費用の概念について学ぶ。

90

【予習】　第13章を読んでおく。
【復習】　宿題3の理解を確認する。
小テストに備えて，これまでの授業内容を復習する。

90

生産の費用（第13章、続き）
・長期的な費用，及び規模に関する収穫について理解する。
小テスト
・テキスト第9~13章の理解を確認するための小テスト。

【復習】 授業内容を理解した上で，宿題4に取り組み，提出する。
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60

第11回

第12回

第13回

競争市場における企業（第14章、続き） 
・競争市場における企業の長期的な供給行動と長期市場均衡について学ぶ。

【復習】 授業内容を理解した上で，宿題5に取り組み，提出する。

宿題5の解説
独占（第15章） 
・独占が生じる原因と独占企業の行動，そして独占の弊害について学ぶ。

【予習】　第15章を読んでおく。
【復習】　宿題5の理解を確認する。

独占（第15章、続き） 
・独占禁止法と価格差別について知識を得る。

【復習】 授業内容を理解した上で、宿題6に取り組み、提出する。

90

第10回

90

宿題6の解説
寡占（第17章） 
・市場の寡占度（市場集中度）の測り方、及び寡占市場における企業の相互依存性について学ぶ。

120

90

第15回

【予習】　第16章を読んでおく。
【復習】　宿題6の理解を確認する。

60

寡占（第17章、続き） 
・寡占市場における企業の戦略的行動について分析する。

【復習】 授業内容を理解した上で，宿題7に取り組み，提出する。

宿題7の解説
全体のまとめ

【復習】　宿題7の理解を確認する。そして，これまでの授業全体の内容を復習する。

第14回
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　ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　授業は講義を中心に進める。授業において定期的に宿題を課す。学生は，その都度，宿題についてレポートを作成し，提出することを求
められる。普段から教科書・ノート・プリントを使った復習に力を入れ，次回の授業にわからないところを持ち越さないようにする。ま
た，上で示された準備学修の時間はあくまで目安であって，各自の理解度に応じて取り組むこと。
　なお，小テストと宿題の狙いは以下のとおりである。
・小テスト：第9 ~ 13章の学習内容についての基本的な理解と，キーワードの理解を確認する。
・宿題（課題レポート）：各章の内容が理解できているかを確認する。

成績評価の方法
　宿題と小テスト（30%を目安とする），学期末試験（60%を目安とする），及び授業への積極的な参加（10%を目安とする。授業時に課さ
れる演習への取り組み・授業中の発言や質問など）により総合的に評価する。

成績評価の基準
　成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。また，次の点に着目し，その達成度により評価する。
①競争企業の利潤最大化行動を理解し，そこから供給曲線を導くことができる。
②市場経済という仕組みが上手く機能しない状況を説明できる。
③上記の場合において，政府に期待される役割を理解している。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
　前期に開講される「ミクロ経済学入門Ⅰ」の内容が予備知識として期待される。

テキスト
・Ｎ・グレゴリー・マンキュー（2013）『マンキュー経済学 I ミクロ編　第3版』，東洋経済新報社，4,000円＋税 （ISBN 978-4-492-
31437-1）。　前期の「ミクロ経済学入門Ⅰ」と同じテキストを使用する。

参考書
　参考書は必要に応じて授業中に紹介する。授業のなかで関連資料を配布することもある。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

応用：国際貿易（テキスト第9章） 
・貿易と貿易政策が消費者や企業の余剰に及ぼす効果について学ぶ。

【予習】 テキスト第9章を読んでおく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

宿題1の解説
外部性（第10章）
・外部性が生じる原因とその対策について考える。

【予習】　第10章を読んでおく。
【復習】　宿題1の理解を確認する。

60

税制の設計（第12章）
・税制の効率性と公平性について考える。

【予習】　第12章を読んでおく。
【復習】 授業内容を理解した上で，宿題1に取り組み，提出する。

90

テーマ・概要
　本科目は，「ミクロ経済学入門Ⅰ」で学んだ基礎的な経済学的概念の理解をさらに深めることを目的とする。家計の消費行動と企業の生
産行動の理論を学ぶことによって，需要，供給，費用，利潤，価格などの概念を理解する。そして，消費者の行動と生産者の行動がどのよ
うに市場を形づくるのか，市場は望ましい状態になるのか，また政府の政策が社会や経済にどのような影響を及ぼすかについて考える。
　マンキューのテキストの後半部（第IV部−第V部）の内容に準拠し，政府の経済的役割，および競争市場や独占市場における企業行動を中
心に，授業を進める。なお，授業の進捗によって，以下の授業の計画・内容，及び宿題や小テストの回数を一部変更する場合がある。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、以下を到達目標とする。
①競争企業の利潤最大化行動から供給曲線を導ける。
②市場経済という仕組みが上手く機能しない状況を説明できる。
③上記の場合において，政府に期待される役割を理解する。

到達目標

授業の計画と準備学修

ミクロ経済学入門II ＜３＞

平尾　由紀子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211421006

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

外部性（第10章、続き）
・コースの定理について学び，外部性への諸対策・政策を比較する。

【復習】 授業内容を理解した上で，宿題2に取り組み，提出する。 90

宿題2の解説
公共財と共有資源（第11章）
・公共財の特徴とフリーライダー問題，及び公共財の最適供給について学ぶ。

60

【予習】　第14章を読んでおく。
【復習】　宿題4の理解を確認する。

60

第9回 宿題4の解説
競争市場における企業（第14章） 
・競争市場における企業の短期的な供給行動と短期的市場均衡を学ぶ。

第7回

第8回

【予習】　第11章を読んでおく。
【復習】　宿題2の理解を確認する。

公共財と共有資源（第11章、続き）
・共有資源の特徴，共有資源の利用に特有の問題，及び対策について考える。

【復習】 授業内容を理解した上で，宿題3に取り組み，提出する。 90

宿題3の解説
生産の費用（第13章） 
・様々な費用の概念について学ぶ。

90

【予習】　第13章を読んでおく。
【復習】　宿題3の理解を確認する。
小テストに備えて，これまでの授業内容を復習する。

90

生産の費用（第13章、続き）
・長期的な費用，及び規模に関する収穫について理解する。
小テスト
・テキスト第9~13章の理解を確認するための小テスト。

【復習】 授業内容を理解した上で，宿題4に取り組み，提出する。
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60

第11回

第12回

第13回

競争市場における企業（第14章、続き） 
・競争市場における企業の長期的な供給行動と長期市場均衡について学ぶ。

【復習】 授業内容を理解した上で，宿題5に取り組み，提出する。

宿題5の解説
独占（第15章） 
・独占が生じる原因と独占企業の行動，そして独占の弊害について学ぶ。

【予習】　第15章を読んでおく。
【復習】　宿題5の理解を確認する。

独占（第15章、続き） 
・独占禁止法と価格差別について知識を得る。

【復習】 授業内容を理解した上で、宿題6に取り組み、提出する。

90

第10回

90

宿題6の解説
寡占（第17章） 
・市場の寡占度（市場集中度）の測り方、及び寡占市場における企業の相互依存性について学ぶ。

120

90

第15回

【予習】　第16章を読んでおく。
【復習】　宿題6の理解を確認する。

60

寡占（第17章、続き） 
・寡占市場における企業の戦略的行動について分析する。

【復習】 授業内容を理解した上で，宿題7に取り組み，提出する。

宿題7の解説
全体のまとめ

【復習】　宿題7の理解を確認する。そして，これまでの授業全体の内容を復習する。

第14回
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　ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　授業は講義を中心に進める。授業において定期的に宿題を課す。学生は，その都度，宿題についてレポートを作成し，提出することを求
められる。普段から教科書・ノート・プリントを使った復習に力を入れ，次回の授業にわからないところを持ち越さないようにする。ま
た，上で示された準備学修の時間はあくまで目安であって，各自の理解度に応じて取り組むこと。
　なお，小テストと宿題の狙いは以下のとおりである。
・小テスト：第9 ~ 13章の学習内容についての基本的な理解と，キーワードの理解を確認する。
・宿題（課題レポート）：各章の内容が理解できているかを確認する。

成績評価の方法
　宿題と小テスト（30%を目安とする），学期末試験（60%を目安とする），及び授業への積極的な参加（10%を目安とする。授業時に課さ
れる演習への取り組み・授業中の発言や質問など）により総合的に評価する。

成績評価の基準
　成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。また，次の点に着目し，その達成度により評価する。
①競争企業の利潤最大化行動を理解し，そこから供給曲線を導くことができる。
②市場経済という仕組みが上手く機能しない状況を説明できる。
③上記の場合において，政府に期待される役割を理解している。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
　前期に開講される「ミクロ経済学入門Ⅰ」の内容が予備知識として期待される。

テキスト
・Ｎ・グレゴリー・マンキュー（2013）『マンキュー経済学 I ミクロ編　第3版』，東洋経済新報社，4,000円＋税 （ISBN 978-4-492-
31437-1）。　前期の「ミクロ経済学入門Ⅰ」と同じテキストを使用する。

参考書
　参考書は必要に応じて授業中に紹介する。授業のなかで関連資料を配布することもある。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

応用：国際貿易（テキスト第9章） 
・貿易と貿易政策が消費者や企業の余剰に及ぼす効果について学ぶ。

【予習】 テキスト第9章を読んでおく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

宿題1の解説
外部性（第10章）
・外部性が生じる原因とその対策について考える。

【予習】　第10章を読んでおく。
【復習】　宿題1の理解を確認する。

60

税制の設計（第12章）
・税制の効率性と公平性について考える。

【予習】　第12章を読んでおく。
【復習】 授業内容を理解した上で，宿題1に取り組み，提出する。

90

テーマ・概要
　本科目は，「ミクロ経済学入門Ⅰ」で学んだ基礎的な経済学的概念の理解をさらに深めることを目的とする。家計の消費行動と企業の生
産行動の理論を学ぶことによって，需要，供給，費用，利潤，価格などの概念を理解する。そして，消費者の行動と生産者の行動がどのよ
うに市場を形づくるのか，市場は望ましい状態になるのか，また政府の政策が社会や経済にどのような影響を及ぼすかについて考える。
　マンキューのテキストの後半部（第IV部−第V部）の内容に準拠し，政府の経済的役割，および競争市場や独占市場における企業行動を中
心に，授業を進める。なお，授業の進捗によって，以下の授業の計画・内容，及び宿題や小テストの回数を一部変更する場合がある。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、以下を到達目標とする。
①競争企業の利潤最大化行動から供給曲線を導ける。
②市場経済という仕組みが上手く機能しない状況を説明できる。
③上記の場合において，政府に期待される役割を理解する。

到達目標

授業の計画と準備学修

ミクロ経済学入門II ＜４＞

中神　康博

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211421006

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

外部性（第10章、続き）
・コースの定理について学び，外部性への諸対策・政策を比較する。

【復習】 授業内容を理解した上で，宿題2に取り組み，提出する。 90

宿題2の解説
公共財と共有資源（第11章）
・公共財の特徴とフリーライダー問題，及び公共財の最適供給について学ぶ。

60

【予習】　第14章を読んでおく。
【復習】　宿題4の理解を確認する。

60

第9回 宿題4の解説
競争市場における企業（第14章） 
・競争市場における企業の短期的な供給行動と短期的市場均衡を学ぶ。

第7回

第8回

【予習】　第11章を読んでおく。
【復習】　宿題2の理解を確認する。

公共財と共有資源（第11章、続き）
・共有資源の特徴，共有資源の利用に特有の問題，及び対策について考える。

【復習】 授業内容を理解した上で，宿題3に取り組み，提出する。 90

宿題3の解説
生産の費用（第13章） 
・様々な費用の概念について学ぶ。

90

【予習】　第13章を読んでおく。
【復習】　宿題3の理解を確認する。
小テストに備えて，これまでの授業内容を復習する。

90

生産の費用（第13章、続き）
・長期的な費用，及び規模に関する収穫について理解する。
小テスト
・テキスト第9~13章の理解を確認するための小テスト。

【復習】 授業内容を理解した上で，宿題4に取り組み，提出する。
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60

第11回

第12回

第13回

競争市場における企業（第14章、続き） 
・競争市場における企業の長期的な供給行動と長期市場均衡について学ぶ。

【復習】 授業内容を理解した上で，宿題5に取り組み，提出する。

宿題5の解説
独占（第15章） 
・独占が生じる原因と独占企業の行動，そして独占の弊害について学ぶ。

【予習】　第15章を読んでおく。
【復習】　宿題5の理解を確認する。

独占（第15章、続き） 
・独占禁止法と価格差別について知識を得る。

【復習】 授業内容を理解した上で、宿題6に取り組み、提出する。

90

第10回

90

宿題6の解説
寡占（第17章） 
・市場の寡占度（市場集中度）の測り方、及び寡占市場における企業の相互依存性について学ぶ。

120

90

第15回

【予習】　第16章を読んでおく。
【復習】　宿題6の理解を確認する。

60

寡占（第17章、続き） 
・寡占市場における企業の戦略的行動について分析する。

【復習】 授業内容を理解した上で，宿題7に取り組み，提出する。

宿題7の解説
全体のまとめ

【復習】　宿題7の理解を確認する。そして，これまでの授業全体の内容を復習する。

第14回
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　ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　授業は講義を中心に進める。授業において定期的に宿題を課す。学生は，その都度，宿題についてレポートを作成し，提出することを求
められる。普段から教科書・ノート・プリントを使った復習に力を入れ，次回の授業にわからないところを持ち越さないようにする。ま
た，上で示された準備学修の時間はあくまで目安であって，各自の理解度に応じて取り組むこと。
　なお，小テストと宿題の狙いは以下のとおりである。
・小テスト：第9 ~ 13章の学習内容についての基本的な理解と，キーワードの理解を確認する。
・宿題（課題レポート）：各章の内容が理解できているかを確認する。

成績評価の方法
　宿題と小テスト（30%を目安とする），学期末試験（60%を目安とする），及び授業への積極的な参加（10%を目安とする。授業時に課さ
れる演習への取り組み・授業中の発言や質問など）により総合的に評価する。

成績評価の基準
　成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。また，次の点に着目し，その達成度により評価する。
①競争企業の利潤最大化行動を理解し，そこから供給曲線を導くことができる。
②市場経済という仕組みが上手く機能しない状況を説明できる。
③上記の場合において，政府に期待される役割を理解している。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
　前期に開講される「ミクロ経済学入門Ⅰ」の内容が予備知識として期待される。

テキスト
・Ｎ・グレゴリー・マンキュー（2013）『マンキュー経済学 I ミクロ編　第3版』，東洋経済新報社，4,000円＋税 （ISBN 978-4-492-
31437-1）。　前期の「ミクロ経済学入門Ⅰ」と同じテキストを使用する。

参考書
　参考書は必要に応じて授業中に紹介する。授業のなかで関連資料を配布することもある。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
・授業の内容，進め方，予習・復習の仕方等を説明する。
・経営学の特徴について学ぶ。

【予習】シラバスを読み，あらかじめその内容を把握する。
【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

組織行動
・組織の中で人間がどのような要因の影響を受けて行動するかについて学ぶ。

【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。 60

経営組織
・企業組織の必要性，および組織構造に関する基本的な理論について学ぶ。

【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。 60

テーマ・概要
経営学は，企業や企業活動に関する理論的・科学的な議論から成り立つ社会科学の１つの分野です。
この授業では，経営学を構成する各分野の内容を広く学びます。　
経営組織論，戦略論，マーケティング，ファイナンスなどの各分野について，それぞれ1〜2回ずつ取り上げます。

DP2（課題の発見と解決），DP5（表現力，発信力），DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため，次の点を目標とします。
1.経営学が全体および各分野においてどのような性質や体系，課題を持つ学問であるかを理解すること
2.今後，経営学の各分野を学ぶにあたって必要となる基礎知識を身につけること

到達目標

授業の計画と準備学修

企業経営入門 ＜１＞

山崎　由香里

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211421007

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

人的資源管理
・人的資源管理とは何か，人的資源管理の概念がどのように発展してきたかについて学ぶ。

【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。 60

経営戦略
・経営戦略とは何か，および経営戦略の必要性について学ぶ。

60

【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。 60

第9回 消費者行動
・消費者がどのようなことを考えながら製品を選択するかについて学ぶ。

第7回

第8回

【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。

競争戦略
・競争戦略とは何か，および競争戦略の必要性について学ぶ。

【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。 60

イノベーションと製品開発
・製品開発におけるイノベーションの内容，およびイノベーションに関係する諸要因について学ぶ。

60

【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。 60

マーケティング
・市場を創るという視点からマーケティングの基本的な概念について学ぶ。

【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。
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60

第11回

第12回

第13回

ブランド・マネジメント
・ブランドの本質や価値，要素，育成について学ぶ。

【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。

コーポレートファイナンス
・金融に関する企業の意思決定や，企業価値の評価方法について学ぶ。

【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。

経営科学
・意思決定とは何か，および経営科学の基本的モデルについて学ぶ。

【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。

60

第10回

60

経営情報
・情報化社会における企業の戦略について学ぶ。

60

60

第15回

【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。 60

環境経営
・環境問題と企業経営の関連性について学ぶ。

【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。

授業のまとめ・質疑応答

【復習】学期末試験に備え，これまでの学修内容を確認する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
授業は講義を中心に進めるが，講義の過程で，教員から受講生に質問をして返答を求めることがある。
普段から教科書および講義資料を使った復習に力を入れ，次回の授業にわからない点を持ち越さないようにすること。
また，授業において課題レポートや小テストを実施することがある。
　
課題レポート，小テスト，学期末試験の狙いは以下の通りである。
・課題レポート：各章の内容が理解できているかを確認する。
・小テスト：講義内容の基本的な理解度と，キーワードの理解度を確認する。
・学期末試験：授業全体の学修内容についての理解度を確認する。　

なお，「企業経営入門」〜は学籍番号によってあらかじめクラスが指定されていますが，授業進度や理解度に応じて，各クラスで学期末試
験の内容，授業内の小テストやレポートの内容，実施時期，回数等が若干異なることがあります。

成績評価の方法
学期末試験のほか，数回の小テストを講義時間内に課したりレポートを課したりすることがある。
評価は学期末試験80%，小テストやレポートなどの平常点20%をめやすとして，総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

次の点に着目し，その達成度により評価する。
1.経営学の性質や体系，課題について論理的に説明できる。
2.組織，戦略，マーケティング，ファイナンス，情報などの各分野に関する基礎的な概念や用語を十分に理解している。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
必要な予備知識や先修科目は特になし。
関連科目は，コア科目A群にある科目。

テキスト
上田泰・時岡規夫・山崎由香里・井上淳子編『企業経営入門』（第２版）多賀出版，2015年，ISBN978-4-8115-6832-4。

参考書
適宜紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
・授業の内容，進め方，予習・復習の仕方等を説明する。
・経営学の特徴について学ぶ。

【予習】シラバスを読み，あらかじめその内容を把握する。
【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

組織行動
・組織の中で人間がどのような要因の影響を受けて行動するかについて学ぶ。

【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。 60

経営組織
・企業組織の必要性，および組織構造に関する基本的な理論について学ぶ。

【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。 60

テーマ・概要
経営学は，企業や企業活動に関する理論的・科学的な議論から成り立つ社会科学の１つの分野です。
この授業では，経営学を構成する各分野の内容を広く学びます。　
経営組織論，戦略論，マーケティング，ファイナンスなどの各分野について，それぞれ1〜2回ずつ取り上げます。

DP2（課題の発見と解決），DP5（表現力，発信力），DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため，次の点を目標とします。
1.経営学が全体および各分野においてどのような性質や体系，課題を持つ学問であるかを理解すること
2.今後，経営学の各分野を学ぶにあたって必要となる基礎知識を身につけること

到達目標

授業の計画と準備学修

企業経営入門 ＜２＞

井上　慶太

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211421007

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

人的資源管理
・人的資源管理とは何か，人的資源管理の概念がどのように発展してきたかについて学ぶ。

【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。 60

経営戦略
・経営戦略とは何か，および経営戦略の必要性について学ぶ。

60

【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。 60

第9回 消費者行動
・消費者がどのようなことを考えながら製品を選択するかについて学ぶ。

第7回

第8回

【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。

競争戦略
・競争戦略とは何か，および競争戦略の必要性について学ぶ。

【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。 60

イノベーションと製品開発
・製品開発におけるイノベーションの内容，およびイノベーションに関係する諸要因について学ぶ。

60

【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。 60

マーケティング
・市場を創るという視点からマーケティングの基本的な概念について学ぶ。

【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。
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60

第11回

第12回

第13回

ブランド・マネジメント
・ブランドの本質や価値，要素，育成について学ぶ。

【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。

コーポレートファイナンス
・金融に関する企業の意思決定や，企業価値の評価方法について学ぶ。

【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。

経営科学
・意思決定とは何か，および経営科学の基本的モデルについて学ぶ。

【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。

60

第10回

60

経営情報
・情報化社会における企業の戦略について学ぶ。

60

60

第15回

【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。 60

環境経営
・環境問題と企業経営の関連性について学ぶ。

【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。

授業のまとめ・質疑応答

【復習】学期末試験に備え，これまでの学修内容を確認する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
授業は講義を中心に進めるが，講義の過程で，教員から受講生に質問をして返答を求めることがある。
普段から教科書および講義資料を使った復習に力を入れ，次回の授業にわからない点を持ち越さないようにすること。
また，授業において課題レポートや小テストを実施することがある。
　
課題レポート，小テスト，学期末試験の狙いは以下の通りである。
・課題レポート：各章の内容が理解できているかを確認する。
・小テスト：講義内容の基本的な理解度と，キーワードの理解度を確認する。
・学期末試験：授業全体の学修内容についての理解度を確認する。　

なお，「企業経営入門」〜は学籍番号によってあらかじめクラスが指定されていますが，授業進度や理解度に応じて，各クラスで学期末試
験の内容，授業内の小テストやレポートの内容，実施時期，回数等が若干異なることがあります。

成績評価の方法
学期末試験のほか，数回の小テストを講義時間内に課したりレポートを課したりすることがある。
評価は学期末試験80%，小テストやレポートなどの平常点20%をめやすとして，総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

次の点に着目し，その達成度により評価する。
1.経営学の性質や体系，課題について論理的に説明できる。
2.組織，戦略，マーケティング，ファイナンス，情報などの各分野に関する基礎的な概念や用語を十分に理解している。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
必要な予備知識や先修科目は特になし。
関連科目は，コア科目A群にある科目。

テキスト
上田泰・時岡規夫・山崎由香里・井上淳子編『企業経営入門』（第２版）多賀出版，2015年，ISBN978-4-8115-6832-4。

参考書
適宜紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
・授業の内容，進め方，予習・復習の仕方等を説明する。
・経営学の特徴について学ぶ。

【予習】シラバスを読み，あらかじめその内容を把握する。
【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

組織行動
・組織の中で人間がどのような要因の影響を受けて行動するかについて学ぶ。

【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。 60

経営組織
・企業組織の必要性，および組織構造に関する基本的な理論について学ぶ。

【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。 60

テーマ・概要
経営学は，企業や企業活動に関する理論的・科学的な議論から成り立つ社会科学の１つの分野です。
この授業では，経営学を構成する各分野の内容を広く学びます。　
経営組織論，戦略論，マーケティング，ファイナンスなどの各分野について，それぞれ1〜2回ずつ取り上げます。

DP2（課題の発見と解決），DP5（表現力，発信力），DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため，次の点を目標とします。
1.経営学が全体および各分野においてどのような性質や体系，課題を持つ学問であるかを理解すること
2.今後，経営学の各分野を学ぶにあたって必要となる基礎知識を身につけること

到達目標

授業の計画と準備学修

企業経営入門 ＜３＞

田口　誠

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211421007

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

人的資源管理
・人的資源管理とは何か，人的資源管理の概念がどのように発展してきたかについて学ぶ。

【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。 60

経営戦略
・経営戦略とは何か，および経営戦略の必要性について学ぶ。

60

【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。 60

第9回 消費者行動
・消費者がどのようなことを考えながら製品を選択するかについて学ぶ。

第7回

第8回

【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。

競争戦略
・競争戦略とは何か，および競争戦略の必要性について学ぶ。

【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。 60

イノベーションと製品開発
・製品開発におけるイノベーションの内容，およびイノベーションに関係する諸要因について学ぶ。

60

【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。 60

マーケティング
・市場を創るという視点からマーケティングの基本的な概念について学ぶ。

【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。
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60

第11回

第12回

第13回

ブランド・マネジメント
・ブランドの本質や価値，要素，育成について学ぶ。

【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。

コーポレートファイナンス
・金融に関する企業の意思決定や，企業価値の評価方法について学ぶ。

【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。

経営科学
・意思決定とは何か，および経営科学の基本的モデルについて学ぶ。

【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。

60

第10回

60

経営情報
・情報化社会における企業の戦略について学ぶ。

60

60

第15回

【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。 60

環境経営
・環境問題と企業経営の関連性について学ぶ。

【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。

授業のまとめ・質疑応答

【復習】学期末試験に備え，これまでの学修内容を確認する。

第14回

- 528 -



ポータルサイトで周知する。

授業の方法
授業は講義を中心に進めるが，講義の過程で，教員から受講生に質問をして返答を求めることがある。
普段から教科書および講義資料を使った復習に力を入れ，次回の授業にわからない点を持ち越さないようにすること。
また，授業において課題レポートや小テストを実施することがある。
　
課題レポート，小テスト，学期末試験の狙いは以下の通りである。
・課題レポート：各章の内容が理解できているかを確認する。
・小テスト：講義内容の基本的な理解度と，キーワードの理解度を確認する。
・学期末試験：授業全体の学修内容についての理解度を確認する。　

なお，「企業経営入門」〜は学籍番号によってあらかじめクラスが指定されていますが，授業進度や理解度に応じて，各クラスで学期末試
験の内容，授業内の小テストやレポートの内容，実施時期，回数等が若干異なることがあります。

成績評価の方法
学期末試験のほか，数回の小テストを講義時間内に課したりレポートを課したりすることがある。
評価は学期末試験80%，小テストやレポートなどの平常点20%をめやすとして，総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

次の点に着目し，その達成度により評価する。
1.経営学の性質や体系，課題について論理的に説明できる。
2.組織，戦略，マーケティング，ファイナンス，情報などの各分野に関する基礎的な概念や用語を十分に理解している。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
必要な予備知識や先修科目は特になし。
関連科目は，コア科目A群にある科目。

テキスト
上田泰・時岡規夫・山崎由香里・井上淳子編『企業経営入門』（第２版）多賀出版，2015年，ISBN978-4-8115-6832-4。

参考書
適宜紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
・授業の内容，進め方，予習・復習の仕方等を説明する。
・経営学の特徴について学ぶ。

【予習】シラバスを読み，あらかじめその内容を把握する。
【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

組織行動
・組織の中で人間がどのような要因の影響を受けて行動するかについて学ぶ。

【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。 60

経営組織
・企業組織の必要性，および組織構造に関する基本的な理論について学ぶ。

【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。 60

テーマ・概要
経営学は，企業や企業活動に関する理論的・科学的な議論から成り立つ社会科学の１つの分野です。
この授業では，経営学を構成する各分野の内容を広く学びます。　
経営組織論，戦略論，マーケティング，ファイナンスなどの各分野について，それぞれ1〜2回ずつ取り上げます。

DP2（課題の発見と解決），DP5（表現力，発信力），DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため，次の点を目標とします。
1.経営学が全体および各分野においてどのような性質や体系，課題を持つ学問であるかを理解すること
2.今後，経営学の各分野を学ぶにあたって必要となる基礎知識を身につけること

到達目標

授業の計画と準備学修

企業経営入門 ＜４＞

義村　敦子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211421007

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

人的資源管理
・人的資源管理とは何か，人的資源管理の概念がどのように発展してきたかについて学ぶ。

【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。 60

経営戦略
・経営戦略とは何か，および経営戦略の必要性について学ぶ。

60

【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。 60

第9回 消費者行動
・消費者がどのようなことを考えながら製品を選択するかについて学ぶ。

第7回

第8回

【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。

競争戦略
・競争戦略とは何か，および競争戦略の必要性について学ぶ。

【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。 60

イノベーションと製品開発
・製品開発におけるイノベーションの内容，およびイノベーションに関係する諸要因について学ぶ。

60

【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。 60

マーケティング
・市場を創るという視点からマーケティングの基本的な概念について学ぶ。

【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。
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60

第11回

第12回

第13回

ブランド・マネジメント
・ブランドの本質や価値，要素，育成について学ぶ。

【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。

コーポレートファイナンス
・金融に関する企業の意思決定や，企業価値の評価方法について学ぶ。

【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。

経営科学
・意思決定とは何か，および経営科学の基本的モデルについて学ぶ。

【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。

60

第10回

60

経営情報
・情報化社会における企業の戦略について学ぶ。

60

60

第15回

【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。 60

環境経営
・環境問題と企業経営の関連性について学ぶ。

【復習】教科書および講義資料を読み，キーワードについて説明できるようにする。

授業のまとめ・質疑応答

【復習】学期末試験に備え，これまでの学修内容を確認する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
授業は講義を中心に進めるが，講義の過程で，教員から受講生に質問をして返答を求めることがある。
普段から教科書および講義資料を使った復習に力を入れ，次回の授業にわからない点を持ち越さないようにすること。
また，授業において課題レポートや小テストを実施することがある。
　
課題レポート，小テスト，学期末試験の狙いは以下の通りである。
・課題レポート：各章の内容が理解できているかを確認する。
・小テスト：講義内容の基本的な理解度と，キーワードの理解度を確認する。
・学期末試験：授業全体の学修内容についての理解度を確認する。　

なお，「企業経営入門」〜は学籍番号によってあらかじめクラスが指定されていますが，授業進度や理解度に応じて，各クラスで学期末試
験の内容，授業内の小テストやレポートの内容，実施時期，回数等が若干異なることがあります。

成績評価の方法
学期末試験のほか，数回の小テストを講義時間内に課したりレポートを課したりすることがある。
評価は学期末試験80%，小テストやレポートなどの平常点20%をめやすとして，総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

次の点に着目し，その達成度により評価する。
1.経営学の性質や体系，課題について論理的に説明できる。
2.組織，戦略，マーケティング，ファイナンス，情報などの各分野に関する基礎的な概念や用語を十分に理解している。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
必要な予備知識や先修科目は特になし。
関連科目は，コア科目A群にある科目。

テキスト
上田泰・時岡規夫・山崎由香里・井上淳子編『企業経営入門』（第２版）多賀出版，2015年，ISBN978-4-8115-6832-4。

参考書
適宜紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の内容、進め方、成績評価方法などを説明する。
・事業の共通言語としての会計の重要性を理解する。

【予習】履修済みの入門科目の授業資料などを読み直し、「企業」や「会社」について復習しておく。
【復習】授業の進め方、成績評価などについて確認する。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

会計情報のディスクロージャー
・規制ルール、情報の入手ルートなどを確認する。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 60

企業会計の概要
・企業会計の定義、領域、役割などについて理解する。
・会計情報の利用者やグローバル化について学修する。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 60

テーマ・概要
　会社（およびその他の様々な組織）において、経理や財務などの会計関係の仕事はたいへん重要な役割を担っています。会計についての
知識は、語学やPCスキルの2つとともにビジネス・パーソンの「三種の神器」と呼ばれており、「ビジネスの言語（Language of 
Business）」と称されるほど重要なスキルです。会計とは、資金を集め、事業を遂行し、その結果として利益を獲得する様々な活動を金額
的に識別・測定・記録・報告するプロセスです。
　今日、会計は世界中で広く普及しており、取引の際の交渉、判断、説得などの場面で効果を発揮するだけではなく、経営学や経済学の学
習にとっても必要なスキルの一つとなっています。ビジネスの言語としての会計の知識を持っていた方が今後のキャリア上で有利な立場に
立つことが多いでしょう。
　この講義の目的は、ビジネスの基本的なツールである会計をごく入門的なレベルから学習し、さらに専門的な会計各分野の学習に結びつ
けることにあります。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、次の3点を到達目標とする。
①企業会計の基本用語について説明できる。
②企業の会計情報を読み取り、初歩的な分析を行うことができる。
③企業の会計情報の基本的な作成方法(簿記)を理解することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

企業会計入門 ＜１＞

高橋　史郎

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211421008

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

財務諸表の種類と体系
・財務諸表の種類と役割、それぞれの相互関係について学修する。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 60

貸借対照表の構造と情報内容
・貸借対照表の仕組みを確認し、各項目の情報内容についての基本的な理解を深める。

60

【復習】今回の分析スキルを活用できるようにする。 60

第9回 会計情報の分析の基本（2）
・企業の財務安定性や効率性などの財務指標について学修する。

第7回

第8回

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。

損益計算書の構造と情報内容
・損益計算書の仕組みを確認し、各項目の情報内容についての基本的な理解を深める。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 60

キャッシュフロー計算書の構造と情報内容
・キャッシュフロー計算書の仕組みを理解し、各項目の情報内容についての基本的な理解を深める。

60

【復習】今回のキーワードについてるようにする。 60

会計情報の分析の基本(1)
・企業の成長性や収益性などの財務指標について学修する。

【予習】これまでの内容を総復習し、会計情報の分析作業の準備をする。
【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。
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60

第11回

第12回

第13回

会計情報の分析の基本(3)
・各種の財務指標を用いた企業の総合評価について学修する。

【復習】今回の分析スキルを活用できるようにする。

会計情報の作成方法(1)
・簿記の基礎と取引の記録方法の基本について学修する。

【予習】これまでの内容を総復習し、会計情報の作成作業の準備をする。
【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。

会計情報の作成方法(2)
・各種取引の記録方法と集計について学修する。

【復習】今回の作成スキルを活用できるようにする。

60

第10回

60

会計情報の作成方法（3）
・決算作業の基本について理解し、企業外部への報告手段である財務諸表との繋がりについて学修する。

90

60

第15回

【復習】今回の作成スキルを活用できるようにする。 60

会計トピックス
企業会計の現場に注目し、会計実務の現状や問題について学修する。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。

授業のまとめ
・これまでの学修内容について総括し、各自が理解度を確認する。質疑応答を行う。

【復習】授業の総括を踏まえ、期末試験に向けて到達目標と自分の理解度をチェックし、不足している
知識を補う。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
　授業は講義形式で進めます。授業内容を振り返って知識の定着を深めるため、授業の進行度に合わせて定期的な課題提出（あるいは小テ
スト）も予定しています。なお、授業の性格上、計算が必要なトピックも多いので電卓の持参を推奨します。
　質問などは、教室やメールなどで随時受け付けます。授業終了後、配布資料を見直して理解できなかったことや疑問点を確認し、次回の
授業やメールなどで質問をするように心がけてください。また、上で示された準備学修の時間はあくまで目安ですので、各自の理解度に応
じて調整してください。

成績評価の方法
課題提出や小テスト、期末試験によって総合的に評価します。
評価の割合の目安は次のとおりです。
課題提出や小テストなど：30％、期末試験：70％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し、その達成度により評価します。
①企業会計の基本用語について説明できる。
②企業の会計情報を読み取り、初歩的な分析を行うことができる。
③企業の会計情報の基本的な作成方法(簿記)を理解できる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
新聞、雑誌、ネットなどを活用して、経済、経営、財務、会計などのニュースに触れる機会をもつように心がけてください。

テキスト
授業時に資料などを配布します。その他、教員の指示に従ってください。

参考書
・田中　弘著『最初に読む会計学入門』、税務経理教会、2,300円＋税
・片山　覚　他著『入門会計学』、実教出版、1,900円＋税
・明神信夫　他編著『アカウンティング　現代会計入門　五訂版』、同文舘出版、2,700円＋税
その他の参考書については、授業などで適宜紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の内容、進め方、成績評価方法などを説明する。
・事業の共通言語としての会計の重要性を理解する。

【予習】履修済みの入門科目の授業資料などを読み直し、「企業」や「会社」について復習しておく。
【復習】授業の進め方、成績評価などについて確認する。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

会計情報のディスクロージャー
・規制ルール、情報の入手ルートなどを確認する。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 60

企業会計の概要
・企業会計の定義、領域、役割などについて理解する。
・会計情報の利用者やグローバル化について学修する。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 60

テーマ・概要
　会社（およびその他の様々な組織）において、経理や財務などの会計関係の仕事はたいへん重要な役割を担っています。会計についての
知識は、語学やPCスキルの2つとともにビジネス・パーソンの「三種の神器」と呼ばれており、「ビジネスの言語（Language of 
Business）」と称されるほど重要なスキルです。会計とは、資金を集め、事業を遂行し、その結果として利益を獲得する様々な活動を金額
的に識別・測定・記録・報告するプロセスです。
　今日、会計は世界中で広く普及しており、取引の際の交渉、判断、説得などの場面で効果を発揮するだけではなく、経営学や経済学の学
習にとっても必要なスキルの一つとなっています。ビジネスの言語としての会計の知識を持っていた方が今後のキャリア上で有利な立場に
立つことが多いでしょう。
　この講義の目的は、ビジネスの基本的なツールである会計をごく入門的なレベルから学習し、さらに専門的な会計各分野の学習に結びつ
けることにあります。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、次の3点を到達目標とする。
①企業会計の基本用語について説明できる。
②企業の会計情報を読み取り、初歩的な分析を行うことができる。
③企業の会計情報の基本的な作成方法(簿記)を理解することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

企業会計入門 ＜２＞

伊藤　克容

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211421008

1 2019年度 後期

- 538 -



第4回

第5回

第6回

財務諸表の種類と体系
・財務諸表の種類と役割、それぞれの相互関係について学修する。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 60

貸借対照表の構造と情報内容
・貸借対照表の仕組みを確認し、各項目の情報内容についての基本的な理解を深める。

60

【復習】今回の分析スキルを活用できるようにする。 60

第9回 会計情報の分析の基本（2）
・企業の財務安定性や効率性などの財務指標について学修する。

第7回

第8回

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。

損益計算書の構造と情報内容
・損益計算書の仕組みを確認し、各項目の情報内容についての基本的な理解を深める。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 60

キャッシュフロー計算書の構造と情報内容
・キャッシュフロー計算書の仕組みを理解し、各項目の情報内容についての基本的な理解を深める。

60

【復習】今回のキーワードについてるようにする。 60

会計情報の分析の基本(1)
・企業の成長性や収益性などの財務指標について学修する。

【予習】これまでの内容を総復習し、会計情報の分析作業の準備をする。
【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。
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60

第11回

第12回

第13回

会計情報の分析の基本(3)
・各種の財務指標を用いた企業の総合評価について学修する。

【復習】今回の分析スキルを活用できるようにする。

会計情報の作成方法(1)
・簿記の基礎と取引の記録方法の基本について学修する。

【予習】これまでの内容を総復習し、会計情報の作成作業の準備をする。
【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。

会計情報の作成方法(2)
・各種取引の記録方法と集計について学修する。

【復習】今回の作成スキルを活用できるようにする。

60

第10回

60

会計情報の作成方法（3）
・決算作業の基本について理解し、企業外部への報告手段である財務諸表との繋がりについて学修する。

90

60

第15回

【復習】今回の作成スキルを活用できるようにする。 60

会計トピックス
企業会計の現場に注目し、会計実務の現状や問題について学修する。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。

授業のまとめ
・これまでの学修内容について総括し、各自が理解度を確認する。質疑応答を行う。

【復習】授業の総括を踏まえ、期末試験に向けて到達目標と自分の理解度をチェックし、不足している
知識を補う。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
　授業は講義形式で進めます。授業内容を振り返って知識の定着を深めるため、授業の進行度に合わせて定期的な課題提出（あるいは小テ
スト）も予定しています。なお、授業の性格上、計算が必要なトピックも多いので電卓の持参を推奨します。
　質問などは、教室やメールなどで随時受け付けます。授業終了後、配布資料を見直して理解できなかったことや疑問点を確認し、次回の
授業やメールなどで質問をするように心がけてください。また、上で示された準備学修の時間はあくまで目安ですので、各自の理解度に応
じて調整してください。

成績評価の方法
課題提出や小テスト、期末試験によって総合的に評価します。
評価の割合の目安は次のとおりです。
課題提出や小テストなど：30％、期末試験：70％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し、その達成度により評価します。
①企業会計の基本用語について説明できる。
②企業の会計情報を読み取り、初歩的な分析を行うことができる。
③企業の会計情報の基本的な作成方法(簿記)を理解できる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
新聞、雑誌、ネットなどを活用して、経済、経営、財務、会計などのニュースに触れる機会をもつように心がけてください。

テキスト
授業時に資料などを配布します。その他、教員の指示に従ってください。

参考書
・田中　弘著『最初に読む会計学入門』、税務経理教会、2,300円＋税
・片山　覚　他著『入門会計学』、実教出版、1,900円＋税
・明神信夫　他編著『アカウンティング　現代会計入門　五訂版』、同文舘出版、2,700円＋税
その他の参考書については、授業などで適宜紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の内容、進め方、成績評価方法などを説明する。
・事業の共通言語としての会計の重要性を理解する。

【予習】履修済みの入門科目の授業資料などを読み直し、「企業」や「会社」について復習しておく。
【復習】授業の進め方、成績評価などについて確認する。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

会計情報のディスクロージャー
・規制ルール、情報の入手ルートなどを確認する。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 60

企業会計の概要
・企業会計の定義、領域、役割などについて理解する。
・会計情報の利用者やグローバル化について学修する。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 60

テーマ・概要
　会社（およびその他の様々な組織）において、経理や財務などの会計関係の仕事はたいへん重要な役割を担っています。会計についての
知識は、語学やPCスキルの2つとともにビジネス・パーソンの「三種の神器」と呼ばれており、「ビジネスの言語（Language of 
Business）」と称されるほど重要なスキルです。会計とは、資金を集め、事業を遂行し、その結果として利益を獲得する様々な活動を金額
的に識別・測定・記録・報告するプロセスです。
　今日、会計は世界中で広く普及しており、取引の際の交渉、判断、説得などの場面で効果を発揮するだけではなく、経営学や経済学の学
習にとっても必要なスキルの一つとなっています。ビジネスの言語としての会計の知識を持っていた方が今後のキャリア上で有利な立場に
立つことが多いでしょう。
　この講義の目的は、ビジネスの基本的なツールである会計をごく入門的なレベルから学習し、さらに専門的な会計各分野の学習に結びつ
けることにあります。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、次の3点を到達目標とする。
①企業会計の基本用語について説明できる。
②企業の会計情報を読み取り、初歩的な分析を行うことができる。
③企業の会計情報の基本的な作成方法(簿記)を理解することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

企業会計入門 ＜３＞

井上　慶太

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211421008

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

財務諸表の種類と体系
・財務諸表の種類と役割、それぞれの相互関係について学修する。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 60

貸借対照表の構造と情報内容
・貸借対照表の仕組みを確認し、各項目の情報内容についての基本的な理解を深める。

60

【復習】今回の分析スキルを活用できるようにする。 60

第9回 会計情報の分析の基本（2）
・企業の財務安定性や効率性などの財務指標について学修する。

第7回

第8回

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。

損益計算書の構造と情報内容
・損益計算書の仕組みを確認し、各項目の情報内容についての基本的な理解を深める。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 60

キャッシュフロー計算書の構造と情報内容
・キャッシュフロー計算書の仕組みを理解し、各項目の情報内容についての基本的な理解を深める。

60

【復習】今回のキーワードについてるようにする。 60

会計情報の分析の基本(1)
・企業の成長性や収益性などの財務指標について学修する。

【予習】これまでの内容を総復習し、会計情報の分析作業の準備をする。
【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。
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60

第11回

第12回

第13回

会計情報の分析の基本(3)
・各種の財務指標を用いた企業の総合評価について学修する。

【復習】今回の分析スキルを活用できるようにする。

会計情報の作成方法(1)
・簿記の基礎と取引の記録方法の基本について学修する。

【予習】これまでの内容を総復習し、会計情報の作成作業の準備をする。
【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。

会計情報の作成方法(2)
・各種取引の記録方法と集計について学修する。

【復習】今回の作成スキルを活用できるようにする。

60

第10回

60

会計情報の作成方法（3）
・決算作業の基本について理解し、企業外部への報告手段である財務諸表との繋がりについて学修する。

90

60

第15回

【復習】今回の作成スキルを活用できるようにする。 60

会計トピックス
企業会計の現場に注目し、会計実務の現状や問題について学修する。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。

授業のまとめ
・これまでの学修内容について総括し、各自が理解度を確認する。質疑応答を行う。

【復習】授業の総括を踏まえ、期末試験に向けて到達目標と自分の理解度をチェックし、不足している
知識を補う。

第14回

- 544 -



ポータルサイトで周知します。

授業の方法
　授業は講義形式で進めます。授業内容を振り返って知識の定着を深めるため、授業の進行度に合わせて定期的な課題提出（あるいは小テ
スト）も予定しています。なお、授業の性格上、計算が必要なトピックも多いので電卓の持参を推奨します。
　質問などは、教室やメールなどで随時受け付けます。授業終了後、配布資料を見直して理解できなかったことや疑問点を確認し、次回の
授業やメールなどで質問をするように心がけてください。また、上で示された準備学修の時間はあくまで目安ですので、各自の理解度に応
じて調整してください。

成績評価の方法
課題提出や小テスト、期末試験によって総合的に評価します。
評価の割合の目安は次のとおりです。
課題提出や小テストなど：30％、期末試験：70％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し、その達成度により評価します。
①企業会計の基本用語について説明できる。
②企業の会計情報を読み取り、初歩的な分析を行うことができる。
③企業の会計情報の基本的な作成方法(簿記)を理解できる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
新聞、雑誌、ネットなどを活用して、経済、経営、財務、会計などのニュースに触れる機会をもつように心がけてください。

テキスト
授業時に資料などを配布します。その他、教員の指示に従ってください。

参考書
・田中　弘著『最初に読む会計学入門』、税務経理教会、2,300円＋税
・片山　覚　他著『入門会計学』、実教出版、1,900円＋税
・明神信夫　他編著『アカウンティング　現代会計入門　五訂版』、同文舘出版、2,700円＋税
その他の参考書については、授業などで適宜紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の内容、進め方、成績評価方法などを説明する。
・事業の共通言語としての会計の重要性を理解する。

【予習】履修済みの入門科目の授業資料などを読み直し、「企業」や「会社」について復習しておく。
【復習】授業の進め方、成績評価などについて確認する。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

会計情報のディスクロージャー
・規制ルール、情報の入手ルートなどを確認する。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 60

企業会計の概要
・企業会計の定義、領域、役割などについて理解する。
・会計情報の利用者やグローバル化について学修する。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 60

テーマ・概要
　会社（およびその他の様々な組織）において、経理や財務などの会計関係の仕事はたいへん重要な役割を担っています。会計についての
知識は、語学やPCスキルの2つとともにビジネス・パーソンの「三種の神器」と呼ばれており、「ビジネスの言語（Language of 
Business）」と称されるほど重要なスキルです。会計とは、資金を集め、事業を遂行し、その結果として利益を獲得する様々な活動を金額
的に識別・測定・記録・報告するプロセスです。
　今日、会計は世界中で広く普及しており、取引の際の交渉、判断、説得などの場面で効果を発揮するだけではなく、経営学や経済学の学
習にとっても必要なスキルの一つとなっています。ビジネスの言語としての会計の知識を持っていた方が今後のキャリア上で有利な立場に
立つことが多いでしょう。
　この講義の目的は、ビジネスの基本的なツールである会計をごく入門的なレベルから学習し、さらに専門的な会計各分野の学習に結びつ
けることにあります。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、次の3点を到達目標とする。
①企業会計の基本用語について説明できる。
②企業の会計情報を読み取り、初歩的な分析を行うことができる。
③企業の会計情報の基本的な作成方法(簿記)を理解することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

企業会計入門 ＜４＞

河路　武志

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211421008

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

財務諸表の種類と体系
・財務諸表の種類と役割、それぞれの相互関係について学修する。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 60

貸借対照表の構造と情報内容
・貸借対照表の仕組みを確認し、各項目の情報内容についての基本的な理解を深める。

60

【復習】今回の分析スキルを活用できるようにする。 60

第9回 会計情報の分析の基本（2）
・企業の財務安定性や効率性などの財務指標について学修する。

第7回

第8回

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。

損益計算書の構造と情報内容
・損益計算書の仕組みを確認し、各項目の情報内容についての基本的な理解を深める。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 60

キャッシュフロー計算書の構造と情報内容
・キャッシュフロー計算書の仕組みを理解し、各項目の情報内容についての基本的な理解を深める。

60

【復習】今回のキーワードについてるようにする。 60

会計情報の分析の基本(1)
・企業の成長性や収益性などの財務指標について学修する。

【予習】これまでの内容を総復習し、会計情報の分析作業の準備をする。
【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。
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60

第11回

第12回

第13回

会計情報の分析の基本(3)
・各種の財務指標を用いた企業の総合評価について学修する。

【復習】今回の分析スキルを活用できるようにする。

会計情報の作成方法(1)
・簿記の基礎と取引の記録方法の基本について学修する。

【予習】これまでの内容を総復習し、会計情報の作成作業の準備をする。
【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。

会計情報の作成方法(2)
・各種取引の記録方法と集計について学修する。

【復習】今回の作成スキルを活用できるようにする。

60

第10回

60

会計情報の作成方法（3）
・決算作業の基本について理解し、企業外部への報告手段である財務諸表との繋がりについて学修する。

90

60

第15回

【復習】今回の作成スキルを活用できるようにする。 60

会計トピックス
企業会計の現場に注目し、会計実務の現状や問題について学修する。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。

授業のまとめ
・これまでの学修内容について総括し、各自が理解度を確認する。質疑応答を行う。

【復習】授業の総括を踏まえ、期末試験に向けて到達目標と自分の理解度をチェックし、不足している
知識を補う。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
　授業は講義形式で進めます。授業内容を振り返って知識の定着を深めるため、授業の進行度に合わせて定期的な課題提出（あるいは小テ
スト）も予定しています。なお、授業の性格上、計算が必要なトピックも多いので電卓の持参を推奨します。
　質問などは、教室やメールなどで随時受け付けます。授業終了後、配布資料を見直して理解できなかったことや疑問点を確認し、次回の
授業やメールなどで質問をするように心がけてください。また、上で示された準備学修の時間はあくまで目安ですので、各自の理解度に応
じて調整してください。

成績評価の方法
課題提出や小テスト、期末試験によって総合的に評価します。
評価の割合の目安は次のとおりです。
課題提出や小テストなど：30％、期末試験：70％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し、その達成度により評価します。
①企業会計の基本用語について説明できる。
②企業の会計情報を読み取り、初歩的な分析を行うことができる。
③企業の会計情報の基本的な作成方法(簿記)を理解できる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
新聞、雑誌、ネットなどを活用して、経済、経営、財務、会計などのニュースに触れる機会をもつように心がけてください。

テキスト
授業時に資料などを配布します。その他、教員の指示に従ってください。

参考書
・田中　弘著『最初に読む会計学入門』、税務経理教会、2,300円＋税
・片山　覚　他著『入門会計学』、実教出版、1,900円＋税
・明神信夫　他編著『アカウンティング　現代会計入門　五訂版』、同文舘出版、2,700円＋税
その他の参考書については、授業などで適宜紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

【予習】シラバスを熟読する。
【復習】授業の全体像や進め方、評価基準などについて確認する。

90

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

国内総生産と金利の決まり方（２）

【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。 90

国内総生産と金利の決まり方（１）

【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。 90

テーマ・概要
本講義では、中級レベルのマクロ経済学について解説します。まず、マクロ経済学の基本モデルについて学びます。次に、発展的トピック
ス（経済成長、失業、資産価格の決まり方）について検討します。なお、授業の進捗状況によって、内容を一部変更する場合があります。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため，以下を到達目標とします。
・モデルを用いて、国内総生産や金利などがどのように決まるか説明できる。
・モデルを用いて、インフレや為替レートが経済に与える影響について説明できる。
・経済成長のメカニズム、雇用状況の動き、資産価格の決まり方について説明できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

マクロ経済学 ＜１＞

庄司　俊章

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211422001

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

総需要・総供給と物価の決まり方（１）

【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。 90

総需要・総供給と物価の決まり方（２）

90

【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。 90

第9回 為替レートの決まり方（２）

第7回

第8回

【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。

インフレとデフレ（１）

【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。 90

インフレとデフレ（２）

90

【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。 90

為替レートの決まり方（１）

【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。
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90

第11回

第12回

第13回

経済が成長するメカニズム（１）

【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。

経済が成長するメカニズム（２）

【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。

雇用と失業の決まり方（１）

【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。

90

第10回

90

雇用と失業の決まり方（２）

90

90

第15回

【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。 90

資産価格の決まり方

【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。

まとめ

【予習】これまでの講義資料を熟読。
【復習】授業全体を振り返り、不明な点はないか確認する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
板書・スライドに基づいて、講義形式で授業を行います。課題あるいは小テストを数回課し、授業内容の理解度を確認します。

成績評価の方法
平常点（レポートまたは小テスト）３０％、期末試験７０％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.　
上記、到達目標の達成度に基づいて評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
入門的なミクロ経済学、マクロ経済学の知識を前提とする。

テキスト
『マクロ経済学　入門の「一歩前」から応用まで』、平口良司・稲葉大、2015年、有斐閣ストゥディア

参考書
適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

- 553 -



単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

【予習】シラバスを熟読する。
【復習】授業の全体像や進め方、評価基準などについて確認する。

90

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

経済が成長するメカニズム（２）

【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。 90

経済が成長するメカニズム（１）

【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。 90

テーマ・概要
本講義では、中級レベルのマクロ経済学について解説します。具体的には、経済成長、失業、資産価格の決まり方、経済発展と政治経済と
いったマクロ経済学のトピックスについて検討します。なお、授業の進捗状況によって、内容を一部変更する場合があります。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため，以下を到達目標とします。
・経済成長のメカニズムについて説明できる。
・雇用状況の動きについて説明できる。
・資産価格の決まり方について説明できる。
・政治と経済発展の関係について説明できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

マクロ経済学 ＜２＞

内田　雄貴

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211422001

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

経済が成長するメカニズム（３）

【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。 90

経済が成長するメカニズム（４）

90

【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。 90

第9回 雇用と失業の決まり方（４）

第7回

第8回

【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。

雇用と失業の決まり方（１）

【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。 90

雇用と失業の決まり方（２）

90

【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。 90

雇用と失業の決まり方（３）

【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。

- 555 -



90

第11回

第12回

第13回

資産価格の決まり方（１）

【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。

資産価格の決まり方（２）

【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。

資産価格の決まり方（３）

【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。

90

第10回

90

経済発展と政治経済（１）

90

90

第15回

【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。 90

経済発展と政治経済（２）

【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。

まとめ

【予習】これまでの講義資料を熟読。
【復習】授業全体を振り返り、不明な点はないか確認する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
板書と配布物を中心に、講義形式で授業を行います。レポートを数回課し、授業内容の理解度を確認します。

成績評価の方法
平常点(レポート課題)30%、期末試験70%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
上記、到達目標の達成度に基づいて評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
入門ミクロ・マクロ経済学を理解していることが前提です。

テキスト
『マクロ経済学　入門の「一歩前」から応用まで』、平口良治・稲葉大、有斐閣ストゥディア

参考書
適宜紹介

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス／予備知識の確認

練習問題で復習する。 90

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

独占1：独占企業の利潤最大化

練習問題で復習する。 90

完全競争市場の長期均衡

練習問題で復習する。 90

テーマ・概要
経済学系の科目をしっかりと理解するためには，ミクロ経済学の理解は必須である。この授業では，1年次配当の「ミクロ経済学入門I」と
「ミクロ経済学入門II」の知識をもとに，それらの授業で扱い切れなかったミクロ経済学の分野をカバーする。公務員試験やERE（経済学
検定試験）の受験を考えている学生にとっても，当授業では役に立つはずである。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため，以下を到達目標とする。
• 独占・寡占市場での価格や取引量の決まり方を理解する。
• 消費理論を論理的に説明できる。
• 最適消費の計算問題を解ける。
• 一般均衡理論を通して市場の効率性を理解する。

到達目標

授業の計画と準備学修

ミクロ経済学 ＜１＞

吉田　由寛

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211422002

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

独占2：独占に対する規制

練習問題で復習する。 90

寡占1：クールノー競争

90

練習問題で復習する。 90

第9回 消費理論の基礎2：所得変化の影響

第7回

第8回

練習問題で復習する。

寡占2：ベルトラン競争

練習問題で復習する。 90

寡占3：その他の寡占モデル

90

練習問題で復習する。 90

消費理論の基礎1：最適消費の考え方

練習問題で復習する。
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90

第11回

第12回

第13回

消費理論の基礎3：価格変化の影響

練習問題で復習する。

最適消費の計算1：効用関数，限界代替率

練習問題で復習する。

最適消費の計算2：最適消費の条件式

練習問題で復習する。

90

第10回

90

一般均衡理論1：配分とエッジワース・ボックス

120

90

第15回

練習問題で復習する。 90

一般均衡理論2：一般均衡

練習問題で復習する。

まとめと質疑応答

全問題を復習して学期末試験に備える。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
基本的に講義形式の授業である。授業内容の理解を確認する目的で宿題レポートを6回程度課す。

成績評価の方法
授業への積極的参加（10％程度），宿題レポート（30％程度），学期末試験（60％程度）により総合的に評価する。

成績評価の基準
• 成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
• とりわけ，上述の到達目標への達成度を評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「ミクロ経済学入門I」と「ミクロ経済学入門II」が先修科目である。また，ほとんどの経済学系の科目が関連科目となる。

テキスト
特には使用しない。問題集は配布する。

参考書
• 奥野正寛『ミクロ経済学』東京大学出版会，2008年
• 神取道宏『ミクロ経済学の力』日本評論社，2014年
• 武隈慎一『ミクロ経済学（増補版）』新世社，1999年

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

授業のガイダンス
・授業の進め方，スケジュール
・授業内で実施する小テストの位置づけ
・経済分析の基本的用語の説明

【予習】SeikeiPortalに予め掲載する授業用教材と参考図書を熟読する。
【復習】テキストの関連箇所を熟読するとともに，各自で作る講義ノートによる復習を十分に行い，不
明な点を後に残さないように努める。

90

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

市場理論の応用
・貿易
・価格規制
・価格弾力性

【予習】SeikeiPortalに予め掲載する授業用教材と参考図書を熟読する。
【復習】テキストの関連箇所を熟読するとともに，各自で作る講義ノートによる復習を十分に行い，不
明な点を後に残さないように努める。

90

市場の理論
・完全競争市場
・均衡分析の基礎

【予習】SeikeiPortalに予め掲載する授業用教材と参考図書を熟読する。
【復習】テキストの関連箇所を熟読するとともに，各自で作る講義ノートによる復習を十分に行い，不
明な点を後に残さないように努める。

90

テーマ・概要
経済はさまざまな要因が絡み合って生成される複合的現象であり，一見身近なようであっても，全体像を把握するのはなかなか困難なであ
る．ミクロ経済学は，そのような経済を理解するために必要な分析的道具を提供してくれる基礎部門の一つである．この授業では，１年次
に履修した『ミクロ経済学入門』と『企業と市場』の授業の内容を受けて，復習の意味合いももたせて，経済学の基礎理論であるミクロ経
済学をさらに深く学ぶ．

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため以下を到達目標とする．ミクロ経済学の基本的原理および思考のフレームワークを修得し，
それに基づいて現実社会が直面する様々な課題について，その状況を把握し，問題解決の可能性を自分自身で展開するための力を養う。授
業の内容や課題を現実社会の問題の文脈において考える習慣を身につけ，そうした問題を解決するために必要な関連専門知識を自ら主体的
に学ぼうとする学習姿勢を涵養する。

到達目標

授業の計画と準備学修

ミクロ経済学 ＜２＞

藤垣　芳文

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211422002

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

消費者の最適化行動
・選好と無差別曲線
・予算制約式
・予算制約下の効用最大化

【予習】SeikeiPortalに予め掲載する授業用教材と参考図書を熟読する。
【復習】テキストの関連箇所を熟読するとともに，各自で作る講義ノートによる復習を十分に行い，不
明な点を後に残さないように努める。

90

消費者行動と需要理論
・所得効果と代替効果
・需要法則について

90

【予習】SeikeiPortalに予め掲載する授業用教材と参考図書を熟読する。
【復習】テキストの関連箇所を熟読するとともに，各自で作る講義ノートによる復習を十分に行い，不
明な点を後に残さないように努める。

90

第9回 長期の市場均衡
・参入と退出
・長期市場均衡とマーシャルの外部性

第7回

第8回

【予習】SeikeiPortalに予め掲載する授業用教材と参考図書を熟読する。
【復習】テキストの関連箇所を熟読するとともに，各自で作る講義ノートによる復習を十分に行い，不
明な点を後に残さないように努める。

生産者行動と供給理論
・生産関数と費用関数
・費用最小化と利潤最大化
・供給関数と派生需要関数

【予習】SeikeiPortalに予め掲載する授業用教材と参考図書を熟読する。
【復習】テキストの関連箇所を熟読するとともに，各自で作る講義ノートによる復習を十分に行い，不
明な点を後に残さないように努める。

90

短期の生産者行動
・固定費用と可変費用
・短期費用曲線

90

【予習】SeikeiPortalに予め掲載する授業用教材と参考図書を熟読する。
【復習】テキストの関連箇所を熟読するとともに，各自で作る講義ノートによる復習を十分に行い，不
明な点を後に残さないように努める。

90

長期の生産者行動
・長期の費用曲線
・短期費用と長期費用の関係

【予習】SeikeiPortalに予め掲載する授業用教材と参考図書を熟読する。
【復習】テキストの関連箇所を熟読するとともに，各自で作る講義ノートによる復習を十分に行い，不
明な点を後に残さないように努める。
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90

第11回

第12回

第13回

独占の理論
・独占の源泉
・独占均衡の特徴

【予習】SeikeiPortalに予め掲載する授業用教材と参考図書を熟読する。
【復習】テキストの関連箇所を熟読するとともに，各自で作る講義ノートによる復習を十分に行い，不
明な点を後に残さないように努める。

不完全競争市場
・寡占
・独占的競争

【予習】SeikeiPortalに予め掲載する授業用教材と参考図書を熟読する。
【復習】テキストの関連箇所を熟読するとともに，各自で作る講義ノートによる復習を十分に行い，不
明な点を後に残さないように努める。

競争均衡の効率性
・部分均衡分析と一般均衡分析
・消費者余剰と生産者余剰
・厚生経済学の基本定理

【予習】SeikeiPortalに予め掲載する授業用教材と参考図書を熟読する。
【復習】テキストの関連箇所を熟読するとともに，各自で作る講義ノートによる復習を十分に行い，不
明な点を後に残さないように努める。

90

第10回

90

パレート効率性
・エッジワーズ・ボックス・ダイヤグラム
・交換経済の競争均衡とパレート効率性
・生産を含む経済の競争均衡とパレート効率性

120

90

第15回

【予習】SeikeiPortalに予め掲載する授業用教材と参考図書を熟読する。
【復習】テキストの関連箇所を熟読するとともに，各自で作る講義ノートによる復習を十分に行い，不
明な点を後に残さないように努める。

90

市場の失敗
・公共財
・外部性
・費用逓減産業
・不確実性

【予習】SeikeiPortalに予め掲載する授業用教材と参考図書を熟読する。
【復習】テキストの関連箇所を熟読するとともに，各自で作る講義ノートによる復習を十分に行い，不
明な点を後に残さないように努める。

質疑応答・授業のまとめ

【復習】資料，ノート，教科書を読み返すことで，この授業を振り返り，到達目標と自分の理解度とを
点検し，不足している知識等を確認し，学修する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
授業は講義形式で進める。各テーマごとに授業内小テストを実施する。

成績評価の方法
授業内小テストの結果と宿題レポートの提出状況（30%程度）および学期末試験（70%程度）により総合的に判断する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し，その達成度により評価する。
（１）消費者行動の基本理論を説明できる。
（２）生産者行動の基本理論を説明できる。
（３）完全競争市場および不完全競争市場の特徴と意味を説明できる。
（４）市場理論を用いて規制緩和や自由化の意義と課題を説明できる。
（５）市場の失敗の原因と対応法について説明できる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
先修科目として「ミクロ経済学入門」「企業と市場」。

テキスト
金谷貞男・吉田真理子『グラフィック ミクロ経済学 第２版』，グラフィック［経済学］ー３，新世社，に準拠しながら授業を進める。
SeikeiPortal には１週間前をめどに各授業で使用する教材を掲載するので，各自ダウンロードして授業に臨むこと。

参考書
　参考書は必要に応じて授業中に紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
・ゲーム理論の事例、理論の発展史、紹介

【復習】　授業の内容を復習する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

宿題1の解説
完備情報下の静学的ゲーム#2
・順次消去による支配戦略均衡とナッシュ純粋戦略均衡

【復習】　授業の内容を復習する。宿題1の理解を確認する。 60

完備情報下の静学的ゲーム#1
・囚人のジレンマと支配戦略均衡

【復習】　授業の内容をよく理解した上で、宿題1に取り組む。 120

テーマ・概要
　ゲーム理論は、企業同士の関係、人と人との関係、国家間の関係などにおける戦略的な行動を理解する上で役に立つ知識を与えてくれ
る。企業同士の競争と協力関係、スポーツや戦争における戦略、労使交渉や国家間交渉など様々な状況をゲーム理論によって分析すること
ができる。また、オークションや公共財の供給などの経済政策もゲーム理論を使って制度設計されている。この授業では、ゲーム理論の基
礎を学ぶ。
　なお、授業の進捗に応じて、以下の授業の計画・内容、及び宿題の回数と提出日を一部変更する場合がある。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、以下を到達目標とする。
①ゲーム理論の基礎的な概念を学び、さまざまなゲームの結果を導出する理論的な理解力を養う。
②理論を産業組織、労働経済、企業の経済学、金融、国際経済、公共経済などの分野に応用して分析するための基礎知識を身につける。

到達目標

授業の計画と準備学修

ゲーム理論 ＜１＞

平尾　由紀子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211422003

2 2019年度 前期

- 566 -



第4回

第5回

第6回

完備情報下の静学的ゲーム#3
・ナッシュ混合戦略均衡

【復習】　授業の内容をよく理解した上で、宿題2に取り組む。 120

宿題2の解説
完備情報下の静学的ゲーム#4
・クールノー数量競争と ベルトラン価格競争

60

【復習】　授業の内容を復習する。宿題4の理解を確認する。 60

第9回 宿題4の解説
完備情報下における動学的ゲーム#4
・交渉ゲーム

第7回

第8回

【復習】　授業の内容を復習する。宿題2の理解を確認する。

完備情報下における動学的ゲーム#1
・展開型ゲームとサブゲーム完全均衡

【復習】　授業の内容をよく理解した上で、宿題3に取り組む。 120

宿題3の解説
完備情報下における動学的ゲーム#2
・ナッシュ均衡とサブゲーム完全均衡の関係

120

【復習】　授業の内容を復習する。宿題3の理解を確認する。 60

完備情報下における動学的ゲーム#3
・繰り返しのゲーム

【復習】　授業の内容をよく理解した上で、宿題4に取り組む。
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60

第11回

第12回

第13回

不完備情報下における静学的ゲーム#1
・ベイジアン・ナッシュ均衡

【復習】　授業の内容をよく理解した上で、宿題5に取り組む。

宿題5の解説
不完備情報下における静学的ゲーム#2
・オークションその1

【復習】　授業の内容を復習する。宿題5の理解を確認する。

不完備情報下における静学的ゲーム#3
・オークションその2

【復習】　授業の内容をよく理解した上で、宿題6に取り組む。

120

第10回

120

宿題6の解説
不完備情報下における動学的ゲーム#1
・ベイズの公式と完全ベイジアン均衡

120

120

第15回

【復習】　授業の内容を復習する。宿題6の理解を確認する。 60

不完備情報下における動学的ゲーム#2
・シグナリング・ゲームとしての参入阻止ゲーム

【復習】　授業の内容をよく理解した上で、宿題7に取り組む。

宿題7の解説
全体のまとめ

【復習】　宿題7の理解を確認する。
そして、これまでの授業全体の内容を復習して、最後の授業で示される「復習問題」に取り組む。

第14回
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　ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　授業時にはプリントを配布し、それをもとに講義を行う。宿題を定期的に課し、学生の理解度を見ながら授業を進める。また、不定期に
授業内演習を実施する。
　学生は、定期的に課す宿題、及び不定期に実施する授業内演習に取り組むことにより、授業の復習をする。分からないことを次回の授業
に持ち越さないようにする。また、上で示された準備学修の時間はあくまで目安であって、各自の理解度に応じて取り組むこと。なお、隔
週で課される宿題は、その時点での授業内容の理解を確認することを目的としている。

成績評価の方法
　宿題7回程度（25%を目安とする）と期末試験（75%を目安とする）をあわせて総合的に評価する。授業中に課す演習問題は、プラスアル
ファとして成績評価の対象とする。

成績評価の基準
　成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。また、次の点に着目し、その達成度により評価する。
①ゲーム理論の基礎的な概念を学び、さまざまなゲームの均衡を導出する理論の基礎を理解している。
②ゲーム理論を産業組織、労働経済、企業の経済学、金融、国際経済、公共経済などの分野に応用して分析す　るための基礎知識を身に付
けている。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
　特に関連が深いのは「情報とゲーム」。ただし、履修していなくても差し支えない。

テキスト
・渡辺隆裕（2008）『ゼミナール ゲーム理論入門』、日本経済新聞社、3500円＋税（ISBN978-4-532-13346-7）。
ただし、講義プリントを配布するので、テキストの購入は不要。

参考書
・梶井厚志、松井彰彦（2000）、『ミクロ経済学 戦略的アプローチ』、日本評論社、2300円＋税（ISBN4-535-55202-9） 。
・神戸伸輔（2004）、『入門ゲーム理論と情報の経済学』、日本評論社、2500円＋税（ISBN4-535-55414-5）。
・松島斉（2018）『ゲーム理論はアート』、日本評論社、2000円＋税（ISBN978-4-535-55892-2）。
・R. ギボンズ（1995）、『経済学のためのゲーム理論入門』、創文社、3200円＋税（ISBN4-423-85080）。
・A. ディキシット、B. ネイルバフ（2010）、『戦略的思考をどう実践するか』、阪急コミュニケーションズ、4000円＋税（ISBN4-484-
10108-8）。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
・ゲーム理論の事例、理論の発展史、紹介

【復習】　授業の内容を復習する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

宿題1の解説
完備情報下の静学的ゲーム#2
・順次消去による支配戦略均衡とナッシュ純粋戦略均衡

【復習】　授業の内容を復習する。宿題1の理解を確認する。 60

完備情報下の静学的ゲーム#1
・囚人のジレンマと支配戦略均衡

【復習】　授業の内容をよく理解した上で、宿題1に取り組む。 120

テーマ・概要
　ゲーム理論は、企業同士の関係、人と人との関係、国家間の関係などにおける戦略的な行動を理解する上で役に立つ知識を与えてくれ
る。企業同士の競争と協力関係、スポーツや戦争における戦略、労使交渉や国家間交渉など様々な状況をゲーム理論によって分析すること
ができる。また、オークションや公共財の供給などの経済政策もゲーム理論を使って制度設計されている。この授業では、ゲーム理論の基
礎を学ぶ。
　なお、授業の進捗に応じて、以下の授業の計画・内容、及び宿題の回数と提出日を一部変更する場合がある。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、以下を到達目標とする。
①ゲーム理論の基礎的な概念を学び、さまざまなゲームの結果を導出する理論的な理解力を養う。
②理論を産業組織、労働経済、企業の経済学、金融、国際経済、公共経済などの分野に応用して分析するための基礎知識を身につける。

到達目標

授業の計画と準備学修

ゲーム理論 ＜２＞

平尾　由紀子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211422003

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

完備情報下の静学的ゲーム#3
・ナッシュ混合戦略均衡

【復習】　授業の内容をよく理解した上で、宿題2に取り組む。 120

宿題2の解説
完備情報下の静学的ゲーム#4
・クールノー数量競争と ベルトラン価格競争

60

【復習】　授業の内容を復習する。宿題4の理解を確認する。 60

第9回 宿題4の解説
完備情報下における動学的ゲーム#4
・交渉ゲーム

第7回

第8回

【復習】　授業の内容を復習する。宿題2の理解を確認する。

完備情報下における動学的ゲーム#1
・展開型ゲームとサブゲーム完全均衡

【復習】　授業の内容をよく理解した上で、宿題3に取り組む。 120

宿題3の解説
完備情報下における動学的ゲーム#2
・ナッシュ均衡とサブゲーム完全均衡の関係

120

【復習】　授業の内容を復習する。宿題3の理解を確認する。 60

完備情報下における動学的ゲーム#3
・繰り返しのゲーム

【復習】　授業の内容をよく理解した上で、宿題4に取り組む。
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60

第11回

第12回

第13回

不完備情報下における静学的ゲーム#1
・ベイジアン・ナッシュ均衡

【復習】　授業の内容をよく理解した上で、宿題5に取り組む。

宿題5の解説
不完備情報下における静学的ゲーム#2
・オークションその1

【復習】　授業の内容を復習する。宿題5の理解を確認する。

不完備情報下における静学的ゲーム#3
・オークションその2

【復習】　授業の内容をよく理解した上で、宿題6に取り組む。

120

第10回

120

宿題6の解説
不完備情報下における動学的ゲーム#1
・ベイズの公式と完全ベイジアン均衡

120

120

第15回

【復習】　授業の内容を復習する。宿題6の理解を確認する。 60

不完備情報下における動学的ゲーム#2
・シグナリング・ゲームとしての参入阻止ゲーム

【復習】　授業の内容をよく理解した上で、宿題7に取り組む。

宿題7の解説
全体のまとめ

【復習】　宿題7の理解を確認する。
そして、これまでの授業全体の内容を復習して、最後の授業で示される「復習問題」に取り組む。

第14回
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　ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　授業時にはプリントを配布し、それをもとに講義を行う。宿題を定期的に課し、学生の理解度を見ながら授業を進める。また、不定期に
授業内演習を実施する。
　学生は、定期的に課す宿題、及び不定期に実施する授業内演習に取り組むことにより、授業の復習をする。分からないことを次回の授業
に持ち越さないようにする。また、上で示された準備学修の時間はあくまで目安であって、各自の理解度に応じて取り組むこと。なお、隔
週で課される宿題は、その時点での授業内容の理解を確認することを目的としている。

成績評価の方法
　宿題7回程度（25%を目安とする）と期末試験（75%を目安とする）をあわせて総合的に評価する。授業中に課す演習問題は、プラスアル
ファとして成績評価の対象とする。

成績評価の基準
　成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。また、次の点に着目し、その達成度により評価する。
①ゲーム理論の基礎的な概念を学び、さまざまなゲームの均衡を導出する理論の基礎を理解している。
②ゲーム理論を産業組織、労働経済、企業の経済学、金融、国際経済、公共経済などの分野に応用して分析す　るための基礎知識を身に付
けている。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
　特に関連が深いのは「情報とゲーム」。ただし、履修していなくても差し支えない。

テキスト
・渡辺隆裕（2008）『ゼミナール ゲーム理論入門』、日本経済新聞社、3500円＋税（ISBN978-4-532-13346-7）。
ただし、講義プリントを配布するので、テキストの購入は不要。

参考書
・梶井厚志、松井彰彦（2000）、『ミクロ経済学 戦略的アプローチ』、日本評論社、2300円＋税（ISBN4-535-55202-9） 。
・神戸伸輔（2004）、『入門ゲーム理論と情報の経済学』、日本評論社、2500円＋税（ISBN4-535-55414-5）。
・松島斉（2018）『ゲーム理論はアート』、日本評論社、2000円＋税（ISBN978-4-535-55892-2）。
・R. ギボンズ（1995）、『経済学のためのゲーム理論入門』、創文社、3200円＋税（ISBN4-423-85080）。
・A. ディキシット、B. ネイルバフ（2010）、『戦略的思考をどう実践するか』、阪急コミュニケーションズ、4000円＋税（ISBN4-484-
10108-8）。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

【予習】シラバスを熟読する。
【復習】授業の全体像や進め方、評価基準などについて確認する。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

政府の役割（１章、続き）
・経済における政府の役割について説明します（続）。

【予習】テキスト第１章を熟読。
【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。

60

政府の役割（１章）
・経済における政府の役割について説明します。

【予習】テキスト第１章を熟読。
【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。

60

テーマ・概要
政府の活動は社会保障、公共事業、国防など多岐に渡り、多くの国において重要な役割を果たしています。財政学は、このような政府の経
済活動について幅広く分析を行う学問です。本講義では、財政学の基礎について解説を行います。なお、授業の進捗状況によって、内容を
一部変更する場合があります。

ＤＰ６（専門分野の知識・理解）を実現するため、以下を到達目標とする。
・政府の役割について説明できる。
・政府の政策が経済に与える影響について理解する。
・現実の財政問題について考察できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

財政学 ＜１＞

内田　雄貴

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211422004

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

財政制度（２章）
・財政の仕組みと歴史について学びます。

【予習】テキスト第２章を熟読。
【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。

60

公共財（３章）
・「市場の失敗」にどう対処するかについて説明します。

60

【予習】テキスト第６章を熟読。
【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。

60

第9回 社会保障（６章続き）
・社会保障政策の世代間公平性と就業への影響を考えます（続）。

第7回

第8回

【予習】テキスト第３章を熟読。
【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。

租税１（４章）
・税の仕組みと原則を学びます。

【予習】テキスト第４章を熟読。
【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。

60

租税２（５章）
・基幹税をどう設計するかについて説明します。

60

【予習】テキスト第５章を熟読。
【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。

60

社会保障（６章）
・社会保障政策の世代間公平性と就業への影響を考えます。

【予習】テキスト第６章を熟読。
【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。
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60

第11回

第12回

第13回

地方財政（７章）
・国と地方の財政関係を学びます。

【予習】テキスト第７章を熟読。
【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。

異時点間の財政運営（８章）
・財政赤字の負担と発生原因を考えます。

【予習】テキスト第８章を熟読。
【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。

異時点間の財政運営（８章、続き）
・財政赤字の負担と発生原因を考えます（続）。

【予習】テキスト第８章を熟読。
【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。

60

第10回

60

財政政策のマクロ経済効果（９章）
・景気安定化機能を学びます。

120

60

第15回

【予習】テキスト第９章を熟読。
【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。

60

財政政策のマクロ経済効果（９章、続き）
・景気安定化機能を学びます。

【予習】テキスト第９章を熟読。
【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。

まとめ
・授業全体のまとめを行います。

【予習】これまでの講義資料を熟読。
【復習】授業全体を振り返り、不明な点はないか確認する。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
板書と配布物を中心に、講義形式で授業を行います。レポートを数回課し、授業内容の理解度を確認します。

成績評価の方法
平常点（レポート課題）50%、期末試験50%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
上記、到達目標の達成度に基づいて評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
先修科目として、「ミクロ経済学入門１・２」、「マクロ経済学入門１・２」が挙げられます。

テキスト
『財政のエッセンス』、西村・宮崎、有斐閣ストゥディア、1900円＋税、ISBN 978-4-641-15023-2

参考書
特にありません。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

授業のガイダンス
・授業に臨んでの注意事項
・授業のスケジュール
・授業中に行う小テストの扱いについて
・財政とは
・民間と公共の違い
【予習】Seikei Portal に予め掲載する授業用教材を熟読すること
【復習】参考図書の関連箇所を熟読するとともに，各自で作る講義ノートによる復習を十分に行い，不
明な点を後に残さないように努めること。

90

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

政府の予算

【予習】Seikei Portal に予め掲載する授業用教材を熟読すること
【復習】参考図書の関連箇所を熟読するとともに，各自で作る講義ノートによる復習を十分に行い，不
明な点を後に残さないように努めること。

90

政府の役割

【予習】Seikei Portal に予め掲載する授業用教材を熟読すること
【復習】参考図書の関連箇所を熟読するとともに，各自で作る講義ノートによる復習を十分に行い，不
明な点を後に残さないように努めること。

90

テーマ・概要
以下のふたつのポイントがこの授業のテーマである．
（1）わが国の制度や政策との関連で「財政」の役割と仕組みを理解すること，
（2）今日の主要な財政問題に関する論議を展望・整理すること。
今日，困難な問題が山積するわが国の財政について，その状況を確認しあわせてその解決の方策を辿りたい。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため以下を到達目標とする．財政の制度と理論に関する基本的な原理および思考のフレームワー
クを修得し，それに基づいて現実社会が直面する主要な財政問題の状況を把握し，問題解決の可能性について自分自身の考えを展開する力
を養う。授業の内容や課題を現実社会の問題の文脈において考える習慣を身につけ，そうした問題を解決するために必要な関連専門知識を
自ら主体的に学ぼうとする学習姿勢を涵養する。

到達目標

授業の計画と準備学修

財政学 ＜２＞

藤垣　芳文

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211422004

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

日本の財政の現状

【予習】Seikei Portal に予め掲載する授業用教材を熟読すること
【復習】参考図書の関連箇所を熟読するとともに，各自で作る講義ノートによる復習を十分に行い，不
明な点を後に残さないように努めること。

90

財政赤字はなぜ悪い

90

【予習】Seikei Portal に予め掲載する授業用教材を熟読すること
【復習】参考図書の関連箇所を熟読するとともに，各自で作る講義ノートによる復習を十分に行い，不
明な点を後に残さないように努めること。

90

第9回 税の転嫁

第7回

第8回

【予習】Seikei Portal に予め掲載する授業用教材を熟読すること
【復習】参考図書の関連箇所を熟読するとともに，各自で作る講義ノートによる復習を十分に行い，不
明な点を後に残さないように努めること。

公共財の理論

【予習】Seikei Portal に予め掲載する授業用教材を熟読すること
【復習】参考図書の関連箇所を熟読するとともに，各自で作る講義ノートによる復習を十分に行い，不
明な点を後に残さないように努めること。

90

民主制と投票のパラドクス

90

【予習】Seikei Portal に予め掲載する授業用教材を熟読すること
【復習】参考図書の関連箇所を熟読するとともに，各自で作る講義ノートによる復習を十分に行い，不
明な点を後に残さないように努めること。

90

税のしくみ

【予習】Seikei Portal に予め掲載する授業用教材を熟読すること
【復習】参考図書の関連箇所を熟読するとともに，各自で作る講義ノートによる復習を十分に行い，不
明な点を後に残さないように努めること。
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90

第11回

第12回

第13回

税の超過負担

【予習】Seikei Portal に予め掲載する授業用教材を熟読すること
【復習】参考図書の関連箇所を熟読するとともに，各自で作る講義ノートによる復習を十分に行い，不
明な点を後に残さないように努めること。

税の中立性と公平性

【予習】Seikei Portal に予め掲載する授業用教材を熟読すること
【復習】参考図書の関連箇所を熟読するとともに，各自で作る講義ノートによる復習を十分に行い，不
明な点を後に残さないように努めること。

税制改革

【予習】Seikei Portal に予め掲載する授業用教材を熟読すること
【復習】参考図書の関連箇所を熟読するとともに，各自で作る講義ノートによる復習を十分に行い，不
明な点を後に残さないように努めること。

90

第10回

90

公債の負担

120

90

第15回

【予習】Seikei Portal に予め掲載する授業用教材を熟読すること
【復習】参考図書の関連箇所を熟読するとともに，各自で作る講義ノートによる復習を十分に行い，不
明な点を後に残さないように努めること。

90

公債と財政運営

【予習】Seikei Portal に予め掲載する授業用教材を熟読すること
【復習】参考図書の関連箇所を熟読するとともに，各自で作る講義ノートによる復習を十分に行い，不
明な点を後に残さないように努めること。

復習とまとめ

【復習】期末試験に備え，この授業を振り返り，到達目標と自分の理解度とを点検し，不足している知
識等を確認し，学修する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義を主体に授業を進める。毎回，プリントを配布し，それにもとづいて講義を行う。数回の授業内小テストを実施し，理解の状況を判定
する。

成績評価の方法
平常点（出席，授業中の小テスト）と期末試験を総合して評価する。評価の割合は，平常点50％，期末試験50％を予定する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し，その達成度により評価する。
（１）私的部門との比較で公的部門の特徴を理解し，その関連で予算や課税のしくみを説明できる。
（２）財政がミクロ的・マクロ的に市場経済に及ぼす影響の基本的しくみを説明できる。
（３）今日の日本の財政状況を理解し，その解決に必要な方法について意見を述べることができる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
先修科目として「ミクロ経済学入門」「マクロ経済学入門」。

テキスト
必ずしも特定の教科書に即した授業を行うわけではないが，井堀利宏『財政学』（第4版），新世社，2200円＋消費税，」ISBN4-88384-
092-1，を授業とともに読み進めることを勧める。なお，毎回，授業の１週間前をめどに，授業用教材を SeikeiPortal の「授業資料」欄
に掲載するので，それをダウンロードして授業に臨むこと。

参考書
　参考書は必要に応じて授業中に紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
・国際収支と日本の貿易パターンの変遷

【復習】　授業の内容を復習する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

宿題1の解説
課題レポートのテーマを指示
リカード・モデル#2
・貿易パターン、交易条件と貿易の利益

【復習】　授業の内容を復習する。宿題1の理解を確認する。 60

リカード・モデル#1
・絶対優位と比較優位の概念

【復習】　授業の内容をよく理解した上で、宿題1に取り組む。 120

テーマ・概要
　国際経済のミクロ経済学的側面について講義する。財・サービスの貿易理論、各国の通商政策、国際貿易体制、および国際経済の時事問
題などについて学ぶ。
　なお、授業の進捗に応じて、以下の授業の計画・内容、及び宿題の回数と提出日を一部変更する場合がある。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、以下を到達目標とする。
①貿易の経済理論を学ぶことにより、日本や海外諸国の貿易の特徴と変遷に関する知識を深める。
②貿易が各国経済に及ぼす厚生効果について学び、通商政策と国際貿易体制に関する理解を深める。

到達目標

授業の計画と準備学修

国際経済学 ＜１＞

平尾　由紀子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211422005

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

ヘクシャー=オリーン・モデル#1
・自国と外国の生産可能領域

【復習】　授業の内容をよく理解した上で、宿題2に取り組む。 120

宿題2の解説
ヘクシャー=オリーン・モデル#2
・貿易のパターンと交易条件

90

【復習】　授業の内容を復習する。宿題4の理解を確認する。
【予習】　課題レポートのテーマについて引き続き調べる。

90

第9回 宿題4の解説
貿易政策の経済理論#1
・輸入関税と数量制限

第7回

第8回

【復習】　授業の内容を復習する。宿題2の理解を確認する。
【予習】　課題レポートの課題について調べ始める。

ヘクシャー=オリーン・モデル#3
・貿易と所得分配

【復習】　授業の内容をよく理解した上で、宿題3に取り組む。 120

宿題3の解説
規模の経済性と産業内貿易

120

【復習】　授業の内容を復習する。宿題3の理解を確認する。
【予習】　課題レポートの課題について引き続き調べる。

90

貿易の利益と経済成長

【復習】　授業の内容をよく理解した上で、宿題4に取りむ。
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120

第11回

第12回

第13回

貿易政策の経済理論#2
・大国の輸入関税とその他の政策手段

【復習】　授業の内容をよく理解した上で、宿題5に取り組む。

宿題5の解説
貿易摩擦と貿易政策

【復習】　授業の内容を復習する。宿題5の理解を確認する。
【予習】　課題レポートの執筆を始める。

貿易政策の政治経済論

【復習】　授業の内容をよく理解した上で、宿題6に取り組む。

120

第10回

120

宿題6の解説
国際貿易体制#1
・GATTとWTO

120

120

第15回

【復習】　授業の内容を復習する。宿題6の理解を確認する。
【予習】　課題レポートの執筆を続ける。

120

国際貿易体制#2
・FTAとTPP

【復習】　授業の内容をよく理解した上で、宿題7に取り組む。

宿題7の解説
全体のまとめ

【復習】　宿題7の理解を確認する。また、これまでの授業全体の内容を復習する。
【予習】　課題レポートを仕上げる。

第14回
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　ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　授業時にはプリントを配布し、それをもとに講義を行う。宿題を定期的に課し、また授業中に折々短い演習問題を課して、学生の理解度
を見ながら進めていく。学生は、定期的に課される宿題、及び不定期に実施する授業内演習に取り組むことにより、授業の復習をする。分
からないことを次回の授業に持ち越さないようにする。また、上で示された準備学修の時間はあくまで目安であって、各自の理解度に応じ
て取り組むこと。
　なお、宿題と課題レポートの狙いは以下のとおりである。
・宿題：隔週提出。その時々の授業内容の理解を確認する。
・課題レポート：現実の国際貿易の制度・しくみについて各自が調べることにより、知識を深めることを目的とする。

成績評価の方法
　宿題7回程度と課題レポート（30%を目安とする）、期末試験（70%を目安とする）をあわせて総合的に評価する。授業中に実施する短い
演習も成績評価の対象とする。

成績評価の基準
　成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。また、次の点に着目し、その達成度により評価する。
①日本や海外諸国の貿易の特徴と変遷に関する理論的・現実的な理解を深めている。
②貿易が各国経済に及ぼす効果、および通商政策と国際貿易体制について経済分析をすることができる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
　国際貿易の理解には、「ミクロ経済学入門」、「企業と市場」、「ミクロ経済学」、「経済発展」などの科目が役に立つ。ただし、これ
らの科目を履修していなくても差し支えない。また、「企業と産業の国際戦略」と本科目を一緒に履修することによって、国際経済学のミ
クロ経済学的な理解が深まる。

テキスト
・大川昌幸（2015）『コア・テキスト 国際経済学 第2版』、新生社、2,650円＋税（ISBN978-4-88384-232-2）。
ただし、授業時に講義プリントを配布するので、テキストの購入は不要。

参考書
・若杉隆平（2009）、『国際経済学 第3版』、岩波書店、2600円＋税（ISBN978-4-00-026699-4）。
・P.クルーグマンとM.オブズフェルド（1997）、『国際経済I  国際貿易』、新生社、3,800円＋税（ISBN4-915787-58-3）。
・木村福成（2000）、『国際経済学入門』、日本評論社、3,200円＋税（ISBN4-535-55128-6）。
・土屋六郎編著（1997）、『国際経済学』、東洋経済新報社、2,300円＋税（ISBN4-492-81431-0）。
・R. Feenstra and A. Taylor (2012), "International Economics, Second Edition," Worth Publishers.

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

序論：国際経済学は何を研究するのか？

教科書第1章および配布資料を用いての予習と復習 120

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

労働生産性と比較優位：リカードの理論

教科書第3章および配布資料を用いての予習と復習 120

世界貿易の概観：誰と誰が貿易をするのか？貿易のパターンはどう変化してきたか？

教科書第2章および配布資料を用いての予習と復習 120

テーマ・概要
国際経済学の基礎理論を学ぶ。それを踏まえ、現実の国際貿易・資本取引がどのように推移しているのか。それは各国の貿易政策や貿易協
定によってどのように影響を受けるのか、あるいは、各国の国民の経済厚生、文化、労働条件、環境に対してどのような影響を及ぼすの
か、を確認し、国際経済についての理解を深める。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため以下を到達目標とする。すなわち、自由貿易の利益、保護主義の問題点ないし課題、貿易と
産業構造や環境問題との関係等についての基礎理論を理解し、それを踏まえて、世界の国々が自由貿易を通して手を携え合うことの大切さ
を理解すること、これを第一の到達目標とする。あわせて、貿易摩擦の解決機関としての世界貿易機関(WTO)の役割、およびWTOの裁定と国
家利益との緊張関係についても議論できるようになること、そして、貿易が労働賃金、労働基準、自然環境に影響を与えているという観点
からの反グローバリズム・反自由貿易主義に立つ考え方に対しても、冷静な評価を下せるための客観的知識と能力を身に付けること、これ
を第二の到達目標とする。

到達目標

授業の計画と準備学修

国際経済学 ＜２＞

藤垣　芳文

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211422005

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

資源と比較優位：ヘクシャー＝オリーンの理論

教科書第4章および配布資料を用いての予習と復習 120

貿易の標準モデル：交易条件はどのように決まるのか？

120

教科書第7章および配布資料を用いての予習と復習 120

第9回 労働、資本の国際移動、直接対外投資と多国籍企業

第7回

第8回

教科書第5章前半および配布資料を用いての予習と復習

関税・輸出補助金の効果

教科書第5章後半および配布資料を用いての予習と復習 120

規模の経済、あるいは不完全競争の下での国際貿易

120

教科書第6章および配布資料を用いての予習と復習 120

中間試験（理解度確認テスト）

教科書第1〜6章およびそれまでに配布した資料を用いての予習と復習
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120

第11回

第12回

第13回

貿易政策の基礎理論（1）：関税

教科書第8章前半および配布資料を用いての予習と復習

貿易政策の基礎理論（2）：関税以外の貿易政策

教科書第8章後半および配布資料を用いての予習と復習

貿易政策の政治経済：自由貿易をめぐる対立と国際貿易協定

教科書第9章および配布資料を用いての予習と復習

120

第10回

120

発展途上国の貿易政策

120

120

第15回

教科書第10章および配布資料を用いての予習と復習 120

貿易政策を巡る議論：積極的な貿易介入政策に関する発展的な議論

教科書第11章および配布資料を用いての予習と復習

授業のまとめ

教科書全体とそれまでに配布した資料を用いての復習。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義を主体に授業を進める。毎回、プリントを配布し、それにもとづいて講義を行う。数回の授業内小テストを実施し、理解の状況を判定
する。

成績評価の方法
平常点（出席、授業中の小テスト）と期末試験を総合して評価する。評価の割合は、平常点50％、期末試験50％を予定する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.　
上記、達成目標の達成度にもとづいて評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
先修科目として「ミクロ経済学入門」「マクロ経済学入門」。

テキスト
クルーグマン・P・R、オブスフェフド・M 著『クルーグマンの国際経済学 理論と政策（上 貿易編）、原著第８版』、丸善出版、2014

参考書
中西訓嗣 著『国際経済学　国際貿易編』、ミネルヴァ書房、2013
大川昌幸 著『コア・テキスト 国際経済学 第２版』、新世社、2015

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス／金融の役割
・講義計画の全体像を説明する．
・金融取引の基本的な機能について説明する．

金融の全体像を理解するよう復習する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

日本の資金循環
・資金循環統計を見ながら、日本の金融システムの全体像について説明する。

授業内容を復習し、練習問題があればそれを解く。 60

金融システム
・金融仲介の全体像である金融システムについて説明する。

授業内容を復習し、練習問題があればそれを解く。 60

テーマ・概要
金融取引とは、現在利用する予定のない資源を所有する資金余剰主体と現在資源を利用したいが資源を所有していない資金不足主体が資源
を融通し合う取引である。本科目では、金融取引に関する様々な仕組や機能を経済学に基づいて解説します。また、金融資産の価格の決定
メカニズムや、金融機関の役割などについても解説します。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、以下を到達目標とする。
金融についての基本的知識を習得する。日々のニュース・新聞報道などで議論される金融機関や金融市場の動きや相互作用などが理解でき
るようになる事を目標とする。

到達目標

授業の計画と準備学修

金融経済学 ＜１＞

鈴木　史馬

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211422006

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

金融取引の基本
・金利やリスクプレミアムなど、金融取引に際して重要な事項を説明する。

授業内容を復習し、練習問題があればそれを解く。 60

金融市場の均衡〜貯蓄と投資の関係(1)
・マクロ経済における貯蓄と投資の均衡について基本モデルを説明する。

60

授業内容を復習し、練習問題があればそれを解く。 60

第9回 日本の財政赤字と金融政策
・政府部門を考慮した金融市場の均衡のモデルを利用し、日本の財政赤字や金融政策に分析する。

第7回

第8回

授業内容を復習し、練習問題があればそれを解く。。

金融市場の均衡から見た日本経済
・金融市場の均衡の基本モデルを利用し、日本の資金循環について分析する。

授業内容を復習し、練習問題があればそれを解く。 60

これまでの理解度の確認
・これまでの指定箇所を中心に学習内容についての到達度を確認するための小テストを行う．
・テスト終了後，テスト内容についての解説や補足を行う．

60

小テストに向けてよく復習する。 60

金融市場の均衡〜貯蓄と投資の関係(2)
・政府が国債を発行する場合の金融市場の均衡のモデルについて説明する。

授業内容を復習し、練習問題があればそれを解く。
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60

第11回

第12回

第13回

金融市場の均衡〜貯蓄と投資の関係(3)
・海外との取引がある場合の金融市場金融市場の均衡のモデルについて説明する。

授業内容を復習し、練習問題があればそれを解く。

金融市場の均衡〜貯蓄と投資の関係(4)
・海外との取引がある場合の金融市場金融市場の均衡のモデルについて説明する。

授業内容を復習し、練習問題があればそれを解く。

日本の金融収支
・海外部門を考慮した金融市場の均衡のモデルを利用し、日本と海外の資金取引を分析する。

授業内容を復習し、練習問題があればそれを解く。

60

第10回

60

金融の基礎(1)
・講義では扱わなかった金融経済学上の重要トピックについて解説する。

60

60

第15回

授業内容を復習し、練習問題があればそれを解く。 60

金融の基礎(2)
・講義では扱わなかった金融経済学上の重要トピックについて解説する。

授業内容を復習し、練習問題があればそれを解く。

講義のまとめ

授業内容を復する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
一般の講義形式で行いますが，講義中に，教員から受講生に質問をして返答を求めることがあります．
なお，授業の進度に応じて授業内のテスト（到達度確認テスト等）の実施時期，回数は異なることもあります。

成績評価の方法
学期末の定期試験（４０％）と、平常点（６０％）で総合的に評価します．
平常点は授業内に実施される到達度確認テストや数回の小テスト等の結果の合計です．

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
上記、到達目標の達成度に基づき評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
先修科目としては「マクロ経済学入門1・2」、「ミクロ経済学入門1・2」など。
関連科目として「マクロ経済学」「ファイナンスの基礎」「日本の金融制度」があります。

テキスト
特に指定しない。

参考書
『日本経済新聞』。また、適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス／金融の役割
・講義計画の全体像を説明する．
・金融取引の基本的な機能について説明する．

金融の全体像を理解するよう復習する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

日本の資金循環
・資金循環統計を見ながら、日本の金融システムの全体像について説明する。

授業内容を復習し、練習問題があればそれを解く。 60

金融システム
・金融仲介の全体像である金融システムについて説明する。

授業内容を復習し、練習問題があればそれを解く。 60

テーマ・概要
金融取引とは、現在利用する予定のない資源を所有する資金余剰主体と現在資源を利用したいが資源を所有していない資金不足主体が資源
を融通し合う取引である。本科目では、金融取引に関する様々な仕組や機能を経済学に基づいて解説します。また、金融資産の価格の決定
メカニズムや、金融機関の役割などについても解説します。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、以下を到達目標とする。
金融についての基本的知識を習得する。日々のニュース・新聞報道などで議論される金融機関や金融市場の動きや相互作用などが理解でき
るようになる事を目標とする。

到達目標

授業の計画と準備学修

金融経済学 ＜２＞

鈴木　史馬

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211422006

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

金融取引の基本
・金利やリスクプレミアムなど、金融取引に際して重要な事項を説明する。

授業内容を復習し、練習問題があればそれを解く。 60

金融市場の均衡〜貯蓄と投資の関係(1)
・マクロ経済における貯蓄と投資の均衡について基本モデルを説明する。

60

授業内容を復習し、練習問題があればそれを解く。 60

第9回 日本の財政赤字と金融政策
・政府部門を考慮した金融市場の均衡のモデルを利用し、日本の財政赤字や金融政策に分析する。

第7回

第8回

授業内容を復習し、練習問題があればそれを解く。。

金融市場の均衡から見た日本経済
・金融市場の均衡の基本モデルを利用し、日本の資金循環について分析する。

授業内容を復習し、練習問題があればそれを解く。 60

これまでの理解度の確認
・これまでの指定箇所を中心に学習内容についての到達度を確認するための小テストを行う．
・テスト終了後，テスト内容についての解説や補足を行う．

60

小テストに向けてよく復習する。 60

金融市場の均衡〜貯蓄と投資の関係(2)
・政府が国債を発行する場合の金融市場の均衡のモデルについて説明する。

授業内容を復習し、練習問題があればそれを解く。

- 595 -



60

第11回

第12回

第13回

金融市場の均衡〜貯蓄と投資の関係(3)
・海外との取引がある場合の金融市場金融市場の均衡のモデルについて説明する。

授業内容を復習し、練習問題があればそれを解く。

金融市場の均衡〜貯蓄と投資の関係(4)
・海外との取引がある場合の金融市場金融市場の均衡のモデルについて説明する。

授業内容を復習し、練習問題があればそれを解く。

日本の金融収支
・海外部門を考慮した金融市場の均衡のモデルを利用し、日本と海外の資金取引を分析する。

授業内容を復習し、練習問題があればそれを解く。

60

第10回

60

金融の基礎(1)
・講義では扱わなかった金融経済学上の重要トピックについて解説する。

60

60

第15回

授業内容を復習し、練習問題があればそれを解く。 60

金融の基礎(2)
・講義では扱わなかった金融経済学上の重要トピックについて解説する。

授業内容を復習し、練習問題があればそれを解く。

講義のまとめ

授業内容を復する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
一般の講義形式で行いますが，講義中に，教員から受講生に質問をして返答を求めることがあります．
なお，授業の進度に応じて授業内のテスト（到達度確認テスト等）の実施時期，回数は異なることもあります。

成績評価の方法
学期末の定期試験（４０％）と、平常点（６０％）で総合的に評価します．
平常点は授業内に実施される到達度確認テストや数回の小テスト等の結果の合計です．

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
上記、到達目標の達成度に基づき評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
先修科目としては「マクロ経済学入門1・2」、「ミクロ経済学入門1・2」など。
関連科目として「マクロ経済学」「ファイナンスの基礎」「日本の金融制度」があります。

テキスト
特に指定しない。

参考書
『日本経済新聞』。また、適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

オリエンテーション

【復習】講義で扱った事例や理論に当てはまる企業の事例を探してみる 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

マーケティング①　
~理論：顧客のニーズをとらえる~

【復習】講義で扱った理論の内容を復習する 60

競争戦略論とは　
~競争戦略論の全体像~

【復習】講義で扱った理論の内容を復習する 60

テーマ・概要
　この授業では企業の活動について知り、「戦略とは何か」を理解することを目的とします。
　戦略には、競争戦略と経営戦略という二つの大きな流れがあります。競争戦略では一つのビジネス(事業)で成功するための方法を考えま
す。経営戦略では複数のビジネス(事業)を束ね、企業全体として成長していくための方法を考えます。
　この講義は、競争戦略の基礎的な理論や実際の企業の事例を説明します。現実の課題に対して理論がどのように適用できるかを理解する
機会として、実際の企業で活躍しているビジネスマンをゲストにお招きして、プレゼンテーションをしてもらうセッションを設けます。
競争戦略＜1＞と競争戦略＜2＞は同一内容ですが、プレゼンテーションセッションのゲストが異なる場合があります。

DP2(課題の発見と解決)、DP6（専門分野の知識・理解）を実現するために、以下の3点を達成目標とする。
(1)競争戦略論の基礎的な理論を理解することができる
(2)実際の企業の事例を書籍、新聞、インターネット等から情報収集することができる
(3)競争戦略論の基礎的な理論を用いて、企業の事例を分析することができる

到達目標

授業の計画と準備学修

競争戦略 ＜１＞

浜松　翔平

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211422007

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

マーケティング②　
~理論：ニーズの多様性と相互作用を利用する~

【復習】書籍や新聞やインターネット等で理論に当てはまる企業事例を探す 60

マーケティング③　
~事例紹介~

90

【復習】講義で扱った理論の内容を復習する 60

第9回 事業システム①　
~理論：事業システムでの差別化~

第7回

第8回

【復習】企業の分析を実施する

競争①　
~理論：競争優位を作る~

【復習】講義で扱った理論の内容を復習する 60

競争②　
~理論：反撃を見越す、敵にしない~

90

【復習】書籍や新聞やインターネット等で理論に当てはまる企業事例を探す 60

競争③　
~事例紹介~

【復習】企業分析を実施する
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90

第11回

第12回

第13回

事業システム②　
~理論：効率性と波及効果~

【復習】書籍や新聞やインターネット等で理論に当てはまる企業事例を探す

事業システム③　
~事例紹介~

【復習】企業の分析を実施する

技術①　
~理論:技術蓄積の活用~

【復習】講義で扱った理論の内容を復習する

60

第10回

60

技術②　
~理論：戦略と技術の関係~

60

90

第15回

【復習】書籍や新聞やインターネット等で理論に当てはまる企業事例を探す 60

技術③　
~事例紹介~

【復習】企業の分析を実施する

まとめ　
~競争戦略論の総括~

【復習】講義で扱った理論や事例を復習する

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　授業は基本的には講義形式で行いますが、質疑応答やコメントシートの記載を通じて双方向の授業形式を取り入れます。講義の内容とし
ては、3つに分かれます。まず、戦略の理論に関する講義です。これが本講義の中心的な内容となります。そして、紹介した理論を用い
て、実際の企業事例の分析を解説します。最後に、経営を実際に行うビジネスマンからプレゼンテーションを行ってもらうことで、リアル
な経営現場について知ることができます。これら3段階のプロセスを経験することで、競争戦略の基礎的理解を深め、その面白さを体験で
きる構成を取っています。
　レジュメは配布しません。聞くだけでなく書くことによっても頭を働かせることができるためです。必ず、ノートを持参してください。
ノートテイクを前提とした授業のため、重要な箇所は、メモを取る時間をとり書いてもらいます。
　授業の進捗によって内容は一部変更する可能性があります。

成績評価の方法
中間評価（レポート）40％、最終評価（テスト）40％、平常点（コメントシートの記入等）20％とします。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
到達目標の達成度に基づいて評価する。
(1)競争戦略論の基礎的な理論を理解することができる
(2)実際の企業の事例を書籍、新聞、インターネット等から情報収集することができる
(3)競争戦略論の基礎的な理論を用いて、企業の事例を分析することができる

必要な予備知識／先修科目／関連科目
予習は特に必要ありません。その他に必要な作業は授業で指示します。

テキスト
テキストは必要ありません。講義におけるプレゼン資料がテキストになります。

参考書
伊丹敬之(2003)『経営戦略の論理（第3版）』日本経済新聞出版社.
伊丹敬之(2012)『経営戦略の論理（第4版）ダイナミック適合と不均衡ダイナミズム 』日本経済新聞出版社.
伊丹敬之・加護野忠男(2003)『ゼミナール経営学入門 第３版』日本経済新聞社.

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

オリエンテーション

【復習】講義で扱った事例や理論に当てはまる企業の事例を探してみる 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

マーケティング①　
~理論：顧客のニーズをとらえる~

【復習】講義で扱った理論の内容を復習する 60

競争戦略論とは　
~競争戦略論の全体像~

【復習】講義で扱った理論の内容を復習する 60

テーマ・概要
　この授業では企業の活動について知り、「戦略とは何か」を理解することを目的とします。
　戦略には、競争戦略と経営戦略という二つの大きな流れがあります。競争戦略では一つのビジネス(事業)で成功するための方法を考えま
す。経営戦略では複数のビジネス(事業)を束ね、企業全体として成長していくための方法を考えます。
　この講義は、競争戦略の基礎的な理論や実際の企業の事例を説明します。現実の課題に対して理論がどのように適用できるかを理解する
機会として、実際の企業で活躍しているビジネスマンをゲストにお招きして、プレゼンテーションをしてもらうセッションを設けます。
競争戦略＜1＞と競争戦略＜2＞は同一内容ですが、プレゼンテーションセッションのゲストが異なる場合があります。

DP2(課題の発見と解決)、DP6（専門分野の知識・理解）を実現するために、以下の3点を達成目標とする。
(1)競争戦略論の基礎的な理論を理解することができる
(2)実際の企業の事例を書籍、新聞、インターネット等から情報収集することができる
(3)競争戦略論の基礎的な理論を用いて、企業の事例を分析することができる

到達目標

授業の計画と準備学修

競争戦略 ＜２＞

浜松　翔平

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211422007

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

マーケティング②　
~理論：ニーズの多様性と相互作用を利用する~

【復習】書籍や新聞やインターネット等で理論に当てはまる企業事例を探す 60

マーケティング③　
~事例紹介~

90

【復習】講義で扱った理論の内容を復習する 60

第9回 事業システム①　
~理論：事業システムでの差別化~

第7回

第8回

【復習】企業の分析を実施する

競争①　
~理論：競争優位を作る~

【復習】講義で扱った理論の内容を復習する 60

競争②　
~理論：反撃を見越す、敵にしない~

90

【復習】書籍や新聞やインターネット等で理論に当てはまる企業事例を探す 60

競争③　
~事例紹介~

【復習】企業分析を実施する
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90

第11回

第12回

第13回

事業システム②　
~理論：効率性と波及効果~

【復習】書籍や新聞やインターネット等で理論に当てはまる企業事例を探す

事業システム③　
~事例紹介~

【復習】企業の分析を実施する

技術①　
~理論:技術蓄積の活用~

【復習】講義で扱った理論の内容を復習する

60

第10回

60

技術②　
~理論：戦略と技術の関係~

60

90

第15回

【復習】書籍や新聞やインターネット等で理論に当てはまる企業事例を探す 60

技術③　
~事例紹介~

【復習】企業の分析を実施する

まとめ　
~競争戦略論の総括~

【復習】講義で扱った理論や事例を復習する

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　授業は基本的には講義形式で行いますが、質疑応答やコメントシートの記載を通じて双方向の授業形式を取り入れます。講義の内容とし
ては、3つに分かれます。まず、戦略の理論に関する講義です。これが本講義の中心的な内容となります。そして、紹介した理論を用い
て、実際の企業事例の分析を解説します。最後に、経営を実際に行うビジネスマンからプレゼンテーションを行ってもらうことで、リアル
な経営現場について知ることができます。これら3段階のプロセスを経験することで、競争戦略の基礎的理解を深め、その面白さを体験で
きる構成を取っています。
　レジュメは配布しません。聞くだけでなく書くことによっても頭を働かせることができるためです。必ず、ノートを持参してください。
ノートテイクを前提とした授業のため、重要な箇所は、メモを取る時間をとり書いてもらいます。
　授業の進捗によって内容は一部変更する可能性があります。

成績評価の方法
中間評価（レポート）40％、最終評価（テスト）40％、平常点（コメントシートの記入等）20％とします。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
到達目標の達成度に基づいて評価する。
(1)競争戦略論の基礎的な理論を理解することができる
(2)実際の企業の事例を書籍、新聞、インターネット等から情報収集することができる
(3)競争戦略論の基礎的な理論を用いて、企業の事例を分析することができる

必要な予備知識／先修科目／関連科目
予習は特に必要ありません。その他に必要な作業は授業で指示します。

テキスト
テキストは必要ありません。講義におけるプレゼン資料がテキストになります。

参考書
伊丹敬之(2003)『経営戦略の論理（第3版）』日本経済新聞出版社.
伊丹敬之(2012)『経営戦略の論理（第4版）ダイナミック適合と不均衡ダイナミズム 』日本経済新聞出版社.
伊丹敬之・加護野忠男(2003)『ゼミナール経営学入門 第３版』日本経済新聞社.

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

オリエンテーション
・講義の内容、進め方等について説明する。

【予習】シラバスに再度目を通し、講義の目的と全体的な内容を把握しておく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

マーケティングの誕生
・マーケティングが誕生した歴史的背景と発展について理解する。

【復習】講義で学んだキーワードを説明できるようにする。 60

マーケティングとはなにか
・マーケティングと呼ばれる活動とその主体について理解する。

【予習】新聞のマーケティング関連記事を読む。 60

テーマ・概要
本科目は、売れる仕組みを作る企業のマーケティング活動を総合的に理解することをテーマとします。企業は、自社の提供する製品やサー
ビスが消費者の支持を得て購買され続けなければ、存続と成長を実現することができません。つまり、消費者にとっての価値を理解し、
「売れる製品やサービスを作る」ことが企業にとっての最重要課題なのです。　
本講義では、身近な現象や事例を用いながらマーケティングの基礎的概念やフレームワークを解説します。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、以下を到達目標とする。
・企業におけるマーケティングの活動と役割を理解する。
・マーケティングの基本であるSTPと4Pの概念および主要フレームワークを実例とともに説明できる。
・学んだ知識を活かして実際のマーケティング戦略や戦術を考察できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

マーケティング ＜１＞

井上　淳子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211422008

2 2019年度 前期

- 606 -



第4回

第5回

第6回

マーケティングの基礎概念
・マーケティングの基本概念であるSTP、４Pを理解する。
*課題レポート提出。

【予習】課題レポート作成のために指示された情報、資料を収集しておく。
【復習】講義で学んだキーワードを説明できるようにする。

90

製品戦略
・４PのうちのProduct（製品）のマネジメントについて理解する。
*レポートの発表、フィードバック。

60

【復習】講義で学んだキーワードを説明できるようにする。 60

第9回 ヒット商品分析
・ヒット商品番付にランキングしている商品のヒット要因をマーケティングの観点から考察する。
*課題レポート提出。

第7回

第8回

【復習】講義で学んだキーワードを説明できるようにする。

価格戦略
・４PのうちのPrice（価格）のマネジメントについて理解する。
・価格設定のさまざまな方法を具体的に学ぶ。

【復習】講義で学んだキーワードを説明できるようにする。価格設定の計算ができるようにする。 60

流通戦略
・４PのうちのPlace（流通）のマネジメントについて理解する。
・日本特有の流通構造や問題について考察する。

90

【予習】日本の流通と海外の流通の違いを調べておく。
【復習】講義で学んだキーワードを説明できるようにする。

90

プロモーション戦略
・４PのうちのPromotion（広告・プロモーション）のマネジメントについて理解する。

【復習】講義で学んだキーワードを説明できるようにする。
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60

第11回

第12回

第13回

消費者行動
・マーケティングの対象である消費者がどのように意思決定するかについて理解する。
*レポートの発表、フィードバック。

【予習】事前配布の資料に目を通しておく

戦略的マーケティング
・市場での競争のとらえ方、市場地位別の競争戦略について理解する。

【復習】講義で学んだキーワードを説明できるようにする。

ブランド・マネジメント
・企業の重要な資産であるブランドのマネジメントについて理解する。
*課題レポート提出。

【予習】ブランドとは何かという問いに回答できるように考えをまとめておく。
【復習】講義で学んだキーワードを説明できるようにする。

90

第10回

90

リレーションシップ・マーケティング
・顧客との関係性構築とそのマネジメントについて理解する。
*レポートの発表、フィードバック。

60

120

第15回

【復習】講義で学んだキーワードを説明できるようにする。 60

到達度確認クイズ
・これまでの学修内容について不明点を解消し、完全な理解を目指すため、確認テストを実施する

【予習】講義の内容全体を振り返り、テストに備える。また不明点を明確にしておく。

最新マーケティング戦略事例
・最新のマーケティング事例や現象について知り、トレンドとその背景を理解する。

【予習】気になる最近のマーケティング事例を自分で調べておく。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
授業は講義を中心に行う。また、理解促進のために、新聞記事、映像、ケース等を用いる。

成績評価の方法
課題レポート（30%）、学期末試験（70％）によって評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その到達度により評価する。
・マーケティングの基本であるSTPと4Pの概念および主要フレームワークを実例とともに説明できる。
・学んだ知識を活かして実際のマーケティング戦略や戦術を考察できる。　
・学んだ知識を活かし、マーケティング課題への解決策を提案できる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「会社入門」、「企業経営入門」などの経営関連科目全般。

テキスト
特に指定しない。必要な文献や資料などは適宜配布、紹介します。なお、下記の参考図書を講義の前後に参照すると内容の理解が進むで
しょう。

参考書
『コア・テキスト　マーケティング』、山本晶[著]、新世社。
『マーケティング戦略』、和田充夫・恩蔵直人・三浦俊彦[著]、有斐閣アルマ。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

オリエンテーション
・講義の内容、進め方等について説明する。

【予習】シラバスに再度目を通し、講義の目的と全体的な内容を把握しておく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

マーケティングの誕生
・マーケティングが誕生した歴史的背景と発展について理解する。

【復習】講義で学んだキーワードを説明できるようにする。 60

マーケティングとはなにか
・マーケティングと呼ばれる活動とその主体について理解する。

【予習】新聞のマーケティング関連記事を読む。 60

テーマ・概要
本科目は、売れる仕組みを作る企業のマーケティング活動を総合的に理解することをテーマとします。企業は、自社の提供する製品やサー
ビスが消費者の支持を得て購買され続けなければ、存続と成長を実現することができません。つまり、消費者にとっての価値を理解し、
「売れる製品やサービスを作る」ことが企業にとっての最重要課題なのです。　
本講義では、身近な現象や事例を用いながらマーケティングの基礎的概念やフレームワークを解説します。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、以下を到達目標とする。
・企業におけるマーケティングの活動と役割を理解する。
・マーケティングの基本であるSTPと4Pの概念および主要フレームワークを実例とともに説明できる。
・学んだ知識を活かして実際のマーケティング戦略や戦術を考察できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

マーケティング ＜２＞

井上　淳子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211422008

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

マーケティングの基礎概念
・マーケティングの基本概念であるSTP、４Pを理解する。
*課題レポート提出。

【予習】課題レポート作成のために指示された情報、資料を収集しておく。
【復習】講義で学んだキーワードを説明できるようにする。

90

製品戦略
・４PのうちのProduct（製品）のマネジメントについて理解する。
*レポートの発表、フィードバック。

60

【復習】講義で学んだキーワードを説明できるようにする。 60

第9回 ヒット商品分析
・ヒット商品番付にランキングしている商品のヒット要因をマーケティングの観点から考察する。
*課題レポート提出。

第7回

第8回

【復習】講義で学んだキーワードを説明できるようにする。

価格戦略
・４PのうちのPrice（価格）のマネジメントについて理解する。
・価格設定のさまざまな方法を具体的に学ぶ。

【復習】講義で学んだキーワードを説明できるようにする。価格設定の計算ができるようにする。 60

流通戦略
・４PのうちのPlace（流通）のマネジメントについて理解する。
・日本特有の流通構造や問題について考察する。

90

【予習】日本の流通と海外の流通の違いを調べておく。
【復習】講義で学んだキーワードを説明できるようにする。

90

プロモーション戦略
・４PのうちのPromotion（広告・プロモーション）のマネジメントについて理解する。

【復習】講義で学んだキーワードを説明できるようにする。
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60

第11回

第12回

第13回

消費者行動
・マーケティングの対象である消費者がどのように意思決定するかについて理解する。
*レポートの発表、フィードバック。

【予習】事前配布の資料に目を通しておく

戦略的マーケティング
・市場での競争のとらえ方、市場地位別の競争戦略について理解する。

【復習】講義で学んだキーワードを説明できるようにする。

ブランド・マネジメント
・企業の重要な資産であるブランドのマネジメントについて理解する。
*課題レポート提出。

【予習】ブランドとは何かという問いに回答できるように考えをまとめておく。
【復習】講義で学んだキーワードを説明できるようにする。

90

第10回

90

リレーションシップ・マーケティング
・顧客との関係性構築とそのマネジメントについて理解する。
*レポートの発表、フィードバック。

60

120

第15回

【復習】講義で学んだキーワードを説明できるようにする。 60

到達度確認クイズ
・これまでの学修内容について不明点を解消し、完全な理解を目指すため、確認テストを実施する

【予習】講義の内容全体を振り返り、テストに備える。また不明点を明確にしておく。

最新マーケティング戦略事例
・最新のマーケティング事例や現象について知り、トレンドとその背景を理解する。

【予習】気になる最近のマーケティング事例を自分で調べておく。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
授業は講義を中心に行う。また、理解促進のために、新聞記事、映像、ケース等を用いる。

成績評価の方法
課題レポート（30%）、学期末試験（70％）によって評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その到達度により評価する。
・マーケティングの基本であるSTPと4Pの概念および主要フレームワークを実例とともに説明できる。
・学んだ知識を活かして実際のマーケティング戦略や戦術を考察できる。　
・学んだ知識を活かし、マーケティング課題への解決策を提案できる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「会社入門」、「企業経営入門」などの経営関連科目全般。

テキスト
特に指定しない。必要な文献や資料などは適宜配布、紹介します。なお、下記の参考図書を講義の前後に参照すると内容の理解が進むで
しょう。

参考書
『コア・テキスト　マーケティング』、山本晶[著]、新世社。
『マーケティング戦略』、和田充夫・恩蔵直人・三浦俊彦[著]、有斐閣アルマ。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
・講座の目的、評価方法などについて学修する。

【予習】日常生活における組織と人間とのかかわりについて考えておく。
【復習】組織行動論の体系と、組織行動論と他の組織論の領域との関係について説明できるようにす
る。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

知覚
・知覚の意義、知覚プロセス、対人知覚、対人知覚における誤り等について学修する。

【予習】知覚の一般的な概念、認知との違いについてネットなどで調べておく。
【復習】働き手の知覚の誤りが組織に及ぼす影響について説明できるようにする。

60

パーソナリティ
・パーソナリティの意義、分類方法、組織行動におけるパーソナリティ研究について学修する。

【予習】パーソナリティの一般的な概念についてネットなどで調べておく。
【復習】働き手のパーソナリティの違いが組織に及ぼす影響について説明できるようにする。

60

テーマ・概要
テーマ：組織とかかわる人間の心理と行動を理解する

社会に生きるほとんどの人は、何らかの組織に属し、その組織の一員として活動しています。この講座は、組織の一員として働き、生きて
いく人間に焦点を当てて、その行動、動機、知覚、態度などを総合的に学んでいく講座です。人間はどのような動機で働くのか、どのよう
なリーダーシップが効果的なのか、あるいは、上司や部下、同僚などとの人間関係はどのように形成されていくのか、といった働く人に
とって身近な話題が提供されます。

DP６（専門分野の知識・理解）を実現するため、次の３点を到達目標とする。

⑴個人の心理と行動の特徴を理解する。
⑵小集団の心理と行動の特徴を理解する。
⑶組織が個人や集団の心理や行動に与える影響を理解する。

到達目標

授業の計画と準備学修

人間行動と組織 ＜１＞

上田　泰

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211422009

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

態度について
・態度の意義、態度の三要素、ハイダーの理論、フェスティンガーの理論などについて学修する。

【予習】態度の一般的な概念についてネットなどで調べておく。
【復習】働き手の態度の違いが組織に及ぼす影響について説明できるようにする。また、知覚やパーソ
ナリティとの関係も説明できるようにする。

60

動機づけ（モティベーション）
・モティベーションに関する理論として、古典的理論と近代的理論を学修する。

60

【予習】リーダーシップの一般的な概念についてネットなどで調べておく。
【復習】リーダーシップにはどのような種類があり、そのリーダーシップがどのような状況で有効なの
かを説明できるようにする。

60

第9回 リーダーシップ
・リーダーシップの概念、特性論、２つの基本的なリーダーシップ、条件適合論などについて学修する。

第7回

第8回

【予習】動機づけの一般的な概念についてネットなどで調べておく。
【復習】働き手の動機付けの強さの違いが組織に及ぼす影響について説明できるようにする。また、知
覚やパーソナリティ、態度との関係も説明できるようにする。

学習と記憶
・心理学でいう学習の概念と基本プロセスを学修する。
・記憶プロセスと記憶の種類について学修する。

【予習】パブロフの犬、スキナー箱について予め調べておく。
【復習】学習と記憶の概念について説明できるようにする。

60

集団力学
・小集団の定義、集団過程を学修する。
集団力学の基本的な知識として、社会的促進・抑制、極化、同調について学修する。

60

【予習】自分がどのような集団に属しているか、その集団からどのような影響を受けているかを考え
る。
【復習】集団力学が個人に及ぼす影響について説明できるようにする。

60

対人コミュニケーション
・コミュニケーションプロセス、コミュニケーションの失敗の原因、中心性の概念と計算方法について学修する。

【予習】自分がコミュニケーションで苦労した経験をまとめておく。
【復習】コミュニケーションの意義や、コミュニケーションがうまくいかなくなる理由について説明で
きるようにする。
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60

第11回

第12回

第13回

役割・規範・ストレス
・役割の意義、役割曖昧性、役割コンフリクトについて学修する。
・役割曖昧性や役割ストレスに起因するストレスを中心に、ストレスのプロセス、ストレッサ、ストレス軽減について学修す
る。

【予習】役割や規範の一般的な概念についてネットなどで調べておく。
【復習】役割がどのような場合にストレスが生じやすいか、それを解消するにはどうしたらよいかを説
明できるようにする。

集団意思決定
・集団で行う意思決定について、個人の意思決定との違い、長所と短所、意思決定支援などについて学修する。

【予習】集団で物事を決めた経験について、どこが大変だったかをまとめておく。
【復習】集団意思決定はどのようなプロセスで進められるものか、どのような特徴があるかを説明でき
るようにする。

組織構造と形態
・組織構造の基本概念と要素を学修する。
・組織の基本形態と条件適合理論の考え方を学修する。

【予習】日本の会社を１つとりあげて組織図を調べておく。
【復習】組織構造にはどのような次元があり、どのような要因と関係があるかを説明できるようにする

60

第10回

60

組織文化
・組織文化の概念とその役割について学修する。
・組織文化の変革について学修する。

120

60

第15回

【予習】文化的に特徴ある日本の会社を１つ調べておく。
【復習】組織文化にはどのような次元があり、どのような要因と関係があるかを説明できるようにす
る。

60

組織変革
・組織変革の意義とその方法について学修する。

【予習】組織変革の事例についてネットなどで調べておく。
【復習】組織変革の方法について説明できるようにする。

これまでの議論の総復習
・第１回から第14回までの内容を復習し、理解を高める。

【予習】これまでの回で学んだ内容について自分の理解を確認しておく。
【復習】試験の結果から自分の理解度について確認して、理解が不十分な内容について勉強をしてお
く。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
通常の講義形式で行います。内容を分かりやすくするために、実際の例などを適宜とりいれます。

成績評価の方法
確認のための２回の小試験またはレポート：20％
学期末試験：80％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
以下の到達目標の達成度に基づいて評価します。
⑴個人の心理と行動の特徴を理解しているか。
⑵小集団の心理と行動の特徴を理解しているか。
⑶組織が個人や集団の心理や行動に与える影響を理解しているか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「企業経営入門」が先修的な位置づけの科目です。
経営心理コースに関連しています。

テキスト
特になし。

参考書
上田泰『組織行動研究の展開』（白桃書房）
上田泰『組織の人間行動』（中央経済社）
手塚・小山・上田・米山編著『現代経営学再入門』（同友館）

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション：組織で働く意味

【復習】この回の内容を把握する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

職業選択理論と職業タイプ分類

【復習】この回の内容を把握するとともに、各自のキャリアデザインを試みる。 90

生涯発達心理学とキャリア形成

【復習】この回の内容を把握する。 60

テーマ・概要
私たちの社会では、大多数の人がなんらかの形で組織と関わって仕事をしています。この授業は、組織で働く人間の行動や心理特徴の中か
ら、キャリア形成、モチベーション、リーダーシップなどについて、学びます。特に、職業選択の時期にある受講生のために、職業志向や
進路選択に関する自己理解を深める課題も提示していきます。

この授業の到達目標は、ＤＰ６（専門分野の知識・理解）　を実現するため、以下の２点とします。
①組織心理学や組織行動論に関して幅広く基礎的な知見を得る。
②実践的に得た知識を活用して自分のキャリアについて考える。

到達目標

授業の計画と準備学修

人間行動と組織 ＜２＞

義村　敦子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211422009

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

欲求とモティベーション

【復習】この回の内容を把握する。 60

欲求プロセスの諸モデル

60

【復習】この回の内容を把握する。 60

第9回 チームワークとパフォーマンス

第7回

第8回

【復習】この回の内容を把握する。

目標設定モデルとフィードバック効果

【復習】この回の内容を把握する。 60

リーダーシップの特性と効用

90

【復習】この回の内容を把握する。 60

前半のまとめ

【復習】第2回から第6回で学んだキータームを説明できるようにする。
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60

第11回

第12回

第13回

職務特性モデル

【復習】実践的にこの理論の応用を試みる。

職場ストレスとソーシャルサポート

【復習】この回の内容を把握する。

組織風土と組織文化

【復習】この回の内容を把握する。

90

第10回

60

組織イノベーションと創造性

120

60

第15回

【復習】この回の内容を把握する。 60

組織の公平性とパフォーマンス

【復習】この回の内容を把握する。

まとめ

【復習】第2回から第14回の授業内容を理解し、疑問点を見つけ出しておく。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
基本的には講義形式です。授業時間内に数回の小レポート提出を求めます。

成績評価の方法
学期末試験と授業時間内に数回行う予定の小レポートによって評価を決定します。
（学期末試験　70％　　授業時間内の小レポート　30％）

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei 
University Regulation No.39.
次の2点に着目し、その到達度により評価します。
①組織心理学および組織行動論の基礎知識が身に付いている。
②得た知識を応用して自分理解のツールとして活用できる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
より良く「人間行動と組織」を理解するために，これらの科目の受講を推奨しますが、これらの科目を受講していなくても、講義は受けら
れます。「心理学の基礎」、「日本の労働市場」、「人事政策」、「人的資源管理」

テキスト
特に指定しません。

参考書
『組織の心理学』　　　　　　　　田尾雅夫著　有斐閣　　2，200円　　ISBN 4-641-08631-1
『なんでアタシだけ叱るのよ！』　上田泰　著　同友館　　1，600円　　ISBN 4-496-03262-7

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の内容，進め方，予習・復習のしかた等を説明します。

【予習】シラバスを読み，あらかじめその内容を把握する。
【復習】配布プリント等を基に，授業の内容を再確認する。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

コーポレート・ファイナンスの3つの基本問題
※以下，進捗状況等に応じて内容が一部変更される可能性があります。
・コーポレート・ファイナンスの基本問題として，通常挙げられる，企業の投資政策，企業の資本構成，企業の利益還元政策
の，3つの問題の視点を確認します。
・クイズ（次回解説）を出すことがあります。

【復習】配布プリント等を基に，キーワード等について説明できるようにする。 90

イントロダクション：現代ファイナンスの学問上の位置づけ
・現代ファイナンスの学問上の位置づけを把握します。
・クイズ（次回解説）を出すことがあります。

【復習】配布プリント等を基に，キーワード等について説明できるようにする。 60

テーマ・概要
この授業は，「現代ファイナンス」とよばれる分野の基礎的な内容についての理解を深めることを目的とします。現代ファイナンスは，経
済主体の金融に関わる意思決定を取り扱う分野です。そこでは，しばしば，
・資金の供給主体で証券の需要主体である投資家の資産選択問題などをテーマとする証券投資
・資金の需要主体で証券の供給主体である企業の投資政策や資本構成や利益還元政策などをテーマとするコーポレート・ファイナンス
・資金と証券の交換メカニズムである証券市場や銀行
に大別して説明されます。この授業では，はじめに，現代ファイナンスの学問上の位置づけを概観したのちに，その中の特にコーポレー
ト・ファイナンスにスポットを当てて，上に挙げたそのベーシックな内容を学んでいきます。コーポレート・ファイナンスの基本的な内容
については「会社入門」や「企業経営入門」ですでに修得ずみでしょうが，ここではそれらを確認した上で，さらに詳しい内容について学
んでいきます。できるだけ具体的な事例等をまじえることで，コーポレート・ファイナンスの実際についての理解を深める一助とすること
もめざします。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため，以下を到達目標とします：
現代ファイナンスの学問上の位置づけ，および，コーポレート・ファイナンスのベーシックな内容についての理解を深めることをめざしま
す。

到達目標

授業の計画と準備学修

ファイナンスの基礎 ＜１＞

時岡　規夫

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211422010

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

企業の投資政策（その1）
・企業の投資政策に関する理論と実際を学修します。
・クイズ（次回解説）を出すことがあります。

【復習】配布プリント等を基に，キーワード等について説明できるようにする。 90

企業の投資政策（その2）
・前回にひきつづき，企業の投資政策に関する理論と実際を学修します。
・クイズ（次回解説）を出すことがあります。

90

【復習】配布プリント等を基に，キーワード等について説明できるようにする。 90

第9回 企業の資本構成（その2）
・前回にひきつづき，企業の資本構成に関する理論と実際を学修します。
・クイズ（次回解説）を出すことがあります。

第7回

第8回

【復習】配布プリント等を基に，キーワード等について説明できるようにする。

企業の投資政策（その3）
・前回にひきつづき，企業の投資政策に関する理論と実際を学修します。
・クイズ（次回解説）を出すことがあります。

【復習】配布プリント等を基に，キーワード等について説明できるようにする。 90

企業の投資政策（その4）
・前回にひきつづき，企業の投資政策に関する理論と実際を学修します。
・クイズ（次回解説）を出すことがあります。

90

【復習】配布プリント等を基に，キーワード等について説明できるようにする。 90

企業の資本構成（その1）
・企業の資本構成に関する理論と実際を学修します。
・クイズ（次回解説）を出すことがあります。

【復習】配布プリント等を基に，キーワード等について説明できるようにする。
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90

第11回

第12回

第13回

企業の資本構成（その3）
・前回にひきつづき，企業の資本構成に関する理論と実際を学修します。
・クイズ（次回解説）を出すことがあります。

【復習】配布プリント等を基に，キーワード等について説明できるようにする。

企業の資本構成（その4）
・前回にひきつづき，企業の資本構成に関する理論と実際を学修します。
・クイズ（次回解説）を出すことがあります。

【復習】配布プリント等を基に，キーワード等について説明できるようにする。

企業の利益還元政策（その1）
・企業の利益還元政策に関する理論と実際を学修します。
・クイズ（次回解説）を出すことがあります。

【復習】配布プリント等を基に，キーワード等について説明できるようにする。

90

第10回

90

企業の利益還元政策（その2）
・前回にひきつづき，企業の利益還元政策に関する理論と実際を学修します。
・クイズ（次回解説）を出すことがあります。

120

90

第15回

【復習】配布プリント等を基に，キーワード等について説明できるようにする。 90

企業の利益還元政策（その3）
・前回にひきつづき，企業の利益還元政策に関する理論と実際を学修します。
・クイズ（次回解説）を出すことがあります。

【復習】配布プリント等を基に，キーワード等について説明できるようにする。

まとめ
・これまでに学修した内容を確認します。

【復習】学期末試験に備え，これまでに配布されたプリント等を基に，この授業を振り返り，到達目標
と自分の理解を照合し，到達度を点検し，さらに不足している知識等を再確認し，学修する。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
通常の講義形式で進めますが，授業中にクイズを出すことがあります。また，レポートの提出を求めることがあるかもしれません。ふだん
から復習に力を入れ，次回の授業にわからないところを持ち越さないように心がけてください。上で示された準備学修の時間はあくまでも
目安であって，各自の理解度に応じて取り組んでください。なお，クイズ，レポートのねらいは次のとおりです。
・クイズ：その回の学修内容についての基本的な理解度やキーワードの理解を確認する。
・レポート：課題内容を理解し，学修内容をふまえて自分の理解を明確に説明できているかを確認する。
授業自体は，配布プリント等を基に，講義内容を詳述します。

成績評価の方法
学期末試験および授業中のクイズやレポートの提出状況・内容等によって総合的に評価します。評価ウェイトは学期末試験が80%，クイズ
やレポートなどの平常点が20%を目安とする予定です。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し，その達成度により評価します。
・現代ファイナンスの学問上の位置づけ，および，コーポレート・ファイナンスのベーシックな内容について理解し，明確に説明できる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
先修科目としては，「会社入門」，「企業経営入門」など。
関連科目としては，「マクロ経済学入門I」，「マクロ経済学入門II」，「金融経済学」，「日本の金融制度」，「コーポレート・ファイ
ナンス」，「資産選択の意思決定」，「証券市場」，「金融に関する法律」，「社会理解実践講義（資本市場の役割と証券投資）」など。
2014年度以降入学生にとっては，経済学部のスペシャリストコースのうちの「金融ファイナンスコース」に関連しています（ただし，この
授業科目自体は，「金融ファイナンスコース」の対象授業科目ではありません）。

テキスト
特定のテキストは用いない予定です。

参考書
とりあえず
・新井 富雄・渡辺 茂・太田 智之〔著〕，1999，『資本市場とコーポレート・ファイナンス』，中央経済社（3,500円＋税，ISBN 4-502-
34902-1）
・砂川 伸幸，2017，『コーポレート・ファイナンス入門』，第2版，日本経済新聞社（860円＋税，ISBN 978-4-532-11368-1）
・岸本 光永・津森 信也・阿部 正樹〔著〕，1999，『現代ファイナンス入門』，中央経済社（3,000円＋税，ISBN 4-502-34882-1）
・榊原 茂樹・菊池 誠一・新井 富雄・太田 浩司〔著〕，2011，『現代の財務管理』，新版，有斐閣（2,100円＋税，ISBN 4-641-12427-
2）
・米澤 康博・小西 大・芹田 敏夫〔著〕，2004，『新しい企業金融』，有斐閣（1,900円＋税，ISBN 4-641-12217-2）
・Brealey, Richard A., Stewart C. Myers, and Franklin Allen, 2017, Principles of Corporate Finance, 12th ed., New York: 
McGraw-Hill Education (International Student Edition, ISBN 978-1-259-25333-1) （邦訳の最新版は第10版；リチャード・ブリーリー
＝スチュワート・マイヤーズ＝フランクリン・アレン〔著〕，藤井 眞理子・ 國枝 繁樹〔監訳〕，2014，『コーポレートファイナン
ス』，第10版，上・下，日経BP社）
を挙げますが，その他，個々のトピックスに関する参考文献は適宜紹介していきます。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の内容，進め方，予習・復習のしかた等を説明します。

【予習】シラバスを読み，あらかじめその内容を把握する。
【復習】配布プリント等を基に，授業の内容を再確認する。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

コーポレート・ファイナンスの3つの基本問題
※以下，進捗状況等に応じて内容が一部変更される可能性があります。
・コーポレート・ファイナンスの基本問題として，通常挙げられる，企業の投資政策，企業の資本構成，企業の利益還元政策
の，3つの問題の視点を確認します。
・クイズ（次回解説）を出すことがあります。

【復習】配布プリント等を基に，キーワード等について説明できるようにする。 90

イントロダクション：現代ファイナンスの学問上の位置づけ
・現代ファイナンスの学問上の位置づけを把握します。
・クイズ（次回解説）を出すことがあります。

【復習】配布プリント等を基に，キーワード等について説明できるようにする。 60

テーマ・概要
この授業は，「現代ファイナンス」とよばれる分野の基礎的な内容についての理解を深めることを目的とします。現代ファイナンスは，経
済主体の金融に関わる意思決定を取り扱う分野です。そこでは，しばしば，
・資金の供給主体で証券の需要主体である投資家の資産選択問題などをテーマとする証券投資
・資金の需要主体で証券の供給主体である企業の投資政策や資本構成や利益還元政策などをテーマとするコーポレート・ファイナンス
・資金と証券の交換メカニズムである証券市場や銀行
に大別して説明されます。この授業では，はじめに，現代ファイナンスの学問上の位置づけを概観したのちに，その中の特にコーポレー
ト・ファイナンスにスポットを当てて，上に挙げたそのベーシックな内容を学んでいきます。コーポレート・ファイナンスの基本的な内容
については「会社入門」や「企業経営入門」ですでに修得ずみでしょうが，ここではそれらを確認した上で，さらに詳しい内容について学
んでいきます。できるだけ具体的な事例等をまじえることで，コーポレート・ファイナンスの実際についての理解を深める一助とすること
もめざします。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため，以下を到達目標とします：
現代ファイナンスの学問上の位置づけ，および，コーポレート・ファイナンスのベーシックな内容についての理解を深めることをめざしま
す。

到達目標

授業の計画と準備学修

ファイナンスの基礎 ＜２＞

時岡　規夫

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211422010

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

企業の投資政策（その1）
・企業の投資政策に関する理論と実際を学修します。
・クイズ（次回解説）を出すことがあります。

【復習】配布プリント等を基に，キーワード等について説明できるようにする。 90

企業の投資政策（その2）
・前回にひきつづき，企業の投資政策に関する理論と実際を学修します。
・クイズ（次回解説）を出すことがあります。

90

【復習】配布プリント等を基に，キーワード等について説明できるようにする。 90

第9回 企業の資本構成（その2）
・前回にひきつづき，企業の資本構成に関する理論と実際を学修します。
・クイズ（次回解説）を出すことがあります。

第7回

第8回

【復習】配布プリント等を基に，キーワード等について説明できるようにする。

企業の投資政策（その3）
・前回にひきつづき，企業の投資政策に関する理論と実際を学修します。
・クイズ（次回解説）を出すことがあります。

【復習】配布プリント等を基に，キーワード等について説明できるようにする。 90

企業の投資政策（その4）
・前回にひきつづき，企業の投資政策に関する理論と実際を学修します。
・クイズ（次回解説）を出すことがあります。

90

【復習】配布プリント等を基に，キーワード等について説明できるようにする。 90

企業の資本構成（その1）
・企業の資本構成に関する理論と実際を学修します。
・クイズ（次回解説）を出すことがあります。

【復習】配布プリント等を基に，キーワード等について説明できるようにする。

- 627 -



90

第11回

第12回

第13回

企業の資本構成（その3）
・前回にひきつづき，企業の資本構成に関する理論と実際を学修します。
・クイズ（次回解説）を出すことがあります。

【復習】配布プリント等を基に，キーワード等について説明できるようにする。

企業の資本構成（その4）
・前回にひきつづき，企業の資本構成に関する理論と実際を学修します。
・クイズ（次回解説）を出すことがあります。

【復習】配布プリント等を基に，キーワード等について説明できるようにする。

企業の利益還元政策（その1）
・企業の利益還元政策に関する理論と実際を学修します。
・クイズ（次回解説）を出すことがあります。

【復習】配布プリント等を基に，キーワード等について説明できるようにする。

90

第10回

90

企業の利益還元政策（その2）
・前回にひきつづき，企業の利益還元政策に関する理論と実際を学修します。
・クイズ（次回解説）を出すことがあります。

120

90

第15回

【復習】配布プリント等を基に，キーワード等について説明できるようにする。 90

企業の利益還元政策（その3）
・前回にひきつづき，企業の利益還元政策に関する理論と実際を学修します。
・クイズ（次回解説）を出すことがあります。

【復習】配布プリント等を基に，キーワード等について説明できるようにする。

まとめ
・これまでに学修した内容を確認します。

【復習】学期末試験に備え，これまでに配布されたプリント等を基に，この授業を振り返り，到達目標
と自分の理解を照合し，到達度を点検し，さらに不足している知識等を再確認し，学修する。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
通常の講義形式で進めますが，授業中にクイズを出すことがあります。また，レポートの提出を求めることがあるかもしれません。ふだん
から復習に力を入れ，次回の授業にわからないところを持ち越さないように心がけてください。上で示された準備学修の時間はあくまでも
目安であって，各自の理解度に応じて取り組んでください。なお，クイズ，レポートのねらいは次のとおりです。
・クイズ：その回の学修内容についての基本的な理解度やキーワードの理解を確認する。
・レポート：課題内容を理解し，学修内容をふまえて自分の理解を明確に説明できているかを確認する。
授業自体は，配布プリント等を基に，講義内容を詳述します。

成績評価の方法
学期末試験および授業中のクイズやレポートの提出状況・内容等によって総合的に評価します。評価ウェイトは学期末試験が80%，クイズ
やレポートなどの平常点が20%を目安とする予定です。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し，その達成度により評価します。
・現代ファイナンスの学問上の位置づけ，および，コーポレート・ファイナンスのベーシックな内容について理解し，明確に説明できる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
先修科目としては，「会社入門」，「企業経営入門」など。
関連科目としては，「マクロ経済学入門I」，「マクロ経済学入門II」，「金融経済学」，「日本の金融制度」，「コーポレート・ファイ
ナンス」，「資産選択の意思決定」，「証券市場」，「金融に関する法律」，「社会理解実践講義（資本市場の役割と証券投資）」など。
2014年度以降入学生にとっては，経済学部のスペシャリストコースのうちの「金融ファイナンスコース」に関連しています（ただし，この
授業科目自体は，「金融ファイナンスコース」の対象授業科目ではありません）。

テキスト
特定のテキストは用いない予定です。

参考書
とりあえず
・新井 富雄・渡辺 茂・太田 智之〔著〕，1999，『資本市場とコーポレート・ファイナンス』，中央経済社（3,500円＋税，ISBN 4-502-
34902-1）
・砂川 伸幸，2017，『コーポレート・ファイナンス入門』，第2版，日本経済新聞社（860円＋税，ISBN 978-4-532-11368-1）
・岸本 光永・津森 信也・阿部 正樹〔著〕，1999，『現代ファイナンス入門』，中央経済社（3,000円＋税，ISBN 4-502-34882-1）
・榊原 茂樹・菊池 誠一・新井 富雄・太田 浩司〔著〕，2011，『現代の財務管理』，新版，有斐閣（2,100円＋税，ISBN 4-641-12427-
2）
・米澤 康博・小西 大・芹田 敏夫〔著〕，2004，『新しい企業金融』，有斐閣（1,900円＋税，ISBN 4-641-12217-2）
・Brealey, Richard A., Stewart C. Myers, and Franklin Allen, 2017, Principles of Corporate Finance, 12th ed., New York: 
McGraw-Hill Education (International Student Edition, ISBN 978-1-259-25333-1) （邦訳の最新版は第10版；リチャード・ブリーリー
＝スチュワート・マイヤーズ＝フランクリン・アレン〔著〕，藤井 眞理子・ 國枝 繁樹〔監訳〕，2014，『コーポレートファイナン
ス』，第10版，上・下，日経BP社）
を挙げますが，その他，個々のトピックスに関する参考文献は適宜紹介していきます。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス:
授業の内容、進め方、予習･復習等について説明する。成績評価方法を確認する。
会計情報に関する基本的資料を紹介する。

【予習】これまでの学修で使用したテキストや配布資料などを振り返り、会計情報に関する知識を再確
認する。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

戦略的視点と経営分析(2):
重要な会計情報に関する資料を学修する。経営分析の指標の概要を学修する。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 60

戦略的視点と経営分析(1):
会計情報を用いた分析を行う際の1つの視点である「戦略的視点」について学修する。

【復習】企業の経営戦略と決算書の関係を理解する。今回のキーワードについて説明できるようにす
る。

60

テーマ・概要
　この授業は、会計情報の基本的な読み取り方を修得した人を対象として、その読み込んだ情報をさらに活かしていくためのツールを学修
してもらうことを目的とします。
　会計情報は、ビジネスに関する情報の中でも重要な位置づけにありますが、情報受領者がその情報をいかに加工してさらなる付加情報を
得られるか、また得られた情報の真贋をどのように保証できるかが、昨今のビジネス界での大きなテーマです。
　自分が信頼できるソースから情報を入手し、さらにその情報に自分なりの付加価値をつけるためのツールを学修し、さらにその活用スキ
ルを学んでいきます。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、次の3点を到達目標とします。
①財務比率を導出するための基本的ツールを習得する。
②財務比率から重要ポイントを見極める能力を高める。
③財務比率を分析し、生の会計データからは得られない付加価値を見いだすためのスキルを学ぶ。

到達目標

授業の計画と準備学修

経営分析 ＜１＞

高橋　史郎

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211422011

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

売上高総利益率(1):
会計情報を用いて企業の売上高利益率を分析する手法を学修する。業界特性を把握する。

【予習】次回のケーススタディで取り上げる企業の予備調査を行う。
【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。

90

売上高総利益率(2):
前回学んだ手法を用いて、実際の企業のケーススタディを行う。業界特性を意識した分析を行う。

60

【予習】次回のケーススタディで取り上げる企業の予備調査を行う。
【復習】ケーススタディの学修結果をまとめる。今回のキーワードについて説明できるようにする。

90

第9回 総資産回転率:
会計情報を用いて企業の総資産回転率を分析する手法を学修し、ケーススタディを行う。資産の適正金額を意識した分析を行
う。

第7回

第8回

【復習】ケーススタディの学修結果をまとめる。今回のキーワードについて説明できるようにする。

売上高販管費比率(1):
会計情報を用いて企業の売上高販管費比率を分析する手法を学修する。広告費の高さに留意する。

【予習】次回のケーススタディで取り上げる企業の予備調査を行う。
【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。

90

売上高販管費比率(2):
前回学んだ手法を用いて、実際の企業のケーススタディを行う。広告費の高さを意識した分析を行う。

90

【予習】次回のケーススタディで取り上げる企業の予備調査を行う。
【復習】ケーススタディの学修結果をまとめる。今回のキーワードについて説明できるようにする。

90

損益分岐点比率:
会計情報を用いて企業の損益分岐点比率を分析する手法を学修し、ケーススタディを行う。安全余裕度を理解する。

【予習】次回のケーススタディで取り上げる企業の予備調査を行う。
【復習】ケーススタディの学修結果をまとめる。今回のキーワードについて説明できるようにする。
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60

第11回

第12回

第13回

棚卸資産回転率:
会計情報を用いて企業の棚卸資産回転率を分析する手法を学修し、ケーススタディを行う。適正在庫を意識した分析を行う。

【予習】次回のケーススタディで取り上げる企業の予備調査を行う。
【復習】ケーススタディの学修結果をまとめる。今回のキーワードについて説明できるようにする。

有形固定資産回転期間:
会計情報を用いて企業の有形固定資産回転期間を分析する手法を学修し、ケーススタディを行う。適正資産を考慮した分析を行
う。

【予習】次回のケーススタディで取り上げる企業の予備調査を行う。
【復習】ケーススタディの学修結果をまとめる。今回のキーワードについて説明できるようにする。

固定長期適合率:
会計情報を用いて企業の固定長期適合率を分析する手法を学修し、ケーススタディを行う。

【予習】次回のケーススタディで取り上げる企業の予備調査を行う。
【復習】ケーススタディの学修結果をまとめる。今回のキーワードについて説明できるようにする。

90

第10回

60

負債比率:
会計情報を用いて企業の負債比率を分析する手法を学修し、ケーススタディを行う。

90

90

第15回

【予習】次回のケーススタディで取り上げる企業の予備調査を行う。
【復習】ケーススタディの学修結果をまとめる。今回のキーワードについて説明できるようにする。

60

会計指標（比率）の選択手法:
会計情報を用いて企業の包括的な分析を行う手法を学修し、ケーススタディを行う。

【予習】次回の総括に向けて、これまでの内容を総復習する。
【復習】ケーススタディの学修結果をまとめる。今回のキーワードについて説明できるようにする。

授業の総括:
これまでの学修内容について総括し、各自が理解度を確認する。質疑応答を行う。

【復習】授業の総括を踏まえ、学期末試験に向けて、到達目標と自分の理解度をチェックし、不足知識
を学修する。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
授業は講義形式で進めます。授業の進行具合に応じて、数回の課題提出も予定しています。質問などは、教室やメールなどで随時受け付け
ます。授業終了後、配布資料を見直して理解できなかったことや疑問点を確認し、次回の授業やメールなどで質問をするように心がけてく
ださい。また、上で示された準備学修の時間はあくまで目安ですので、
各自の理解度に応じて取り組んでください。なお、取り上げる内容は、学生の理解度に応じて変更する可能性があります。

成績評価の方法
平常点（授業での発言や質問などの状況と課題提出）と期末試験で総合的に評価します。
●平常点：　30％
●学期末試験：70％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し、その達成度により評価します。
①財務比率を導出するための基本的ツールを習得できたか。
②財務比率から重要ポイントを見極める能力を高めることができたか。
③財務比率を分析し、生の会計データからは得られない付加価値を見いだすためのスキルを学び取れたか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
最低限の知識として、コア科目の「企業会計入門」や「企業経営入門」の内容をほぼ理解していることが望まれます。

テキスト
とくにありません。授業でプリントを配布します。

参考書
とくにありません。必要に応じて指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス:
授業の内容、進め方、予習･復習等について説明する。成績評価方法を確認する。
会計情報に関する基本的資料を紹介する。

【予習】これまでの学修で使用したテキストや配布資料などを振り返り、会計情報に関する知識を再確
認する。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

戦略的視点と経営分析(2):
重要な会計情報に関する資料を学修する。経営分析の指標の概要を学修する。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 60

戦略的視点と経営分析(1):
会計情報を用いた分析を行う際の1つの視点である「戦略的視点」について学修する。

【復習】企業の経営戦略と決算書の関係を理解する。今回のキーワードについて説明できるようにす
る。

60

テーマ・概要
　この授業は、会計情報の基本的な読み取り方を修得した人を対象として、その読み込んだ情報をさらに活かしていくためのツールを学修
してもらうことを目的とします。
　会計情報は、ビジネスに関する情報の中でも重要な位置づけにありますが、情報受領者がその情報をいかに加工してさらなる付加情報を
得られるか、また得られた情報の真贋をどのように保証できるかが、昨今のビジネス界での大きなテーマです。
　自分が信頼できるソースから情報を入手し、さらにその情報に自分なりの付加価値をつけるためのツールを学修し、さらにその活用スキ
ルを学んでいきます。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、次の3点を到達目標とします。
①財務比率を導出するための基本的ツールを習得する。
②財務比率から重要ポイントを見極める能力を高める。
③財務比率を分析し、生の会計データからは得られない付加価値を見いだすためのスキルを学ぶ。

到達目標

授業の計画と準備学修

経営分析 ＜２＞

高橋　史郎

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211422011

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

売上高総利益率(1):
会計情報を用いて企業の売上高利益率を分析する手法を学修する。業界特性を把握する。

【予習】次回のケーススタディで取り上げる企業の予備調査を行う。
【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。

90

売上高総利益率(2):
前回学んだ手法を用いて、実際の企業のケーススタディを行う。業界特性を意識した分析を行う。

60

【予習】次回のケーススタディで取り上げる企業の予備調査を行う。
【復習】ケーススタディの学修結果をまとめる。今回のキーワードについて説明できるようにする。

90

第9回 総資産回転率:
会計情報を用いて企業の総資産回転率を分析する手法を学修し、ケーススタディを行う。資産の適正金額を意識した分析を行
う。

第7回

第8回

【復習】ケーススタディの学修結果をまとめる。今回のキーワードについて説明できるようにする。

売上高販管費比率(1):
会計情報を用いて企業の売上高販管費比率を分析する手法を学修する。広告費の高さに留意する。

【予習】次回のケーススタディで取り上げる企業の予備調査を行う。
【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。

90

売上高販管費比率(2):
前回学んだ手法を用いて、実際の企業のケーススタディを行う。広告費の高さを意識した分析を行う。

90

【予習】次回のケーススタディで取り上げる企業の予備調査を行う。
【復習】ケーススタディの学修結果をまとめる。今回のキーワードについて説明できるようにする。

90

損益分岐点比率:
会計情報を用いて企業の損益分岐点比率を分析する手法を学修し、ケーススタディを行う。安全余裕度を理解する。

【予習】次回のケーススタディで取り上げる企業の予備調査を行う。
【復習】ケーススタディの学修結果をまとめる。今回のキーワードについて説明できるようにする。
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60

第11回

第12回

第13回

棚卸資産回転率:
会計情報を用いて企業の棚卸資産回転率を分析する手法を学修し、ケーススタディを行う。適正在庫を意識した分析を行う。

【予習】次回のケーススタディで取り上げる企業の予備調査を行う。
【復習】ケーススタディの学修結果をまとめる。今回のキーワードについて説明できるようにする。

有形固定資産回転期間:
会計情報を用いて企業の有形固定資産回転期間を分析する手法を学修し、ケーススタディを行う。適正資産を考慮した分析を行
う。

【予習】次回のケーススタディで取り上げる企業の予備調査を行う。
【復習】ケーススタディの学修結果をまとめる。今回のキーワードについて説明できるようにする。

固定長期適合率:
会計情報を用いて企業の固定長期適合率を分析する手法を学修し、ケーススタディを行う。

【予習】次回のケーススタディで取り上げる企業の予備調査を行う。
【復習】ケーススタディの学修結果をまとめる。今回のキーワードについて説明できるようにする。

90

第10回

60

負債比率:
会計情報を用いて企業の負債比率を分析する手法を学修し、ケーススタディを行う。

90

90

第15回

【予習】次回のケーススタディで取り上げる企業の予備調査を行う。
【復習】ケーススタディの学修結果をまとめる。今回のキーワードについて説明できるようにする。

60

会計指標（比率）の選択手法:
会計情報を用いて企業の包括的な分析を行う手法を学修し、ケーススタディを行う。

【予習】次回の総括に向けて、これまでの内容を総復習する。
【復習】ケーススタディの学修結果をまとめる。今回のキーワードについて説明できるようにする。

授業の総括:
これまでの学修内容について総括し、各自が理解度を確認する。質疑応答を行う。

【復習】授業の総括を踏まえ、学期末試験に向けて、到達目標と自分の理解度をチェックし、不足知識
を学修する。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
授業は講義形式で進めます。授業の進行具合に応じて、数回の課題提出も予定しています。質問などは、教室やメールなどで随時受け付け
ます。授業終了後、配布資料を見直して理解できなかったことや疑問点を確認し、次回の授業やメールなどで質問をするように心がけてく
ださい。また、上で示された準備学修の時間はあくまで目安ですので、
各自の理解度に応じて取り組んでください。なお、取り上げる内容は、学生の理解度に応じて変更する可能性があります。

成績評価の方法
平常点（授業での発言や質問などの状況と課題提出）と期末試験で総合的に評価します。
●平常点：　30％
●学期末試験：70％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し、その達成度により評価します。
①財務比率を導出するための基本的ツールを習得できたか。
②財務比率から重要ポイントを見極める能力を高めることができたか。
③財務比率を分析し、生の会計データからは得られない付加価値を見いだすためのスキルを学び取れたか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
最低限の知識として、コア科目の「企業会計入門」や「企業経営入門」の内容をほぼ理解していることが望まれます。

テキスト
とくにありません。授業でプリントを配布します。

参考書
とくにありません。必要に応じて指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
・講義の全体像や進め方、経営科学について学修することの意義について説明する。

【予習・復習】講義用資料は、事前に成蹊ポータルを通じて掲載するので読んでおくこと。インター
ネットおよびオフィス（WORDとEXCEL）を使用するため、利用可能なPCを確保しておくこと。オフィス
機能の使い方を確認しておくこと。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

予測の重要性と予測手法
・景気動向や経済指標の予測が、企業経営者ばかりでなく、一般市民（家計）や政府にとっても重要であることを説明する。
・主要な経済指標や予測情報について概観する。

【予習・復習】景気等の予測の重要性を認識したうえで、主要な経済指標や予測情報を理解すること。 60

経営科学の歴史と全体像
・経営科学の歴史（軍事目的から平和目的への転用、情報化時代における意義など）について概説する。
・OR研究の草分け的存在であるアコフによるORの8つの基本問題（在庫、配分、待ち行列、順序づけ、順路、取替、競争、探索）
について説明する。

【予習・復習】参考図書などを参照しながら、経営科学（OR）の歴史と全体像を理解すること。 60

テーマ・概要
　経営科学の起源は、古代ローマ時代にまで遡ると言われています。アルキメデスのような知識人を招聘して、戦争に勝つための科学的な
方法が研究されたことが記録として残されています。その後、第１次世界大戦や第２次世界大戦においても、限られた戦力を効率的に活用
して勝利に導くための戦略の研究が行われ、ノウハウが蓄積されていきました。
　第２次世界大戦後は、オペレーションズ・リサーチ（OR）と呼ばれたこれらの科学的な戦略論が企業経営などの平和目的で活用されるよ
うになり、経営科学と呼ばれるようになりました。本講座では、代表的な経営科学の手法を学修するとともに、企業活動などにおける科学
的な意思決定を行ううえでの基礎知識の習得を目標とします。
　経営科学とは、一般的に数理的な手法を用いて企業等の組織運営における意思決定の支援を行う研究分野と位置づけられます。本講座で
は、経営科学の歴史や分析手法を概観したうえで、景気動向や経済指標などの分析・予測、最適化、シミュレーションなど、企業経営上の
意思決定において重要性の高い分野に焦点を当てて学修します。

ＤＰ６（専門分野の知識・理解）　を実現するため、以下を到達目標とする。
　本講座で最初に学修する主要なテーマは、予測です。企業経営者は、常に不確実性を伴う状況の中で、最善の経営判断をしようと試みま
す。企業によって重要な指標は異なりますが、予測手法には共通点があります。本講座では、予測手法について学修するとともに、各自が
テーマを決めて、経済指標等をダウンロードして計量的な分析を行う実践的なトレーニングの実施も目的とします。
　第２の主要テーマは、最適化です。戦争の際には、兵士の数や武器・弾薬の数などが希少資源となり、企業経営の際には、ヒト・モノ・
カネと呼ばれる人的資源、物的資源、資金が希少資源となります。限られた資源をいかに最適配分するかが最適化の主要なテーマとなりま
す。線形計画法（LP）が代表的な解決方法であり、一定の制約条件のもとで目的関数を最適化する方法を学修します。また、不確実性（リ
スク）を伴う状況下で最適な選択肢の特定化を行おうとする期待効用理論や決定理論についても学修します。
　第３のテーマはシミュレーションです。不確実性を伴う状況のもとで、何らかのリスクを伴う経営判断をした場合に、最悪の場合にどの
程度の悪い結果が起こるのかを事前に知っておく必要があります。このような場合に、シミュレーションを行います。モンテカルロ・シ
ミュレーションが代表的な手法です。たとえば20回に１度（５％）の確率で起こり得る最悪の事態が生じたときに、果たして企業の存続は
確保できるのかなどが主要な問題意識となります。
　本講座では、経営科学の主要テーマについて代表的な分析手法を学修したうえで、（経験と勘だけに頼るのではなく）科学的なアプロー
チに基づく企業経営を行うための基礎知識の習得を目標とします。

到達目標

授業の計画と準備学修

経営科学 ＜１＞

俊野　雅司

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211422012

2 2019年度 前期

- 638 -



第4回

第5回

第6回

景気の判断と予測
・主要な景気予測手法であるサーベイデータに基づく予測とCI（コンポジット・インデックス）に基づく景気判断について説明
する。

【予習・復習】景気の予測手法について理解すること。 60

データ分析の基礎と時系列分析
・主要な時系列分析手法である自己回帰（AR; auto-regressive）モデルと移動平均（MA; moving average）モデルについて説明
する。

60

第11回

【予習・復習】線形計画法の概要を理解し、応用力を身につけること。 60

期待効用理論
・２次関数を用いた最適化の例として、期待効用理論の概要を説明する。

【予習・復習】期待効用理論の概要と応用分野について理解すること。

決定理論
・不確実性を伴う状況（複数の結果が起こる可能性があり、それぞれの実現確率がわかっている場合）において、どのような意
思決定をすべきかを議論する決定理論の概要を説明する。

60

第9回

第10回

線形計画法（LP）の活用
・代表的なOR手法の1つである線形計画法の応用例を説明する。

第7回

第8回

【予習・復習】時系列分析の手法について理解すること。

回帰分析
・経済指標等の分析においては手法な分析手法である回帰分析の概要を説明する。

【予習・復習】回帰分析の手法について理解すること。 60

経済指標等の分析
・経済指標等のデータをダウンロードし、分析を行うプロセスを説明する。

60

【予習・復習】経済指標等の分析に関する課題に取り組むこと。 60

最適化問題
・企業経営における最適化（希少資源の最適配分）問題の典型事例を整理するとともに、最適化の手法について概観する。

【予習・復習】最適化問題の概要について理解すること。

- 639 -



60

第12回

第13回

【予習・復習】決定理論の概要について理解すること。

シミュレーションの基礎
・ある前提条件のもとで将来の状況を予測し、それを繰り返し行うことで、ある経営方針を採用した場合のリスク等を把握し、
意思決定の是非を判断する方法（シミュレーションという）について説明する。

【予習・復習】シミュレーションの重要性と手法について理解すること。

授業の方法
毎回配付するレジュメに基づいて、講義形式で進める。実践的な知識を身につけるために、経済指標等の分析に関する課題を課す。

成績評価の方法
課題を30％、期末試験（教材持ち込み可）を60％、授業への参加状況を10％の配分で評価を行う。

成績評価の基準

60

モンテカルロ・シミュレーションの応用
・代表的なシミュレーション手法の１つであるモンテカルロ・シミュレーション応用例を説明する。

120

60

第15回

【予習・復習】モンテカルロ・シミュレーションの応用例を理解すること。 60

その他の経営科学（OR）の手法
・在庫問題や待ち行列問題など、本講座で取り上げた３つのの手法（予測、最適化、シミュレーション）以外の経営科学（OR）
の手法について説明する。

【予習・復習】その他の経営科学手法について理解すること。

まとめ
・本講座全体の復習をする。

【予習・復習】本講座の配布資料等を復習して、期末試験（教材等持ち込み可）に備えること。課題を
作成し、提出すること。

第14回

- 640 -



ポータルサイトで周知する。

成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
主に、以下の点に関する到達度に応じて評価する。
・予測、最適化、シミュレーションなど、企業が科学的方法に基づいて経営上の意思決定を行う考え方を理解できているか
・経営科学に関する分析手法（回帰分析等）や基礎データ（経済指標等）に関する基礎知識を身についているか

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
特に定めない。

参考書
『OR入門（第12版）』宮川公男、日本経済新聞社（日経文庫）、1992年
『意思決定論－基礎とアプローチ（新版）』宮川公男、中央経済社、2010年

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の概要と進め方の説明
・授業に必要なスキルとＩＴツールの確認
経営科学の意義と展開
・経営科学の歴史的展開
・経営科学の現実的活用
【予習】シラバスの熟読
【復習】ガイダンスの確認
【復習】授業内容の復習

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

利益の計画(2)
・ＣＶＰ分析とグラフによる解法
・ミニゲーム１のルール説明とトライアル

【予習】授業資料の熟読
【復習】分析ツールの復習

60

利益の計画(1)
・利益の構造と損益分岐点
・説明問題の解説と練習問題

【予習】授業資料の熟読
【復習】授業内容の復習と練習問題

60

テーマ・概要
経営科学は、経営上の諸問題に経験的・直感的に取り組むのではなく、問題を定式化し、数学的・統計学的手法によって科学的に分析しよ
うとするアプローチです。この授業では、経営管理上の課題として利益計画と資源配分の問題を、業務管理上の課題として在庫管理と待ち
行列のテーマを取扱います。

この授業はゲーム形式で進行します。ゲームのルールを理解することで、経営上の諸問題の構造を理解することにつながり、ゲームを優位
に進めるアイテムとして、経営科学の分析ツールを活用することが求められます。科学的に取り組むとこの楽しさを学んでください。

ＤＰ６（専門分野の知識・理解）を実現するため、以下を到達目標とする。
・経営科学の対象領域と手法を理解することができる
・経営管理上の課題に対して、定式化と分析を行うことができる
・業務管理上の課題に対して、定式化と分析を行うことができる
・単純化されたゲームにおいて、経営科学の手法を用いて適切な意思決定ができる

到達目標

授業の計画と準備学修

経営科学 ＜２＞

河路　武志

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211422012

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

利益の計画(3)
・ミニゲーム１の実施
・ミニゲーム１の講評と解説

【予習】ミニゲームルールの理解とゲーム対策
【復習】ミニゲームの結果分析

90

経営資源の配分(1)
・経営資源の制約と目的の最適化
・説明問題の解説と練習問題

60

【予習】授業資料の熟読
【復習】分析ツールの復習

60

第9回 在庫の管理(2)
・経済的最適発注量とシミュレーション
・ミニゲーム３のルール説明とトライアル

第7回

第8回

【予習】授業資料の熟読
【復習】授業内容の復習と練習問題

経営資源の配分(2)
・最適化問題と線形計画法
・ミニゲーム２のルール説明とトライアル

【予習】授業資料の熟読
【復習】分析ツールの復習

60

経営資源の配分(3)
・ミニゲーム２の実施
・ミニゲーム２の講評と解説

60

【予習】ミニゲームルールの理解とゲーム対策
【復習】ミニゲームの結果分析

90

在庫の管理(1)
・在庫の意義と最適水準
・説明問題の解説と練習問題

【予習】授業資料の熟読
【復習】授業内容の復習と練習問題
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60

第11回

第12回

第13回

在庫の管理(3)
・ミニゲーム３の実施
・ミニゲーム３の講評と解説

【予習】ミニゲームルールの理解とゲーム対策
【復習】ミニゲームの結果分析

待ち行列(1)
・サービスの提供と利用者の待ち時間のバランス
・説明問題の解説と練習問題

【予習】授業資料の熟読
【復習】授業内容の復習と練習問題

待ち行列(2)
・サービス需要とサービス提供のシミュレーション
・ミニゲーム４のルール説明とトライアル

【予習】授業資料の熟読
【復習】分析ツールの復習

90

第10回

60

待ち行列(3)
・ミニゲーム４の実施
・ミニゲーム４の講評と解説

120

90

第15回

【予習】ミニゲームルールの理解とゲーム対策
【復習】ミニゲームの結果分析

90

総復習
・学習した４つのテーマに関する総合的な復習
・テスト対策として過去問の演習

【予習】４つのテーマの総復習
【復習】過去問演習の見直し

到達度確認テスト
・４つのテーマについて、到達度を確認する授業内テストを実施

【予習】テスト対策
【復習】テスト結果の分析と今後の学修計画

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
各テーマごとに、講義→例題→ゲームの順で３回の授業を進めます。

講義では、各テーマの構造を解説した上で、事例となるゲームのルールを紹介します。
例題では、ゲームの事例を見ながら分析ツールの利用方法を練習します。
ゲームでは、学習したスキルを使ってゲームを競い、結果を分析します。

３回の授業は積み重ねですから、ゲームのルールをしっかりと理解した上で、実際の数値計算をコツコツと重ねることで、結果としてゲー
ムの勝利につなげて下さい。

授業の実施スケジュールは、第1回のガイダンス時に告知します。また、スケジュールは随時変更の可能性があります。

成績評価の方法
ミニゲームの成績(15% x 4)　＋到達度確認テスト(30%)　＋平常点(10%)

・ミニゲーム時は、資料参照可とします
・到達度確認テスト時は、資料参照を不可とします

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

ミニゲームにおいては、以下の観点から、到達度を評価します。
・経営・業務管理上の課題に対して、定式化と分析を行うことができる
・単純化されたゲームにおいて、経営科学の手法を用いて適切な意思決定ができる

到達度確認テストにおいては、以下の観点から到達度を評価します。
・経営科学の対象領域と手法を説明することができる
・経営・業務管理上の諸課題に対して、モデル化を行うことができる
・モデル化された経営・業務管理上の課題に対する分析を実践することができる
必要な予備知識／先修科目／関連科目
先修科目：企業経営入門
関連科目：管理会計，意思決定科学，ビジネスゲーム

テキスト
授業時に資料を配布します。

参考書
高井徹雄ほか『基礎から学ぶ経営科学』（税務経理協会,2005年）。
他にも、授業時に、適宜紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

① 履修上の留意事項（試験や評価など） 
② ガイダンス（租税法を学ぶ意義）
③ イントロダクション（租税の意義と種類）

【復習】今回学んだ租税法のテクニカルターム（キーワード）について説明できるようにする。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

租税法の法源

【復習】今回学んだ租税法のテクニカルターム（キーワード）について説明できるようにする。 60

租税法の基本原則（租税法律主義と租税公平主義）

【復習】今回学んだ租税法のテクニカルターム（キーワード）について説明できるようにする。 60

テーマ・概要
　租税法は、私たちの生活に密着した身近な学問です。たとえば、会社に就職して給料を稼いだとき、株式等の金融資産や不動産などに投
資をしたとき、財産の贈与を受けたり相続をしたとき、また企業経営でも、租税法の知識は不可欠といえます。 
　　
　この授業では、租税法の考え方の基礎を学修します。具体的には、租税法全体に共通する基本的な考え方（コンセプト）と、個人の所得
税（国税）の概要を理解することを目標とします。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、次の点を到達目標とする。
① 租税法の基本原則の理解を通じたリーガルマインドの醸成を目標とする。より具体的には、租税法の諸原則（とくに租税法律主義）に
ついて説明できるとともに、実社会での事例に適用できるようになること。
② 所得税の基礎知識を修得し、説明できるようになること。

到達目標

授業の計画と準備学修

基盤特殊講義 （租税法基礎）

伊藤　公哉

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111422022

カリキュラムにより異なります。 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

租税法の解釈と適用

【復習】今回学んだ租税法のテクニカルターム（キーワード）について説明できるようにする。 60

租税法の解釈と適用（続き）

60

【復習】今回学んだ租税法のテクニカルターム（キーワード）について説明できるようにする。 60

第9回 所得税（所得税の納税義務者、所得税額算出の基本的な仕組み）

第7回

第8回

【復習】今回学んだ租税法のテクニカルターム（キーワード）について説明できるようにする。

課税要件
所得税（所得税法総説）

【復習】今回学んだ租税法のテクニカルターム（キーワード）について説明できるようにする。 60

中間試験（租税法律主義に関する正しい理解と知識の定着を図ることを目的とします）

60

【準備】前回までに学んだ租税法のテクニカルターム（キーワード）について説明できるようにする。 60

所得税（「所得」の意義）

【復習】今回学んだ租税法のテクニカルターム（キーワード）について説明できるようにする。
　また、課題レポートの作成に着手する（課題レポートの詳細については、ポータルでも周知しま
す）。
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60

第11回

第12回

第13回

所得税（利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得）

【復習】今回学んだ租税法のテクニカルターム（キーワード）について説明できるようにする。

所得税（給与所得、退職所得、所得控除）

【準備】前回までに学んだ租税法のテクニカルターム（キーワード）について説明できるようにする。

所得税（譲渡所得（概論））

【復習】今回学んだ租税法のテクニカルターム（キーワード）について説明できるようにする。

60

第10回

60

所得税（譲渡所得（各論）、山林所得、一時所得、雑所得）

60

60

第15回

【復習】今回学んだ租税法のテクニカルターム（キーワード）について説明できるようにする。 60

所得税（年度帰属、必要経費）

【復習】今回学んだ租税法のテクニカルターム（キーワード）について説明できるようにする。

まとめ

【準備】前回までに学んだ租税法のテクニカルターム（キーワード）について説明できるようにする。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
　基本的には、教科書またはレジュメを用いて講義形式で授業を行う予定です。また、理解を確実なものとするため、適宜、授業内グルー
プワークやクイズ、簡単な計算等の学修効果を高めるためのアクティビティ（個人作業）を実施する場合があります。
　なお、各回で扱う範囲等については、受講者の理解を確認しながら弾力的に講義を進めていくこととし、場合によっては変更されること
がありますので常にポータルで連絡事項を確認してください。また、期末試験は、受講者が少ない場合、授業内に実施する場合もありま
す。
　上で示された準備学修の時間はあくまで目安であって、各自の理解度に応じて取り組むこと。

成績評価の方法
　到達目標の達成度をはかる期末試験（50％）、中間試験（租税法律主義について出題します）（10％）、授業への参加と貢献の状況（授
業内グループワークやクイズの成果）（15％）、課題レポート（レポートの詳細についてはポータルでも周知します）（25％）により、授
業の到達目標を達成しているかどうかを総合的に評価します。
　なお、迷惑行為（授業と関係のないことで騒ぐなど他の受講者の学修の妨げとなる行為）を行う者については、予告の上で減点する場合
があります。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し、その達成度により評価する。
① 租税法の基本原則の理解を通じたリーガルマインドの醸成を目標とする。より具体的には、租税法の諸原則（とくに租税法律主義）に
ついて説明できるとともに、実社会での事例に適用できるようになること。
② 所得税の基礎知識を修得し、説明できるようになること。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
　企業会計入門などの企業会計や民商法などの知識があると理解が深まります。

テキスト
　第1回の授業で教科書について説明しますので、それまで入手は待ってください（毎年税制改正があることから、最新の内容で授業を行
いたいため）。

参考書
　租税法における所得概念については、伊藤公哉『アメリカ連邦税法〔第７版〕』（中央経済社，2019年）第Ⅰ章（租税と所得概念）が詳
しい。
　なお、租税法の解釈にあたっては、法文の丁寧な読み込みが不可欠です。しかし、小型の六法には収録されていません。法規集等もあり
ますが、とても高価です。重要な法令はレジュメでも紹介しますが、以下で紹介するウェブサイトも有用です。
・法令データ提供システム（税法を含む法令の検索が可能）
　http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
・裁判所（裁判例の検索が可能）
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1
・国税庁（法令解釈通達の検索が可能）
　https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/menu.htm
また、租税判例は、ＴＫＣローライブラリー（情報図書館の法律データベース）も充実しています。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス／講座の趣旨・租税の概要

【予習】シラバスを確認しておく。
【復習】授業内容を要約し、感想等をコメント・ペーパーとして提出する。

60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

租税の機能・役割／法的側面から

【予習】講義テーマを確認し、予備知識を得ておく。
【復習】授業内容を要約し、感想等をコメント・ペーパーとして提出する。

60分

税務及び会計に関する専門家とその役割

【予習】講義テーマを確認し、予備知識を得ておく。
【復習】授業内容を要約し、感想等をコメント・ペーパーとして提出する。

60分

テーマ・概要
　複数の講師（税の専門家である税理士等）によるオムニバス形態で、租税に関する意義、役割、機能、仕組み等の租税制度を中心に、社
会で必要とされる税の知識を、分かりやすく解説する。
　本講義は、東京税理士会が提供する寄附講座である。東京税理士会の寄附講座は、税理士制度の周知並びに租税に関する教育その他知識
の普及及び啓発のための活動である。
　また、諸般の事情により、講義内容が若干変更される場合がある。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、次の点を到達目標とする。
① 租税に関する意義、役割、機能、仕組み等の租税制度を正しく理解すること。
② 申告納税制度の理念や納税者の権利及び義務を理解し、社会の構成員としての正しい判断力と健全な納税者意識を身につけること。
③ 税理士制度を正しく理解すること。

到達目標

授業の計画と準備学修

基盤特殊講義 （税務入門（東京税理士会寄附講座））

伊藤　公哉

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111422023

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

租税の機能・役割／財政的側面から

【予習】講義テーマを確認し、予備知識を得ておく。
【復習】授業内容を要約し、感想等をコメント・ペーパーとして提出する。

60分

個人に対する課税／所得税・住民税等（その１）

60分

【予習】講義テーマを確認し、予備知識を得ておく。
【復習】授業内容を要約し、感想等をコメント・ペーパーとして提出する。

60分

第9回 会計の重要性／複式簿記～企業会計

第7回

第8回

【予習】講義テーマを確認し、予備知識を得ておく。
【復習】授業内容を要約し、感想等をコメント・ペーパーとして提出する。

個人に対する課税／所得税・住民税等（その２）

【予習】講義テーマを確認し、予備知識を得ておく。
【復習】授業内容を要約し、感想等をコメント・ペーパーとして提出する。

60分

資産に対する課税／相続税その他

60分

【予習】講義テーマを確認し、予備知識を得ておく。
【復習】授業内容を要約し、感想等をコメント・ペーパーとして提出する。

60分

消費税の概要とその機能

【予習】講義テーマを確認し、予備知識を得ておく。
【復習】授業内容を要約し、感想等をコメント・ペーパーとして提出する。
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60分

第11回

第12回

第13回

法人に対する課税／法人税・事業税等（その１）

【予習】講義テーマを確認し、予備知識を得ておく。
【復習】授業内容を要約し、感想等をコメント・ペーパーとして提出する。

法人に対する課税／法人税・事業税等（その２）

【予習】講義テーマを確認し、予備知識を得ておく。
【復習】授業内容を要約し、感想等をコメント・ペーパーとして提出する。

地方税・国際税務

【予習】講義テーマを確認し、予備知識を得ておく。
【復習】授業内容を要約し、感想等をコメント・ペーパーとして提出する。

60分

第10回

60分

租税に関する罰則規定・税務訴訟

60分

60分

第15回

【予習】講義テーマを確認し、予備知識を得ておく。
【復習】授業内容を要約し、感想等をコメント・ペーパーとして提出する。

60分

わが国の将来と租税制度

【予習】講義テーマを確認し、予備知識を得ておく。
【復習】授業内容を要約し、感想等をコメント・ペーパーとして提出する。

総まとめ

【予習】講義テーマを確認し、予備知識を得ておく。
【復習】授業内容を要約し、感想等をコメント・ペーパーとして提出する。

第14回
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ポータルサイトで周知します。
また、授業内容に関する質問は授業後に受け付けます。

授業の方法
複数の講師（税の専門家である税理士等）によるオムニバス形態で、主に講義形式で授業を行います。

成績評価の方法
コメント・ペーパーの提出（70%）及び簡単な期末レポートの提出（30%）。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し、その達成度により評価する。
① 租税に関する意義、役割、機能、仕組み等の租税制度を正しく理解すること。
② 申告納税制度の理念や納税者の権利及び義務を理解し、社会の構成員としての正しい判断力と健全な納税者意識を身につけること。
③ 税理士制度を正しく理解すること。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
企業会計入門などの企業会計の知識があると理解が深まります。

テキスト
必要に応じて適宜レジュメを配布します。

参考書
適宜紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
・授業の進め方、評価基準
・数学的準備

【予習】シラバスを熟読する。
【復習】授業の全体像や進め方、評価基準などについて確認する。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

ソロー・モデル（２）

【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。 60

ソロー・モデル（１）

【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。 60

テーマ・概要
この講義では上級レベルのマクロ経済学について解説します。まず、ソロー・モデルを説明します。次に、世代重複モデルを説明し、その
応用として、年金、バブル資産、伝染病サイクルといったトピックスを扱います。なお、授業の進捗状況によって、内容を一部変更する場
合があります。

ＤＰ６（専門分野の知識・理解）　を実現するため、以下を到達目標とする。
・ソローモデル、および世代重複モデルを理解する。
・世代重複モデルを用いて、年金、バブル資産、伝染病サイクルについて分析できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

上級マクロ経済学

内田　雄貴

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211431101

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

ソロー・モデル（３）

【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。 60

家計の消費・貯蓄行動（１）

60

【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。 60

第9回 世代重複モデル（２）

第7回

第8回

【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。

家計の消費・貯蓄行動（２）

【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。 60

企業の設備投資行動

60

【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。 60

世代重複モデル（１）

【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。
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60

第11回

第12回

第13回

世代重複モデルの応用：年金システム

【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。

世代重複モデルの応用：バブル資産（１）

【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。

世代重複モデルの応用：バブル資産（２）

【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。

60

第10回

60

世代重複モデルの応用：伝染病サイクル（１）

120

60

第15回

【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。 60

世代重複モデルの応用：伝染病サイクル（２）

【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。

まとめ

【予習】これまでの講義資料を熟読。
【復習】授業全体を振り返り、不明な点はないか確認する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
板書と配布物を中心に、講義形式で授業を行います。レポートを数回課し、授業内容の理解度を確認します。
場合によっては、受講生に発表してもらうことがあります。

成績評価の方法
平常点(レポート課題)30%、期末試験70%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.　
上記、到達目標の達成度に基づいて評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
初級・中級レベルのマクロ経済学とミクロ経済学の知識が必須です。
数学の知識として、指数法則、対数関数、無理関数、微分法（合成関数の微分法を含む）の知識が必要になります。

テキスト
特にありません。

参考書
『動学マクロ経済学　成長理論の発展』、二神孝一、日本評論社
『マクロ経済学　第二版』、二神孝一・堀敬一、有斐閣

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

担当教員によるガイダンス
履修学生の予備知識を確認

ミクロ経済関連の履修科目内容を事前に復習
参考書・配布資料の該当部分を復習

90

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

消費者行動の理論(2)

参考書・配布資料の該当部分を予習・復習 90

消費者行動の理論(1)

参考書・配布資料の該当部分を予習・復習 90

テーマ・概要
　本科目では、部分均衡（個別市場における価格と需給量の決定）の枠組みを一般均衡（経済のすべての市場における価格と需給量の同時
決定）の枠組みに発展させて、学習する。部分均衡の枠組みは直観的に理解しやすいが、現実の経済は複数の市場が相互依存関係にあり、
直観的な説明だけではうまく説明できない。一般均衡の手法によって、波及効果を及ぼす点も考慮にいれ、多数の市場からなる経済全体を
分析する手法を学習する。
　なお、以下の授業の計画・内容を授業の進捗によって、一部変更する場合があります。

ＤＰ６（専門分野の知識・理解）　を実現するため、以下を到達目標とする。
・一般均衡分析を理解できる。
・現実をミクロ理論モデルを使って説明することができる。
・経済政策をミクロ理論モデルを用いて分析することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

上級ミクロ経済学

鷹岡　澄子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211431102

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

消費者行動の理論(3)

参考書・配布資料の該当部分を予習・復習 90

企業行動の理論(1)

90

参考書・配布資料の該当部分を予習・復習 90

第9回 市場の失敗(1)

第7回

第8回

参考書・配布資料の該当部分を予習・復習

企業行動の理論(2)

参考書・配布資料の該当部分を予習・復習 90

市場均衡(1)

90

参考書・配布資料の該当部分を予習・復習 90

市場均衡(2)

参考書・配布資料の該当部分を予習・復習
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90

第11回

第12回

第13回

市場の失敗(2)

参考書・配布資料の該当部分を予習・復習

独占(1)

参考書・配布資料の該当部分を予習・復習

独占(2)

参考書・配布資料の該当部分を予習・復習

90

第10回

90

寡占市場へのゲーム理論の応用(1)

90

90

第15回

参考書・配布資料の該当部分を予習・復習 90

寡占市場へのゲーム理論の応用(2)

参考書・配布資料の該当部分を予習・復習

まとめ

参考書・配布資料の該当部分を予習・復習

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
授業は講義を中心に進める。
履修学生の理解度をみるために、学生による練習問題の答合せ・発表を授業中に行う。

成績評価の方法
課題レポート(30%)、到達度確認テスト(70%)を基本としつつ、授業中に行う練習問題などの発表への積極的な参加を加点する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
上記、到達目標の達成度に基づいて評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
（必要な予備知識）　「ミクロ経済学入門I」「ミクロ経済学入門II」
（先修科目）　「ミクロ経済学」を履修していることが望ましい。

テキスト
授業ノートや必要な資料は配布する。

参考書
神取道宏 (2014) 『ミクロ経済学の力』　日本評論社 ISBN: 978-4-535-55756-7　
神取道宏 (2018) 『ミクロ経済学の技』　日本評論社 ISBN: 978-4-535-55896-0

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

マクロ経済学の基礎（１）

国際マクロ経済学を学ぶにあたって、その基本となるマクロ経済学の基礎（１）を再確認する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

対外取引におけるマクロ・バランス
第１回小テスト

対外取引を含んだマクロ統計の整合性を理解する。
小テストにあたり初回から今回までの授業内容を復習する。

60

マクロ経済学の基礎（２）

国際マクロ経済学を学ぶにあたって、その基本となるマクロ経済学の基礎（２）を再確認する。 60

テーマ・概要
本講義では、マクロ経済学の応用分野として、国際貿易・国際金融のマクロ経済学的側面（Macroeconomic Aspects of International 
Trade and Finance）と呼ばれる領域のテーマを扱います。 特に、マクロ経済学の貨幣市場の理論を復習しながら、国際経済でのマクロ経
済現象を紹介します。なお、授業の進捗によって、内容を一部変更する場合があります。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、以下を到達目標とする。
１．マクロ経済学の応用領域として、国際的な経済現象をマクロ的に理解・描写できるようになる。
２．マクロ経済学の国際的テーマとして、その背景と意味を理解できるようになる。

到達目標

授業の計画と準備学修

国際マクロ経済学

大野　正智

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211431103

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

国際収支（１）
第１回小テストの解説と補足

国際収支のしくみの基礎を理解する。
小テストを完全解答できるようにする.

60

国際収支（２）

60

マネタリーエコノミクスの基礎として貨幣供給のしくみを理解する。
小テストにあたり前回から今回までの授業内容を復習する。

60

第9回 貨幣の供給
第３回小テスト

第7回

第8回

国際収支のしくみの全体像を理解する。

為替レート
第２回小テスト

為替レートの多面性を理解する。
小テストにあたり前回から今回までの授業内容を復習する。

60

国際金融制度
第２回小テストの解説と補足

60

国際金融の制度的側面を理解する。
小テストを完全解答できるようにする.

60

貨幣の需要

マネタリーエコノミクスの基礎として貨幣の需要要因を理解する。
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60

第11回

第12回

第13回

国際経済における貨幣市場均衡
第３回小テストの解説と補足

マネタリーエコノミクスの基礎として貨幣市場の均衡を理解する。
小テストを完全解答できるようにする.

国際経済における財市場均衡

財市場均衡理論を閉鎖経済から開放経済へ転換できるようにする。
小テストを完全解答出来るようにする。

国際経済におけるIS-LMモデル(1)
第４回小テスト

ＩＳ−ＬＭモデルを、閉鎖経済から開放経済に切り替える初歩的理解を修得する。
小テストにあたり前回から今回までの授業内容を復習する。

60

第10回

60

国際経済におけるIS-LMモデル(２)
第４回小テストの解説と補足

120

60

第15回

ＩＳ−ＬＭモデルを、閉鎖経済から開放経済に切り替える応用的理解を修得する。
小テストを完全解答できるようにする.

60

国際経済におけるIS-LMモデル(３)
授業全体のまとめ

ＩＳ−ＬＭモデルを、閉鎖経済から開放経済に切り替える実践的理解を修得する。授業全体の要点整理
をする。

期末試験の実施と模範解答解説

初回からの全範囲に及ぶ授業内容を復習し、テストに臨む。解説で理解不十分な個所を補う。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
板書や配布プリントを通して主に講義形式で行います。配布プリントは当日の授業終了後にSeikeiポータルにアップします。欠席者はそこ
から入手してください。特に、第1回目は期末試験までの全体的計画についてシラバス更新版として配布プリントとともにお知らせします
ので、第1回目欠席者は十分注意してください。
　授業の進展に合わせて、理解力の向上が伴うよう、受講生に質問したり、クイズ・小テスト等を実施したりします。聴講のみでなくクイ
ズ・小テスト等の受験も受講の一部ですので、学内外からの受講形態にかかわらず、テストを含め受講してください。なお、授業の進度に
応じて、授業内でのテストの実施時期や回数が上記の計画とは異なることがあります。

成績評価の方法
クイズ等授業参加状況（８％）、小テスト（３２％）、試験（６０％）。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し、その達成度によって評価します。
１．マクロ経済学の基礎的理解を踏まえたか。
２．国際マクロ経済学の主要テーマについて、基本的理解ができている。
３．発展的テーマへの考察ができる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
予備知識：テスト関係の答案は学内ネットを通して電子返却します。その際、ダウンロードなどの初歩的なPC・スマホの操作が最低限でき
ること。
先修科目：1年次向けの「マクロ経済学入門Ⅰ・Ⅱ」について単位修得済みであること。

テキスト
適宜、指定する。

参考書
「経済のしくみと制度（第3版）」井出・井上・大野・北川・幸村著、多賀出版　（注意：最新版の第3版です)。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
授業の目的，内容，進め方，評価方法などについて説明する。

【復習】ガイダンス資料を復習し、授業の全体像を把握しておく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

経済発展の考え方2：経済発展をどう把握するか
前回に引き続き、経済発展の考え方について学ぶ。特に、経済発展の統計的把握について考える。

【予習】前回授業で指定された資料に目を通して内容を把握しておく。
【復習】講義内容を復習し、理解を深めておく。

60

経済発展の考え方1：経済発展とは何か
経済発展という現象を人々はどのようにとらえてきたのか，近代化とは何を意味するのか等，経済発展の考え方について学ぶ。

【予習】前回授業で指定された資料に目を通して内容を把握しておく。
【復習】講義内容を復習し、理解を深めておく。

60

テーマ・概要
経済発展は人類の歴史において経済活動の究極の目標です。しかしながら，産業革命以降の飛躍的な技術革新の成果を全人類が平等に享受
しているわけではありません。今日，世界で8億人近くの人々が１日１.9ドル足らずの所得で生計を立てている事実（これを絶対的貧困状
態と言います）を認識する必要がありましょう。急成長を遂げた東アジア諸国と，停滞と貧困にあえぐアフリカ諸国との対比を考えてみて
ください。
この講義は「経済発展」という経済学にとっても最も古く、また重要なテーマを理論的・実証的に学ぶことにより，現代の世界経済の直面
する諸問題への理解を深めることを目的としています。

DP1（教養の習得）、DP2（課題の発見と解決）、DP5（表現力、発信力）、DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、次の3点を到達
目標とする。
①　発展途上国の実態についての基礎的知識があり、自らの言葉で現状や課題を説明できる。
②　経済発展のメカニズムについての基礎的理解ができている。
③　世界経済の諸問題について、知識と理解をもとに評価することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

経済発展論

川越　俊彦

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211431104

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

経済発展の考え方3：近代化の概念について
前回に引き続き、経済発展の考え方について学ぶ。
特に、社会の近代化とは何かについて考える。

【予習】前回授業で指定された資料に目を通して内容を把握しておく。
【復習】講義内容を復習し、理解を深めておく。

60

経済成長と所得分配1：所得分配をどう把握するか
世界の所得分配の不平等の実態や，経済成長は人々を豊かにするかといった所得の分配に係わる諸問題をその実態に注目しつつ
学ぶ。

60

【予習】前回授業で指定された資料に目を通して内容を把握しておく。
【復習】講義内容を復習し、理解を深めておく。

60

第9回 世界の貧困問題3：マルサスの罠
マルサスの提唱したモデルを手掛かりに低開発経済の課題について学ぶ。

第7回

第8回

【予習】前回授業で指定された資料に目を通して内容を把握しておく。
【復習】講義内容を復習し、理解を深めておく。

経済成長と所得分配2：経済成長と所得分配
前回に引き続き、所得分配に係わる諸問題を学ぶ。

【予習】前回授業で指定された資料に目を通して内容を把握しておく。
【復習】講義内容を復習し、理解を深めておく。

60

世界の貧困問題1：絶対的貧困
世界の貧困な人々の実態を観ながら，世界の貧困の現状と課題について学ぶ。

60

【予習】前回授業で指定された資料に目を通して内容を把握しておく。
【復習】講義内容を復習し、理解を深めておく。

60

世界の貧困問題2：貧困の追放に向けて
前回に引き続き、世界の貧困問題の解決には何が必要かを考える。

【予習】前回授業で指定された資料に目を通して内容を把握しておく。
【復習】講義内容を復習し、理解を深めておく。
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60

第11回

第12回

第13回

農村から都市へ1：発展途上国の都市問題
人々はなぜ都市へ移動するのか？その結果，発展途上国の都市では何が起こっているのか？都市スラムの膨張など発展途上国が
直面する都市問題と，人口流入の原因を実態面，理論面から学ぶ。

【予習】前回授業で指定された資料に目を通して内容を把握しておく。
【復習】講義内容を復習し、理解を深めておく。

農村から都市へ2：トダローモデル
前回に引き続き、労働移動の問題トダローの提唱したモデルに沿って学ぶ。

【予習】前回授業で指定された資料に目を通して内容を把握しておく。
【復習】講義内容を復習し、理解を深めておく。

経済発展の理論1：ロストウの経済発展段階説
代表的な経済発展理論の基本的な考え方として、ロストウの経済発展段階説を学ぶ。

【予習】前回授業で指定された資料に目を通して内容を把握しておく。
【復習】講義内容を復習し、理解を深めておく。

60

第10回

60

経済発展の理論2：新古典派経済成長理論
前回に引き続き、代表的な経済発展理論であるハロッド・ドーマ型成長理論の基本的な考え方を学ぶ。

60

60

第15回

【予習】前回授業で指定された資料に目を通して内容を把握しておく。
【復習】講義内容を復習し、理解を深めておく。

60

経済発展の理論3：二重構造論の展開
前回に引き続き、代表的な経済発展理論の一つである二重構造論についてその基本的な考え方を学ぶ。

【予習】前回授業で指定された資料に目を通して内容を把握しておく。
【復習】講義内容を復習し、理解を深めておく。

総括：総合復習
授業全体を振り返り、総合復習問題に取り組むことにより、授業内容の理解を深める。

【予習】これまでの授業内容を振り返り、理解できているか確認しておく。
【復習】全体を復習し、理解を深めておく。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
授業は講義を中心に進める。授業において定期的に小課題を提示する。学生は、その都度、小課題についてレポートを作成し、提出するこ
とを求められる。普段からノート、プリントを使った復習を行い、次回の授業に分からないところを持ち越さないようにすること。
なお、小課題、定期試験の狙いは以下のとおり。
小課題：各テーマの内容が理解できているかを確認する。
定期試験：授業全体の学修内容についての理解度を確認する。

成績評価の方法
小課題（30%）、定期試験（70%）、その他授業への積極的参加（ボーナス点）により多角的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠しつつ、次の点に着目し、その達成度により評価する。
①　経済発展の基礎的考え方が理解できている。
②　経済成長と所得分配の関係について基礎的理解ができている。
③　労働移動について基礎的理解ができている。

 ④経済発展理論についての基礎的理解ができている。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
なし

参考書
授業中に随時紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス／期待効用理論1：基礎

練習問題で復習する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

ゲーム理論の基礎1：戦略形ゲーム

練習問題で復習する。 60

期待効用理論2：応用

練習問題で復習する。 60

テーマ・概要
当科目のキーワードは「情報」である。正しい情報を持たない（持てない）状態を「不確実性」という。また，情報を持つ者と持たない者
が共存する状態を「情報の非対称性」という。授業ではまず，不確実性が伴う世界において，人々がどのような行動基準を持っているの
か，経済学における伝統的な理論を紹介する。次に，情報を獲得した者はそれをどのように活用するのかについて考察を与える。そして，
情報の非対称性の下では，このような情報の活用が資源配分上の非効率性を引き起こしてしまうことを詳細に説明する。授業では，上記に
加え，この分野（あるいは関連分野）の最新トピックスを紹介することにしたい。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため，以下を到達目標とする。
• 不確実性下での合理的行動を説明できる。
• 情報の非対称性によって引き起こる問題を理解する。
• 情報共有に関する問題を理解する。

到達目標

授業の計画と準備学修

情報の経済学

吉田　由寛

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211431105

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

ゲーム理論の基礎2：展開形ゲーム

練習問題で復習する。 60

情報の取得と活用1：情報集合

60

練習問題で復習する。 90

第9回 逆選択1：導入

第7回

第8回

練習問題で復習する。

情報の取得と活用2：ベイズの定理

練習問題で復習する。 60

モラルハザード1：導入

90

練習問題で復習する。 90

モラルハザード2：展開

練習問題で復習する。
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90

第11回

第12回

第13回

逆選択2：展開

練習問題で復習する。

シグナリング1：導入

練習問題で復習する。

シグナリング2：展開

練習問題で復習する。

90

第10回

90

情報・知識の共有1：共有の難しさ

120

90

第15回

練習問題で復習する。 90

情報・知識の共有2：安易な共有

練習問題で復習する。

まとめと質疑応答

全問題を復習して学期末試験に備える。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
基本的に講義形式の授業である。授業内容の理解を確認する目的で宿題レポートを6回程度課す。

成績評価の方法
授業への積極的参加（10％程度），宿題レポート（30％程度），学期末試験（60％程度）により総合的に評価する。

成績評価の基準
• 成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
• とりわけ，上述の到達目標への達成度を評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
数学の予備知識は全く不要である。「ゲーム理論」が関連科目である。

テキスト
特には使用しない。問題集は配布する。

参考書
必要に応じて授業中に紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス

【予習・復習】
教科書・参考書・配布資料の該当箇所を読む

60-90分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

1.ミクロ経済学復習：余剰と市場の効率性と余剰

【予習・復習】
教科書・参考書・配布資料の該当箇所を読む

60-90分

1.ミクロ経済学復習：需要・供給・市場均衡

【予習・復習】
教科書・参考書・配布資料の該当箇所を読む

60-90分

テーマ・概要
企業と家計は、市場の価格メカニズムを通じて様々な財・サービスの取引を行っている。しかし市場は万能ではなく、価格メカニズムが適
切に機能しないために、望ましい資源配分を達成することができない事態（市場の失敗）に陥ることがある。これは『効率性』の問題と呼
ばれ、私的な経済主体の立場からでは解決に至らず、公的な経済主体である政府が市場に介入する必要がある。そこで本講義では、経済モ
デルを用いて市場の機能について理解し、市場の機能が阻害され失敗してしまう原因について学ぶ。また、その解決のために担うべき政府
の役割について学ぶ。
他方、政府に求められる重要な役割として『意思決定』の問題もあり、本講義では投票などを通した社会全体の意思決定についても学ぶ。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するために、以下を到達目標とする。
①政府の役割について、市場の失敗の原因をよく理解し、経済学の観点から解決策について論じることができる。
②集団の意思決定の方法やその結果について、経済学的な観点から論じることができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

公共経済学

山上　浩明

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211431106

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

1.ミクロ経済学復習：負の外部性と市場の失敗

【予習・復習】
教科書・参考書・配布資料の該当箇所を読む

60-90分

2. 政府の介入：コースの定理

60-90分

【予習・復習】
教科書・参考書・配布資料の該当箇所を読む

60-90分

第9回 3. 公共財：実験

第7回

第8回

【予習・復習】
教科書・参考書・配布資料の該当箇所を読む

2. 政府の介入：量規制・価格規制

【予習・復習】
教科書・参考書・配布資料の該当箇所を読む

60-90分

2. 政府の介入：補助金

60-90分

【予習・復習】
教科書・参考書・配布資料の該当箇所を読む

60-90分

2. 政府の介入：正の外部性

【予習・復習】
教科書・参考書・配布資料の該当箇所を読む
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60-90分

第11回

第12回

第13回

3. 公共財：分類、市場の失敗、最適供給

【予習・復習】
教科書・参考書・配布資料の該当箇所を読む

3. 公共財：リンダ―ル・メカニズムと嘘

【予習・復習】
教科書・参考書・配布資料の該当箇所を読む

4. 社会的意思決定：イントロダクション

【予習・復習】
教科書・参考書・配布資料の該当箇所を読む

60-90分

第10回

60-90分

4. 社会的意思決定：中位投票者定理

60-90分

60-90分

第15回

【予習・復習】
教科書・参考書・配布資料の該当箇所を読む

60-90分

4. 社会的意思決定：さまざまな多数決とアローの不可能性定理

【予習・復習】
教科書・参考書・配布資料の該当箇所を読む

総括

【予習・復習】
教科書・参考書・配布資料の該当箇所を読む

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
資料を配布し、講義形式で授業を行う。

成績評価の方法
『宿題または小テスト(30%)＋到達度確認テスト(70%)』または『到達度確認テスト(100%)』の評価手法で計算し、受講者にとってより良い
評価を採用する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.　
①政府の役割について、市場の失敗の原因をよく理解し、経済学の観点から解決策について論じることができる。
②集団の意思決定の方法やその結果について、経済学的な観点から論じることができる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
◆先修科目
「ミクロ経済学入門Ⅰ・Ⅱ」、または前カリキュラムでの「ミクロ経済学入門」と「企業と市場」を履修し、経済学についての基礎を理解
していることが望ましい。

◆必要な予備知識
連立方程式を解くことができる。微分・積分に関する知識がある。

テキスト
特に指定しない。

参考書
複数あるため、随時紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
所有権について

【予習】　シラバスを読み、あらかじめ講義
内容を把握する。　
【復習】　授業の内容を確認する。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

責任と抑止：基礎理論

【予習】　授業ノートを読んでおく。　
【復習】　授業の内容を確認する。

60

所有権について（つづき）

【予習】　授業ノートを読んでおく。　
【復習】　授業の内容を確認する。

60

テーマ・概要
　企業も消費者も決められたルールのもとで、利潤や効用最大化を目的として意思決定をし、行動している。そのルールというのが、我々
の社会では法律や規制である。ルールが変われば、企業や消費者の行動も変わる。
　本講義では、法律や規制がわれわれの行動にどのような影響を与えるのか、またどのような法律や規制が社会的に望ましいかを考える。
　本科目では、「法と経済」の基礎的分析手法である経済学的思考の基礎を学ぶ。また、「法と経済」の分野で取り扱われるさまざまなト
ピックについて、経済学の観点から検討する。
　なお、以下の授業の計画・内容を授業の進捗によって、一部変更する場合があります。

本科目では、ＤＰ６（専門分野の知識・理解）　を実現するため、履修学生が次のような水準に到達することを目標とする。
・法律を経済学的に分析する基礎的な枠組みを身につける。
・学習した基礎的な枠組みを具体例に応用することができる。
・現実の法律や規制を分析することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

法と経済

鷹岡　澄子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211431107

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

責任と抑止：基礎理論（つづき）

【予習】　授業ノートを読んでおく。　
【復習】　授業の内容を確認する。

60

責任と抑止：双方的モデル

60

【予習】　授業ノートを読んでおく。　
【復習】　授業の内容を確認する。

60

第9回 責任と抑止：企業の場合

第7回

第8回

【予習】　授業ノートを読んでおく。　
【復習】　授業の内容を確認する。

責任と抑止：双方的モデル（続き）

【予習】　授業ノートを読んでおく。　
【復習】　授業の内容を確認する。

60

責任と抑止：注意水準と活動水準

60

【予習】　授業ノートを読んでおく。　
【復習】　授業の内容を確認する。

60

責任と抑止：注意水準と活動水準（つづき）

【予習】　授業ノートを読んでおく。　
【復習】　授業の内容を確認する。
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60

第11回

第12回

第13回

責任と抑止：企業の場合（つづき）

【予習】　授業ノートを読んでおく。　
【復習】　授業の内容を確認する。

訴訟についての基礎理論

【予習】　授業ノートを読んでおく。　
【復習】　授業の内容を確認する。

訴訟についての基礎理論（つづき）

【予習】　授業ノートを読んでおく。　
【復習】　授業の内容を確認する。

60

第10回

60

訴訟に関する基礎理論の拡張

60

60

第15回

【予習】　授業ノートを読んでおく。　
【復習】　授業の内容を確認する。

60

訴訟に関する基礎理論の拡張（つづき）

【予習】　授業ノートを読んでおく。　
【復習】　授業の内容を確認する。

まとめ

【予習】　授業ノートを読んでおく。　
【復習】　授業の内容を確認する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　授業は講義を中心に進める。授業中に簡単な数値例を用いたクイズを行うので、積極的な参加が求められる。
授業ノートなど必要な資料は担当教員が作成し、配布する。

成績評価の方法
到達度試験(70%)、課題など提出物(30%)による総合評価を基本としつつ、講義中の発言や質問など授業への積極的参加をプラスに評価す
る。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
上記、到達目標の達成度に基づいて評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
ミクロ経済学入門I・II

テキスト
必要な資料は配布する。

参考書
ロバート・D. クーター, トーマス・S. ユーレン (1999)『法と経済学(新版)』太田勝造訳、商事法務研究会
スティーブン・シャヴェル(2010) 『法と経済学』田中亘訳、飯田高訳、日本経済新聞出版社

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

はじめに：組織の経済学とは

【復習】　授業の内容を復習する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

宿題1の解説
取引コスト理論と組織デザイン

【復習】　授業の内容を復習する。宿題1の理解を確認する。 60

取引コスト理論の基本原理

【復習】　授業の内容をよく理解した上で、宿題1に取り組む。 120

テーマ・概要
　民営化、企業の合併・買収、従業員の報酬制度、取締役会制度や監査制度など、新聞には経済組織に関する記事が毎日のように載ってい
る。これらの現象をばらばらにみるのではなく、統一的な経済学の視点から捉えることが組織の経済学の目的である。企業組織内のモチ
ベーション（動機付け）、企業間関係と契約、企業の資本構成とインセンティブ、組織のデザインなど、経営学で扱われてきた対象を、経
済学的手法を用いて分析する。　
　なお、授業の進捗に応じて、以下の授業の計画・内容、及び宿題の回数と提出日を一部変更する場合がある。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、以下を到達目標とする。
①組織の経済学の基礎的な概念を学び、理論的な理解力を養う。
②理論をさまざまな組織に応用して分析するための基礎知識を身に付ける。

到達目標

授業の計画と準備学修

組織の経済学

平尾　由紀子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211431108

2 2019年度 後期

- 682 -



第4回

第5回

第6回

取引コスト理論と企業の境界

【復習】　授業の内容をよく理解した上で、宿題2に取り組む。 120

宿題2の解説
情報の非対称性の問題：逆選択とモラル・ハザード

60

【復習】　授業の内容を復習する。宿題4の理解を確認する。
【予習】　期末レポートについて調べる。

120

第9回 宿題4の解説
エージェンシー理論とコーポレート・ガバナンス

第7回

第8回

【復習】　授業の内容を復習する。宿題2の理解を確認する。

情報の非対称性への対策

【復習】　授業の内容をよく理解した上で、宿題3に取り組む。 120

宿題3の解説、期末レポートのテーマを周知
エージェンシー理論と人事労務

120

【復習】　授業の内容を復習する。宿題3の理解を確認する。
【予習】　期末レポートに取り掛かる。

120

日本的人事制度

【復習】　授業の内容をよく理解した上で、宿題4に取り組む。
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120

第11回

第12回

第13回

日米コーポレート・ガバナンスの特徴

【復習】　授業の内容をよく理解した上で、宿題5に取り組む。

宿題5の解説
エージェンシー理論と企業財務（コーポレート・ファイナンス）

【復習】　授業の内容を復習する。宿題5の理解を確認する。
【予習】　期末レポートについて調べる。

所有権理論の原理

【復習】　授業の内容をよく理解した上で、宿題6に取り組む。

120

第10回

120

宿題6の解説
所有権理論と企業組織

120

120

第15回

【復習】　授業の内容を復習する。宿題6の理解を確認する。
【予習】　期末レポートを執筆する。

120

組織の経済学と業界分析：自動車産業、コンサルティング・ファーム

【復習】　授業の内容をよく理解した上で、宿題7に取り組む。

宿題7の解説
全体のまとめ

【復習】　これまでの授業全体の内容を復習し、期末レポートを仕上げる。

第14回
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　ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　授業時にはプリントを配布し、それをもとに講義を行う。宿題を定期的に課し、学生の理解度を見ながら授業を進める。学生は、レポー
トと定期的に課す宿題、及び不定期に実施する授業内演習に取り組むことにより、授業の復習をする。分からないことを次の授業に持ち越
さないようにする。また、上で示された準備学修の時間はあくまで目安であって、各自の理解度に応じて取り組むこと。
　なお、宿題と期末レポートの狙いは以下のとおりである。
・宿題：隔週に課される。その時々の授業内容の理解を確認する。
・期末レポート：現実の組織形態について学生各自が調べることにより、授業第Ⅰ部（取引コスト理論）に関する理解を深める。

成績評価の方法
　宿題7回程度（28%を目安とする）、及び期末レポートと学期末試験（72%を目安とする）をあわせて総合的に評価する。授業中に不定期
に実施する演習も成績評価の対象とする。

成績評価の基準
　成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。また、次の点に着目し、その達成度により評価する。
①組織の経済学の基礎的な概念を学び、理論的な理解を深めた。
②理論をさまざまな組織に応用して分析するための基礎知識を身に付けた。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
　必要な予備知識、先修科目は特になし。関連科目は「ゲーム理論」、「情報とゲーム」、及び「組織と人間」コースの科目。

テキスト
・菊澤研宗（2006）『組織の経済学 入門』、有斐閣、2300円＋税（ISBN4-641-16277-8）に依拠する。ただし、授業で講義プリントを配布
するので、テキストを購入する必要はない。

参考書
・菊澤研宗編著（2006）『業界分析 組織の経済学』、中央経済社、2600円＋税。
・清水克俊・堀内昭義（2003）『インセンティブの経済学』、有斐閣、3200円＋税。
・中林真幸・石黒真吾編（2010）『比較制度分析・入門』、有斐閣、2800円＋税。
・柳川範之（2000）『契約と組織の経済学』、東洋経済新報社、2500円＋税。
・エドワード・ラジアー、マイケル・ギブス(2017)『人事と組織の経済学　実践編』日本経済新聞社、4800円＋税。
・Besanko, D., D. Dranove, M. Shanley, and S. Schaefer (2010), "Economics of Strategy, Fifth Edition," Wiley.
・Milgrom, P., and J. Roberts（1997）『組織の経済学』、NTT出版、5500円＋税。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
基本概念について
　企業の行動や市場構造を決定する要因
　完全競争市場、余剰と経済厚生

【予習】　シラバスを読み、あらかじめ講義
内容を把握する。　
【復習】　授業の内容を確認する。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第4回

第2回

基本概念について（つづき）

【予習】　授業ノートを読んでおく。　
【復習】　授業の内容を確認する。

60

基礎的分析方法の練習

【予習】　授業ノートを読んでおく。　
【復習】　授業の内容を確認する。

60

基本概念について（つづき）

【予習】　授業ノートを読んでおく。　
【復習】　授業の内容を確認する。

60

テーマ・概要
　本科目では、企業の戦略的行動と市場競争のメカニズムについて学ぶ。
　具体的には、企業が活動を行う産業の市場構造の差が企業の行動にどのような違いを生じるのか見ていく。競争的な市場で活動している
企業と独占的な市場で活動している企業の行動にはどういう違いがあるのか。市場構造が企業の行動を決めるのであろうか。市場が競争的
かどうかというのは、どうやったら分かるのだろうか（市場とは国内市場のことか、国際市場のことか？）。企業が海外でも活動を行う現
在では、産業や市場をどの範囲でとらえたらよいのか考える。
　なお、授業の進捗によって、以下の授業の計画や内容を一部変更する場合がある。

本科目では、ＤＰ６（専門分野の知識・理解）　を実現するため、履修学生が次のような水準に到達することを目標とする。
・寡占市場の基礎的な理論と応用力を身につける。
・学習した基礎的な枠組みを具体例に応用することができる。
・現実の市場や企業行動を分析することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

産業の経済学

鷹岡　澄子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211432101

2 2019年度 前期
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第5回

第6回

独占企業について
　独占の生じる環境
　独占企業の行動
　独占の経済的結果
　独占企業のさまざまな価格設定
　価格差別の厚生分析
　反独占政策

60

【予習】　授業ノートを読んでおく。　
【復習】　授業の内容を確認する。

60

垂直的取引制限（つづき）

【予習】　授業ノートを読んでおく。　
【復習】　授業の内容を確認する。

60

第9回

第10回

垂直的取引制限（つづき）

第7回

第8回

【予習】　授業ノートを読んでおく。　
【復習】　授業の内容を確認する。

独占企業について（つづき）

【予習】　授業ノートを読んでおく。　
【復習】　授業の内容を確認する。

60

独占企業について（つづき）

60

【予習】　授業ノートを読んでおく。　
【復習】　授業の内容を確認する。

60

垂直的取引制限
　垂直的関係と垂直的制限
　二重限界性
　日本における垂直的制限

【予習】　授業ノートを読んでおく。　
【復習】　授業の内容を確認する。
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60

第11回

第12回

第13回

寡占市場の数量競争と価格競争
　寡占市場の特徴
　寡占企業の数量競争：クールノー・モデル
　2段階の数量競争：シュタッケルベルグ・モデル
　価格競争

【予習】　授業ノートを読んでおく。　
【復習】　授業の内容を確認する。

寡占市場の数量競争と価格競争（つづき）

【予習】　授業ノートを読んでおく。　
【復習】　授業の内容を確認する。

授業の方法
　授業は講義を中心に進める。授業中に隔週でクイズを行う。クイズは提出を求めないが、正解し答え合わせを報告した学生は成績に加点
される。
　授業ノートなど必要な資料は担当教員が作成し、配布する。

成績評価の方法

60

寡占市場の数量競争と価格競争（つづき）

120

60

第15回

【予習】　授業ノートを読んでおく。　
【復習】　授業の内容を確認する。

60

寡占市場の数量競争と価格競争（つづき）

【予習】　授業ノートを読んでおく。　
【復習】　授業の内容を確認する。

まとめ
プレテスト

【予習】　今までのクイズ・プレテスト・授業ノートを理解する。　
【復習】　できなかったところをクイズ・プレテスト・授業ノートで確認する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

課題レポート(30%)、到達度確認テスト(70%)を基本としつつ、授業中に隔週で行うクイズの積極的な参加を加点する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
上記、到達目標の達成度に基づいて評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
ミクロ経済学入門I・II、産業と政策

テキスト
授業ノートはファイルで配布します。

参考書
『産業組織の経済学』、長岡貞夫・平尾由紀子、日本評論社、2800円、4-535-55110-3
Industrial Organization、Oz Shy、The MIT Press、0-262-69179-5

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
市場集中度について

【予習】　シラバスを読み、あらかじめ講義
内容を把握する。　
【復習】　授業の内容を確認する。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

カルテルについて
　カルテルの種類
　カルテルの結成動機
　カルテル維持の限界
　規制

【予習】　授業ノートを読んでおく。　
【復習】　授業の内容を確認する。

60

市場集中度について（つづき）

【予習】　授業ノートを読んでおく。　
【復習】　授業の内容を確認する。

60

テーマ・概要
　本科目では、企業の戦略的行動と政策の関係について学ぶ。
　具体的には、市場集中度やカルテル、M&Aなどのテーマを通じて、競争を促進するための規制と企業活動の国際化に対応した規制の流れ
を学ぶ。
　また、企業と消費者の間には製品に対する情報の格差がある。企業は自分たちの販売する商品の良さをどうやって消費者に伝えようとす
るのか。消費者はどのような政策によって、情報が完全でない場合保護されるのか。不必要な規制が緩和されると、どのような効果がもた
らされるのかなどを学習していく。
　なお、授業の進捗によって、以下の授業の計画や内容を一部変更する場合がある。

本科目では、ＤＰ６（専門分野の知識・理解）　を実現するため、履修学生が次のような水準に到達することを目標とする。
・現代の産業や市場を経済学的に理解する。
・学習した基礎的な枠組みを具体例に応用することができる。
・現実の企業行動や政策を分析することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

産業と政策

鷹岡　澄子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211432102

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

カルテルについて（つづき）
　カルテルの種類
　カルテルの結成動機
　カルテル維持の限界
　規制

【予習】　授業ノートを読んでおく。　
【復習】　授業の内容を確認する。

60

M&A
　M&Aとその傾向
　M&Aの手法・動機
　合併のモデル
　アドバイザーについて

60

【予習】　授業ノートを読んでおく。　
【復習】　授業の内容を確認する。

60

第9回 情報の非対称性と企業行動
　品質と情報の非対称性
　情報の非対称下の企業戦略
　価格と情報の非対称性

第7回

第8回

【予習】　授業ノートを読んでおく。　
【復習】　授業の内容を確認する。

M&A(つづき）
　M&Aとその傾向
　M&Aの手法・動機
　合併のモデル
　アドバイザーについて

【予習】　授業ノートを読んでおく。　
【復習】　授業の内容を確認する。

60

参入の経済効果
　新規参入とその経済効果
　過剰参入
　コンテスタブルマーケットでの新規参入
　独占的競争

60

【予習】　授業ノートを読んでおく。　
【復習】　授業の内容を確認する。

60

参入の経済効果（つづき）
　新規参入とその経済効果
　過剰参入
　コンテスタブルマーケットでの新規参入
　独占的競争

【予習】　授業ノートを読んでおく。　
【復習】　授業の内容を確認する。
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60

第11回

第12回

第13回

情報の非対称性と企業行動（つづき）
　品質と情報の非対称性
　情報の非対称下の企業戦略
　価格と情報の非対称性

【予習】　授業ノートを読んでおく。　
【復習】　授業の内容を確認する。

スクリーニング・オークション
　メカニズム・デザイン入門
　スクリーニング
　オークション

【予習】　授業ノートを読んでおく。　
【復習】　授業の内容を確認する。

スクリーニング・オークション（つづき）
　メカニズム・デザイン入門
　スクリーニング
　オークション

【予習】　授業ノートを読んでおく。　
【復習】　授業の内容を確認する。

60

第10回

60

広告
　広告の種類
　ドーフマン=スタイナーのモデル
　広告と経済厚生

120

60

第15回

【予習】　授業ノートを読んでおく。　
【復習】　授業の内容を確認する。

60

広告（つづき）
　広告の種類
　ドーフマン=スタイナーのモデル
　広告と経済厚生

【予習】　授業ノートを読んでおく。　
【復習】　授業の内容を確認する。

まとめ

【予習】　今までのクイズ・授業ノートを理解する。　
【復習】　できなかったところをクイズ・授業ノートで確認する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　授業は講義を中心に進める。授業中に隔週でクイズを行う。クイズは提出を求めないが、正解し答え合わせを報告した学生は成績に加点
される。
　授業ノートなど必要な資料は担当教員が作成し、配布する。

成績評価の方法
課題レポート(30%)、到達度確認テスト(70%)を基本としつつ、授業中に隔週で行うクイズの積極的な参加を加点する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
上記、到達目標の達成度に基づいて評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
ミクロ経済学入門I・II、産業の経済学

テキスト
授業ノートはファイルで配布します。

参考書
『産業組織の経済学　第2版』、長岡貞夫・平尾由紀子、日本評論社、3240円、ISBN-13: 978-4535556676
Industrial Organization、Oz Shy、The MIT Press、0-262-69179-5

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

以下の通りに進めますが、場合によっては変更されることがあります。常にポータルで連絡事項を確認してください。
イントロダクション
・履修の注意事項（試験、評価など）
・ツーリズムとは何か。
・世界における観光産業の拡大
・観光倫理
・観光に関するアンケート
今なぜ観光なのか、ツーリズムと観光の違いを理解し、世界のデータをもとに近年のトレンドを把握し課題を考えます。

ポータルに提示する資料をダウンロードし、参考図書やe-learning教材を事前にざっと眺める。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第4回

第2回

観光の需要（需要に影響する経済的要因）
観光旅行者の行動、所得や時間制約、フランスのバカンス法など制度の影響を分析します。

ポータル掲示の資料を読んでおく。 60

観光の需要（観光者の心理）
モチベーションなどの心理的要因から観光旅行者の行動を分析します。

観光市場の動向と観光サービス・観光産業の特性
観光商品はさまざまな産業のサービスの組み合わせで成り立ち、観光行動は目的地に社会的、経済的影響をもたらします。

UNWTOおよび観光白書（観光庁）などポータル掲示の資料を事前読んでおく。 60

テーマ・概要
『観光ビジネスの可能性と地域経済の振興』 2020年の東京オリンピック・パラリンピックが近づく中、急激に増加しているのが外国人観
光客です。彼らの爆買いは、観光地だけでなく街なみや株価まで変動させ、首都圏や大阪に集中していた目的地も情報や交通網の整備に
よって地方に広がりを見せ始めています。
　観光による経済振興には、大きな可能性とリスクが伴います。観光の経済効果が大きくなるにつれて、国際的にも、国内でも競争が激し
くなっています。一時的に大きな成功をおさめても、地域間競争によって集客力が急激に低下し、長期には地域の大きな負担になってしま
うことも多々あります。観光によって地域を活性化し、人々の暮らしも変えるような持続的成功に導くには、観光サービスの商品特徴、観
光者行動と観光産業の分析、情報革命と規制緩和、安定した運営体制と資金調達などが重要です。
　地域の持続的成長につなげるツーリズムには、何が必要なのでしょうか。いくつかの事例を研究しながら、日本の観光産業が飛躍するた
めのポイントを、授業を通じて受講者とともに考えます。

DP６（専門分野の知識・理解）、4（自発性、積極性）を実現するため、次の４点を到達目標とします。
①観光サービスと産業の特性を理解し、経済経営の視点から経済効果や市場予測ができる。
②需要者（観光旅行者）の行動を分析し、社会的、経済的、心理的要因を理解できる。
③供給者（事業者）について、情報革命や規制緩和の影響を理解できる。
④事例やデータをもとにSWOT分析などの手法を用いて、地域の魅力を発掘・磨く観光ツアーを提案できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

観光の経済学 ＜１＞

井出　多加子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211432103

2 2019年度 前期
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第5回

第6回

ポータル掲示の資料を読んでおく。また、参考図書を読むとさらによい。 60

観光の需要（インバウンドと予測）
今後の市場拡大について、インバウンド観光客を例に需要の測定方法や予測方法を学びます。

90

ポータル資料を読んでおく。 60

第2回到達度確認テスト
持続的着地型観光とリスク管理
地域の魅力を掘り起こすSWOT分析などのライバル地域と比較する手法を学び、着地型観光、エコツーリズムなど、地域の持続的
成長をもたらす観光のあり方について学びます。ま

第9回

第10回

観光の供給（交通、観光施設）
観光者の移動範囲は交通手段で劇的に変わり、大規模リゾートが主要な目的地になっています。LCCと大規模リゾートを例に、影
響と課題を検討します。

第7回

第8回

ポータル掲示の資料を読んでおく。履修者アンケートの集計ファイルを閲覧し、傾向を考えておく。

第1回到達度確認テスト
観光の基礎知識、市場動向、需要、消費者行動について実施。テスト終了後、解答例を紹介して解説を行います。

確認テストに備えて、これまでの学習内容を確認、復習する。 120

観光の供給（旅行業者、情報革命）
経済学から見た旅行業者の役割、産業構造、規制の是非、および海外からの企業参入や情報革命による新ビジネスの影響を学び
ます。

60

産業構造や旅行業法など、ポータルにアップされた関連資料を読んでおく。 60

観光の供給（宿泊施設、情報革命）
インバウンド観光客の増加で、日本の宿泊業は大きく変化しつつあります。星野リゾートと民泊を比較し、技術革新の影響と規
制緩和などの課題を紹介します。

旅館業法や民泊関連のポータル資料を読んでおく。星野リゾートやAirBnBなどの資料について、それぞ
れの特徴や市場への影響を考えておく。
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120

第11回

第12回

第13回

ポータル資料を読んでおく。

実務家による講演（予定）
交通または宿泊業で活躍する実務家から、日本の観光業について講演頂きます。日程は実務家のスケジュールなどで変更の可能
性があります。（課題レポートあり）

前回の授業内容を復習する。

着地型観光（目的地の事例）：着地型観光の成功例の動画を鑑賞し、観光地に関するこれまでの学習内容とSWOT分析について理
解度をチェックします。

前回に授業でまとめたポイントをもとに、実務家の方のプロフィールや配布資料をポータルで事前に確
認する。

60

授業の方法

60

持続可能な観光のための課題
日本は自然災害の多い国で、心理的要因に左右される観光への影響は甚大です。また一方で、京都などオーバーツーリズムとい
われるような、地域に過度の負担をもたらす混雑現象も生じています。日本や他国の過去の経験や政策などから、対応を学びま
す。

120

60

第15回

ポータル資料を読んでおく。 60

日本の観光の課題と未来
日本の観光業は深刻な人手不足と人材不足に悩んでいます。また観光プロジェクトの大半は、企業、地域住民、行政の協働でな
りたっています。そのポイントを、ネットワークの視点からを学びます。
また、地域振興のため資金調達として、マイクロファイナンス（クラウドファンディングやふるさと納税など）などの手法を学
びます。

着地型観光のステイクホルダーと、観そうでない人々の考え方の違いを自分なりに整理しておく。学生
として貢献できることを考える。

第3回到達度確認テスト
ツーリズムと観光に関する基礎知識の確認、および着地型観光の提案を課題内容とします。

これまでの学習ノートや資料を整理し、疑問点を洗い出す。着磁型観光の提案について自分自身で資料
を集めプランを整理しておく。

第14回
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ポータルサイトで周知する。簡単な事であれば質問はメール可。s01244@cc.seikei.ac.jp

講義形式ですが、学部講師の講演を含めて、授業中に指名して発言を求めることがあります。
到達度確認レポートを含め授業中にWEBCLASSを活用したり、ます。
また、観光に関する成功事例などのビデオを鑑賞し、事例研究を行います。

成績評価の方法
以下の3種類による総合評価。
①授業への参加と理解（２０％）出席と授業の理解度をチェックするため、ほぼ毎回簡単なミニクイズをWEBCLASSで解答していただき、そ
の理解度を評価の対象とします。
②到達度確認テスト（５０％）授業時間内に3回実施します。
③定期試験（３０%）観光の基礎知識について定期試験を行います。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠し、上記、到達目標の達成度に基づいて評価します。
/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
関連する以下の科目を、今後履修されることをお勧めします。
経済地理、産業と立地、情報の経済学、消費者行動、マーケティング等。

テキスト
パワーポイントの授業資料をポータル配布。授業ではアウトラインのみを配布（図表や写真は縮小印刷では見えないため。）授業中に、適
時モバイル端末で資料を確認すると理解が深まります。
授業資料を印刷物でほしい方は、ポータルからダウンロードして事前に印刷してください。

参考書
Tourism: Principles and Practice ,John Fletcher (著),  Alan Fyall  (著), （英文なので購入不要。授業中に適時紹介。）
無料のe-learning教材（オーストラリア、クインズランド大学）　
https://courses.edx.org/courses/course-v1:UQx+TOURISMx+3T2017/course/

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

以下の通りに進めますが、場合によっては変更されることがあります。常にポータルで連絡事項を確認してください。
イントロダクション
・履修の注意事項（試験、評価など）
・ツーリズムとは何か。
・世界における観光産業の拡大
・観光倫理
・観光に関するアンケート
今なぜ観光なのか、ツーリズムと観光の違いを理解し、世界のデータをもとに近年のトレンドを把握し課題を考えます。

ポータルに提示する資料をダウンロードし、参考図書やe-learning教材を事前にざっと眺める。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第4回

第2回

観光の需要（需要に影響する経済的要因）
観光旅行者の行動、所得や時間制約、フランスのバカンス法など制度の影響を分析します。

ポータル掲示の資料を読んでおく。 60

観光の需要（観光者の心理）
モチベーションなどの心理的要因から観光旅行者の行動を分析します。

ポータル掲示の資料を読んでおく。また、参考図書を読むとさらによい。 60

観光市場の動向と観光サービス・観光産業の特性
観光商品はさまざまな産業のサービスの組み合わせで成り立ち、観光行動は目的地に社会的、経済的影響をもたらします。

UNWTOおよび観光白書（観光庁）などポータル掲示の資料を事前読んでおく。 60

テーマ・概要
『観光ビジネスの可能性と地域経済の振興』 2020年の東京オリンピック・パラリンピックが近づく中、急激に増加しているのが外国人観
光客です。彼らの爆買いは、観光地だけでなく街なみや株価まで変動させ、首都圏や大阪に集中していた目的地も情報や交通網の整備に
よって地方に広がりを見せ始めています。
　観光による経済振興には、大きな可能性とリスクが伴います。観光の経済効果が大きくなるにつれて、国際的にも、国内でも競争が激し
くなっています。一時的に大きな成功をおさめても、地域間競争によって集客力が急激に低下し、長期には地域の大きな負担になってしま
うことも多々あります。観光によって地域を活性化し、人々の暮らしも変えるような持続的成功に導くには、観光サービスの商品特徴、観
光者行動と観光産業の分析、情報革命と規制緩和、安定した運営体制と資金調達などが重要です。
　地域の持続的成長につなげるツーリズムには、何が必要なのでしょうか。いくつかの事例を研究しながら、日本の観光産業が飛躍するた
めのポイントを、授業を通じて受講者とともに考えます。

DP６（専門分野の知識・理解）、4（自発性、積極性）を実現するため、次の４点を到達目標とします。
①観光サービスと産業の特性を理解し、経済経営の視点から経済効果や市場予測ができる。
②需要者（観光旅行者）の行動を分析し、社会的、経済的、心理的要因を理解できる。
③供給者（事業者）について、情報革命や規制緩和の影響を理解できる。
④事例やデータをもとにSWOT分析などの手法を用いて、地域の魅力を発掘・磨く観光ツアーを提案できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

観光の経済学 ＜２＞

井出　多加子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211432103

2 2019年度 後期
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第5回

第6回

観光の需要（インバウンドと予測）
今後の市場拡大について、インバウンド観光客を例に需要の測定方法や予測方法を学びます。

90

第11回

ポータル資料を読んでおく。 60

第2回到達度確認テスト
持続的着地型観光とリスク管理
地域の魅力を掘り起こすSWOT分析などのライバル地域と比較する手法を学び、着地型観光、エコツーリズムなど、地域の持続的
成長をもたらす観光のあり方について学びます。ま

ポータル資料を読んでおく。

実務家による講演（予定）
交通または宿泊業で活躍する実務家から、日本の観光業について講演頂きます。日程は実務家のスケジュールなどで変更の可能
性があります。（課題レポートあり）

60

第9回

第10回

観光の供給（交通、観光施設）
観光者の移動範囲は交通手段で劇的に変わり、大規模リゾートが主要な目的地になっています。LCCと大規模リゾートを例に、影
響と課題を検討します。

第7回

第8回

ポータル掲示の資料を読んでおく。履修者アンケートの集計ファイルを閲覧し、傾向を考えておく。

第1回到達度確認テスト
観光の基礎知識、市場動向、需要、消費者行動について実施。テスト終了後、解答例を紹介して解説を行います。

確認テストに備えて、これまでの学習内容を確認、復習する。 120

観光の供給（旅行業者、情報革命）
経済学から見た旅行業者の役割、産業構造、規制の是非、および海外からの企業参入や情報革命による新ビジネスの影響を学び
ます。

60

産業構造や旅行業法など、ポータルにアップされた関連資料を読んでおく。 60

観光の供給（宿泊施設、情報革命）
インバウンド観光客の増加で、日本の宿泊業は大きく変化しつつあります。星野リゾートと民泊を比較し、技術革新の影響と規
制緩和などの課題を紹介します。

旅館業法や民泊関連のポータル資料を読んでおく。星野リゾートやAirBnBなどの資料について、それぞ
れの特徴や市場への影響を考えておく。
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120

第12回

第13回

前回の授業内容を復習する。

着地型観光（目的地の事例）：着地型観光の成功例の動画を鑑賞し、観光地に関するこれまでの学習内容とSWOT分析について理
解度をチェックします。

前回に授業でまとめたポイントをもとに、実務家の方のプロフィールや配布資料をポータルで事前に確
認する。

授業の方法
講義形式ですが、学部講師の講演を含めて、授業中に指名して発言を求めることがあります。
到達度確認レポートを含め授業中にWEBCLASSを活用したり、ます。
また、観光に関する成功事例などのビデオを鑑賞し、事例研究を行います。

成績評価の方法
以下の3種類による総合評価。
①授業への参加と理解（２０％）出席と授業の理解度をチェックするため、ほぼ毎回簡単なミニクイズをWEBCLASSで解答していただき、そ
の理解度を評価の対象とします。
②到達度確認テスト（５０％）授業時間内に3回実施します。
③定期試験（３０%）観光の基礎知識について定期試験を行います。

成績評価の基準

60

持続可能な観光のための課題
日本は自然災害の多い国で、心理的要因に左右される観光への影響は甚大です。また一方で、京都などオーバーツーリズムとい
われるような、地域に過度の負担をもたらす混雑現象も生じています。日本や他国の過去の経験や政策などから、対応を学びま
す。

120

60

第15回

ポータル資料を読んでおく。 60

日本の観光の課題と未来
日本の観光業は深刻な人手不足と人材不足に悩んでいます。また観光プロジェクトの大半は、企業、地域住民、行政の協働でな
りたっています。そのポイントを、ネットワークの視点からを学びます。
また、地域振興のため資金調達として、マイクロファイナンス（クラウドファンディングやふるさと納税など）などの手法を学
びます。

着地型観光のステイクホルダーと、観そうでない人々の考え方の違いを自分なりに整理しておく。学生
として貢献できることを考える。

第3回到達度確認テスト
ツーリズムと観光に関する基礎知識の確認、および着地型観光の提案を課題内容とします。

これまでの学習ノートや資料を整理し、疑問点を洗い出す。着磁型観光の提案について自分自身で資料
を集めプランを整理しておく。

第14回
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ポータルサイトで周知する。簡単な事であれば質問はメール可。s01244@cc.seikei.ac.jp

成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠し、上記、到達目標の達成度に基づいて評価します。
/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
関連する以下の科目を、今後履修されることをお勧めします。
経済地理、産業と立地、情報の経済学、消費者行動、マーケティング等。

テキスト
パワーポイントの授業資料をポータル配布。授業ではアウトラインのみを配布（図表や写真は縮小印刷では見えないため。）授業中に、適
時モバイル端末で資料を確認すると理解が深まります。
授業資料を印刷物でほしい方は、ポータルからダウンロードして事前に印刷してください。

参考書
Tourism: Principles and Practice ,John Fletcher (著),  Alan Fyall  (著), （英文なので購入不要。授業中に適時紹介。）
無料のe-learning教材（オーストラリア、クインズランド大学）　
https://courses.edx.org/courses/course-v1:UQx+TOURISMx+3T2017/course/

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

産業立地論と経済地理学

・図書館で参考書にふれる 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

産業立地論の古典(2)：ウェーバーの工業立地論

・前回の復習 60

産業立地論の古典(1):チューネンの農業立地論

・前回の復習 60

テーマ・概要
産業活動がどこに立地するか？　この命題は、地表空間上でのモビリティが格段に上昇した現代においても、企業や地域の成長戦略上、ま
た公共政策上も重大な問題である。本講義では、経済学と経営学、そして地理学を橋渡しする産業立地論について、なるべく詳細な実例を
交えて概説する。講義を通じて、場所や立地の意味を考える楽しさを味わい、経営戦略、地域戦略における空間的視点の重要性を感じとっ
てもらえれば幸いである。
講義のうち第６回までは古典的な立地論の基本を学び、第７回〜第13回は、製造業，商業の順に産業立地の実際を考える。最後に産業集積
論の地域政策への応用を考えたい。

ＤＰ6（専門分野の知識・理解）を実現するため、以下を到達目標とする。
産業立地論の基本的な考え方を学ぶことを通じて、企業戦略の空間的側面とそれが市民生活・消費生活に与える影響を理解し、地域経済社
会づくりに主体的に関わる力を養う。

到達目標

授業の計画と準備学修

産業と立地

小田　宏信

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211432104

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

産業立地論の古典(3)：クリスタラーの中心地理論

・前回の復習 60

集積と外部経済の理論(1)：グローバル化の中でのローカリゼーション

60

・前回の復習 60

第9回 製造業のグローバル・ネットワーク

第7回

第8回

・前回の復習

集積と外部経済の理論(2)：マーシャルとヴァーノンの外部経済論

・前回の復習 60

製造業のローカル・ネットワーク

60

・前回の復習 60

製造業のナショナル・ネットワーク

・前回の復習
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60

第11回

第12回

第13回

小売業・サービス業の立地(1)：商業立地論の基礎

・前回の復習

小売業・サービス業の立地(2)：流通革命とチェーンストアの台頭

・前回の復習

小売業・サービス業の立地(3)：チェーンストアの物流戦略

・前回の復習

60

第10回

60

産業集積と地域づくり(1)：中心市街地の活性化

60

60

第15回

・前回の復習 60

産業集積と地域づくり(2)：ものづくりの地域の活性化

・前回の復習

全体の振り返り

・前回の復習

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
keynoteプレゼンテーションの形式を基本とします。配布資料上の図版の読解を意識的に心がけて下さい。小課題ないしリアクションペー
パーを課す場合があります。

成績評価の方法
平常点30%、期末試験70%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、達成度により評価する。
(1) 産業立地に関するいくつかの古典理論の基本的な考え方を理解できているか。
(2) 企業戦略の空間的側面を理解できているか。
(3) 企業の空間的戦略がもたらす地域経済や市民生活に及ぼす影響を理解できているか。
(4) よりよい地域づくりのために産業立地論を活用する方策を理解できているか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
とくにありません。関連科目として、「現代日本の地理（教養カリ）」「現代世界の地理（教養カリ）」「経済地理」など。

テキスト
使用しません。

参考書
　『立地ウォーズ：企業・地域の成長戦略と「場所のチカラ」［改訂版］』川端基夫著、新評論、2400円．
　『地域と産業＜新版＞』富田和曉著、原書房、2100円．
　『経済地理学入門＜新版＞』山本健兒著、原書房、2940円．
　『経済空間論-立地システムと地域経済』柳井雅人編、原書房、1995円．
　『改訂版　立地と空間（上・下巻）』P.ディッケン・P.ロイド著、伊藤喜栄監訳、古今書院，
3200円×2．
　『日本の流通と都市空間』荒井良雄・箸本健二編、古今書院、3200円，
　『クラスター戦略』山崎　朗編、有斐閣、2100円．
　『経済地理学』松原　宏著、東京大学出版会、4800円．
　『商業地理学入門』奥野隆史ほか著、東洋書林、2625円．
 『グローバリゼーション』矢ケ崎典隆ほか編、朝倉書店、2018年刊行予定．

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・講義計画の全体像を説明する．

講義計画の全体像を理解するよう復習する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

国際収支と日本経済(2)
・日本経済全体にとっての海外との取引の意義について説明する。

授業内容を復習し、練習問題があればそれを解く。 60

国際収支と日本経済(1)
・日本経済全体にとっての海外との取引の意義について説明する。

授業内容を復習し、練習問題があればそれを解く。 60

テーマ・概要
日本は約350兆円（2016年末時点）の対外純資産を抱える世界最大の対外債権保有国です。中でも、企業による海外展開や、海外企業の買
収など、対外直接投資は近年その重要さを増してきています。この講義では、日本企業による直接投資や、それを決める企業の国際戦略に
ついて、経済学の観点から説明していきます。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、以下を到達目標とする。
企業の国際戦略について、経済学に基づく知識を習得する。特に、日々のニュース・新聞報道などで議論される企業の海外展開についての
動向が理解できるようになる事を目標とする。

到達目標

授業の計画と準備学修

企業の国際戦略

鈴木　史馬

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211432105

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

日本企業と直接投資(1)
・データや実証研究に基づき、日本企業にとっての直接投資の意義について説明する。

授業内容を復習し、練習問題があればそれを解く。 60

日本企業と直接投資(2)
・国際経済学の理論的な考え方に基づき、日本企業にとっての直接投資の意義について説明する。

60

授業内容を復習し、練習問題があればそれを解く。 60

第9回 対日直接投資の意義
・海外企業の日本支出の意義について説明する。

第7回

第8回

授業内容を復習し、練習問題があればそれを解く。

これまでの理解度の確認
・これまでの指定箇所を中心に学習内容についての到達度を確認するための小テストを行う．
・テスト終了後，テスト内容についての解説や補足を行う．

小テストに向けてよく復習する。 60

直接投資と産業空洞化
・企業の海外進出に伴い問題視される産業空洞化について説明する。

60

授業内容を復習し、練習問題があればそれを解く。 60

直接投資の望ましさ
・直接投資がもたらす企業・社会にとっての望ましさについて説明する。

授業内容を復習し、練習問題があればそれを解く。
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60

第11回

第12回

第13回

ケーススタディ(1)
・個別企業・産業を取り上げ、その国際戦略についての実例を説明する。

授業内容を復習し、練習問題があればそれを解く。

ケーススタディ(2)
・個別企業・産業を取り上げ、その国際戦略についての実例を説明する。

授業内容を復習し、練習問題があればそれを解く。

ケーススタディ(3)
・個別企業・産業を取り上げ、その国際戦略についての実例を説明する。

授業内容を復習し、練習問題があればそれを解く。

60

第10回

60

ケーススタディ(4)
・個別企業・産業を取り上げ、その国際戦略についての実例を説明する。

60

60

第15回

授業内容を復習し、練習問題があればそれを解く。 60

日本経済と企業の国際戦略
・企業の直接投資を通じて日本経済が直面する課題について説明する。

授業内容を復習し、練習問題があればそれを解く。

講義のまとめ

授業内容を復する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
一般の講義形式で行いますが，講義中に，教員から受講生に質問をして返答を求めることがあります．
なお，授業の進度に応じて授業内のテスト（到達度確認テスト等）の実施時期，回数は異なることもあります。

成績評価の方法
学期末の定期試験（４０％）と、平常点（６０％）で総合的に評価します．
平常点は授業内に実施される到達度確認テストや数回の小テスト等の結果の合計です．

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
上記、到達目標の達成度に基づき評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
先修科目としては「マクロ経済学入門1・2」、「ミクロ経済学入門1・2」など。
関連科目として「国際経済学」があります。

テキスト
特に指定しない。

参考書
清田耕造(2015)『拡大する直接投資と日本企業』（NTT出版）
『日本経済新聞』。また、適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス／金融の役割
・講義計画の全体像を説明する．
・金融取引の基本的な機能について説明する．

金融の全体像を理解するよう復習する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

金利とリスクプレミアム(2)
・時間の対価である金利と不確実性の対価であるリスクプレミアムについて説明する。

授業内容を復習し、練習問題があればそれを解く。 60

金利とリスクプレミアム(1)
・時間の対価である金利と不確実性の対価であるリスクプレミアムについて説明する。

授業内容を復習し、練習問題があればそれを解く。 60

テーマ・概要
金融取引とは、資金余剰主体と資金不足主体が現在と将来の間で資源を融通し合う取引であり、時間を通じた資源配分にかかわる取引とも
呼ばれる。金融取引は将来という未実現の事象を扱うことから、リスクや不確実性にかかわる取引と見なすこともできる。この講義では、
戦前から現代にかけての日本の金融制度・金融システムを「リスクの配分」という観点から説明する。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、以下を到達目標とする。
日本の金融システムの現状と歴史的変遷について、経済学に基づく知識を習得する。特に、日々のニュース・新聞報道などで議論される金
融機関や金融市場の動きや相互作用などが理解できるようになる事を目標とする。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本の金融制度

鈴木　史馬

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211432106

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

ポートフォリオ選択の基本(1)
・安全資産とリスク資産の配分についての基本的な考え方を説明する。

授業内容を復習し、練習問題があればそれを解く。 60

ポートフォリオ選択の基本(2)
・安全資産とリスク資産の配分についての基本的な考え方を説明する。

60

授業内容を復習し、練習問題があればそれを解く。 60

第9回 日本の金融市場
・日本の金融市場の現状や課題について説明する。

第7回

第8回

授業内容を復習し、練習問題があればそれを解く。

これまでの理解度の確認
・これまでの指定箇所を中心に学習内容についての到達度を確認するための小テストを行う．
・テスト終了後，テスト内容についての解説や補足を行う．

小テストに向けてよく復習する。 60

日本の家計と企業の金融行動
・日本の家計のポートフォリオ選択上の特徴について説明する。
・日本の企業の資金調達行動、投資行動の特徴について説明する。

60

授業内容を復習し、練習問題があればそれを解く。 60

日本の金融機関
・日本の銀行の現状や課題について説明する。

授業内容を復習し、練習問題があればそれを解く。
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60

第11回

第12回

第13回

日本の金融政策
・日本の金融政策の現状や特徴について説明する。

授業内容を復習し、練習問題があればそれを解く。

日本の金融システムの歴史(1)
・戦前期の日本の金融システムについて説明する。

授業内容を復習し、練習問題があればそれを解く。

日本の金融システムの歴史(2)
・戦後の日本の金融システムについて説明する。

授業内容を復習し、練習問題があればそれを解く。

60

第10回

60

日本の金融システムの歴史(3)
・1990年代以降の日本の金融システムについて説明する。

60

60

第15回

授業内容を復習し、練習問題があればそれを解く。 60

日本の金融システムの今後
・歴史的経緯を踏まえ、日本の金融システムが今後どのようになると考えられるかについて議論する。

授業内容を復習し、練習問題があればそれを解く。

講義のまとめ

授業内容を復する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
一般の講義形式で行いますが，講義中に，教員から受講生に質問をして返答を求めることがあります．
なお，授業の進度に応じて授業内のテスト（到達度確認テスト等）の実施時期，回数は異なることもあります。

成績評価の方法
学期末の定期試験（４０％）と、平常点（６０％）で総合的に評価します．
平常点は授業内に実施される到達度確認テストや数回の小テスト等の結果の合計です．

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
上記、到達目標の達成度に基づき評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
先修科目としては「マクロ経済学入門1・2」、「ミクロ経済学入門1・2」、「金融経済学」。
関連科目として「マクロ経済学」「ファイナンスの基礎」があります。

テキスト
特に指定しない。

参考書
星岳雄＋A.カシャップ『日本金融システム進化論』（日本経済新聞社）
『日本経済新聞』。また、適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

マクロ経済学と金融の復習

国際金融論を学ぶにあたって、その対象領域を見据えられるよう、いくつかの現代的問題に関心を持つ 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

為替レートの基礎

外国為替の基礎的理解を深める。 60

国際金融の歴史
第１回小テストの実施と回収後の解説

（予習）小テストにあたり初回から今回までの授業内容を復習する。
（復習）高校での日本史や世界史で学んだことと重ね合わせて理解を掘り下げる。小テストを完全解答
できるようにする.

60

テーマ・概要
本講義では、マクロ経済学や金融論の応用分野として、国際金融の現状、制度、及び、理論の領域を扱います。 特に、為替レート変動、
国際間の資金移動、中央銀行の政策、及び、国際金融市場について、学部レベルでの理論的な検討を踏まえつつ紹介します。なお、詳細に
ついては、授業の進捗によって、内容を一部変更する場合があります。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、以下を到達目標とする。
１．金融論の一領域として、国際的な経済現象を理解・描写できるようになる。
２．国際金融における主要テーマについて、その背景と意味を理解できるようになる。

到達目標

授業の計画と準備学修

国際金融

大野　正智

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211432107

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

為替レートの実際

外国為替の応用的理解を深める。 60

国際通貨
第２回小テストの実施と回収後の解説

60

国内外の利子率と為替レートの関係を理解する。（予習）小テストにあたり前回から今回までの授業内
容を復習する。（復習）小テストを完全解答できるようにする.

60

第9回 国際経済のマクロ理論（２）
第３回小テストの実施と回収後の解説

第7回

第8回

（予習）小テストにあたり前回から今回までの授業内容を復習する。
（復習）小テストを完全解答できるようにする.

最適通貨圏

通貨統合のメリット・デメリットを考察する。 60

貯蓄・投資バランス

60

理論的理解と統計的数値の関係を理解する。 60

国際経済のマクロ理論（１）

財・サービス収支と為替レートの理論的関係を理解する。
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60

第11回

第12回

第13回

開発経済

開発経済論の歴史的経過を理解する。

通貨危機
バランスシート調整

世界の通貨危機の事例とワシントンDCの国際機関の対応について理解する。
バブル経済崩壊後の企業債務の処理についてその金融的調整を理解する。

国内外の金融制度

国内外の金融制度の特徴を理解する。

60

第10回

60

国内外の中央銀行
第４回小テストの実施と回収後の解説

120

60

第15回

国内外の中央銀行の動向を理解する。
（予習）小テストにあたり前回から今回までの授業内容を復習する。
（復習）小テストを完全解答できるようにする.

60

世界の投資家

世界の投資家の状況を理解する。

授業全体のまとめ

授業全体を総括できるようにする。
（復習）学期末試験後に公表される模範解答に基づき理解を完結させる。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
板書や配布プリントを通して主に講義形式で行います。配布プリントは当日の授業終了後にSeikeiポータルにアップします。欠席者はそこ
から入手してください。特に、第1回目は期末試験までの全体的計画についてシラバス更新版として配布プリントとともにお知らせします
ので、第1回目欠席者は十分注意してください。
　授業の進展に合わせて、理解力の向上が伴うよう、受講生に質問したり、小テストを実施したりします。講義は聴講だけでなくテストの
受験も受講の一部ですので、学内外からの受講形態にかかわらず、テストを含め受講してください。なお、授業の進度に応じて、授業内で
のテストの実施時期や回数が上記の計画とは異なることがあります。

成績評価の方法
授業参加状況及びクイズ（２０％）、小テスト（３０％）、期末試験（５０％）。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し、その達成度によって評価します。
１．国際金融論の対象領域を把握できているか。
２．各テーマについて、基本的理解ができているか。
３．発展的テーマへの考察ができているか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
予備知識：テスト関係の答案は学内ネットを通して電子返却します。その際、ダウンロードなどの初歩的なPC・スマホの操作が最低限でき
ること。
先修科目：1年次向けの「マクロ経済学入門Ⅰ・Ⅱ」について単位修得済みであること。

テキスト
適宜指定する。

参考書
「経済のしくみと制度（第3版）」井出・井上・大野・北川・幸村著、多賀出版　（注意：最新版の第3版です)。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス

予習：レジュメをDLし、印刷・目を通す
復習：自身でモデルを解く

60-90分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

2.市場の効率性と市場の失敗：余剰と効率性

予習：レジュメをDLし、印刷・目を通す
復習：自身でモデルを解く

60-90分

1.経済学における環境問題とは何か？

予習：レジュメをDLし、印刷・目を通す
復習：自身でモデルを解く

60-90分

テーマ・概要
環境問題はさまざまな形態をとってわれわれの生活の中に存在している。粉塵・煤煙や廃棄物などの地域的環境問題から、気候変動に代表
される大域的環境問題に至るまで、これらすべての問題をヒトの経済活動と切り離すことはできない。そこで本講義では、さまざまな環境
問題について経済学（理論モデル）を用いて考察する。前半は環境経済学の基礎理論として外部性について学ぶとともに代表的な経済的手
法を紹介する。後半では、具体的な環境政策立案に関する情報の非対称や政治的な問題についても経済学を用いて考察する。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するために、以下を到達目標とする。
①経済学的観点から様々な環境問題について整理してとらえることができる。
②問題の解決法について、経済学的観点から論理的に導き出すことができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

環境経済学

山上　浩明

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211432108

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

2.市場の効率性と市場の失敗：市場の失敗

予習：レジュメをDLし、印刷・目を通す
復習：自身でモデルを解く

60-90分

2.市場の効率性と市場の失敗：量規制

60-90分

予習：レジュメをDLし、印刷・目を通す
復習：自身でモデルを解く

60-90分

第9回 3.ピグー税とボーモル・オーツ税：政策比較

第7回

第8回

予習：レジュメをDLし、印刷・目を通す
復習：自身でモデルを解く

2.市場の効率性と市場の失敗：価格規制としての税

予習：レジュメをDLし、印刷・目を通す
復習：自身でモデルを解く

60-90分

2.市場の効率性と市場の失敗：価格規制としての補助金

60-90分

予習：レジュメをDLし、印刷・目を通す
復習：自身でモデルを解く

60-90分

3.ピグー税とボーモル・オーツ税：モデル設定

予習：レジュメをDLし、印刷・目を通す
復習：自身でモデルを解く

- 719 -



60-90分

第11回

第12回

第13回

3.ピグー税とボーモル・オーツ税：B.O.税

予習：レジュメをDLし、印刷・目を通す
復習：自身でモデルを解く

4.排出権取引：モデル設定

予習：レジュメをDLし、印刷・目を通す
復習：自身でモデルを解く

4.排出権取引：余剰分析と政策比較

予習：レジュメをDLし、印刷・目を通す
復習：自身でモデルを解く

60-90分

第10回

60-90分

5.価格vs量：モデル設定

60-90分

60-90分

第15回

予習：レジュメをDLし、印刷・目を通す
復習：自身でモデルを解く

60-90分

5.価格vs量：ワイツマン定理

予習：レジュメをDLし、印刷・目を通す
復習：自身でモデルを解く

まとめ

予習：レジュメをDLし、印刷・目を通す
復習：自身でモデルを解く

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
資料を配布し、講義形式で授業を行う。

成績評価の方法
『宿題または小テスト(30%)＋到達度確認テスト(70%)』または『到達度確認テスト(100%)』の評価手法で計算し、受講者にとってより良い
評価を採用する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.　
①経済学的観点から環境問題と環境政策について整理してとらえることができる。
②問題の解決法について、経済学的観点から論理的に導き出すことができる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
ミクロ経済学関連科目、環境問題に関連する科目をすでに履修済みであることが望ましい。ただし、それと同等の知識があれば履修可能で
ある。

テキスト
講義資料を各自シラバスでダウンロード・印刷トピック毎に下記の異なる参考書を用いる。　
参考書

参考書
[1]日引聡・有村俊秀（2002）『入門　環境経済学　－環境問題解決へのアプローチ』中公新書　ISBN:4-12-1-1648-3
[2]C.D. Kolstad (1999) Environmental Economics, Oxford University Press,（日本語版：細江守紀、藤田敏之(2001)『環境経済学入
門』有斐閣）
その他、講義内で紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・研究倫理について
・授業の内容、進め方、予習・復習の仕方等を説明する。
・労働に関する基本的な統計指標を学修する。

【予習】シラバスを読む。
【復習】キーワードについて説明できるようにする。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

就職活動と採用（２）
・シグナリング理論、採用人数の決定について学修する。

【予習】指示されたキーワードを調べる。
【復習】キーワードの意味を説明できるようにする。レポートを執筆し、ポータルサイトから提出す
る。

90

就職活動と採用（１）
・情報の非対称性がある労働市場での採用基準、統計的差別について学修する。

【予習】指示されたキーワードを調べる。
【復習】キーワードの意味を説明できるようにする。

60

テーマ・概要
　本講義では、個人のキャリア形成の過程や企業や社会によるキャリア形成、維持のための支援策と課題について、就職活動、転職、再就
職、昇進、定年などのライフコースにそって、経済学の視点から解説する。
　また、非正規労働者（パート、アルバイト、派遣、請負労働など）の増加にともなう問題、正社員と非正規労働者のキャリア形成の差に
ついて解説する。社会経済状況、授業の進捗等によって、内容を一部変更する場合がある。

DP6(専門知識の知識・理解）を実現するため、以下の３点の到達目標を掲げる。
①　労働関係の統計指標の定義、読み方を説明できる。
②　労働経済学の基礎理論・キーワードを説明できる。
③　キャリア形成の現状、制度、政策について説明できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

労働経済学

丸山　桂

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211433101

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

配置と教育訓練
・比較優位、教育訓練、人的資本理論について学修する。

【予習】指示されたキーワードを調べる。
【復習】キーワードの意味を説明できるようにする。

60

賃金（１）
・労働需要曲線と労働供給曲線の仕組み、労働市場における賃金の決定について学ぶ。

60

【予習】指示されたキーワードを調べる。
【復習】キーワードの意味を説明できるようにする。

60

第9回 労働市場の非正規化
・正社員と非正規労働者の労働条件、キャリア形成の違いを学修する。

第7回

第8回

【予習】指示されたキーワードを調べてくる。
【復習】キーワードの意味を説明できるようにする。

賃金（２）
・賃金格差に関する理論を学修する。

【予習】指示されたキーワードを調べる。
【復習】キーワードの意味を説明できるようにする。

60

賃金（３）
・年功賃金と能力・成果主義賃金の違いについて学修する。

60

【予習】指示されたキーワードを調べる。
【復習】キーワードの意味を説明できるようにする。

60

賃金（４）と昇進
・リスクプレミアム、内部労働市場と外部労働市場の違いについて学修する。

【予習】指示されたキーワードを調べる。
【復習】キーワードの意味を説明できるようにする。
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60

第11回

第12回

第13回

派遣、請負労働者の労働条件、セーフティネット
・直接雇用と間接雇用の違い、労働条件の違いについて学修する。

【予習】指示されたキーワードを調べる。
【復習】キーワードの意味を説明できるようにする。

女性労働
・男女の働き方の違い、男女雇用機会均等法について学修する。

【予習】指示されたキーワードを調べる。
【復習】キーワードの意味を説明できるようにする。

仕事と家庭生活の両立支援
・育児、介護休業法、ワークライフバランスの制度、企業経営の取り組みについて学修する。

【予習】指示されたキーワードを調べる。
【復習】キーワードの意味を説明できるようにする。

60

第10回

60

失業と転職
・失業の種類、UV曲線、転職市場の現状と課題について学修する。

120

120

第15回

【予習】指示されたキーワードを調べる。
【復習】キーワードの意味を説明できるようになる。

60

定年制度と高齢者就業
・なぜ定年制度が必要なのか、高齢者就業促進のための政策を学修する。

【復習】キーワードについて説明できるようにする。ポータルサイトから、課題レポートを提出する。

まとめ
・これまでの授業のまとめを行い、練習問題の答え合わせをする。

【予習】練習問題を解いてくる。
【復習】練習問題をもう一度復習する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義形式で行う。テキストと配布プリント（各自、授業開始前までにポータルサイトからダウンロードし、持参すること）を併用する。ま
た、必要に応じてDVD視聴によるリアクションペーパーや練習問題の授業内での提出を求める。
なお、課題レポート、リアクションペーパー・練習問題、学期末試験の狙いは以下のとおりである。
課題レポート：授業内容を理解した上で、自分の考えを論理的に表現できる。
リアクションペーパー・練習問題：基本的な授業内容の理解度を確認する。
学期末試験：授業全体の学修内容についての理解度を確認する。

成績評価の方法
学期末試験の結果（75％）＋課題提出(おおむね課題レポート2回のポータルサイトを通じた提出と授業内で指示されたリアクションペー
パー・練習問題提出）（25％）による総合評価。
ただし、ポータルサイトを通じた課題提出は内容重視で判断する。提出さえすれば全員に同じ評価結果になるわけではない。また、コピ
ペ、代返等の不正行為は大幅に減点する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価する。
①　労働関係の統計指標の定義、読み方を説明できる。
②　労働経済学の基礎理論・キーワードを説明できる。
③　キャリア形成の現状、制度、政策について説明できる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
関連科目として、労働市場のしくみと制度、人的資源管理、人事政策、雇用者と労働法、人間行動と組織、福祉の経済学など

テキスト
特になし。配布資料を用いる。
配布資料は、授業開始前までに各自ダウンロードし、印刷またはタブレット・PC等に保存して授業に出席すること。

参考書
授業内に紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

以下の内容で講義する。経済動向や諸制度の動向によって、順序が変更になる可能性もある。ポータルで連絡するので、適時確
認すること。

＜ガイダンス＞
・予習や復習などの勉強方法、到達度確認テストや授業内レポートなどのスケジュールを確認。
・世界が直面する労働問題を、失業と非正規雇用から紹介。
若者の失業と、目に見えない失業（不就労または不完全就労）について最近の新聞記事を読んでおく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

＜世界に広がる若者の失業＞
・非正規雇用の現状と課題
・格差と非正規労働者
・日本の新卒採用制度
・マクロ経済と労働市場の関係（フィリップス曲線）

ポータル配布資料を熟読する 60

＜世界に広がる若者の失業＞
・失業とは
・各国の失業率の意味するもの
・先進国における非正規雇用の拡大
・ミスマッチ失業と労働市場の流動性
（ＵＶ分析、情報の非対称性とサーチモデル）
失業者に関するアンケート調査結果などをポータルで事前配信するｌ。ポータル配布資料をダウンロー
ドして熟読する。

60

テーマ・概要
先進諸国の雇用システムと労働市場の比較
世界的に雇用破壊が最重要課題となっています。個人がどのように努力しても、情報の非対称性や制度などから市場メカニズムのもとで解
決しない多くの問題がふくらみ、個々の利害が真正面からぶつかり合うのが労働市場です。

今年度は、特に以下の4つの大きなテーマのもとに、先進国を比較します。
①世界に広がる失業とその質、量の違い
②規制緩和と経済成長、格差
③新しい働き方と人材育成
④国境を超えて働くこと（移民、技能実習生制度など）

アメリカやオランダをはじめとする欧米諸国では、成果主義やワークシェアリングなどさまざまな特徴的仕組みを工夫しています。しかし
各国雇用慣行は、仕事の配分、労働管理、評価などがセットになって一つのシステムを形成しているため、特定の制度のみを日本に導入し
ても成功しません。この授業ではシステムの違いをもたらすものはなにか、その根源を歴史的経緯や法制度を含めて学びます。今後グロー
バリズムがさらに進展し、日本でも外国籍の労働者が増加し、日本の学生が海外で就職することは珍しくなくなっています。この授業で
は、日本の雇用慣行と政策を限られた資料ですが諸外国と比較し、時間に管理されない日本のホワイトカラー労働者をめぐる将来の方向性
を皆と考えていきます。また今年度は特に、外国人労働者の受け入れと技能形成について学び、関係する外部講師に講演を行っていただ
き、日本への受入と共生を考えます。

ＤＰ６（専門分野の知識・理解）を実現するため、以下を到達目標とする。
労働に関する法制度を正確に理解し、歴史的経緯や制度の影響を、インセンティブなや調整費用など労働問題を経済学の視点で理解する。
そしてアベノミクスの成長戦略で提案されている、労働に関する各種の規制緩和や外国人労働者の活用について、グローバルな視点で自分
の意見を述べることができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

労働市場のしくみと制度

井出　多加子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211433102

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

＜規制緩和と経済成長、格差＞
・法律から見る働くこととは
・日本の労働三法と各国の労働者保護の違い
・各国の労働時間と生産性の比較
・アベノミクスと雇用の規制緩和

ポータル配布の労働基準法の抜粋を読んでおく。 60

＜規制緩和と経済成長、格差＞
・米国と英国における規制緩和とホワイトカラーイグゼンプション
・アメリカの雇用システムの特徴
（先任権、レイオフ、産業別労働組合）

※アメリカのホワイトカラーに関するビデオ鑑賞と小レポート
60

ポータル配布資料を熟読する 60

第9回 ＜新しい働き方＞　
ジョブ型雇用とメンバーシップ雇用
・アメリカ・フランス型、ドイツ型、日本型、イギリス型の違いとその成り立ちを、法制度や経済環境などから、比較整理す
る。

第7回

第8回

ポータル配布資料を熟読する

＜規制緩和と経済成長、格差＞
・前回の小レポートの解説
・先進国労働市場の特徴と雇用システムの分類
・世界各国の雇用保護規制と失業率の比較
・雇用保護のメリットとデメリット

ポータル配布資料を熟読する 60

＜新しい働き方＞
・オランダの労働市場改革とワークシェアリングＷＳ
・雇用の流動性をもたらす要因
・日本の雇用システムとWSの課題

90

ポータル配布資料を熟読する 60

＜新しい働き方＞
・授業内小レポートとそのフィートバック
・日本における転職の拡大
・職種の発達と労働市場の役割

ポータル配布資料を熟読する。ワークシェアリングに関する厚生労働省のＨＰなどで資料を集める。
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90

第11回

第12回

第13回

＜技能形成とドイツ・イギリスのしくみ＞
・人的資本論
・ドイツ労働市場の特徴と改革の紹介
・ドイツのデュアルシステムと就業訓練と教育
・イギリスの資格制度

ポータル配布資料をダウンロードして熟読する。

＜国境を超えて働くこと＞
・国境を超えて働くことに関する日本と諸外国の現状
・法制度の影響と課題
・出入国管理法および難民認定法
・外国人の技能形成と日本の地域おこし

ポータル配布資料を熟読する。ディスカッションテーマについて資料を調べておく。

＜国境を超えて働くこと＞
・先進諸国における3段階の受け入れ体制の変化
・外国人労働者の受け入れ国への影響（労働力、出生率、社会保障負担など）
・送り出し国への影響
・家族と地域が抱える社会問題

ポータル配布資料に記載された法制度などを事前に調べる。

60

第10回

60

＜国境を超えて働くこと＞
・イギリスのEU撤退による労働市場や移民受け入れの変化について

90

90

第15回

ポータル配布資料に記載された法制度などを事前に調べる。 60

＜まとめと到達度確認テスト課題の提示＞
・これまでの授業内容のまとめを行い、雇用システムと労働市場の関連を確認
・到達度確認レポート試験のための課題を提示
・質疑応答

学習内容をまとめ、質問を整理する。

＜到達度確認テスト＞
・事前に提示された課題について、授業時間内にレポートを作成する。

提示された課題について、自分で考えをまとめておく。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
配布資料などを用いて、講義形式で行う。
授業内に、個別のテーマに関するビデオや新聞記事をみてそれに関する授業内小レポートやグループディスカッションを行うことがある。
授業内小レポートは３〜５回程度を予定している。

成績評価の方法
以下の３つの項目による総合評価
①到達度確認レポート試験（40％）
②授業中に実施するミニクイズ（20%）
③定期試験（40％）

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
上記、到達目標の達成度に基づいて評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
予備知識は必要ないが、できれば関連する以下の科目を、同時あるいは将来履修されることを希望する。
労働法、キャリアの経済学、組織の経済学、人的資源管理、教育の経済学など

テキスト
※以下を適時配布しますので、購入は不要です。
「グローバル時代の日本の働き方—経済学から見る労働市場の制度」　井出多加子著　
出版社: 銀河書籍 (2015/09)
ISBN-10: 4434210920
ISBN-13: 978-4434210921
発売日： 2015/09

参考書
雇用システムの理論—社会的多様性の比較制度分析 [単行本]
デヴィッド マースデン (著)， David Marsden (原著)， 宮本 光晴 (翻訳)， 久保 克行 (翻訳)

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
・授業の進め方、評価基準
・大学進学率の基礎データ

【予習】シラバスを熟読する。
【復習】授業の全体像や進め方、評価基準などについて確認する。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

教育の経済学の基礎的な考え方（２）
・人的資本論

【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。 60

教育の経済学の基礎的な考え方（１）
・人的資本論

【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。 60

テーマ・概要
本講義では、個人が教育を受けるメリットや教育が社会・経済に与える影響について、経済学の観点から解説します。まず、人的資本論と
シグナリング理論を説明し、「なぜ大学に通うのか」について考えます。次に、教育における政府の役割について検討します。そして、教
育が経済成長や所得格差に与える影響について考察します。なお、授業の進捗状況によって、内容を一部変更する場合があります。

ＤＰ６（専門分野の知識・理解）を実現するため、以下を到達目標とする。
・人的資本論とシグナリング理論を理解する。
・教育における政府の役割を理解する。
・教育が経済成長と格差に与える影響を説明できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

教育経済学

内田　雄貴

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211433103

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

教育の経済学の基礎的な考え方（３）
・人的資本論

【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。 60

教育の経済学の基礎的な考え方（４）
・シグナリング理論

60

【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。 60

第9回 教育と政府の役割（２）
・制度と財政の歴史

第7回

第8回

【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。

教育の経済学の基礎的な考え方（５）
・シグナリング理論

【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。 60

教育の経済学の基礎的な考え方（６）
・シグナリング理論

60

【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。 60

教育と政府の役割（１）
・政府介入の根拠

【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。
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60

第11回

第12回

第13回

教育と政府の役割（３）
・現在の制度と今後の課題

【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。

教育と経済成長
・新古典派成長理論からのアプローチ

【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。

教育と経済成長
・内生的成長理論からのアプローチ

【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。

60

第10回

60

教育と所得分配・社会階層
・教育と所得格差

120

60

第15回

【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。 60

教育と所得分配・社会階層
・教育と格差の親子間継承

【復習】講義資料を熟読。キーワードについて説明できるようにする。

まとめ
・授業全体のまとめ

【予習】これまでの講義資料を熟読。
【復習】授業全体を振り返り、不明な点はないか確認する。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
板書と配布物を中心に、講義形式で授業を行います。レポートを数回課し、授業内容の理解度を確認します。

成績評価の方法
平常点(レポート課題)30%、期末試験70%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
上記、到達目標の達成度に基づいて評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
先修科目として、「マクロ経済学入門」、「ミクロ経済学入門」が挙げられます。

テキスト
特にありません。

参考書
・『教育の経済学・入門　公共心の教育はなぜ必要か』、荒井一博、勁草書房、3300円＋税
・『教育を経済学で考える』、小塩隆士、日本評論社、1800円＋税
・『教育の経済分析』、小塩隆士、日本評論社、3000円＋税
その他については、適宜紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・研究倫理について
・授業の内容、進め方、予習・復習の仕方等を説明する。
・社会福祉がなぜ必要とされ、国家や人々の考え方がどのように変遷してきたのかを学修する。

【予習】シラバスを読む。
【復習】キーワードを説明できるようにする。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

生活保護の現状と課題
・生活保護の受給者数の動向、捕捉率、貧困のわな等の問題、負の所得税の仕組みについて学修する。

【予習】テキスト第５章を熟読する。
【復習】キーワードを説明できるようにする。

60

社会福祉の歴史と発展
　貧困問題から始まる社会福祉の歴史を概観し、生活保護制度の機能、基本的な仕組みを学修する。

【予習】テキスト第1章、第２章を熟読する。
【復習】キーワードを説明できるようにする。

60

テーマ・概要
　急速な少子・高齢化による介護問題、就業環境の悪化にともなう失業や貧困問題、就業にともなうケガや病気の問題など、社会福祉が対
応すべき問題は多様化し,また深刻化している。とかく感情論で語られがちな社会福祉の問題を、本講義では経済学の視点から講義する。
　講義では、社会福祉の根幹である貧困問題（生活保護）から始まり、児童福祉、障害者福祉、高齢者福祉などの人的サービスと労働者保
護のための雇用保険や労災保険について解説する。最後に全体を統括する視点から社会福祉基礎構造改革と経済学からみた社会福祉の市場
のあり方について、講義する。
　社会経済状況や授業の進捗状況によって、講義の内容・順番が変わることがある。

DP6(専門知識の知識・理解）を実現するため、以下の３点の到達目標を掲げる。
①　社会福祉の各制度の仕組みを理解している。
②　社会福祉の原理を説明できる。
③　経済学の視点から、福祉の市場において留意すべき点を明確に説明できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

福祉の経済学

丸山　桂

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211433104

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

子どもの貧困問題と貧困対策の国際比較
・相対的貧困率の定義、子どもの貧困の状況、不利な家庭環境で育つ子どもへの支援策について学修する。

【予習】テキスト第５章、第３章を熟読する。
【復習】キーワードを説明できるようにする。

60

子育て支援と保育所問題
・保育所の基本的仕組み、待機児童問題について学修する。

60

【予習】テキスト第７章を熟読する。
【復習】キーワードを説明できるようにする。

60

第9回 労働者災害補償制度
・労働者災害補償制度の機能、仕組み、課題について学修する。

第7回

第8回

【予習】テキスト第10章を熟読する。
【復習】キーワードを説明できるようにする。

次世代育成支援策
・現金給付と現物給付の違い、少子化対策、子育て支援策について学修する。

【予習】テキスト第10章を熟読する
【復習】キーワードを説明できるようになる。課題レポートを執筆する。

90

障害者福祉・障害者雇用
・障害者福祉の制度、障害者雇用納付金制度について学修する。

60

【予習】テキスト第９章を熟読する。
【復習】障害者雇用に積極的な企業の事例を新聞記事等で読む。

60

最低賃金制度と雇用保険制度
・最低賃金制度、雇用保険制度の仕組み、課題を学修する。

【予習】テキスト第7章、８章を熟読する。
【復習】キーワードを説明できるようにする。
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60

第11回

第12回

第13回

介護保険制度の仕組み
・介護保険制度の仕組み、財源、社会保険方式の利点、課題について学修する。

【予習】テキスト第13章を熟読する。
【復習】基本的仕組み、キーワードを説明できるようにする。

介護保険制度の課題
・介護保険制度の課題、改革動向、福祉ビジネスの現状と問題点について学修する。

【予習】テキスト第13章を熟読する。
【復習】キーワードについて説明できるようにする。

介護マンパワーの不足と外国人介護士
・介護労働者の現状と外国人介護士の受け入れ政策について学修する。

【予習】テキスト第13章を熟読する。
【復習】キーワードを説明できるようにする。

90

第10回

60

住宅政策
・低所得者向け住宅、公営住宅のあり方を学修する。

120

90

第15回

【予習】テキスト第11章を熟読する。
【復習】キーワードを説明できるようになる

60

社会福祉基礎構造改革
・福祉サービスの性質を考慮した新たな市場の仕組みを学修する。

【予習】テキスト第２章，終章を熟読する。
【復習】キーワードを説明できるようにする。課題レポートを執筆する。

まとめ
・授業のまとめを行い、学修内容の確認をする。

【予習】練習問題をといてくる。
【復習】これまでの学修内容を振り返り、学期末試験の準備をする。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義形式で行う。テキストと配布プリント(ポータルサイトから各自ダウンロードし、印刷あるいはタブレット・PC等に保存して出席する
こと）を併用する。また、授業内で、必要に応じてDVD視聴などのリアクションペーパーや練習問題の課題の提出を求める。
なお、課題レポート、リアクションペーパー・練習問題、学期末試験の狙いは以下のとおりである。
課題レポート：教員から出された課題に関して授業内容の理解をふまえ、自分の考えを論理的に表現できる。
課題レポート・練習問題：基本的な事項の理解度を確認する。
学期末試験：授業全体の学修内容についての理解度を確認する。

成績評価の方法
学期末試験の結果（75％）＋課題提出(おおむねポータルサイトを通じた２回の課題レポート提出と授業内で指示されたリアクションペー
パー、練習問題）（25％）による総合評価。
ただし、課題提出については、内容重視で判断する。提出さえすれば全員に同じ評価をするわけではない。また、コピペ、代返等の不正行
為は大幅に減点する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価する。
①　社会福祉の各制度の仕組みを理解している。
②　社会福祉の原理を説明できる。
③　経済学の視点から、福祉の市場において留意すべき点を明確に説明できる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
　関連科目として、医療と健康の経済学（日本の医療問題）、年金の経済学、労働経済学（キャリアの経済学）、労働市場のしくみと制度
（日本の労働市場）など
　2014年度以降の入学生に対応するスペシャリスト・コースの経済政策コース、キャリア開発コースの科目となります。

テキスト
駒村康平・山田篤裕・四方理人・田中聡一郎・丸山　桂『社会政策ー福祉と労働の経済学』
有斐閣アルマ、定価 2,700円（本体 2,500円）、ISBN 978-4-641-22058-4

参考書
厚生労働省『厚生労働白書』各年版
その他授業中に紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・研究倫理について
・授業の内容、進め方、予習・復習の仕方等について説明する。
・社会保障、社会政策とは何かを把握する。

【予習】テキスト序章を熟読。年齢が20歳以上の学生は、自分の年金加入歴を確認する。
【復習】キーワードを説明できるようにする。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

社会政策の経済理論
・社会保険原理について学修する。

【予習】テキスト第２章を熟読。
【復習】キーワードを説明できるようにする。

60

社会政策はなぜ必要か
・社会保障制度の存在意義、機能について学修する。

【予習】テキスト第１章を熟読。
【復習】キーワードを説明できるようにする。

60

テーマ・概要
　本講義では、社会保障の基礎理論、少子・高齢化の現状、年金制度の基本的な仕組みと主な問題点、年金改革案の概要と課題について、
経済学的視点から解説する。
　社会保障の機能、社会保険と民間保険の違いなどの社会保障全体の基礎理論を学んだ上で、少子化問題や就業形態の多様化などの社会経
済要因が、社会保障や年金制度の持続可能性にどのような影響を及ぼすのかを理解する。
　なお、社会経済状況や授業の進捗状況等によって、内容を一部変更する場合がある。

DP6(専門知識の知識・理解）を達成するため、以下の３点の到達目標を掲げる。
①　社会保障の機能、原理を説明できる。
②　公的年金制度がなぜ必要なのかを理解し、その仕組みを説明できる。
③　公的年金に関する経済学的な理論を説明できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

年金の経済学

丸山　桂

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211433105

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

社会保障の財源問題
・社会保障の財政規模、財源問題について学修する。

【予習】テキスト第4章を熟読。
【復習】キーワードを説明できるようにする。

60

少子・高齢化と社会保障
・少子・高齢化の要因と、社会保障に及ぼす影響について学修する。

120

【予習】テキスト第１４章を熟読。
【復習】キーワードを説明できるようになる。

60

第9回 年金制度が抱える問題ー社会保険方式と税方式
・無年金者問題、公的年金の財源問題について学修する。

第7回

第8回

【予習】テキスト第10章を読む。キーワードを調べる。
【復習】キーワードを説明できるようにする。課題レポートを作成し、ポータルサイトより提出する。

公的年金制度の仕組み（１）
・国民年金制度の被保険者の種類、給付と負担について学修する。

【予習】テキスト第１４章第１節を熟読。
【復習】キーワードを説明できるようになる。

60

公的年金制度の仕組み（２）
・厚生年金保険の基本的な仕組みを学修する。

60

【予習】テキスト第１４章第２節を熟読。
【復習】キーワードを説明できるようになる。

60

年金制度が抱える問題ー空洞化問題
・国民年金の空洞化問題の原因と対策について学修する。

【予習】テキスト第１４章を熟読。
【復習】キーワードを説明できるようになる。
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60

第11回

第12回

第13回

年金制度が抱える問題ー就業形態の多様化と年金
・労働市場、ライフスタイルの変化と年金制度の問題、短時間労働者の年金適用問題について学修する。

【予習】テキスト第１４章を熟読。
【復習】キーワードを説明できるようになる。

年金制度が抱える問題−世代間の公平性問題
・公的年金の給付と負担の不公平問題の現状と課題、年金の「公平性」に関する理論を学修する。

【予習】テキスト第１４章を熟読。
【復習】キーワードについて説明できるようにする。

2004年年金改革
・2004年年金改革の考え方、導入された新制度について理解する。復習問題に取り組む。

【予習】テキスト第１４章を熟読。
【復習】キーワードを説明できるようにする。

60

第10回

60

年金改革の課題
・年金改革の課題、諸外国の動向について学修する。
・レポート課題について説明する。

120

120

第15回

【予習】テキスト第１４章を熟読。
【復習】キーワードを説明できるようにする。

60

確定拠出年金制度
・確定拠出年金制度の基本的な仕組みと課題について学修する。

【予習】テキスト第１４章を熟読。
【復習】キーワードを説明できるようにする。課題レポートを作成し、ポータルサイトより提出する。

まとめ
・練習問題をとき、解説する。これまでの学修内容を復習する。

【予習】練習問題を解いてくる。
【復習】これまでの学修内容を復習し、理解を深める。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義形式で行う。テキストと配布プリント（ポータルサイトから授業開始前までにダウンロードして出席すること）を併用する。また、必
要に応じてDVD視聴のリアクションペーパーや練習問題の提出を併用する。
なお、課題レポート、リアクションペーパー・練習問題、学期末試験の狙いは以下のとおりである。
課題レポート：授業内容を理解し、自分の考えを論理的に表現できる。
リアクションペーパー・練習問題：授業内容の基本的な事項の理解度を確認する。
学期末試験：授業全体の学修内容についての理解度を確認する。

成績評価の方法
学期末試験の結果（75％）＋課題提出(おおむね2回の課題レポート提出（ポータルサイトを通じての提出）、授業内で指示された練習問題
などの課題提出）（25％）による総合評価。
ただし、ポータルサイトを通じた課題レポート提出は内容重視で判断する。提出さえすれば全員が同じ評価を得るわけではない。また、コ
ピペ、代返等の不正行為は大幅に減点する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価する。
①　社会保障の機能、原理を説明できる。
②　公的年金制度がなぜ必要なのかを理解し、その仕組みを説明できる。
③　公的年金に関する経済学的な理論を説明できる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
福祉の経済学、医療と健康の経済学（日本の医療問題）、労働経済学（キャリアの経済学）など。
2014年度以降入学生に関しては、スペシャリストコースのうちの「経済政策コース」の内容に近いと思われます。

テキスト
駒村 康平・山田 篤裕・  四方 理人 ・ 田中 聡一郎 ・丸山 桂『社会政策 -- 福祉と労働の経済学』
有斐閣アルマ、ISBN 978-4-641-22058-4、2500円＋税

参考書
西沢和彦『年金制度は誰のものか』日本経済新聞社
駒村康平編『日本の年金』岩波新書
厚生労働省『厚生労働白書』ぎょうせい
その他、授業中に紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・研究倫理について
・授業の内容、進め方、予習・復習の仕方等を説明する。
・国民経済における医療福祉の経済規模

【予習】シラバスを読む。
【復習】キーワードを説明できるようにする。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

診療報酬（１）
・診療報酬の仕組み、問題点について学修する。

【予習】指示されたキーワードを調べてくる。
【復習】キーワードを説明できるようになる。

60

医療保険制度の仕組み
・日本の医療保険制度の種類、保険原理について学修する。

【予習】自らが加入する医療保険を調べてくる。
【復習】キーワードを説明できるようになる。

60

テーマ・概要
　国民が年間に使う医療費は高齢化の進展とともに、増加の一途をたどっている。「医療問題」というと、経済学とは一見無関係に見える
が、医療費の決定方法、医師・看護師不足、医療の供給体制、地域格差の問題など経済学の視点から見ると、問題の解決策が見えることも
ある。
　また、医療サービスは暮らしに欠かせないサービスであり、医療サービスの整備、自己負担の問題は地域住民にとっても大きな問題であ
る。
　本講義では、医療費の決定方法、診療報酬と医師の行動、医師不足問題、健康を維持するための課題（メタボリックシンドロームなど）
について、経済学の視点から解説する。
 なお、社会経済状況や授業の進捗などによって、内容を一部変更する場合がある。

DP6(専門知識の知識・理解）を実現するため、以下の３点の到達目標を掲げる。
①　医療制度の仕組みを理解している。
②　医療保険の原理を説明できる。
③　経済学の視点から、医療に関わる理論、問題点を明確に説明できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

医療と健康の経済学

丸山　桂

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211433106

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

診療報酬（２）
・診療報酬の改革動向、諸外国の仕組みについて学修する。

【予習】指示されたキーワードを調べてくる。
【復習】キーワードを説明できるようになる。

60

医師誘発需要理論
・医師数と診療報酬との関係について学修する。

60

【予習】指示されたキーワードを調べてくる。
【復習】キーワードを説明できるようになる。

60

第9回 就業形態の多様化と国民健康保険制度の持続可能性
・逆選択、医療保険の未納問題について学修する。

第7回

第8回

【予習】指示されたキーワードを調べてくる。
【復習】キーワードを説明できるようになる。

薬価基準制度
・薬価基準制度の仕組みと問題点について学修する。

【予習】指示されたキーワードを調べてくる。
【復習】キーワードを説明できるようになる。

60

自己負担の引き上げと受診行動
・窓口負担の変化による受診行動の影響と、医療サービスの特徴について学修する。

60

【予習】指示されたキーワードを調べてくる。
【復習】課題レポートを執筆し、ポータルサイトから提出する。

120

高齢者医療制度
・高齢者の医療費の特徴、仕組みについて学修する。

【予習】指示されたキーワードを調べてくる。
【復習】キーワードを説明できるようになる。
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120

第11回

第12回

第13回

健康の経済学
・健康を保持するための消費者行動理論、実際の政策について学修する。

【予習】指示されたキーワードを調べてくる。
【復習】基本的仕組み、キーワードを説明できるようになる。

予防医療と医療費削減、健康経営
・特定健診、肥満税、企業の従業員の健康保持の取り組みについて学修する。

【予習】指示されたキーワードを調べてくる。
【復習】ポータルサイトから課題レポートを提出する。

医師・看護師不足問題
・医師・看護師不足がなぜ生じたのか、政府の対策について学修する。

【予習】指示されたキーワードを調べてくる。
【復習】医師・看護師の確保策について、考える。

60

第10回

60

医療費の地域格差と地域医療
・医療の地域格差の要因、医療サービスのアクセスを保障するするための方策を学修する。

120

60

第15回

【予習】指示されたキーワードを調べてくる。
【復習】キーワードを説明できるようになる。

60

医療保険改革の課題
・混合診療や自己負担の見直しなど、医療政策の動向や課題について学修する。

【予習】指示されたキーワードを調べてくる。
【復習】キーワードを説明できるようになる。練習問題を解いてくる。

これまでの学修のまとめ

【予習】練習問題をといてくる。
【復習】これまでの学修内容を整理し、自分の理解度を点検する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義形式で行う。配布プリントは、すべてポータルサイトから各自ダウンロードし、印刷またはPC・タブレット等に保存して授業に出席す
ること。
また、必要に応じてDVD視聴によるリアクションペーパー提出や練習問題を実際に解いて、知識の確認も行う。
なお、課題レポート、リアクションペーパー・練習問題、学期末試験の狙いは以下のとおりである。
課題レポート：教員からの指示された課題について、授業内容の理解をふまえ、論理的に自分の意見を表現する。
リアクションペーパー・練習問題：基本的な事項の理解度を確認する。
学期末試験：授業全体の学修内容についての理解度を確認する。　

なお、履修者数によっては、学期末試験にかえて授業内での到達度確認テストを行う場合もある。評価基準は同じである。

成績評価の方法
学期末試験の結果（75％）＋課題提出(おおむね２回程度のポータルサイトを通じた課題レポート提出、授業内で指示されたDVD視聴などの
リアクションペーパーや練習問題提出）（25％）による総合評価。
ただし、課題提出については、内容重視で判断する。提出さえすれば全員が同じ評価を得られるわけではない。また、コピペ、代返等の不
正行為は大幅に減点する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価する。
①　医療制度の仕組みを理解している。
②　医療保険の原理を説明できる。
③　経済学の視点から、医療に関わる理論、問題点を明確に説明できる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
関連科目として、福祉の経済学、年金の経済学、財政学など。

テキスト
特になし。

参考書
厚生労働省『厚生労働白書』各年版
健康保険組合連合会『図表でみる医療保障』（各年版）、ぎょうせい 
その他、授業内で適宜紹介する。

その他授業中に紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
・講義の目的と到達目標
・不動産市場の特徴について

講義で配付される講義ノート#1を復習すること。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

消費者行動の理論
・無差別曲線の概念
・効用最大化について
付け値地代について
・付け値地代とは
・付け値地代の性質
講義で配付される講義ノート#3を復習すること。 60

不動産市場と価格
・家賃と住宅価格
・地代と地価
・不動産価格の推移

講義で配付される講義ノート#2を復習すること。 60

テーマ・概要
土地市場と住宅市場を中心に，都市における様々な現象を，経済学・経営学の立場から分析することを目的としている。土地や住宅は，通
常の財とは異なり，消費財と投資財という性質を併せ持ち，空間というディメンションを持つ異質な財サービスである。土地・住宅市場が
どのように機能するのか，他の財サービス市場と比較しながら分析を試みる。さらに，土地・住宅は，私的な財サービスという性質だけで
はなく，公共性という側面を持っているので，市場の失敗という観点からの分析も行う。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、以下を到達目標とする。
経済学（ミクロ経済学，公共経済学，計量経済学など）と経営学（マネジメント，会計学など）の知識にもとづいて，土地市場・住宅市場
が抱える問題を自ら発見し，その解決策を考える力を身につけることを目標とする。

到達目標

授業の計画と準備学修

土地と住宅の経済学

中神　康博

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211433107

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

都市空間モデル①
・簡単な仮定のもとでの都市空間モデル
・家賃と地代の導出

講義で配付される講義ノート#4を復習すること。 60

都市空間モデル②
・土地の有効利用による家賃と地代への影響
・居住選択とコミュニティ形成

60

講義で配付される講義ノート#9を復習すること。 60

第9回 住宅ローンについて
・住宅ローンの解説
・住宅ローンが住宅市場にもたらす影響について

第7回

第8回

講義で配付される講義ノート#5を復習すること。

資産としての土地
・開発の最適なタイミング
・開発と地価との関係

講義で配付される講義ノート#6を復習すること。 60

住宅価格について
・ヘドニック分析について
・実際のデータに基づくヘドニック価格の推計

60

講義で配付される講義ノート#7を復習すること。 60

住宅価格について
・マクロ環境下における住宅価格の決まり方
・マクロ環境の変化が住宅価格に及ぼす影響について

講義で配付される講義ノート#8を復習すること。
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60

第11回

第12回

第13回

資産としての住宅
・住宅梯子
・持家か借家か
・リバースモーゲッジ

講義で配付される講義ノート#10を復習すること。

不動産ファイナンス
・レバレッジ
・不動産証券化
・サブプライム・ローン問題

講義で配付される講義ノート#11を復習すること。

土地利用規制について
・都市計画と土地利用規制
・ゾーニングの影響

講義で配付される講義ノート#12を復習すること。

60

第10回

60

不動産税制について
・不動産税制の役割
・不動産税制が住宅市場に及ぼす影響について

120

60

第15回

講義で配付される講義ノート#13を復習すること。 60

住宅政策について
・現金給付と現物給付
・需要サイド政策と供給サイド政策

講義で配付される講義ノート#14を理解すること。

まとめと復習
・レヴュー問題
・過去問題

前週に配付予定のレビュー問題をもとに試験の準備をすること。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
授業は，講義形式で行われる。

成績評価の方法
授業への取り組み，小テスト（4回行う予定），定期試験によって総合的な評価を行う。評価割合は，授業への取り組み方（平常点），小
テスト，試験，それぞれ10%，30%，60%を原則とする。

成績評価の基準
到達目標である経済学と経営学の知識にもとづいて，土地市場・住宅市場が抱える問題を自ら発見し，その解決策を考える力を身につける
ことができたかどうか、その達成度にもとづいて評価する。なお、成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
ミクロ経済学，マクロ経済学，財政学，公共経済学など。

テキスト
特に指定しない。毎回講義ノートを配付する予定。

参考書
必要に応じて授業の中で紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

オリエンテーション
授業の内容、進め方などを説明する。
「地域」と「交通」がどのように関わり、経済学的ツールを用いてどのように把握できるのかを理解する。

【予習】このシラバスにあらかじめ目を通しておく。
【予習・復習】テキスト（『交通経済学』）を入手し、交通経済学の大まかな体系を認識しておけると
なおよい。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

交通需要の特性（『交通経済学』第２章１・３・４）
交通サービスの特性を踏まえて、交通に対する需要が他の財・サービスとどのように異なるかを理解する。あわせて初歩的な交
通需要関数の説明、ならびに交通手段選択理論についても説明する。

【予習】ミクロ経済学における「弾力性」の概念を復習しておく。
【復習】・交通需要の特性が、交通事業者ならびにその利用者にどのような影響をもたらすのか整理す
る。
・「重力モデル」を用いた交通需要の推定、ならびに「犠牲量モデル」を用いた交通手段の選択が具体
的な数値例のもとで計算できるようにする。

60〜90

交通の「公共性」について（『交通経済学』第１章１）
交通を論ずる際にしばしば主張される「公共性」の概念について、交通サービスの性質ならびに経済学的特性の面から考察す
る。

【予習】ミクロ経済学における「市場の失敗」の概念を復習しておく。
【復習】経済学における「公共財」と（交通の）「公共性」、ならびに鉄道やバスについてしばしば用
いられる「公共交通」という概念が相互にどのように関連し、また異なっているのかを把握する。

60

テーマ・概要
近年、地方では鉄道やバス路線の廃止が相次いでいる。過疎化ないしは少子高齢化のためと片付けてしまえばそれまでであるが、では廃止
すれば全て問題が解決するかと言えばそうとも限らない。他方、東京圏では通勤鉄道が相次いで開業したが、その多くは乗客が増えている
にもかかわらず経営が赤字のままである。赤字の鉄道を単純に廃止してしまえば、その鉄道を通勤・通学に利用する多くの住民が居住可能
な範囲が限定され、都市の居住環境をさらに悪化させることになる。
本講義では、日常生活において用いる交通＝地域内交通の範囲を中心に、交通に関する諸問題を考察していきたい。理論的なトピックにつ
いてもいくらか検討するが、重要なことは理論それ自体ではなく、理論によって現実の問題をどれだけ説明し、解決策を見いだすことがで
きるのかである。ただし本講義の目標は、冒頭に掲げたような各地域の問題の「解決策」を学ぶことではなく、本講義で学んだことを元
に、各自が解決策を提示・評価できるようになることである。受講される方はそのつもりで、能動的に学ぶことを心がけてほしい。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、以下を到達目標とする。
交通問題について、各自の暮らす「地域」との関わりを踏まえて考察することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

地域と交通政策

須田　昌弥

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211433108

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

交通の供給と費用（『交通経済学』第３章１〜３）
交通サービスの特性を踏まえて、交通に対する供給とその費用がどのような特徴を持つかを理解する。あわせて交通事業者に
とって「共通費の配賦」がときとして死活問題となる理由を説明する。

【予習】ミクロ経済学における「規模の経済」の概念を復習しておく。
【復習】・交通事業者が直面する平均費用関数が「右下がり」（劣加法的）であることを整理する。
・交通事業者内部における共通費の配賦が、各部門にどのように影響するのか数値例に基づいて説明で
きるようにする。

60

交通における「規制」について（『交通経済学』第１章２〜４、第４章）
交通サービスがなぜ規制されるのか、どのような規制がなされるのかを概観した上で、規制の弊害についても考察する。

60

【予習】身近にある「混雑」現象について、それがなぜ生じ、何が問題なのかを整理しておく。
【復習】これらの理論に基づいて、首都圏の混雑は何が問題で、改善するためには何が必要か説明でき
るようにする。

60

第9回 運賃の分析(3)　混雑料金とピークロードプライシング（『交通経済学』第５章３・４）
混雑現象の解決策として提示される混雑料金とピークロードプライシングについて考察する。その上で、両者が実は相補的なも
のであること、そして何故採用されないのかについて検討する。

第7回

第8回

【予習】これまでの講義内容を復習しておく。あわせて、交通に限らず我々の身近にある「規制」の例
を探し出し、その（経済学的）根拠を確認しておくとよい。
【復習】伝統的な規制理論における「参入規制」と「価格規制」の関わりについて整理する。
（第４章で説明されている）総括原価主義の考え方を「規制」として説明できるようにする。

なぜ「規制緩和」が行われたか（『交通経済学』第１章２〜４、第４章１・３）
交通サービスの規制緩和がどのような根拠で可能になったかを理解した上で、規制緩和に伴う問題点についても考察する。

【予習】前回の講義内容を復習しておく。あわせて、これまでに実現した「規制緩和」の例を探し出
し、なぜそれが求められたのかを確認しておくとよい。
【復習】「コンテスタビリティの理論」の経済学的前提と達成される結論、ならびにその実現可能（困
難）性について整理する。
（第４章で説明されている）インセンティブ規制について、規制緩和の文脈からその導入の根拠につい
て説明できるようにする。

60

運賃の分析(1)　総括原価主義と内部相互補助（交通経済学』第4章２・５）
今日の日本の交通運賃制度の根幹となっている「総括原価主義」について、その考え方と問題点を考察する。あわせて、これま
で地域交通維持のために重要な手法とされてきた「内部相互補助」について、その今日的課題について検討する。

60〜90

【予習】第４回〜第６回までの講義内容を復習しておく。
【復習】総括原価主義の考え方について説明できるようにする。その上でこの考え方がなぜ今日「改
革」を迫られているかについて、内部相互補助の問題とあわせて整理しておく。

60

運賃の分析(2)　限界費用価格形成とラムゼイ運賃（『交通経済学』第5章１・２）
ミクロ経済学からの帰結として導かれる「限界費用価格形成」が、なぜ現実の交通運賃では実現しないのかを考察する。その上
で「次善」の運賃としてのラムゼイ運賃の考え方を説明し、その実現可能性を模索する。

【予習】ミクロ経済学における「完全競争市場」ならびに「独占」の概念を復習しておく。
【復習】限界費用価格形成がなぜ「最善」であるにもかかわらず実現しないのかについて整理する。そ
してその課題をラムゼイ運賃でどこまで解決できているか確認しておくとよい。
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60

第11回

第12回

第13回

地域交通市場(1)　大都市圏（『交通経済学』第１章２）
交通市場の分類について概観した後、大都市圏の交通について、その特徴と何がどのように問題なのかについて考察する。

【予習】日常生活において感じる「交通問題」を整理しておく。また、都市交通の手段としてどのよう
なものがあるか確認しておく。
【復習】・新宿−八王子、あるいは渋谷−吉祥寺におけるJRと京王の競争がどのようなものか整理してみ
る。
・武蔵野市の「ムーバス」はどのような点が優れているか、さらに改良する点としてはどのようなこと
があるかまとめる。

地域交通市場(2)　地方都市圏
地方都市圏の交通について、その特徴と何がどのように問題なのかについて考察する。あわせて、このような都市にふさわしい
交通機関として近年注目されているLRTの可能性と課題について検討する。

【予習】社会的には必要とされるものが市場で供給されない場合がある理由について考えをまとめる。
【復習】諸外国でLRTが相次いで開業しているにも関わらず、日本での開業例が少ない理由を整理す
る。あわせてそれが、日本の地方都市圏の特徴とどのように関わっているかを整理する。

地域交通市場(3)　農山村地域
農山村地域の交通について、その特徴と何がどのように問題なのかについて考察する。あわせて、このような地域で敢えて公共
交通を維持する意義とその困難性についても検討する。

【予習】公共財的な性質を持つ財・サービスを政府以外の経済主体が供給するにはどのような方法があ
るか考えをまとめる。
【復習】地方鉄道の廃止は何が問題なのか、維持するにはどのような取り組みが必要になるかを整理す
る。

60

第10回

60

交通政策ー補助と投資を中心にー(『交通経済学』第６章)
交通投資の費用は誰に負担させるべきか、交通事業者への補助は利用者にどのような影響をもたらすかなど、交通政策を考察す
る上での出発点になる問題について、これまでの講義内容を踏まえて検討する。

60〜120

60

第15回

【予習】交通政策における「市場」と「政府」の関係について、これまで学んだ経済学の知識を踏まえ
て検討する。
【復習】必要性に疑問のある交通プロジェクトが、しばしば「必要性あり」と判断されて実行される。
『交通経済学』第６章で説明されている「費用・便益分析」の考え方を理解した上で、このようなこと
がなぜ起こるのか、どうしたら防げるかを考える。

60

地域交通をめぐる新しい動向
「交通問題」に関心を寄せる周辺領域においてどのような議論が（交通に対して）なされているか検討する。その一例として
「コンパクトシティ政策」を取り上げ、この政策のもとでどのような交通整備が求められ、その実現にはどのような課題がある
のかを考察する。

【予習】「コンパクトシティ」とはどのような都市か、なぜそのような都市が望ましいのかを検討す
る。
【復習】コンパクトシティの実現・維持のために、どのような交通政策が必要になるか整理する。その
ような政策が、事業者の経営（採算性）と利用者の利便性の見地からどの程度容認できるかを考察す
る。

まとめー地域における「交通」の役割ー
「交通権」という考え方を示した後、これまでの講義を振り返りつつ、地域の中で交通問題とどう向き合うべきかを今一度確認
する。

【予習】「交通権」とはどのようなもので、それを実現するにはどのようなことが求められるかを調べ
る。
【復習】期末試験に向けて、講義内容を再度確認することを通して、各自が関わる／関心を持つ交通問
題をどう考えるかを検討して欲しい。

第14回

- 752 -



授業終了後に教室で受け付ける。電子メールも適宜活用されたい。

授業の方法
基本的には講義形式で行うが、折に触れて受講者に「質問」等を行う。２回目以降の講義ではプリントを配布し、講義内容を補いたい。

成績評価の方法
期末試験の成績：70%、小テストの成績：30%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
上記、到達目標の達成度に基づいて評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
ミクロ経済学の初歩的な知識があることを期待する。

テキスト
以下の文献に準拠して講義を進める予定である。ただし時間の都合上、全てを説明できるわけではない。
山内弘隆・竹内健蔵（2002）『交通経済学』有斐閣

参考書
交通経済学について、基礎から自習したい向きには以下の文献を推奨する。
竹内健蔵（2008）『交通経済学入門』有斐閣
そのほか関連する文献については、講義中に適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション：
・講義の目的と到達目標について
・消費者行動の理論の解説

【復習】講義ノートをもとに余剰分析の考え方や無差別曲線などの概念を理解する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

公共選択Ｉ（多数決について）

【復習】講義ノートを熟読し、論点整理を行う。 60

市場の失敗Ｉ（外部性・公共財・地方公共財）

【復習】講義ノートを熟読し、論点整理を行う。 60

テーマ・概要
分権論議が高まる中で，都市・地方が今後どのようになっていくのか不透明な部分が多い。この講義は，都市・地方が抱える問題、とりわ
け再分配に焦点を当てながら，経済学・経営学・政治学の立場から分析することを目的としている。取り扱うテーマは公共選択，再分配政
策、地方税制，政府間財政関係，ニューパブリックマネジメントなど。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、以下を到達目標とする。
経済学（ミクロ経済学，財政学，公共経済学など），経営学（マネジメント，会計学など）の知識にもとづいて，都市や地方が抱える問題
を自ら発見し，その解決策を考える力を身につけることを目標とする。

到達目標

授業の計画と準備学修

地方公共政策

中神　康博

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211434101

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

公共選択ＩＩ（多数決が抱える問題点について）

【復習】講義ノートを熟読し、論点整理を行う。 60

コミュニティと再分配Ｉ（問題の所在）

60

【復習】講義ノートを熟読し、論点整理を行う。 60

第9回 コミュニティと税制Ｉ（問題の所在）

第7回

第8回

【復習】講義ノートを熟読し、論点整理を行う。

コミュニティと再分配ＩＩ（コミュニティにおける所得再分配について考える）

【復習】講義ノートを熟読し、論点整理を行う。 60

土地利用とコミュニティの形成Ｉ（問題の所在）

60

【復習】講義ノートを熟読し、論点整理を行う。 60

土地利用とコミュニティの形成ＩＩ（効率性と公平性について考える）

【復習】講義ノートを熟読し、論点整理を行う。
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60

第11回

第12回

第13回

コミュニティと税制Ｉ（固定資産税と所得税を中心に）

【復習】講義ノートを熟読し、論点整理を行う。

政府間財政関係Ｉ（問題の所在）

【復習】講義ノートを熟読し、論点整理を行う。

政府間財政関係ＩＩ（地域間再分配について考える）

【復習】講義ノートを熟読し、論点整理を行う。

60

第10回

60

公共と民間のあいだＩ（問題の所在）

120

60

第15回

【復習】講義ノートを熟読し、論点整理を行う。 60

公共と民間のあいだＩＩ（中間組織の役割について考える）

【復習】講義ノートを熟読し、論点整理を行う。

まとめを行う。

【復習】講義の中で議論された内容の論点を整理しながら、期末試験の準備をする。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義を主体とし，小テストを数回行う予定である。

成績評価の方法
講義への取り組みを考慮しながら，小テストと講義最終週に予定されている試験をもとに総合的に評価する。評価割合は，授業への取り組
み方（平常点），小テスト，試験それぞれ20%，20%，60%を原則とする。

成績評価の基準
到達目標である経済学と経営学にもとづいて都市や地方が抱える問題を自ら発見し，その解決策を考える力を身につけることができたかと
うか、その達成度に基づいて評価する。なお，成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
ミクロ経済学，マクロ経済学

テキスト
とくになし。毎回、講義ノートを配付する予定である。

参考書
必要に応じて授業の中で紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
授業の目的，内容，進め方，評価方法などについて説明する。

【復習】ガイダンス資料を復習し、授業の全体像を把握しておく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

人的資源2：世界の人口問題の現状と課題
引き続き、世界の人口問題の現状と課題について学ぶ。

【予習】前回授業で指定された資料に目を通して内容を把握しておく。
【復習】講義内容を復習し、理解を深めておく。

60

人的資源1：資源としての人間
人的資源という概念とその役割について学ぶ。

【予習】前回授業で指定された資料に目を通して内容を把握しておく。
【復習】講義内容を復習し、理解を深めておく。

60

テーマ・概要
経済開発は経済を発展させるための経済活動です。経済の発展は人類の歴史において究極の目標でした。しかしながら，産業革命以降の飛
躍的な技術革新と経済開発の成果を全人類が平等に享受しているわけではありません。なぜ，農業国である発展途上国の人々が飢え，工業
国である先進国で食料が余っているのでしょうか？食料やエネルギー資源は枯渇してしまうのでしょうか？人類の英知と経済活動は資源の
制約を乗り越えられるのでしょうか？ 
この授業は地球上の資源（食料，エネルギー，人間）に着目しつつ，「経済開発」という経済学にとって重要なテーマを実証的に学びま
す。現代の世界経済が直面する諸問題への理解を深めることが目標です。

DP1（教養の習得）、DP2（課題の発見と解決）、DP5（表現力、発信力）、DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、次の3点を到達
目標とする。
①　地球上の資源についての基礎的知識があり、自らの言葉で現状や課題を説明できる。
②　経済開発の課題と展望についての基礎的理解ができている。
③　世界経済の諸問題について、知識と理解をもとに評価することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

開発経済学

川越　俊彦

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211434102

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

人的資源3：人口成長の歴史と転換過程
世界の人口がどのように増加してきたのかについて学ぶ。

【予習】前回授業で指定された資料に目を通して内容を把握しておく。
【復習】講義内容を復習し、理解を深めておく。

60

人的資源4：人口問題へのミクロ経済学的接近
人口問題をミクロ経済学の理論を使ってどのように理解するかについて学ぶ。

60

【予習】前回授業で指定された資料に目を通して内容を把握しておく。
【復習】講義内容を復習し、理解を深めておく。

60

第9回 技術進歩の役割2：技術進歩と資源制約
資源制約の下での技術進歩の役割について学ぶ。

第7回

第8回

【予習】前回授業で指定された資料に目を通して内容を把握しておく。
【復習】講義内容を復習し、理解を深めておく。

飢餓と飽食の構造1：世界の食料需給バランス
世界の食料需給バランスと構造的問題について学ぶ。

【予習】前回授業で指定された資料に目を通して内容を把握しておく。
【復習】講義内容を復習し、理解を深めておく。

60

飢餓と飽食の構造2：農業問題と食料問題
先進国の農業問題、途上国の食料問題について学ぶ。

60

【予習】前回授業で指定された資料に目を通して内容を把握しておく。
【復習】講義内容を復習し、理解を深めておく。

60

技術進歩の役割1：緑の革命
20世紀の食料増産（緑の革命）について学ぶ。

【予習】前回授業で指定された資料に目を通して内容を把握しておく。
【復習】講義内容を復習し、理解を深めておく。
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60

第11回

第12回

第13回

資源の移動と開発戦略1：世界貿易の現状
世界の貿易の現状と課題について学ぶ。

【予習】前回授業で指定された資料に目を通して内容を把握しておく。
【復習】講義内容を復習し、理解を深めておく。

資源の移動と開発戦略2：輸出振興戦略
引き続き，経済発展のための開発戦略、特に輸出振興戦略について学ぶ。

【予習】前回授業で指定された資料に目を通して内容を把握しておく。
【復習】講義内容を復習し、理解を深めておく。

資源の移動と開発戦略3：輸入代替政策
経済発展のための開発戦略、特に輸入代替政策の考え方と問題点について学ぶ。

【予習】前回授業で指定された資料に目を通して内容を把握しておく。
【復習】講義内容を復習し、理解を深めておく。

60

第10回

60

経済開発と地球環境1：持続可能な開発
経済開発とそれが地球環境に及ぼす影響について、持続可能な開発の概念をぶ。

60

60

第15回

【予習】前回授業で指定された資料に目を通して内容を把握しておく。
【復習】講義内容を復習し、理解を深めておく。

60

経済開発と地球環境2：再生可能資源と再生不可能資源
資源とは何か、世界のエネルギー問題について学ぶ。

【予習】前回授業で指定された資料に目を通して内容を把握しておく。
【復習】講義内容を復習し、理解を深めておく。

総括：総合復習
授業全体を振り返り、総合復習問題に取り組むことで、授業内容への理解を深める。

【予習】これまでの授業内容を振り返り、理解できているか確認しておく。
【復習】全体を復習し、理解を深めておく。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
授業は講義を中心に進める。授業において定期的に小課題を提示する。学生は、その都度、小課題についてレポートを作成し、提出するこ
とを求められる。普段からノート、プリントを使った復習を行い、次回の授業に分からないところを持ち越さないようにすること。
なお、小課題、定期試験の狙いは以下のとおり。
小課題：各テーマの内容が理解できているかを確認する。
定期試験：授業全体の学修内容についての理解度を確認する。

成績評価の方法
小課題（30%）、定期試験（70%）、その他授業への積極的参加（ボーナス点）により多角的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条.）に準拠しつつ、次の点に着目し、その達成度により評価する。
①　世界の人口問題、貧困問題について基礎的理解がある。
②　世界の食糧問題や技術進歩の役割について基礎的理解がある。
③　世界貿易の現状と開発戦略について基礎的理解がある。
④　地球環境問題、エネルギー問題について基礎的理解がある。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
なし

参考書
授業中に随時紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

変貌する世界の地域景観

・参考書の全体を通じて目を通すこと。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

経済のグローバル化のプロセス

・前回の内容を復習する。 60

経済発展とその地域的跛行性──世界の「中核」と「周辺」，「半周辺」

・前回の内容を復習する。 60

テーマ・概要
この授業科目は、グローバル化した現代世界の地域課題を理解するとともに、これに関わる社会経済地理学および隣接領域の社会科学の諸
概念に対する理解を深める。グローバル化のプロセスは、世界を画一的なものに塗り替えつつも、さまざまなロカリティを表出させ、世界
都市やメガシティの形成、一方での経済的に困難な地域の形成などを随伴させている。本講義では、まずは、グローバル化に至るまでの世
界経済の諸プロセスを見た上で、多国籍企業による世界の組織化、またグローバル価値連鎖のもとでの世界の地域間関係を明らかにする。
その上で、先進資本主義国、新興諸国それぞれでの経済発展の地域的跛行性と地域経済社会の諸相と諸問題を理解する。

ＤＰ6（専門分野の知識・理解）を実現するため、以下を到達目標とする。
・資本主義世界の経済発展の空間的側面を理解できる。
・空間的な視点から現代世界の地域的問題を見渡すことができる。
・社会経済地理学および隣接分野の諸概念を理解できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

経済地理

小田　宏信

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211434103

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

多国籍企業の勃興とグローバル商品連鎖／価値連鎖

・前回の内容を復習する。 60

EU諸国の地域的諸相と経済統合下の課題

60

・前回の内容を復習する。 60

第9回 経済の金融化と世界都市

第7回

第8回

・前回の内容を復習する。

NAFTA諸国の地域的諸相と経済統合下の課題

・前回の内容を復習する。 60

大都市問題の起源と大都市政策

60

・前回の内容を復習する。 60

大都市経済の衰退と都市再開発

・前回の内容を復習する。
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60

第11回

第12回

第13回

世界都市の社会的モザイクと多文化共生

・前回の内容を復習する。

国民国家と国民統合──アジア諸国の政治地理的課題

・前回の内容を復習する。

アジア経済発展の論理と軌跡

・前回の内容を復習する。

60

第10回

60

アジアの新しい国際分業

120

60

第15回

・前回の内容を復習する。 60

アジアの大都市問題

・前回の内容を復習する。

持続可能な開発とは？

・全体を通じた復習。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
配布資料に沿って、Keynoteを用いて解説していきます。小課題を課す場合があります。

成績評価の方法
平常点30%、期末テスト70％。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
関連科目として教養カリ開講の「現代日本の地理」「現代世界の地理」、経済学部開講の「産業と立地」など。

テキスト
使用しません。

参考書
現代社会の経済地理学（林上著、原書房、2010年）　ISBN-13: 978-4562091713
グローバリゼーションの地理学（田中恭子著、時潮社、2017年）　ISBN-13: 978-4750347417
グローバリゼーション─縮小する世界─（矢ケ﨑典隆ほか編著、朝倉書店、2018年）　ISBN-13: 978-4254168815
東南アジア・オセアニア（菊地俊夫・小田宏信編著、朝倉書店、2014年） ISBN-13: 978-4254169270　
ヨーロッパ（加賀美雅弘編著、朝倉書店、２０１９年刊行予定）
経済地理学（伊藤達也・小田宏信・加藤幸治編、ミネルヴァ書房、2019年刊行予定）

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

高度経済成長期以降の日本経済——安定成長期からバブルの発生と崩壊まで——

復習としては授業の要点整理と、参考書(1)の当該箇所を読んでみる。 復習に60分。

回数

準備学修(予習･復習等)

第4回

第2回

平成不況の経済史 (2)
景気対策と財政構造改革、改革と平成経済、インフレ・デフレ・リフレ

予習としては、前回の授業の見直し。
復習としては授業の要点整理と、参考書(4)の要点集約部分を読んでみる。

予習に30分、復習に60
分。

第1回～第3回の授業の内容補足と質疑応答

平成不況の経済史 (1)
長期不況、経常収支黒字と超円高、不良債権と金融危機

予習としては、前回の授業の見直し。
復習としては授業の要点整理と、参考書(2)の第1章〜第3章と参考書(3)を読んでみる。

予習に30分、復習に60
分。

テーマ・概要
1990年代初頭のバブル崩壊後、日本経済は長期低迷に突入した。平成9年末には大手金融機関の破綻が相次ぎ、平成10年以降は失業率は戦
後最悪を更新し、経済成長率は連続でマイナスを記録した。平成も20年をこえたが、現在においてもまだ日本は安定的な景気回復軌道に
乗ったとは断言できない状況にある。日本経済はどこで道を誤ったのか。今後の日本経済はどうなっていくのだろうか。
本講義は、バブルの発生から崩壊をスタート地点として、長期にわたる不景気を経て、アベノミクスのパフォーマンス評価まで、日本経済
の30年間を、豊富なデータをもとに検討する。

ＤＰ６（専門分野の知識・理解）　を実現するため、以下を到達目標とする。
現在の日本経済が抱える問題の経緯と全体像を把握し、「これからの日本経済」を考えることができるようになることを目指す。現代日本
経済の抱える諸問題について関心の高い学生諸君には、ぜひ受講してほしい講義である。

到達目標

授業の計画と準備学修

現代日本経済

松本　貴典

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211434104

2 2019年度 前期
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第5回

第6回

予習として、不明点や追加説明を求める点を確認しておくこと。
ここまでの講義の総復習を、要点をしぼって行うこと。

予習に30分、復習に90
分。

現代日本経済の重要論点 (1)
　アベノミクスを評価する

予習に30分、復習に60
分。

予習としては、前回の授業の見直し。
復習としては授業の要点整理と、参考書(7) (13) (14)の当該部分を読んでみる。

予習に30分、復習に60
分。

第5回～第9回の授業の内容補足と質疑応答

第9回

第10回

現代日本経済の重要論点 (5)
　長らく平等だと言われてきた日本の所得配分は長期不況を経た今でも平等なのか

第7回

第8回

予習としては、前回の授業の見直し。
復習としては授業の要点整理と、参考書(6)のを読んでみる。

現代日本経済の重要論点 (2) 
　貿易赤字亡国論の幻想

予習としては、前回の授業の見直し。
復習としては授業の要点整理。この授業の際には、講義担当者の作成によるプリントを配布する。また
参考書(11)の当該部分を読んでみる。

予習に30分、復習に60
分。

現代日本経済の重要論点 (3)
　非正規雇用の増加が日本の正規雇用を不安定化させたという説は本当か

予習に30分、復習に60
分。

予習としては、前回の授業の見直し。
復習としては授業の要点整理と、参考書(7)の当該部分を読んでみる。

予習に30分、復習に60
分。

現代日本経済の重要論点 (4)
　経済成長、物価安定、低失業率の三つの望ましい状態を同時に実現できるか

予習としては、前回の授業の見直し。
復習としては授業の要点整理。
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予習に30分、復習に60
分。

第11回

第12回

第13回

予習として、不明点や追加説明を求める点を確認しておくこと。
ここまでの講義の総復習を、要点をしぼって行うこと。

現代日本経済の重要論点 (6)
　政府の「成長戦略」で日本は長期不況を脱することができるか——産業政策は有効か、政府の役割とは何か——

予習としては、前回の授業の見直し。
復習としては授業の要点整理と、参考書(10)の当該部分を読んでみる。

現代日本経済の重要論点 (7)
　日本経済は破綻するのか——累積する日本国債の経済学的に正しい解釈——

予習としては、前回の授業の見直し。
復習としては授業の要点整理と、参考書(7) (8) (9)の当該部分を読んでみる。

予習に30分、復習に90
分。

授業の方法

予習に30分、復習に60
分。

現代日本経済の重要論点 (8)
　消費税増税——法人税や所得税を減税しておきながら、なぜ消費税を増税する必要があるのか——

予習に30分、復習に90
分。

予習に30分、復習に60
分。

第15回

予習としては、前回の授業の見直し。
復習としては授業の要点整理。

予習に60分、復習に60
分。

現代日本経済の重要論点 (9)
　経済成長にとって必要十分条件は何か——OECD諸国の経済発展の歴史が物語るもの——

予習としては、前回の授業の見直し。
復習としては授業の要点整理と、参考書(12)の要点集約部分を読んでみる。

第11回～第14回の授業の内容補足と質疑応答

予習として、不明点や追加説明を求める点を確認しておくこと。
ここまでの講義の総復習を、要点をしぼって行うこと。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

講義形式で進める。

成績評価の方法
期末試験のスコア（85％）と真摯な授業態度（15％）とによって評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
上記、到達目標の達成度に基づいて評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
必要な予備知識はとくにない。

テキスト
とくに定めない。
ただし、現代日本経済の重要論点については、時機に応じて、適宜順番が入れ替わったり、内容が新規につけ加えられることがある。

参考書
参考書

 (1)中村隆英『日本経済——その成長と構造——[第3版]』東京大学出版会、1993年（とくに第Ⅲ部）
 (2)吉田和男『平成不況10年史（PHP新書）』PHP研究所、1998年
 (3)原田 泰『日本の失われた十年——失敗の本質・復活への戦略——』日本経済新聞出版社、1999年
 (4)OECD『幸福の世界経済史』明石書店、2016年
 (5)原田 泰『日本の「大停滞」が終わる日』日本評論社、2003年
 (6)Marcus Nunes,”’Abenomics’one year on”,Historinhas, January 16, 2014（http://thefaintofheart.wordpress.com/）
 (7)原田 泰『日本はなぜ貧しい人が多いのか 「意外な事実」の経済学 (新潮選書)』新潮社、2009年
 (8)原田 泰『なぜ日本経済はうまくいかないのか (新潮選書)』新潮社、2011年
 (9)原田 泰『なにが日本経済を停滞させているのか』毎日新聞社、2011年

 (10)ポール・クルーグマン『さっさと不況を終わらせろ』早川書房、2012年
 (11)ポール・クルーグマン『経済政策を売り歩く人々——エコノミストのセンスとナンセンス ——(ちくま学芸文庫) 』筑摩書店、2009年
 (12)ダロン・アセモグル＆ジェイムズ・A・ロビンソン『国家はなぜ衰退するのか(上)(下)——権力・繁栄・貧困の起源——』早川書房、2013

年
 (13)大竹文雄『日本の不平等』日本経済新聞社、2005年
 (14)大竹文雄『競争と公平感—市場経済の本当のメリット』中公新書、2010年

(15)             David Beckworth, “Abenomics Update”（Macro Musings Blog, November 27, 2017）

これらの参考書以外にも、以下の著作も講義の理解を深めるだろう。
 中村隆英『昭和恐慌と経済政策(講談社学術文庫)』講談社、1994年
 岩田規久男『デフレの経済学』東洋経済新報社、2001年
 岩田規久男ほか『デフレ不況の実証分析——日本経済の停滞と再生——』東洋経済新報社、2002年 
 浜田宏一・内閣府経済社会総合研究所『長期不況の理論と実証』東洋経済新報社、2004年
 岩田規久男『昭和恐慌の研究』東洋経済新報社、2004年　ほか多数

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

以下のとおり、武蔵野市内の地域プロジェクトに関する実地調査などの都合により、順序が変更することがあります。
イントロダクション
・現地調査の説明、日程の希望調査。
・提携団体からの課題について授業担当者から紹介。

予備登録科目なので、本当に履修したいかどうか十分考えておいてください。質問は担当者がメールで
いつでも受け付けます。
抽選に当たったのに履修中止をすることは、他の学生の迷惑になるので、慎んでください。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

都市開発とまちづくりの初歩知識（１）
・都市とは何か、都市の役割の変遷など
・近代における都市開発の傾向

ポータル配布の資料を熟読する。 60

提携団体による武蔵野市内プロジェクトの説明
・吉祥寺のまちづくりを行う団体から、市内のプロジェクトの課題について説明。
・現地調査、最終報告のスケジュールを確認し、成果物について意見交換。

ポータル配布の資料を熟読する。
現地調査の日程を確認する。

60

テーマ・概要
時代は地域で勝負～まちの魅力を持続的にアップするには（プロジェクト型授業）
まちづくりというと、従来は広大な野原や山を切り崩して、新しく大規模な都市を建設するプロジェクトが中心でした。しかし環境破壊や
人口減少などが問題になり、生活の「質」が重視されるようになると、まちづくりの視点は生活支援などのソフト面に移るようになってき
ました。
それらをうけて近年の傾向として、住民との協働やあたらな住民を呼び込むインセンティブ、資金調達やマーケティングが重視され、プロ
ジェクトとしての経営的・経済学的な知識が求められるようになっています。
資格試験に直接つながる授業ではありませんが、将来、インフラや都市開発関連業、不動産業界や建設業界、行政で活躍したい、あるいは
広くまちづくりに参加したいと考える方々には是非履修していただきたいです。

※本年度は、武蔵野市内のNPOと連携して、吉祥寺の冬の魅力をアップする既存プロジェクトについて、検討します。検討のために現地調
査の手法を実践的に学んでいただきますので、単位取得のために必ず現地調査に参加していただきます。　（現地調査の場所や方法は、授
業開始後に履修者と相談しながら決定しますが。）

DP２（課題の発見と解決）、５（表現力、発信力）、６（専門分野の知識・理解）を実現するため、次の3点を到達目標とします。

①再開発、まちづくりの大まかなスキームと関連する法制度を学びます。
②経済経営の視点から現地調査と事例研究を通じて、日本の都市や武蔵野市の課題を理解します。
③海外の事例をもとに、まちを支えるビジネススキームを理解できます。
④まちづくりの提案に不可欠な現地調査の手法を学び、客観的な改善提案ができるようになります。

到達目標

授業の計画と準備学修

地域振興の実践

井出　多加子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211434105

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

都市開発とまちづくりの初歩知識（２）
・日本の都市が抱える課題
・現在の日本の都市開発スキーム、関係する法律

ポータル配布の資料を熟読する。 60

日本の都市開発と街づくりの事例（１）
・六本木ヒルズ、東京ミッドタウン、丸の内エリアなど、日本を代表する都内の大規模再開発プロジェクトの比較
・プロジェクトの成功の要因

60

ポータル資料を参考図書を読んでおく。 60

第9回 社会調査の基礎（２）
社会調査の企画と設計、調査の実施から報告書の作成までの一連のプロセスを学びます。仮想の調査を想定して、どのような企
画と設計が適切かグループで検討します。

第7回

第8回

ポータル配布の資料を熟読する。

日本の都市開発と街づくりの事例（２）
・高松丸亀など地域密着型プロジェクトの比較
・持続可能性と財政負担、民間活力について
・エリアマネジメント

ポータル配布の資料を熟読する。また、コンパクトシティとスマートシティについて、担当者から指示
されたＨＰの資料を熟読する。

90

吉祥寺の現地調査の準備（１）
・調査のグループ決定と分担。
・調査内容の検討

60

ポータル資料にもとづいてインターネットなどを通じて、どのような調査が課題解決に適切か、考えて
おく。

90

社会調査の基礎（１）
現地調査のために、社会調査の基礎知識を勉強します。どのような手法がどのような調査目的に即しているかを中心に学びます

ポータル資料を参考図書を読んでおく。
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60

第11回

第12回

第13回

現地調査の実施（１）
第７回と８回はまとめて吉祥寺駅周辺で実施。
授業時間に重ならないよう夕方に実施。

現地の地図や都市計画図、店舗情報などをＨＰでダウンロードし、現地調査のスケジュールを立ててお
きましょう。

社会調査の基礎（１）
現地調査のために、社会調査の基礎知識を勉強します。どのような手法がどのような調査目的に即しているかを中心に学びま
す。

ポータル資料を学んでおく。

課題の調査検討（２）
・提示された課題について、現地調査の結果を整理し、効果や改善点をまとめる。

調査結果を整理し、パワーポイントに写真とともにまとめておきます。

60

第10回

90

課題の事前発表と意見交換
・課題の調査内容をグループ別に発表し、クラス内で意見交換や改善点を洗い出し、適時反映する。

90

90

第15回

調査結果をまとめ、写真や資料も整理しておく。 90

最終プレゼンテーション（学内）
・調査内容と改善提案をグループごとにプレゼンテーションする。教員から講評を受け、最終ファイルを提携団体にまとめて送
付する。

最終報告の資料を作成し、グループメンバーでプレゼンテーションの打ち合わせを行いましょう。

最終プレゼンテーション（学内）
・調査内容と改善提案をグループごとにプレゼンテーションする。教員から講評を受け、最終ファイルを提携団体にまとめて送
付する。

最終報告の資料を作成し、グループメンバーでプレゼンテーションの打ち合わせを行いましょう。

第14回
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学内専用ホームページで周知します。簡単な質問であればメールで解答します。idee@econ.seikei.ac.jp

授業の方法
ゼミ形式。教員の講義、履修者によるの現地調査とデータ分析をまとめたプレゼンテーション、討議などにより、履修者の自発的な参加を
期待します。現地調査の実践的学習は、通常と異なる時間帯で実施する可能性があり、授業開始時にスケジュール等を調整します。

成績評価の方法
以下の3点で総合的に評価します。期末試験は実施しません。
①授業への参加度（20％）
グループワークがない場合は、講義内容について簡単な理解度クイズを5回程度、授業終了前に行います。
②実地調査の準備と実施（40％）
調査の企画と設計、実施とその振り返りに関するレポートを提出していただきます。
③期末プレゼンテーション（40％）
グループプレゼンテーションですが、各人の貢献を評価シート（ルーブリック）に基づいて個別評価します。
自身のプレゼンだけでなく、他グループの適切な評価も授業評価の対象とします。

※単位取得のためには、現地調査に必ず参加すること。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University Regulation 
No.39.
上記、到達目標の達成度に基づいて評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
なし

テキスト
すべて、教員が資料を配付します。

参考書
授業中に適時紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

〇ガイダンス

　・独占禁止法を学ぶ意義、授業の内容、進め方を説明する。

〇独占禁止法の概要（１）

　・独占禁止法の目的、どのような行為が禁止されているのか、違反行為があった場合、どのような措置が取られるか、事例を
踏まえながら、独占禁止法の全体像を説明する。

（予習）
・適宜、新聞などで、独占禁止法・競争政策に関するニュースを読む。
（復習）
・授業で配布した資料を熟読するとともに　適宜、参考書の関連部分を読み、基本的事項を理解する。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第4回

第2回

〇独占禁止法の基礎となる経済学の考え方（１）

　・独占禁止法を理解する上で、参考となるミクロ経済学の考え方を説明する。
また、経済学の考え方に基づいて、独占禁止法の規制の基本的な枠組み及び独占禁止法で用いられる「事業者」「市場」「市場
支配力」等の用語について説明する。

（予習）
・適宜、新聞などで、独占禁止法・競争政策に関するニュースを読む。
（復習）
・授業で配布した資料を熟読するとともに、適宜、参考書の関連部分を読み、基本的事項を理解する。

60

〇独占禁止法の基礎となる経済学の考え方（２）

　・独占禁止法を理解する上で、参考となるミクロ経済学の考え方を説明する。
また、経済学の考え方に基づいて、独占禁止法の規制の基本的な枠組み及び独占禁止法で用いられる「事業者」「市場」「市場
支配力」等の用語について説明する。

（予習）
・適宜、新聞などで、独占禁止法・競争政策に関するニュースを読む。　
　
（復習）
・授業で配布した資料を熟読するとともに、適宜、参考書の関連部分を読み、基本的事項を理解する。

60

〇独占禁止法の概要（２）

　・独占禁止法の目的、どのような行為が禁止されているのか、違反行為があった場合、どのような措置が取られるか、事例を
踏まえながら、独占禁止法の全体像を説明する。

（予習）
・適宜、新聞などで、独占禁止法・競争政策に関するニュースを読む。
（復習）
・授業で配布した資料を熟読するとともに　適宜、参考書の関連部分を読み、基本的事項を理解する。

60

テーマ・概要
　独占禁止法は、市場経済体制の下で、自由な事業活動を確保し、市場メカニズムを円滑に機能させるとともに、一般消費者の利益を確保
するための事業活動の基本的ルールを定めたものであり、経済憲法とも呼ばれている。また、競争政策を実施するための基本的法律であ
る。
　このような独占禁止法について、その基礎となる経済学の考え方、主な禁止行為の内容、違反があった場合の措置の内容,独占禁止法と
日本経済との関係等について、最近の具体的違反事例を踏まえながら講義を行う。

ＤＰ６（専門分野の知識・理解）　を実現するため、以下を到達目標とする。
① 学生が、今後、企業活動や消費生活において身近に接することとなる、独占禁止法についての基本的な理解や問題意識　を深めること
を目標とする。
②独占禁止法を通じて、経済理論と経済政策（競争政策）との関係、日本経済における独占禁止法（競争政策）の位置づけに　ついて、理
解を深めることを目標とする。

到達目標

授業の計画と準備学修

経済学特殊講義 （独占禁止法の基礎）

山田　務

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211434203

2 2019年度 後期
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第5回

第6回

〇独占禁止法の主な禁止行為（１）
―カルテル（価格カルテル、国際カルテル）、入札談合（その１）

・以下の点について説明する。
　①カルテルの経済分析
　②企業はなぜカルテルを行うのか
　③どのような行為が禁止されるのか
　④カルテルに対する調査、措置の内容
　⑤主な事例

60

第9回 〇独占禁止法の主な禁止行為（５）
―不当廉売（不公正な取引方法）

・以下の点について説明する。
　①低価格販売が規制される理由
　②どのような行為が禁止されるか
　③主な事例

第7回

第8回

（予習）
・適宜、新聞などで、独占禁止法・競争政策に関するニュースを読む。
（復習）
・授業で配布した資料を熟読するとともに、適宜、参考書の関連部分を読み、基本的事項を理解する。

〇独占禁止法の主な禁止行為（２）
―カルテル（価格カルテル、国際カルテル）、入札談合（その２）

・以下の点について説明する。
　①カルテルの経済分析
　②企業はなぜカルテルを行うのか
　③どのような行為が禁止されるのか
　④カルテルに対する調査、措置の内容
　⑤主な事例

（予習）
・適宜、新聞などで、独占禁止法・競争政策に関するニュースを読む。
（復習）
・授業で配布した資料を熟読するとともに、適宜、参考書の関連部分を読み、基本的事項を理解する。

60

〇独占禁止法の主な禁止行為（３）
―私的独占（大企業による市場支配的な行為）

・以下の点について説明する。

　①大企業のどのような行為が私的独占として規制　　　されるのか。
　②主な事例

60

（予習）
・適宜、新聞などで、独占禁止法・競争政策に関するニュースを読む。
（復習）
・授業で配布した資料を熟読するとともに、適宜、参考書の関連部分を読み、基本的事項を理解する。

60

〇独占禁止法の主な禁止行為（４）
―合併・株式保有等の企業結合

・以下の点について説明する。
　①合併等の経済分析
　②企業の合併等の目的
　③どのような合併等が禁止されるのか
　④合併審査の方法
　⑤主な事例

（予習）
・適宜、新聞などで、独占禁止法・競争政策に関するニュースを読む。
（復習）
・授業で配布した資料を熟読するとともに、適宜、参考書の関連部分を読み、基本的事項を理解する。
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60

第11回

第12回

第13回

（予習）
・適宜、新聞などで、独占禁止法・競争政策に関するニュースを読む。
（復習）
・授業で配布した資料を熟読するとともに、適宜、参考書の関連部分を読み、基本的事項を理解する。

60

〇独占禁止法の主な禁止行為（６）
―取引の相手先の価格設定、その他の事業活動を拘束・制限する行為（不公正な取引方法）

・以下の点について説明する。
　①販売価格等の拘束行為の経済分析
　②メーカーが販売業者の販売価格等を制限する目
　　的・効果
　③どのような行為が禁止されるのか。
　④主な事例

（予習）
・適宜、新聞などで、独占禁止法・競争政策に関するニュースを読む。
（復習）
・授業で配布した資料を熟読するとともに、適宜、参考書の関連部分を読み、基本的事項を理解する。

〇独占禁止法の主な禁止行為（７）
―大規模事業者による中小事業者に対する優越的地位の濫用行為（不公正な取引方法）

・以下の点について説明
　①大規模事業者と中小事業者との間における取　　　　引の公正化・適正化の必要性
　②どのような行為が禁止されるのか
　　　・大規模小売業者と納入業者との取引
　　　・製造業などにおける下請取引（委託取引）
　③主な事例

（予習）
・適宜、新聞などで、独占禁止法・競争政策に関するニュースを読む。
（復習）
・授業で配布した資料を熟読するとともに、適宜、参考書の関連部分を読み、基本的事項を理解する。

〇独占禁止法の主な禁止行為（８）
―その他の競争者を排除・妨害する行為（不公正な取引方法）

・以下の点について説明する。
　①その他、不公正な取引方法として、どのような行　　為が禁止されているか（共同ボイコット、競争者に　　対する取引妨
害、差別的取扱い等）
　②主な事例

（予習）
・適宜、新聞などで、独占禁止法・競争政策に関するニュースを読む。
（復習）
・授業で配布した資料を熟読するとともに、適宜、参考書の関連部分を読み、基本的事項を理解する。

60

第10回

60

〇消費者保護と独占禁止法・景品表示法

・消費者が商品選択を行う上で重要な商品の内容・　価格等についての表示の適正化について、特に、独占禁止法・景品表示法
による不当表示に対する規制内容、主な事例を説明する。

（予習）
・適宜、新聞などで、独占禁止法・競争政策に関するニュースを読む。
（復習）
・授業で配布した資料を熟読するとともに、適宜、参考書の関連部分を読み、基本的事項を理解する。

60

〇我が国経済と独占禁止法（歴史と最近の課題）

・我が国経済において独占禁止法がどのような役割を果たしているか、その歴史及び最近における課題（グローバル化、デジタ
ル化に対応した諸問題）について、事例を踏まえて説明する。

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
配布プリント、関連資料（違反事件に係る発表文、新聞記事等）を基に、講義内容を詳説する。
時々講義内容についての学生の理解度の向上を目的に、確認的な小テストを行う。また、授業中における学生からの質問、意見の表明は歓
迎する。
また、１５回の講義のうち、１回は、公正取引委員会の職員による講義（公正取引委員会の仕事、実際の独占禁止法の運用状況等）を行う
ことを予定している。

成績評価の方法
期末試験（６５点）と平常点（授業への参加状況、小テストのへの対応状況等）（３５点）により総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の事項に着目して、その達成度により評価する。
・独占禁止法の規制目的、どのような行為が独占禁止法により規制されているか、違反行為に対しどのような措置がとられるか等について
理解しているか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
適宜紹介

参考書
菅久修一他「はじめて学ぶ独占禁止法」商事法務
村上政博「独占禁止法」岩波新書
川濱昇他「ベーシック経済法—独占禁止法入門」　有斐閣
泉水文雄「経済法入門」有斐閣
公正取引委員会広報資料「知ってなっとく独占禁止法」公取委ホームページ

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

60

60

第15回

（予習）
・適宜、新聞などで、独占禁止法・景品表示法、競争政策に関するニュースを読む。
（復習）
・授業で配布した資料を熟読するとともに、適宜、参考書の関連部分を読み、基本的事項を理解する。

〇まとめ

・今までの講義に基づいて、我が国経済における独占禁止法の役割、規制の概要、法令順守の重要性について、まとめの授業を
行う。

（予習）
・適宜、新聞などで、独占禁止法・競争政策に関するニュースを読む。
（復習）
・授業で配布した資料を熟読するとともに、適宜、参考書の関連部分を読み、基本的事項を理解する。
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業全体を通じての目標、進め方、予習復習、評価方法などに関して説明する。

【予習・復習】シラバスを熟読し、授業内容や授業の進め方を理解しておく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

データの収集と集計・整理（1）
・地域データの入手方法や、収集したデータのまとめ方について学ぶ。
・インターネットから地域データを入手する実習

【予習】表計算ソフトやインターネット・ブラウザの基本操作や検索をできるようにしておく。
【復習】必要とする政府統計をインターネットを使って入手できるようにする。

60

地域データの種類・特性
・地域データ分析の流れや、それに必要なデータの特徴を学ぶ。

【予習】表計算ソフトやインターネット・ブラウザの基本操作をできるようにしておく。
【復習】地域分析に必要なデータを適切に選択できるようにする。

60

テーマ・概要
　地域データ分析は、統計的手法などを効果的に活用して、おもに数量データから地域をより深く理解・説明する一方法である。
　授業では地域データの特性を確認したうえで、一般的な地域データ分析の流れに従って、データの収集・集計・表現方法、基本的な統計
的分析や空間分析の順に、講義と実習を通して学修する。

　DP6（専門分野の知識・理解）を実現するために、以下の3点を到達目標とする。
①地域や空間に関するデータの特徴を理解して、必要なデータを適切に検索・選択できる。
②地域データの表現・分析の特徴や方法を理解して、適切に活用できる。
③地域データの分析を活用して、具体的な地域を効果的に説明できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

経済学特殊講義 （地域データ分析）

伊藤　修一

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211434204

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

データの収集と集計・整理（2）
・地域データ分析における基本統計量の意味と、算出方法を学ぶ。
・基本統計量の算出の実習

【予習】基本統計量の基本を確認しておく。
【復習】各統計量と地域の特徴との関係について説明できるようにする。

60

インフォグラフィクス（1）
・地域データの可視化（インフォグラフィクス）の基本的な方法を学ぶ。
・度数分布表やヒストグラムの作成の実習

60

【予習】分析ツールによる相関・回帰分析をできるようにしておく。
【復習】課題成果から地域的傾向を読み取り、説明できるようにする。

60

第9回 分布の説明と予測（2）
・相関・回帰分析の地域データ分析への応用を実習を通して学ぶ。

第7回

第8回

【予習】表計算ソフトを使ったグラフの作成方法を確認しておく。
【復習】課題成果を活用して地域の特徴を説明できるようにしておく。課題成果と基本統計量との関係
を説明できるようにする。

部分地域の分析
・全体地域を構成する部分地域の特徴を数量的に表現する基本的な方法を学ぶ。
・特化係数の算出の実習

【予習】表計算ソフトの基本的な関数が使えるようにしておく。
【復習】各統計量と地域の特徴との関係について説明できるようにする。

60

インフォグラフィクス（2）
・地理情報システム（GIS）を用いたインフォグラフィクスの基本的な方法を学ぶ。
・地図パターンの読み取り方の基本を学ぶ。
・GISの実習

60

【復習】GISソフトの基本操作をできるようにしておく。課題成果から地域的傾向を読み取り、説明で
きるようにする。

60

分布の説明と予測（1）
・相関・回帰分析の基本を確認し、分析ツールによる算出方法と結果の解釈の方法を学ぶ。

【予習】相関・回帰分析の意味や目的を理解しておく。
【復習】分析ツールによる相関・回帰分析をできるようにする。
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60

第11回

第12回

第13回

点データの空間分析
・点の分布傾向を数量的に表現する基本的な方法を学ぶ。
・点データの空間分析の実習

【予習】基本統計量の意味や算出方法を確認しておく。
【復習】課題成果から地域的傾向を読み取り、説明できるようにする。

地域のむすびつきの分析（1）
・地域間結合の形をネットワーク分析（グラフ理論）を活用して表現する方法を学ぶ。

【予習】事前に配布された資料を熟読して、数学記号の意味を調べておく。数式の意味を確認してお
く。
【復習】各指標の意味や算出方法、各指標と地域の特徴との関係について理解する。

地域のむすびつきの分析（2）
・ネットワーク分析（グラフ理論）を応用した地域データ分析を実習を通して学ぶ。

【予習】各指標の意味や地域の特徴との関係について理解でき、算出できるようにしておく。
【復習】課題成果から地域的傾向を読み取り、説明できるようにする。

60

第10回

60

地域のむすびつきの分析（3）
・地域間結合の強度を予測・説明する重力モデルの基本とその応用方法を学ぶ。

60

60

第15回

【予習】相関・回帰分析の意味や目的、算出方法を確認しておく。
【復習】重力モデルとその応用モデルの意味や算出方法、それらのモデルと地域の特徴との関係につい
て理解する。

60

地域のむすびつきの分析（4）
・重力モデルを応用した地域データ分析を実習を通して学ぶ。

【予習】重力モデルとその応用モデルを活用できるようにしておく。
【復習】課題成果から地域的傾向を読み取り、説明できるようにする。

到達度の確認・質疑応答
・これまでの学修内容に関する到達度を確認するためのレポートあるいはテストにとり組む。

【予習】これまでにとり組んだ課題成果を読み込み、活用して地域を説明できるようにしておく。

第14回
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　授業終了後に教室で、あるいは随時電子メールで受け付ける。

授業の方法
・授業では理論や概念、分析方法についての講義もあるが、表計算ソフトやGISソフトなどを用いた実習をより重視する。
・実習は基本的に、提示されたデータや受講者が収集したデータを整理・分析・考察するものである。実習成果は原則的に、以下の成績評
価の基準に従って評価の対象とする。
・課題提出回の次の回には課題の解説を行うので、授業中に作業が完了しなかった場合は、指定日時までに仕上げるよう努める必要があ
る。

成績評価の方法
　到達度を確認するためのレポートあるいはテストの成果（1回：30％）、課題の取り組み・提出状況（7回程度：70％）から総合的に評価
する。

成績評価の基準
　成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
　とくに次の点に着目し、その到達度により評価する。
①指定された地域データをインターネットを通じて入手できる。
②地域データを、表計算ソフトやGISソフトを用いて適切に整理・集計・統計処理・作図を行って表現できる。
③自ら制作した図表やとり組んだ分析結果を活用して、具体的な地域を効果的に説明できる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
　「情報基礎」で学ぶ表計算・ワープロソフト、インターネットブラウザの基本操作ができることを前提に授業を進める。また、「統計入
門」などで学ぶ統計的手法が、この授業の基礎となっており、受講済みであることが望ましい。内容的に「環境とGIS」とも関係があるの
で受講を薦める。

テキスト
　資料を配付して授業を進める。一部の課題に取り組む際に、定規（20cm）と色鉛筆（2色程度）、コンパスが必要である。

参考書
　『地域分析調査の基礎』、吉岡 茂・千歳壽一、古今書院、2,800円（税別）、ISBN 4772251111
　『地域分析入門（改訂版）』、大友 篤、東洋経済新報社、3,200円（税別）、ISBN 4492312391
　『地理空間分析』、杉浦芳夫編、朝倉書店、3,800円（税別）、ISBN 425416713X
　『フリーGISソフトMANDARAパーフェクトマスター』、谷 謙二、古今書院、3,600円（税別）、ISBN 4772281096

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

講義全体のイントロダクション　
　行政とは何か、政策とは何か

・シラバスを熟読して、授業の全体像や進め方、評価基準などについて確認する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

政策の概念・形式・構造及び政策過程（２）

・テキスト第8章を予習。
このほかは授業中適宣提示。

90

政策の概念・形式・構造及び政策過程（１）

・テキスト第8章を予習。
このほかは授業中適宣提示。

90

テーマ・概要
行政は、現代の社会において次々と噴出する公共的課題を解決していくために、情報・財源・権限・人材・技術といったさまざまな資源を
組み合わせながら、社会システムを適切に管理運営していくことをその任務とし、その具体的な活動は政策によって展開される。日本の場
合、そうした行政活動の大半は自治体を通じて行われている。とりわけ、今日、住民に最も身近な政府である基礎自治体（市町村）は、大
きな社会経済環境の変化の中で多様な政策課題に直面し、そうした課題解決に向けた取組みを日々展開している。
本講義では、政治学・行政学の研究成果を活かしつつ、個別具体的な政策分野を対象として、その制度、現状・課題等を、基礎自治体レベ
ルを中心とした政策活動の動向を参照しつつ、明らかにする。

ＤＰ６（専門分野の知識・理解）　を実現するため、以下を到達目標とする。
本講義を受講することで、
（1）現行の地方自治体の政策及びその活動に関する基礎的な理解を得ることができる、
（2）政策分野ごとの事例を紹介しつつ検討することから、現行の地方自治の実情についての知識を獲得し、地域に
　　顕在化する現実の課題に関心を持ち、その解決方法を主体的に考えることを目標とする。

到達目標

授業の計画と準備学修

経済学特殊講義 （地域と行政）

金　今善

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211434205

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

自治体の政策立案・企画・支援

・テキスト第8章を予習。
このほかは授業中適宣提示。

90

自治体の総合計画

90

・テキスト第20・21章を予習。
このほかは授業中適宣提示。

90

第9回 コミュニティ政策（２）
　新しい公共と協働・パートナーシップ

第7回

第8回

・テキスト第8章を予習。
このほかは授業中適宣提示。

まちづくりと公共事業（１）

・テキスト第10章を予習。
このほかは授業中適宣提示。

90

まちづくりと公共事業（2）
　「地方創生」の政策を中心に

90

・テキスト第10章を予習。
このほかは授業中適宣提示。

90

コミュニティ政策（１）
　なぜ、コミュニティに注目するのか

・テキスト第20・21章を予習。
このほかは授業中適宣提示。

- 783 -



90

第11回

第12回

第13回

福祉政策（１）
　高齢者と介護

・テキスト第13章を予習。
このほかは授業中適宣提示。

福祉政策（2）
　認知症と地域包括ケアシステム

・テキスト第13章を予習。
このほかは授業中適宣提示。

福祉政策（3）
　児童虐待

・川崎 二三彦『児童虐待—現場からの提言 (岩波新書) 』（岩波書店、2006年）を予習。
このほかは授業中適宣提示。

90

第10回

120

環境政策
　廃棄物と清掃行政

90

90

第15回

・テキスト第11章を予習。
このほかは授業中適宣提示。

90

産業政策
　地域振興と地域ブランド

・テキスト第12章を予習。
このほかは授業中適宣提示。

教育政策

・テキスト第14章を予習。
このほかは授業中適宣提示。

第14回
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メール又は授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
上記テーマを、概ね１〜２回程度で講義することを予定。
ただし、進捗状況や受講者の関心等により、テーマの入替え・変更もある。

成績評価の方法
・出席を前提とする。
　・評価は、おおむね次の配分をベース
　　−出席状況　+　コメントペーパー　　　　　　　　　　　20％
　　−期末試験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　80％
　ただし、出席者数に応じて、評価方法を変更することもある。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
上記、到達目標の達成度に基づいて評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
・受講者は、日常的に新聞、インターネットに眼を通し、地方自治、自治体、地方分権改革に関する情報を摂取するように努めること。
・基本的に、予習・復習の要・不要は受講者各自の判断に委ねる。

テキスト
磯崎初仁・金井利之・伊藤正次『ホーンブック　地方自治 [改訂版]』（北樹出版、2014年）

参考書
秋吉貴雄・伊藤修一郎・北山俊哉『公共政策学の基礎』（有斐閣ブックス、2010年）
柴田直子・松井望『地方自治入門』（ミネルヴァ書房、2012年）
西尾　勝『行政の活動』(有斐閣、2000年) 
　
新藤宗幸・阿部　斉『概説　日本の地方自治（第２版）』（東京大学出版会、2006年）

　この他、開講時をはじめ随時紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス　地方自治の意義と本質

　地方自治とは何か、自治体はなぜ存在するのかを考える。また、自治体の活動は誰がどのように行っているのか、ひいては、
自治体は誰のものなのかを検討する。

・シラバスを熟読して、授業の全体像や進め方、評価基準などについて確認する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

日本の地方自治制度の特質　
　～中央･地方関係から（２）～

　日本における国と自治体の関係とその変容

テキスト第2章を予習。
このほかは授業中適宣提示。

60

日本の地方自治制度の特質　
　～中央･地方関係から（１）～

　国と地方の行政事務の分担とその特徴（英米型と大陸型の比較）、天川モデル

テキスト第1章を予習。
このほかは授業中適宣提示。

60

テーマ・概要
自治体は、住民の福利増進を究極の目的としている。ところが、住民の福利増進は自治体だけで実現できるものではない。今日の自治体現
場では、市民や自治会などの地域団体、NPO、企業との連携や協力なしでは達成できない場面が多く増えてきている。これからは、市民の
意向を的確に反映した、市民個々人の生活上の満足感を満たし、地域の特性を生かした、個性的なまちづくりの実現が問われる

本講義では、地方自治の原点を押さえながら、現代日本の地方自治を支えている制度や仕組み、その特徴及び課題について多面的かつ体系
的に解説すると共に、自治体活動は誰がどのように行っているのか、ひいては自治体は誰のものなのかを考える。

ＤＰ６（専門分野の知識・理解）　を実現するため、以下を到達目標とする。
我々の日常生活の身近な自治体行政について理解を深める。
日々報道される自治体行政に関するニュースなどを理解できるようにする。

到達目標

授業の計画と準備学修

経済学特殊講義 （現代の地方自治）

金　今善

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211434206

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

今後の地方自治制度の行方　
　～地方分権改革～

　地方分権改革を中心に　〜これまでと今後〜

テキスト第3章を予習。
このほかは授業中適宣提示。

60

都道府県と市町村の役割と機能　
　～大都市制度・広域連合を中心に~

60

テキスト第15章を予習。
このほかは授業中適宣提示。

60

第9回 自治体の組織管理

第7回

第8回

テキスト第4章を予習。
このほかは授業中適宣提示。

自治体の統治機構（１）　
　～二元代表制～

テキスト第5章を予習。
このほかは授業中適宣提示。

60

自治体の統治機構（２）　
　～自治体の統治機構の国際比較～

60

テキスト第6・7章を予習。
このほかは授業中適宣提示。

60

自治体の政策法務
　～条例と規則、自治基本条例～

テキスト第9章を予習。
このほかは授業中適宣提示。
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60

第11回

第12回

第13回

自治体の人事管理

テキスト第17章を予習。
このほかは授業中適宣提示。

自治体の財政・予算管理

テキスト第16章を予習。
このほかは授業中適宣提示。

自治体と市民参加　
　～地域コミュニティ組織（１）

テキスト第19・20章を予習。
このほかは授業中適宣提示。

60

第10回

120

自治体と市民参加　
　～NPO（２）～

60

60

第15回

テキスト第19・20章を予習。
このほかは授業中適宣提示。

60

自治体と市民参加
　～住民運動と市民合意（３）～

テキスト第21章を予習。
このほかは授業中適宣提示。

行政統制と自治体改革

テキスト第18章を予習。
このほかは授業中適宣提示。

第14回
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メール又は授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
上記テーマを、概ね１〜２回程度で講義することを予定。ただし、進捗状況や受講者の関心等により、テーマの入替え・変更もある。

成績評価の方法
・出席を前提とする。
　・評価は、おおむね次の配分をベース
　　−出席状況　+　コメントペーパー　　　　　　　　　　　　　20％
　　−期末試験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　80％

　　ただし、出席者数に応じて、評価方法を変更することもある。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
上記、到達目標の達成度に基づいて評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
受講者は、日常的に新聞、インターネットに眼を通し、地方自治、自治体、地方分権改革に関する情報を摂取するように努めること。

テキスト
磯崎初仁・金井利之・伊藤正次『ホーンブック　地方自治』（北樹出版、2014年）

参考書
北村亘・青木栄一・平野淳一『地方自治論　２つの自律性のはざまで』（有斐閣、2017年）
寄本勝美編著『公共を支える民-市民主権の地方自治』(コモンズ、2001年)　
柴田直子・松井望『地方自治入門』（ミネルヴァ書房、2012年）
村松岐夫『テキストブック　地方自治』（東洋経済新報社、2010年）

このほか随時紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

行政学について
・行政学とはどんな学問か
・行政学の歴史
・講義の視点（実態の把握と権力作用のコントロール）

【予習】ポータルサイト事前掲載の講義資料に目を通す。
HP、新聞、雑誌等で「行政」という言葉の使用例をさがし、その例での「行政」は何をする主体である
か、考えてみる。
【復習】授業中に指摘する「ポイント」が理解できているか確認する（全回共通）。
【復習のポイント】
・立法・司法・行政それぞれの役割は何か。
・政治行政二分論とはどのような考え方か。
・これに対して、なぜ、政治行政融合論という考えがでてきたのか。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

市場経済と行政　−　公共経済学の視点から　−
・市場経済での政府（行政）の意義
・市場の失敗の補正、公共財の提供
・分配の平等の実現
・価値財の供給

【予習】ポータルサイト事前掲載の講義資料に目を通す。
なぜ、義務教育は無償で提供されているのか、考えてみる。
【復習のポイント】
・公共財・サービスの典型例は何か。それが公共財であるのはどのような特性をもつからか。
・市場の失敗とは何か。具体例で説明せよ。
・義務教育を国家が無償で提供するのはなぜか。一方、賭博や売春が禁止されているのはなぜか。

60

現代日本の行政組織
・近代日本の内閣制度
・日本国憲法下の内閣制度
・内閣法、国家行政組織法、各省庁設置法
・分担管理原則と内閣総理大臣の役割

【予習】ポータルサイト事前掲載の講義資料に目を通す。
「日本国憲法」に三権分立はどのように記載されているか調べてみる。
【復習のポイント】
・旧憲法（大日本帝国憲法）での内閣制度と、現憲法（日本国憲法）のでの内閣制度の主要な相違点は
何か。
・どのような点で、現在の内閣制度が旧憲法下の内閣制度の影響をうけているか。
・分担管理制度はなぜ必要か。また、分担管理が行き過ぎるとどのような弊害があるか。

60

テーマ・概要
経済学部では、マクロ経済学での財政金融政策や公共経済学、産業組織論等において、市場経済における「政府の役割」について学習す
る。そこでは経済学の視点から望ましい政策（どのような規制、税制、公共事業等が採用されるべきか）について論じられるが、実際の政
府・行政の場では、どのようにして、予算が決められ、事業が執行され、法案が作成・運用されているのだろうか。
本科目は、経済政策・社会政策を立案・実施する現場である行政の「実際」を理解することをテーマとする。
本講義では、１～10回で、行政の制度・しくみとその運用実態についての基礎的知識を、制度の諸側面ごとに解説する。
行政とは、「公共」の利益のために、「自由権」などの私権を制限する法規制を実際に運用する「権力行為」である。このため、授業で
は、行政が濫用されないようコントロールするしくみがどのようにつくられているかという観点からの考察を重視する。
経済社会の変化によって行政の果たすべき役割や行政運営の手法も見直すことが求められている。また、厳しい財政状況のなかで、国民の
負担（税金）で運営される行政を一層効率的なものとしなければならない。11～14回では、こうした変化に対応するために、どのような
「行政改革」が行われてきたか、今後行われるべきかを考察する。15回では、講義全体をまとめ、理解度をチェックする。

ＤＰ６（専門分野の知識・理解）　を実現するため、以下を到達目標とする。
①現代社会における行政の機能・しくみ等に関する基本的な用語・概念等について理解し、自ら使用することができる。
②政策立案等、行政運営の実情を踏まえ、経済・社会政策の適否・実現性を判断できる。
③望ましい行政とそれを実現する「行政改革」について自らの意見をまとめ、説明できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

経済学特殊講義 （行政学）

田中　孝文

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211434209

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

規制と行政サービスの提供
・法規制の原則 ： 法律・政省令・規則
・行政行為の類型
・制裁措置 ： 刑事罰と行政処分
・行政サービス提供の方法と問題点

【予習】ポータルサイト事前掲載の講義資料に目を通す。
自動車の「免停」（運転免許停止処分）は、だれがどのような権限に基づいて行うのか、調べてみる。
【復習のポイント】
・政令・省令を行政機関（内閣・省庁）が決めることは、立法権の侵害ではないのか。
・刑事罰と行政処分の違いについて説明せよ。
・行政サービスの提供に伴う問題点は何か。

60

法執行と行政の裁量
・法執行における行政裁量の実際と問題点
・行政裁量の制御（ガイドライン、告示等）
・検察審査会制度
第1回　小テスト（予定）
課題レポート１提示（予定）

60

第7回

第8回

【予習】ポータルサイト事前掲載の講義資料に目を通す。
自動車運転でスピード違反をした人の「すべてはつかまえられない」ことの不都合を（行政学の立場か
ら）考えてみる。
【復習のポイント】
・「行政の裁量」はなぜ不可避であるのか。
・「行政の裁量」が適切でないとどのような問題が生じるのか。
・「行政の裁量」を制御するためにどのような措置が取られているか。

政策の立案、法律の制定
・行政計画
・重点施策
・法律案の策定過程
・内閣法制局の役割
・議員立法の動向
課題レポート１提出締切（予定）

【予習】ポータルサイト事前掲載の講義資料に目を通す。
前年度の通常国会でどのような法案が成立したか、それは誰が策定し、提案したものか、具体例を調べ
てみる。
【復習のポイント】
・多くの「法律案」が、立法府(国会議員)ではなく行政府（内閣・省庁の公務員）によって作成されて
いるのはなぜか。
・行政の政策が行き当たりばったりでなく、計画的になるために行政機関ではどのようなことがおこな
われているか。
・内閣法制局の役割は何か。

60

行政と財政　−　予算・決算による管理　−
・予算決算　民間企業との比較
・当初・暫定・補正予算、一般会計・特別会計
・建設公債と特例公債
・財政赤字、累積債務の現状
・決算と会計検査院

【予習】ポータルサイト事前掲載の講義資料に目を通す。
財務省のHPなどにより）本年度の「一般会計当初予算」の規模（金額）、財政赤字の規模を調べてみ
る。
【復習のポイント】
・民間企業では予算より決算が重視され、一方、行政機関では決算より予算が重視されるのはなぜか。
・建設公債（4条債）と特例公債の違いについて説明せよ。
・会計検査院の検査基準である「正確性・合規制」「経済性・効率性」「有効性」とはどういうこと
か。

60

公務員制度と官僚制
・公務員制度の概要
・労働三権の制限と人事院の役割
・省庁別人事管理と内閣人事局
・キャリア制度と天下りの弊害
・マックスウェーバーの近代化官僚制論とその批判
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60

第11回

第12回

【予習】ポータルサイト事前掲載の講義資料に目を通す。
我が国の現在の公務員数（国家公務員、地方公務員）はどれくらいか、全就業者数（働いている人）の
何割ぐらいか調べてみる。
【復習のポイント】
・国家公務員数が、2000年度（平成12年度）の113万人から2015年度（平成27年度）には、64万人と大
きく減少している主因は何か。
・官僚制（ピラミッド組織、権限の分担）の特質が、どのように行政機関の「肥大化」の誘因となって
いるか。
・国の機構定員管理における「スクラップ・アンド・ビルド」の原則とは何か。また、その問題点は何
か。

60

地方自治と地方行政制度
・地方自治の本旨　団体自治と住民自治
・都道府県と市町村の役割　基礎的自治体とは
・国と地方公共団体の関係
・大都市制度（政令指定都市等）

【予習】ポータルサイト事前掲載の講義資料に目を通す。
現在、どの都市が「政令指定都市」か調べてみる。あなたの住んでいる街（市町村）では、公立小中学
校の先生をだれが採用しているか、調べてみる。
【復習のポイント】
・都道府県と市町村はどのように役割分担しているか。原則的な考え方と具体例について説明せよ。
・現在、地方自治体の事務は、自治事務と法定受託事務に整理されている。それぞれどのような事務
か。
・政令指定都市、中核都市などの「大都市行政制度」の目的は何か。また、その問題点は何か。

行政改革（１）　行政手続・情報公開
・行政手続法　権利・利益の手続き的防御
・行政手続法、運用の実際
・情報公開法　行政文書の開示請求
・不開示情報
・情報公開の行政費用
第2回　小テスト（予定）
課題レポート２提示（予定）

【予習】ポータルサイト事前掲載の講義資料に目を通す。
あなたの住んでいる市町村で行政の情報を公開してもらうにはどのような手続きが必要か、市町村のHP
などで調べてみる。
【復習のポイント】
・行政手続法による「手続き的防御」がなかった場合、どのような不都合が生じるか（現実に生じた
か）。
・情報公開法の対象である「行政文書」とはどのような要件（主として三要件）を満たすものか。
・「不開示情報」とはどのような情報か。なぜ不開示としなければならないのか。

行政改革（２）　規制改革・民間開放
・規制改革　具体例、構造改革特区制度
・民間開放　民営化・PFI・市場化テスト・指定管理者制度
課題レポート２提出締切（予定）

【予習】ポータルサイト事前掲載の講義資料に目を通す。
義務教育を（地方公務員である先生が行うのではなく）学習塾等の民間事業者に委託して行うことのメ
リット・デメリットについて考えてみる。
【復習のポイント】
・経済的規制、社会的規制とはそれぞれどういうことか。
・どうして「規制改革」が必要なのか。具体例をあげて説明せよ。
・PFI、市場化テストなどは、何を目的とした手法なのか。

60

第9回

第10回

行政機関の組織管理
・行政肥大化の実際とその背景
・機構定員管理　スクラップアンドビルド原則
・行政機関の周辺組織（特殊法人等）

60【予習】ポータルサイト事前掲載の講義資料に目を通す。
特別職公務員」とはどのような人たちか、「一般職公務員」にはどのような職種があるか調べてみる。
【復習のポイント】
・民間企業と比較した場合、公務員の人事制度にはどのような特徴があるか。
・公務員に「労働三権」のうち団体交渉権・争議権が制限されているのはなぜか。
・国家公務員における「省庁別人事管理」にはどのような問題があるか。

60
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第13回

授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
配布する講義資料により講義する。
授業内容の理解度をチェックするために、課題レポート（2回）の提出を求め、小テスト（2回）、到達度確認テスト（1回）を行う。
・課題レポートは、各回の授業で提示する「授業のポイント」について、講義資料等を参照して概要を記述する。
・小テストでは、講義資料を参照して、用語等をはじめ基礎的知識を確認する。
・授業最終回に、到達度確認テストにより、理解度を確認する。

成績評価の方法
課題レポート（2回：30％）、小テスト（2回：30％）、到達度確認テスト（1回：30％）、講義中の質問・応答等授業への積極的参加
（10％）による総合評価

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
上記、到達目標の達成度に基づいて評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
講義資料を配布する。同内容のPDFをポータルサイトに掲載する。

参考書

行政改革（３）　政策評価
・政策評価の必要性　行政へのPDCAサイクルの導入
・政策評価法による国の政策評価
・アウトプットからアウトカムへ
・費用便益分析

新藤宗幸　『新版行政ってなんだろう』　岩波ジュニア新書　2008年
西尾　勝　『行政学　[新版]』　有斐閣　2001年
笠原英彦・桑原英明　編　『日本行政の歴史と理論』芦書房　2004年
田中一昭　編著　『行政改革　＜新版＞』　ぎょうせい　2006年
真渕　勝　『行政学』　有斐閣　2009年
村上弘・佐藤満　『よくわかる行政学　[第２版]』ミネルヴァ書房　2016年
曽我謙悟　『行政学（有斐閣アルマ）』有斐閣　2013年

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

60

60

第15回

【予習】ポータルサイト事前掲載の講義資料に目を通す。
「PDCAサイクル」とは何か、HPや経営学の教科書等で調べてみる。各省庁のHPで公開されている「政策
評価書」を検索してみる。
【復習のポイント】
・なぜ「政策評価」を行うことが必要なのか。
・政策評価法の「成果重視の行政」とはどういうことか。アウトプットとアウトカムの違いを含め説明
せよ。
・「費用便益分析」とはどういうものか。

60

行政改革（４）　中央省庁再編、内閣機能強化
・内閣・官邸機能の強化
（内閣総理大臣の閣議における発議権、内閣官房の企画立案機能の明確化、内閣府、特命担当大臣、重要政策会議）
・省庁の大括り再編
（大臣・副大臣・大臣政務官、政策統括官）
・行政簡素化
（郵政民営化、独立行政法人化）

【予習】ポータルサイト事前掲載の講義資料に目を通す。
内閣府のHPなどにより、現在「内閣府特命担当大臣」にはどのような人が任命されており、どのような
任務を担っているか、調べてみる。
【復習のポイント】
・内閣・官邸機能の強化はなぜ必要と考えられたか。
・内閣・官邸機能の強化のために、具体的にはどのようなことが行われたか。
・2001年1月の中央省庁の大括り再編とはどのようなものであったか。その問題点は何か。

・授業のまとめと質疑・応答
・到達度確認テスト・解説

【予習】授業で示した各回の「ポイント」「重要用語」等を見直し、理解する。

第14回
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

オリエンテーション

【復習】講義で扱った事例や理論に当てはまる企業の事例を探してみる 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

競争優位の実現と維持

【復習】講義で扱った理論の内容を復習する 60

経営戦略論とは　
~経営戦略論の全体像~

【復習】講義で扱った理論の内容を復習する 60

テーマ・概要
　この授業では企業の活動について知り、「戦略とは何か」を理解することを目的とします。
　戦略には、競争戦略と経営戦略という二つの大きな流れがあります。競争戦略では一つのビジネス(事業)で成功するための方法を考えま
す。経営戦略では複数のビジネス(事業)を束ね、企業全体として成長していくための方法を考えます。
　本授業「経営戦略」は、経営戦略の基礎的な理論や実際の企業の事例を説明します。現実の課題に対して理論がどのように適用できるか
を理解する機会として、実際の企業の事例を紹介します。

DP2(課題の発見と解決)、DP6（専門分野の知識・理解）を実現するために、以下の3点を達成目標とする。
(1)経営戦略論の基礎的な理論を理解することができる
(2)実際の企業の事例を書籍、新聞、インターネット等から情報収集することができる
(3)経営戦略論の基礎的な理論を用いて、企業の事例を分析することができる

到達目標

授業の計画と準備学修

経営戦略

浜松　翔平

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211441101

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

事業の定義と企業ドメイン①

【復習】講義で扱った理論の内容を復習する 60

事業の定義と企業ドメイン②

60

【復習】講義で扱った理論の内容を復習する 60

第9回 多角化企業の資源配分②

第7回

第8回

【復習】講義で扱った理論の内容を復習する

多角化①

【復習】講義で扱った理論の内容を復習する 60

多角化②

60

【復習】講義で扱った理論の内容を復習する 60

多角化企業の資源配分①

【復習】講義で扱った理論の内容を復習する
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60

第11回

第12回

第13回

垂直統合①

【復習】講義で扱った理論の内容を復習する

垂直統合②

【復習】講義で扱った理論の内容を復習する

企業活動領域の設定と再構築

【復習】講義で扱った理論の内容を復習する

60

第10回

60

経営戦略の策定・実行プロセス

60

60

第15回

【復習】講義で扱った理論の内容を復習する 60

経営戦略の事例紹介

【復習】講義で扱った理論の内容を復習する

まとめ　
~経営戦略論の総括~

【復習】講義で扱った理論や事例を復習する

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　授業は基本的には講義形式で行いますが、質疑応答やコメントシートの記載を通じて双方向の授業形式を取り入れます。講義の内容とし
ては、3つに分かれます。まず、戦略の理論に関する講義です。これが本講義の中心的な内容となります。そして、紹介した理論を用い
て、実際の企業事例の分析を解説します。最後に、経営を実際に行うビジネスマンからプレゼンテーションを行ってもらうことで、リアル
な経営現場について知ることができます。これら3段階のプロセスを経験することで、経営戦略の基礎的理解を深め、その面白さを体験で
きる構成を取っています。
　レジュメは配布しません。聞くだけでなく書くことによっても頭を働かせることができるためです。必ず、ノートを持参してください。
ノートテイクを前提とした授業のため、重要な箇所は、メモを取る時間をとり書いてもらいます。
　授業の進捗によって内容は一部変更する可能性があります。

成績評価の方法
中間評価（レポート）40％、最終評価（テスト）40％、平常点（コメントシートの記入等）20％とします。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
到達目標の達成度に基づいて評価する。
(1)経営戦略論の基礎的な理論を理解することができる
(2)実際の企業の事例を書籍、新聞、インターネット等から情報収集することができる
(3)経営戦略論の基礎的な理論を用いて、企業の事例を分析することができる

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「競争戦略」の知識を前提に講義を進める。事前に「競争戦略」を受講していることが望ましい。

テキスト
テキストは必要ありません。

参考書
網倉久永・新宅純二郎（2011）『マネジメント・テキスト　経営戦略入門』日本経済新聞出版社．
伊丹敬之(2003)『経営戦略の論理（第3版）』日本経済新聞出版社.
伊丹敬之(2012)『経営戦略の論理（第4版）ダイナミック適合と不均衡ダイナミズム 』日本経済新聞出版社.
伊丹敬之・加護野忠男(2003)『ゼミナール経営学入門 第３版』日本経済新聞社.

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

オリエンテーション：情報戦略とは何か
 　　・経営資源としての情報

指定教科書について簡単に目を通しておくこと 60分程度

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

組織経営と意思決定
 　　・企業の意思決定と経営情報システムに期待される役割

指定教科書の関連する章を読了すること（該当ページは授業内で指示します） 60分程度

情報戦略論の基礎
　　 ・経営情報論の意義

指定教科書の関連する章を読了すること（該当ページは授業内で指示します） 60分程度

テーマ・概要
　情報技術は、今日の企業活動や社会に大きな影響を与えています。技術進歩がめまぐるしい一方で、企業活動や社会において如何に情報
技術を利用していくかという議論は、まだ十分とは言えない面があります。この講義では経営学的な視点から、情報技術と企業活動につい
て考察し、情報化社会の本質を理解することを目的とします。
　経営情報システムについてはコンピュータの誕生から近年のネットビジネスまで、様々なトピックスがありますが、講義では重要なもの
に絞って説明していきます。
　本講義は、経営組織論・意思決定論・戦略論・マーケティング論・広告論など様々な学問分野にまたがること、つまり学際的なことが特
徴です。企業経営入門や競争戦略の知識がもとになるので、中級者以上むけの講義です。

ＤＰ６（専門分野の知識・理解）　を実現するため、以下を到達目標とする。
・情報システム発展の歴史を知り、現代の情報社会について俯瞰的な理解ができる。
・企業における情報システムの基本的な考え方および、インターネットビジネスをめぐる諸課題について理解する。

到達目標

授業の計画と準備学修

情報戦略

宮元　万菜美

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211441102

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

組織文化と意思決定
　　・意思決定に影響を与える組織内の情報流通のパターン

指定教科書の関連する章を読了すること（該当ページは授業内で指示します） 60分程度

経営情報システムの歴史的展開
　　・経営情報システムの発展段階

60分程度

指定教科書の関連する章を読了すること（該当ページは授業内で指示します） 60分程度

第9回 クラウドコンピューティング
　　・クラウドコンピューティングの基礎およびビジネスへの影響

第7回

第8回

指定教科書の関連する章を読了すること（該当ページは授業内で指示します）

インターネットの仕組みと歴史
 　・インターネットがつながる仕組みと要素技術の概観

指定教科書の関連する章を読了すること（該当ページは授業内で指示します） 60分程度

インターネットセキュリティー
　・インターネットの安全性をめぐる諸概念

60分程度

指定教科書の関連する章を読了すること（該当ページは授業内で指示します） 60分程度

e-ビジネスの諸法則
　　・e-ビジネスの発展と理論法則

指定教科書の関連する章を読了すること（該当ページは授業内で指示します）
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60分程度

第11回

第12回

第13回

プラットフォーム戦略論
　　・ICT時代の新たな戦略論

指定教科書の関連する章を読了すること（該当ページは授業内で指示します）

情報通信とイノベーション
　　・ビジネスイノベーションの促進とIT技術の進展

指定教科書の関連する章を読了すること（該当ページは授業内で指示します）

ビッグデータとデータアナリティクス
　　・ネットビジネス時代の新たな潮流

指定教科書の関連する章を読了すること（該当ページは授業内で指示します）

60分程度

第10回

60分程度

進化するe-ビジネス
　　・サーチエンジンビジネスとe-コマースの進展

120分程度

60分程度

第15回

指定教科書の関連する章を読了すること（該当ページは授業内で指示します） 60分程度

情報化社会の今日的課題
　・個人情報保護とインターネットをめぐる新たな社会的課題

指定教科書の関連する章を読了すること（該当ページは授業内で指示します）

授業のまとめ

授業で取り扱った内容について復習を行い、期末試験に備えること

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
授業は前半約１時間は講義を行います。講義をふまえて、ほぼ毎回レポート課題をだすので、残り時間で解答をしてもらいます。このレ
ポート課題の内容が優れている場合には得点を出席関連点として成績に加算しますので、がんばって書いてください。

・遅刻や欠席を前提の授業運営はしません。
・学習態度不良、他の学生に迷惑がかかるような行為を行う等の学生は退席を命じることがあります。講義中の私語については特に厳しく
対処しますので、真に受講意欲がある学生のみ本講義の登録を行うようにしてください。
・上記の行為に抵触した場合、当該の講義は出席としてカウントされません。
・取り扱う領域が広範なので、直前の付け焼刃的試験対策では間に合いません。遅刻や欠席が多いと出席関連点が低くなるだけでなく、理
解度を通じて期末試験の得点率にも明らかに影響しますので、講義方針をよく理解したうえで履修するよう、よろしくお願いします。
（なお、パソコンの使い方などのテクニカルトレーニングは行いませんので注意してください）

成績評価の方法
期末テストおよび、授業中に随時実施する小レポートの成績により評価を行います。（期末テスト80％、小レポート20％）
　→単に出席していることによる評価はしません。評価はあくまでも提出されたもの（テストやレポート）の内容によって評価します。

期末テストはマークシート方式で、穴埋めや正誤問題です。講義で取り扱った内容を出題しますが、本講義は範囲が広く、専門用語が多い
科目ですので、日ごろから丁寧に復習することをお勧めします。

【成績評価の目安】
成績は、基本的に期末テストの点数によります。講義で取り扱う範囲が広いので、出席状況が良い人の方が点数が高くなる傾向がありま
す。なるべく頑張って出席してください。期末テストの点数は60点以上あれば単位になります。
SやA評価を狙いたい人は、出席を頑張ってよいレポートを出してくれると、とりやすくなります。

成績評価の基準
以下の到達目標に達していることを基準とする。
　①情報システム発展の歴史を知り、現代の情報社会について俯瞰的な理解ができる。
　②企業における情報システムの基本的な考え方および、インターネットビジネスをめぐる諸課題について理解する。

成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

授業中に課されるレポート課題では、当該テーマに関する知識を測るだけでなく、テーマをロジカルに論述することができているかどう
か、自分なりの意見や課題解決策についての表明ができているかどうかを評価し、優秀なレポートについて加点をします。期末試験はマー
クシートによる、客観的得点評価です。
最終成績はこれらの合計得点をSからFまでの成績として確定します。
必要な予備知識／先修科目／関連科目
企業経営入門：必須です。理解していることを前提とした授業運営を行います。
経営戦略／競争戦略：それぞれ履修していることが望ましい。

特に予習は必要ありませんが、必ず復習することをお勧めします。履修範囲が広いので、上手く学修計画を立ててください。

テキスト
「経営情報論　新版補訂」　遠山暁・村田潔・岸眞理子,　有斐閣アルマ(2015)

参考書
「経営情報システム　第4版」　宮川公男,上田泰　中央経済社(2014)
「新しい基本戦略　プラットフォームの教科書　超速成長ネットワーク効果の基本と応用」　根来龍之，日経BP社
授業中にも適宜紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
・講義の全体像、進め方を説明する
・ブランドの重要性の高まりについて説明する

【予習】シラバスで講義のテーマと内容を把握しておく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

ブランド・エクイティ（１）
・資産としてのブランドについて説明する
・ブランド認知の考え方について説明する
・ブランド連想の考え方について説明する

【復習】講義で学んだ理論や重要単語について説明できるようにする。 60

ブランドとマーケティング
・マーケティングにおけるブランドの位置づけについて説明する
・ブランドがマーケティング戦略に与える影響について検討する

【予習】マーケティングなどの経営関連科目を復習しておく。
【復習】講義で学んだ理論や重要単語について説明できるようにする。

90

テーマ・概要
　「ブランド」という言葉を聞いて、みなさんは何をイメージするでしょうか。もしかすると、ルイヴィトンやエルメスといった高級ブラ
ンドをイメージする人も多いかもしれません。しかし、そのような理解はブランドの一側面にすぎません。近年では、多くの企業がブラン
ドに注目し、様々な戦略を検討しています。
　本講義では、高級ブランドにとどまらない網羅的なブランドの考え方を学んでいく予定です。具体的な企業の取り組み事例を交えなが
ら、関連する理論や概念についての解説を進めていきます。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、以下を到達目標とする。
・ブランドに関連する理論について網羅的な知識を身につけること
・ブランド戦略の視点から、企業の取り組みの是非を自ら判断できるようになること
・自分なりのブランド戦略を提案できるようになること

到達目標

授業の計画と準備学修

ブランド戦略 ＜１＞

石井　裕明

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211441103

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

ブランド・エクイティ（２）
・ブランドロイヤルティの考え方について説明する
・知覚品質の考え方について説明する

【復習】講義で学んだ理論や重要単語について説明できるようにする。 60

ブランド要素（１）
・ブランド要素の選択基準について説明する
・授業内レポートの実施

90

【予習】これまでの内容を整理しておく。
【復習】講義で学んだ理論や重要単語について説明できるようにする。

90

第9回 ブランド戦略（１）
・ブランドの参入順位について説明する
・ブランドの参入戦略について説明する
・授業内レポート

第7回

第8回

【予習】これまでの内容を整理しておく。
【復習】講義で学んだ理論や重要単語について説明できるようにする。

ブランド要素（２）
・ブランド要素の構成について説明する
・ブランド要素をもちいた戦略について検討する
・授業内レポートの振り返り

【復習】講義で学んだ理論や重要単語について説明できるようにする。 60

ブランド・ビジョン
・ブランド・ビジョンの重要性について説明する
・ブランド・ビジョンへの対応方針について検討する

60

【復習】講義で学んだ理論や重要単語について説明できるようにする。 60

ブランド・ポジショニング
・ポジショニング戦略のポイントについて説明する
・差別化戦略と類似化戦略について説明する

【復習】講義で学んだ理論や重要単語について説明できるようにする。
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60

第11回

第12回

第13回

ブランド戦略（２）
・ブランドの基本戦略について説明する
・ブランドの採用戦略について説明する
・授業内レポートの振り返り

【復習】講義で学んだ理論や重要単語について説明できるようにする。

ブランド戦略（３）
・ブランドの拡張戦略について説明する
・ブランド拡張の利点と欠点を整理する

【復習】講義で学んだ理論や重要単語について説明できるようにする。

ブランド戦略（４）
・ブランド体系について説明する
・ブランド体系の事例について説明する

【復習】講義で学んだ理論や重要単語について説明できるようにする。

60

第10回

60

ブランドの新たな動向（１）
・ブランドと消費者の関係性について説明する
・ブランド・コミットメントについて説明する

120

60

第15回

【復習】講義で学んだ理論や重要単語について説明できるようにする。 60

ブランドの新たな動向（２）
・ブランド・パーソナリティについて説明する
・ブランド経験について説明する

【復習】講義で学んだ理論や重要単語について説明できるようにする。

まとめ
・講義の全体を振り返り、総括する
・受講生からの質問に回答する

【予習】全体を振り返り、理解が不十分である部分を把握しておく。
【復習】期末試験に備える。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
・基本的には講義形式で進めるが、必要に応じて、受講生に発言や発表を求める。
・授業内において複数回の小レポートを実施する。

成績評価の方法
授業内で実施する小レポート（30％）、期末テスト（70％）によって評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
また、次の点に着目し、その達成度により評価する。
①ブランドに関連する基本的な理論や概念を説明できるか。
②ブランド戦略を立案するうえで、重要な概念を理解できているか。
③企業のブランド戦略を自分なりの視点から評価できるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「マーケティング」「競争戦略」など経営関連科目全般。

テキスト
特に指定しません。重要な文献については適宜紹介します。

参考書
『戦略的ブランド・マネジメント』、ケビン・レーン・ケラー著、恩蔵直人監訳、東急エージェンシー。
『ブランド戦略論』、田中洋著、有斐閣。
『価値共創時代のブランド戦略−脱コモディティ化への挑戦−』、青木幸弘編著、ミネルヴァ書房。
『ブランド論−無形の差別化をつくる20の基本原則』、デービッド・アーカー著、阿久津聡訳、ダイヤモンド社。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
・講義の全体像、進め方を説明する
・ブランドの重要性の高まりについて説明する

【予習】シラバスで講義のテーマと内容を把握しておく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

ブランド・エクイティ（１）
・資産としてのブランドについて説明する
・ブランド認知の考え方について説明する
・ブランド連想の考え方について説明する

【復習】講義で学んだ理論や重要単語について説明できるようにする。 60

ブランドとマーケティング
・マーケティングにおけるブランドの位置づけについて説明する
・ブランドがマーケティング戦略に与える影響について検討する

【予習】マーケティングなどの経営関連科目を復習しておく。
【復習】講義で学んだ理論や重要単語について説明できるようにする。

90

テーマ・概要
　「ブランド」という言葉を聞いて、みなさんは何をイメージするでしょうか。もしかすると、ルイヴィトンやエルメスといった高級ブラ
ンドをイメージする人も多いかもしれません。しかし、そのような理解はブランドの一側面にすぎません。近年では、多くの企業がブラン
ドに注目し、様々な戦略を検討しています。
　本講義では、高級ブランドにとどまらない網羅的なブランドの考え方を学んでいく予定です。具体的な企業の取り組み事例を交えなが
ら、関連する理論や概念についての解説を進めていきます。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、以下を到達目標とする。
・ブランドに関連する理論について網羅的な知識を身につけること
・ブランド戦略の視点から、企業の取り組みの是非を自ら判断できるようになること
・自分なりのブランド戦略を提案できるようになること

到達目標

授業の計画と準備学修

ブランド戦略 ＜２＞

石井　裕明

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211441103

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

ブランド・エクイティ（２）
・ブランドロイヤルティの考え方について説明する
・知覚品質の考え方について説明する

【復習】講義で学んだ理論や重要単語について説明できるようにする。 60

ブランド要素（１）
・ブランド要素の選択基準について説明する
・授業内レポートの実施

90

【予習】これまでの内容を整理しておく。
【復習】講義で学んだ理論や重要単語について説明できるようにする。

90

第9回 ブランド戦略（１）
・ブランドの参入順位について説明する
・ブランドの参入戦略について説明する
・授業内レポート

第7回

第8回

【予習】これまでの内容を整理しておく。
【復習】講義で学んだ理論や重要単語について説明できるようにする。

ブランド要素（２）
・ブランド要素の構成について説明する
・ブランド要素をもちいた戦略について検討する
・授業内レポートの振り返り

【復習】講義で学んだ理論や重要単語について説明できるようにする。 60

ブランド・ビジョン
・ブランド・ビジョンの重要性について説明する
・ブランド・ビジョンへの対応方針について検討する

60

【復習】講義で学んだ理論や重要単語について説明できるようにする。 60

ブランド・ポジショニング
・ポジショニング戦略のポイントについて説明する
・差別化戦略と類似化戦略について説明する

【復習】講義で学んだ理論や重要単語について説明できるようにする。
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60

第11回

第12回

第13回

ブランド戦略（２）
・ブランドの基本戦略について説明する
・ブランドの採用戦略について説明する
・授業内レポートの振り返り

【復習】講義で学んだ理論や重要単語について説明できるようにする。

ブランド戦略（３）
・ブランドの拡張戦略について説明する
・ブランド拡張の利点と欠点を整理する

【復習】講義で学んだ理論や重要単語について説明できるようにする。

ブランド戦略（４）
・ブランド体系について説明する
・ブランド体系の事例について説明する

【復習】講義で学んだ理論や重要単語について説明できるようにする。

60

第10回

60

ブランドの新たな動向（１）
・ブランドと消費者の関係性について説明する
・ブランド・コミットメントについて説明する

120

60

第15回

【復習】講義で学んだ理論や重要単語について説明できるようにする。 60

ブランドの新たな動向（２）
・ブランド・パーソナリティについて説明する
・ブランド経験について説明する

【復習】講義で学んだ理論や重要単語について説明できるようにする。

まとめ
・講義の全体を振り返り、総括する
・受講生からの質問に回答する

【予習】全体を振り返り、理解が不十分である部分を把握しておく。
【復習】期末試験に備える。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
・基本的には講義形式で進めるが、必要に応じて、受講生に発言や発表を求める。
・授業内において複数回の小レポートを実施する。

成績評価の方法
授業内で実施する小レポート（30％）、期末テスト（70％）によって評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
また、次の点に着目し、その達成度により評価する。
①ブランドに関連する基本的な理論や概念を説明できるか。
②ブランド戦略を立案するうえで、重要な概念を理解できているか。
③企業のブランド戦略を自分なりの視点から評価できるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「マーケティング」「競争戦略」など経営関連科目全般。

テキスト
特に指定しません。重要な文献については適宜紹介します。

参考書
『戦略的ブランド・マネジメント』、ケビン・レーン・ケラー著、恩蔵直人監訳、東急エージェンシー。
『ブランド戦略論』、田中洋著、有斐閣。
『価値共創時代のブランド戦略−脱コモディティ化への挑戦−』、青木幸弘編著、ミネルヴァ書房。
『ブランド論−無形の差別化をつくる20の基本原則』、デービッド・アーカー著、阿久津聡訳、ダイヤモンド社。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
　・講義の進め方について説明する

【予習】シラバスで講義のテーマと内容を把握しておく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

広告の機能と役割
　・広告が果たしている役割について説明する
　・広告の社会的機能について説明する

【復習】講義で学んだ理論や重要単語について説明できるようにする。 60

広告とは
　・広告の定義について説明する
　・広告の類型について説明する

【予習】マーケティングなどの経営関連科目を復習しておく。
【復習】講義で学んだ理論や重要単語について説明できるようにする。

90

テーマ・概要
　私たちは、多くの広告に囲まれて生活をしています。皆さんの生活を振り返ってみても、テレビや新聞をはじめ、通学途中の電車の中、
スマホで閲覧したHPの片隅など、様々な場面で広告に接しているのではないでしょうか。消費者は、日々、数えきれないほどの量の広告に
接触しているのです。
　その一方、近年、広告の影響力が弱まっているともいわれます。情報技術の発達や、消費者の価値観の変化などにより、広告を見ない消
費者が増加していると考えられているからです。こうした傾向を念頭に置くと、企業と消費者とのコミュニケーションを改めて検討するこ
とが重要になるはずです。
　本講義では、以上のような問題意識の下、広告の機能や効果について解説していきます。特に、市場との関係を明らかにするため、消費
者視点を重視して講義を進めます。さらに、近年の相対的な広告の影響力低下を踏まえ、代替手段となる他のマーケティング・コミュニ
ケーション手法についても言及していく予定です。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、以下を到達目標とする。
広告に関する基本的な知識を身につけること
近年のマーケティングにおけるコミュニケーションのあり方を理解すること
企業のコミュニケーション戦略の是非について、自分なりに判断できるようになること

到達目標

授業の計画と準備学修

広告と市場 ＜１＞

石井　裕明

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211441104

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

広告の媒体戦略①
　・広告における媒体戦略の基本方針について説明する
　・広告における各種媒体の特性について説明する

【復習】講義で学んだ理論や重要単語について説明できるようにする。 60

広告の媒体戦略②
　・媒体戦略に関わる理論的背景について説明する
　・講義内レポート①

90

【復習】講義で学んだ理論や重要単語について説明できるようにする。 60

第9回 広告効果
　・広告効果の考え方について説明する
　・代表的な広告効果モデルについて説明する

第7回

第8回

【予習】これまでの内容を整理しておく。
【復習】講義で学んだ理論や重要単語について説明できるようにする。

広告取引と組織
　・講義内レポートの振り返り
　・広告取引の全体像について説明する
　・広告取引に関わる組織について説明する

【復習】講義で学んだ理論や重要単語について説明できるようにする。 60

広告のクリエイティブ戦略
　・広告のクリエイティブ戦略の基本方針について説明する
　・広告の説得手法について説明する

90

【復習】講義で学んだ理論や重要単語について説明できるようにする。 60

ゲストスピーカー
　・実務家の方による講演
　・実際の現場における広告の考え方について解説してもらう
　・質疑応答

【予習】これまでの内容を整理しておく。
【復習】これまでに学んだ内容と講義の内容を結びつける。
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60

第11回

第12回

第13回

広告における新潮流①
　・IMCの考え方について説明する
　・アカウント・プランニングについて説明する
　・講義内レポート②

【復習】講義で学んだ理論や重要単語について説明できるようにする。

広告とブランドのコミュニケーション
　・ブランド全体としてコミュニケーションについて説明する
　・コンタクトポイントの考え方について説明する
　・講義内レポートの振り返り行う

【予習】これまでの内容を整理しておく
【復習】講義で学んだ理論や重要単語について説明できるようにする。

広告の代替手段によるコミュニケーション①
　・セールス・プロモーションについて説明する
　・パブリシティについて説明する

【復習】講義で学んだ理論や重要単語について説明できるようにする。

90

第10回

60

広告の代替手段によるコミュニケーション②
　・イベントやスポンサーシップについて説明する
　・プロダクト・プレースメントについて説明する

120

60

第15回

【復習】講義で学んだ理論や重要単語について説明できるようにする。 60

広告の代替手段によるコミュニケーション③
　・クチコミについて説明する
　・消費者間の相互作用について説明する

【復習】講義で学んだ理論や重要単語について説明できるようにする。

まとめ
　・全体を振り返り、総括を行う
　・受講生からの質問に回答する。

【予習】全体を振り返り、理解が不十分である部分を把握しておく。
【復習】期末試験に備える。

第14回

- 812 -



ポータルサイトで周知する。

授業の方法
・基本的には講義形式で進めるが、必要に応じて、受講生に発言や発表を求める。
・授業内において複数回の小レポートを実施する。

成績評価の方法
授業内で実施する小レポート（30％）、期末テスト（70％）によって評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
また、次の点に着目し、その達成度により評価する。
①広告に関する基本的な理論や概念を説明できるか。
②近年の広告を取り巻く状況を理解できているか。
③企業のコミュニケーション戦略を自分なりの視点から評価できるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「マーケティング」「競争戦略」など経営関連科目全般。

テキスト
特に指定しません。重要な文献については適宜紹介します。

参考書
『新広告論』、亀井昭宏・疋田聰編著、日経広告研究所。
『広告心理』、仁科貞文、田中洋、丸岡吉人著、電通。
『現代広告論　新版』、岸志津江 、田中洋、嶋村和恵著、有斐閣アルマ。
『分かりやすい広告論』、石崎徹編著、八千代出版。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
　・講義の進め方について説明する

【予習】シラバスで講義のテーマと内容を把握しておく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

広告の機能と役割
　・広告が果たしている役割について説明する
　・広告の社会的機能について説明する

【復習】講義で学んだ理論や重要単語について説明できるようにする。 60

広告とは
　・広告の定義について説明する
　・広告の類型について説明する

【予習】マーケティングなどの経営関連科目を復習しておく。
【復習】講義で学んだ理論や重要単語について説明できるようにする。

90

テーマ・概要
　私たちは、多くの広告に囲まれて生活をしています。皆さんの生活を振り返ってみても、テレビや新聞をはじめ、通学途中の電車の中、
スマホで閲覧したHPの片隅など、様々な場面で広告に接しているのではないでしょうか。消費者は、日々、数えきれないほどの量の広告に
接触しているのです。
　その一方、近年、広告の影響力が弱まっているともいわれます。情報技術の発達や、消費者の価値観の変化などにより、広告を見ない消
費者が増加していると考えられているからです。こうした傾向を念頭に置くと、企業と消費者とのコミュニケーションを改めて検討するこ
とが重要になるはずです。
　本講義では、以上のような問題意識の下、広告の機能や効果について解説していきます。特に、市場との関係を明らかにするため、消費
者視点を重視して講義を進めます。さらに、近年の相対的な広告の影響力低下を踏まえ、代替手段となる他のマーケティング・コミュニ
ケーション手法についても言及していく予定です。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、以下を到達目標とする。
広告に関する基本的な知識を身につけること
近年のマーケティングにおけるコミュニケーションのあり方を理解すること
企業のコミュニケーション戦略の是非について、自分なりに判断できるようになること

到達目標

授業の計画と準備学修

広告と市場 ＜２＞

石井　裕明

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211441104

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

広告の媒体戦略①
　・広告における媒体戦略の基本方針について説明する
　・広告における各種媒体の特性について説明する

【復習】講義で学んだ理論や重要単語について説明できるようにする。 60

広告の媒体戦略②
　・媒体戦略に関わる理論的背景について説明する
　・講義内レポート①

90

【復習】講義で学んだ理論や重要単語について説明できるようにする。 60

第9回 広告効果
　・広告効果の考え方について説明する
　・代表的な広告効果モデルについて説明する

第7回

第8回

【予習】これまでの内容を整理しておく。
【復習】講義で学んだ理論や重要単語について説明できるようにする。

広告取引と組織
　・講義内レポートの振り返り
　・広告取引の全体像について説明する
　・広告取引に関わる組織について説明する

【復習】講義で学んだ理論や重要単語について説明できるようにする。 60

広告のクリエイティブ戦略
　・広告のクリエイティブ戦略の基本方針について説明する
　・広告の説得手法について説明する

90

【復習】講義で学んだ理論や重要単語について説明できるようにする。 60

ゲストスピーカー
　・実務家の方による講演
　・実際の現場における広告の考え方について解説してもらう
　・質疑応答

【予習】これまでの内容を整理しておく。
【復習】これまでに学んだ内容と講義の内容を結びつける。
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60

第11回

第12回

第13回

広告における新潮流①
　・IMCの考え方について説明する
　・アカウント・プランニングについて説明する
　・講義内レポート②

【復習】講義で学んだ理論や重要単語について説明できるようにする。

広告とブランドのコミュニケーション
　・ブランド全体としてコミュニケーションについて説明する
　・コンタクトポイントの考え方について説明する
　・講義内レポートの振り返り行う

【予習】これまでの内容を整理しておく
【復習】講義で学んだ理論や重要単語について説明できるようにする。

広告の代替手段によるコミュニケーション①
　・セールス・プロモーションについて説明する
　・パブリシティについて説明する

【復習】講義で学んだ理論や重要単語について説明できるようにする。

90

第10回

60

広告の代替手段によるコミュニケーション②
　・イベントやスポンサーシップについて説明する
　・プロダクト・プレースメントについて説明する

120

60

第15回

【復習】講義で学んだ理論や重要単語について説明できるようにする。 60

広告の代替手段によるコミュニケーション③
　・クチコミについて説明する
　・消費者間の相互作用について説明する

【復習】講義で学んだ理論や重要単語について説明できるようにする。

まとめ
　・全体を振り返り、総括を行う
　・受講生からの質問に回答する。

【予習】全体を振り返り、理解が不十分である部分を把握しておく。
【復習】期末試験に備える。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
・基本的には講義形式で進めるが、必要に応じて、受講生に発言や発表を求める。
・授業内において複数回の小レポートを実施する。

成績評価の方法
授業内で実施する小レポート（30％）、期末テスト（70％）によって評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
また、次の点に着目し、その達成度により評価する。
①広告に関する基本的な理論や概念を説明できるか。
②近年の広告を取り巻く状況を理解できているか。
③企業のコミュニケーション戦略を自分なりの視点から評価できるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「マーケティング」「競争戦略」など経営関連科目全般。

テキスト
特に指定しません。重要な文献については適宜紹介します。

参考書
『新広告論』、亀井昭宏・疋田聰編著、日経広告研究所。
『広告心理』、仁科貞文、田中洋、丸岡吉人著、電通。
『現代広告論　新版』、岸志津江 、田中洋、嶋村和恵著、有斐閣アルマ。
『分かりやすい広告論』、石崎徹編著、八千代出版。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
・講義の全体像、進め方等を説明する。 
・マーケティングと消費者行動との関わり、接点について説明する。

【予習】シラバスで講義のテーマと全体的な内容を把握しておく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

消費者の購買意思決定プロセス②
・消費者がどのように問題（ニーズ）を認識するかを理解する。
・動機に関する理論を修得する。
*課題レポートの提出。

【復習】講義で学んだキーワードについて説明できるようにする。
【予習】レポート作成に必要な情報収集をしておく。

60

消費者の購買意思決定プロセス①
 ・消費者が購買に向かうプロセス全体を理解する。
・購買意思決定プロセス全体への影響要因について検討する。

【復習】講義で学んだキーワードについて説明できるようにする。 60

テーマ・概要
企業は消費者に自社の製品やサービスを購買してもらうためにマーケティング活動を展開しています。マーケティング活動はどのような場
合に、どのようなプロセスで消費者に影響を及ぼしているのでしょうか。それを理解するためには消費者の行動や心理的プロセスについて
の理解が必要です。本講義では、消費者の購買意思決定プロセスに関する理論枠組みを、具体的なマーケティングの事例と関連付けながら
解説します。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、以下を到達目標とする。
・「問題認識」に始まり「購買後評価」に至る消費者の購買意思決定プロセスを理解し、消費者の記憶や知識、態度にかかわる諸理論を説
明できる。
・消費者行動の各理論と企業のマーケティング戦術との接点を見出し、効果的なマーケティング手法について自ら提案できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

消費者行動

井上　淳子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211441105

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

消費者の購買意思決定プロセス③
・消費者がどのように情報を探索し、処理するかを理解する。
*前回レポートのフィードバック

【復習】講義で学んだキーワードについて説明できるようにする。 90

消費者の関与
・消費者関与の概念を理解する。
・関与の高低に対応する戦略について考察する。

60

【復習】講義で学んだキーワードについて説明できるようにする。 90

第9回 消費者行動と自己
・「自己」にかかわる心理学的、社会学的理論を理解する。
・自己表現としての消費者行動について考える。
*課題レポートの提出。

第7回

第8回

【復習】講義で学んだキーワードについて説明できるようにする。

消費者の知覚と記憶
・消費者の知覚から解釈、記憶へのプロセスを理解する。
*課題レポートの提出。

【復習】講義で学んだキーワードについて説明できるようにする。 60

消費者の購買意思決定プロセス④
・消費者がどのように選択肢を評価するか、購買意思決定方略の種類を理解する。
*前回レポートのフィードバック

60

【復習】講義で学んだキーワードについて説明できるようにする。直近で自らが行った意思決定につい
て方略のパターンを考察する。

60

消費者の学習と知識
・消費者が学習するメカニズムを理解する。
・消費者の知識構造を理解する。

【復習】講義で学んだキーワードについて説明できるようにする。
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60

第11回

第12回

第13回

消費者の態度 part 1
・消費者の態度はどのように形成されるのかを理解する。
・態度に関する諸理論を修得する。
*前回レポートのフィードバック

【復習】講義で学んだキーワードについて説明できるようにする。

消費者の態度 part 2
・態度に関するさまざまなとらえ方を理解する。
・消費者の態度を形成、変容させるコミュニケーション手法について検討する。

【復習】講義で学んだキーワードについて説明できるようにする。

消費者の購買意思決定プロセス⑤
・消費者が購買時に直面する選択課題について理解する。
・購買のパターンや計画性について考察する。

【復習】講義で学んだキーワードについて説明できるようにする。

60

第10回

60

購買意思決定プロセス⑥
・消費者の購買後行動を考察する。
・顧客満足の発生メカニズムを理解する。
*課題レポートの提出。

60

60

第15回

【復習】講義で学んだキーワードについて説明できるようにする。
【予習】レポート作成に必要な情報を収集しておく。

60

消費者行動と他者影響
・消費者が他者から受ける影響、他者に及ぼす影響について考察する。
*前回レポートのフィードバック。

【復習】講義で学んだキーワードについて説明できるようにする。

まとめ
・講義の全体を振り返り総括をする。
・不明点の確認や説明の補足を行う。

【予習】これまでの内容を振り返り、理解が十分でない点等を明らかにしておく。
【復習】期末試験に備えて十分な総復習を行う。

第14回

- 820 -



ポータルサイトで周知する。

授業の方法
・基本的に講義形式で行うが、トピックに応じて受講生に考えを尋ねたり、質疑応答を行うなど双方向のやりとりを取り入れる。
・理解促進と企業事例を紹介するためにビデオ教材を用いたり、受講生による課題レポートの発表をしたりする。

成績評価の方法
課題レポート（30％）、期末テスト（70％）によって評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目しその到達度により評価する。
・消費者の購買意思決定プロセス全体が明確に説明できる。
・消費者の購買意思決定にかかわる心理プロセスについて主要な概念を説明できる。
・企業のマーケティングや消費者の行動（反応）について、理論に基づき考察、提案できる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「マーケティング」、「競争戦略」など経営関連科目全般。

テキスト
特に指定せず、講義内容に合わせて適宜紹介する。

参考書
『消費者行動の知識』 青木幸弘[著]、日本経済新聞出版社。
『消費者行動論』 青木幸弘・新倉貴士・佐々木壮太郎・松下光司[著]、有斐閣アルマ。
『ソロモン 消費者行動論』 マイケル R. ソロモン[著]、松井剛[監訳]、丸善出版。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

生産システムの基礎(1) 競争力とシステム

テキスト第1章を読み、競争力と生産管理の関係、生産・製造とは何かの理解に努める。 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

生産システムの基礎(3) 製品と工程の歴史分析：「大量生産方式」とは

テキスト第3章を読み、自動車産業を事例とした製品・工程ライフサイクル、アメリカ式製造システム
の形成過程、フォード生産システム及びテーラー・システムの意義と限界、20世紀後半の日本型生産シ
ステムの台頭過程についての理解に務める。

90分

生産システムの基礎(2) 開発と生産のプロセス分析

テキスト第2章を読み、生産・開発活動の情報プロセスとしての側面、製品設計と工程設計の関係、製
品・工程マトリックスとは何かの理解に努める。

90分

テーマ・概要
アメリカに起源を持ちつつも、日本企業が進化的につくりだしてきた情報的経営資源である、大量生産を前提とした生産現場の「ものづく
り体系」を論理的に理解できるように学んでいく。また、企業の競争力の根源であるQuality、Cost、Delivery、Flexibilityの諸要素につ
き、踏み込んだ理解ができるように授業を行なう。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、生産管理と技術管理を統合的に、また歴史的な進化の存在を踏まえて理解することを達成
目標とする。

到達目標

授業の計画と準備学修

生産管理

芦田　尚道

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211441106

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

競争力ファクターの管理(1) 競争力とその構成要素

テキスト第4章を読み、企業・組織の競争力とは何か、及び競争力の構成要素についての理解に努め
る。

90分

競争力ファクターの管理(2) コスト・生産性の管理と改善①

90分

テキスト第6章を読み、生産統制、在庫、需要対応システム（独立需要・従属需要）についての理解に
努める。

90分

第9回 競争力ファクターの管理(6) 納期と工程管理②

第7回

第8回

テキスト第5章を読み、生産性とは何か、原価管理とは何かについての理解に努める。

競争力ファクターの管理(3) コスト・生産性の管理と改善②

テキスト第5章を読み、学習効果、改善活動、インダストリアル・エンジニアリングについての理解に
努める。

90分

競争力ファクターの管理(4) コスト・生産性の管理と改善③

90分

テキスト第5章を読み、「ジャスト・イン・タイム方式」についての理解に努める。 90分

競争力ファクターの管理(5) 納期と工程管理①

テキスト第6章を読み、納期とは何かと日程計画、資材所要量計画、工数計画についての理解に努め
る。
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90分

第11回

第12回

第13回

競争力ファクターの管理(7) 品質とその管理・改善①

テキスト第7章を読み、品質の概念と測定方法についての理解に努める。

競争力ファクターの管理(8) 品質とその管理・改善②

テキスト第7章を読み、不良率と工程能力の関係、品質管理の概念、検査とその設計についての理解に
努める。

競争力ファクターの管理(9) 品質とその管理・改善③

テキスト第7章を読み、品質作り込み、TQCについての理解に努める。

90分

第10回

90分

競争力ファクターの管理(10) フレキシビリティ①

90分

90分

第15回

テキスト第8章を読み、フレキシビリティの概念、部品のフレキシビリティについての理解に努める。 90分

競争力ファクターの管理(11) フレキシビリティ②

テキスト第8章を読み、工程のフレキシビリティについての理解に努める。

競争力ファクターの管理(12) 生産戦略

テキスト第9章を読み、生産戦略の概念、生産能力の決定、工場ネットワーク戦略、生産戦略観の変遷
についての理解に努める。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
配布プリントなどをもとに内容を詳説するかたちで講義を行う。授業期間内に2回ないし3回の小テストも実施する。

成績評価の方法
期末試験80％、授業内小テストを主とした平常点20％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
生産現場の姿・仕組み、そこでの人の仕事の仕方がイメージできることがまず前提となる。それを踏まえ、生産管理や現場・作業改善の諸
手法や競争力を規定する諸要素についての理解が、授業へのしっかりしたコミットメントの上で実現できているかを問うことになる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
『生産マネジメント入門〔Ⅰ〕生産システム編』、藤本隆宏、日本経済新聞出版社、3024円、ISBN978-4-532-13205-7

参考書
特になし。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イノベーションとは何か

テキスト第1章を読み、イノベーションとは何か、及びイノベーション・マネジメントの特徴の理解に
努める。

60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

イノベーションのパターン①

テキスト第3章を読み、イノベーションの普及と技術進歩の関係の理解に努める。 90分

イノベーションのプロセス

テキスト第2章を読み、イノベーションのプロセスにおける諸局面の理解に努める。 90分

テーマ・概要
企業が持続的に成長していく上では、自社が提供する製品あるいはサービスといった商品の力が重要になることは論を待たない。競争力の
ある企業は、商品を高度化し、また消費者に受け入れられるために様々なイノベーションを実現すべく努力している。本講義では、そうし
たイノベーションの概念、パターン、そして製品開発を含むイノベーション・プロセスにおける組織マネジメント・戦略行動について学
ぶ。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、イノベーションの重要性、イノベーションにおける段階性の存在と各段階の課題と困難克
服のための組織や戦略のあり方について理解できることを目標とする。

到達目標

授業の計画と準備学修

イノベーションと製品開発

芦田　尚道

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211441107

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

イノベーションのパターン②

テキスト第3章を読み、産業発展とイノベーションの発生頻度の関係の理解に努める。 90分

イノベーションの企業の競争力への影響①

90分

テキスト第7章を読み、業界標準のマネジメントにあたって直面する規格間競争の理解に努める。 90分

第9回 研究・技術開発③：業界標準のマネジメント（2）

第7回

第8回

テキスト第4章を読み、ラディカル・イノベーションとは何か、それが既存大企業に与える影響の理解
に努める。

イノベーションの企業の競争力への影響②

テキスト第5章を読み、イノベーションのタイプ分類の仕方と、各タイプの内容の理解に努める。 90分

研究・技術開発①：技術ロードマップの作成と活用

90分

テキスト第6章を読み、イノベーション・プロセスの第一段階である研究・技術開発フェーズの理解に
努める。

90分

研究・技術開発②：業界標準のマネジメント（1）

テキスト第7章を読み、研究・技術開発フェーズでの課題となる業界標準のマネジメントの理解に努め
る。
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90分

第11回

第12回

第13回

製品アーキテクチャ

テキスト第8章を読み、製品アーキテクチャとは何か、及びその諸類型の理解に努める。

新製品開発①：開発プロセスマネジメント（1）

テキスト第9章を読み、イノベーションプロセスの2番目に位置する製品開発フェースにおける活動の意
義と難しさの理解に努める。

新製品開発②：開発プロセスマネジメント（2）

テキスト第9章を読み、新製品開発プロセスの4段階の流れの理解に努める。

90分

第10回

90分

新製品開発③：組織マネジメント

90分

90分

第15回

テキスト第10章を読み、新製品開発プロジェクトにおける組織デザインやマネジャーの行動などの理解
に努める。

90分

イノベーションと企業間関係

テキスト第11章を読み、イノベーションを実現するために必要な企業間の協調行動の理解に努める。

事業化成功のためのビジネスモデル

テキスト第12章を読み、イノベーションの最終段階たる事業化フェーズの成功のため何が必要かの理解
に努める。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
講義形式の授業である。配布プリントを使用しながら内容を詳説する。2回ないし3回の授業内小テストを実施し、また授業期間中に1回の
宿題レポート提出を課す。

成績評価の方法
期末試験75％、平常点25％（授業内小テスト10％、宿題レポート15％を目安とする）

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.　
「イノベーションと製品開発」について議論する上での基本的な概念を十分に理解できているか、そして、授業に対する地道なコミットメ
ントによって、専門的な知識の獲得および実際の企業活動を抽象化して理解する力を身につけているか、が評価のポイントになる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
『コア・テキスト　イノベーション・マネジメント』、近能善範・高井文子、新世社、3218円、ISBN978-4-88384-158-5

参考書
『生産マネジメント入門〔Ⅱ〕生産資源・技術管理編』、藤本隆宏、日本経済新聞出版社、3024円、ISBN978-4-532-13206-4

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の内容，進め方，予習・復習のしかた等を説明します。
・国際経営の学問上の位置づけ（第2回）を説明する準備をします。

【予習】シラバスを読み，あらかじめその内容を把握する。
【復習】配布プリント等を基に，授業の内容を再確認する。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

企業の国際化：最近の動きから
※以下，進捗状況等に応じて内部が一部変更される可能性があります。
・最近の事例を取り上げて，国際経営の基本的な観点を確認します。
・クイズ（次回解説）を出すことがあります。

【復習】配布プリント等を基に，キーワード等について説明できるようにする。 90

イントロダクション：国際経営の学問上の位置づけ
・国際経営の学問上の位置づけを把握します。
・クイズ（次回解説）を出すことがあります。

【復習】配布プリント等を基に，キーワード等について説明できるようにする。 60

テーマ・概要
以下の問題関心に沿って，できるだけ最近の事例をまじえつつ，企業活動の国際化についての理解を深めることを目的とします。
・企業活動の「国際化」とは，どういうことなのか？
・その国際化はどのようにして行なわれるのか？
・なぜ，企業は国際化するのか？
・国内だけの経営を考える場合にはない，国際経営ならではの課題にどのようなものがあるか？
ところで，国際経営の分野は，相対的に学際的な性格が強いため，関連する学問領域の成果についても随時織り交ぜていく予定です。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため，以下を到達目標とします：
企業活動の国際化についての理解を深めることをめざします。
さらに，国際経営に関連する学問領域の成果について身につけることをめざします。

到達目標

授業の計画と準備学修

国際経営

時岡　規夫

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211441108

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

日本の自動車産業の歴史から国際経営を考える（その1）
・日本の自動車産業の歴史を事例として，国際経営についての理解を深めます。
・クイズ（次回解説）を出すことがあります。

【復習】配布プリント等を基に，キーワード等について説明できるようにする。 90

日本の自動車産業の歴史から国際経営を考える（その2）
・前回にひきつづき，日本の自動車産業の歴史を事例として，国際経営についての理解を深めます。
・クイズ（次回解説）を出すことがあります。

90

【復習】配布プリント等を基に，キーワード等について説明できるようにする。 90

第9回 為替レートと国際経営（その1）
・為替レートと国際経営についての理解を深めます。
・クイズ（次回解説）を出すことがあります。

第7回

第8回

【復習】配布プリント等を基に，キーワード等について説明できるようにする。

日本の自動車産業の歴史から国際経営を考える（その3）
・前回にひきつづき，日本の自動車産業の歴史を事例として，国際経営についての理解を深めます。
・クイズ（次回解説）を出すことがあります。

【復習】配布プリント等を基に，キーワード等について説明できるようにする。 90

日本の自動車産業の歴史から国際経営を考える（その4）
・前回にひきつづき，日本の自動車産業の歴史を事例として，国際経営についての理解を深めます。
・クイズ（次回解説）を出すことがあります。

90

【復習】配布プリント等を基に，キーワード等について説明できるようにする。 90

為替レートとは
・為替レートについての基本的な知識を修得します。
・クイズ（次回解説）を出すことがあります。

【復習】配布プリント等を基に，キーワード等について説明できるようにする。
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90

第11回

第12回

第13回

為替レートと国際経営（その2）
・前回にひきつづき，為替レートと国際経営についての理解を深めます。
・クイズ（次回解説）を出すことがあります。

【復習】配布プリント等を基に，キーワード等について説明できるようにする。

多国籍企業とは，コーポレート・ガバナンスと国際経営
・多国籍企業についての理解を深めます。
・コーポレート・ガバナンスの観点から，国際経営についての理解を深めます。
・クイズ（次回解説）を出すことがあります。

【復習】配布プリント等を基に，キーワード等について説明できるようにする。

直接投資とは
・直接投資についての基本的な知識を修得します。
・クイズ（次回解説）を出すことがあります。

【復習】配布プリント等を基に，キーワード等について説明できるようにする。

90

第10回

90

直接投資の現状
・直接投資の現状についての理解を深めます。
・クイズ（次回解説）を出すことがあります。

120

90

第15回

【復習】配布プリント等を基に，キーワード等について説明できるようにする。 90

直接投資の理論
・直接投資の理論を学修します。
・クイズ（次回解説）を出すことがあります。

【復習】配布プリント等を基に，キーワード等について説明できるようにする。

まとめ
・これまでに学修した内容を確認します。

【復習】学期末試験に備え，これまでに配布されたプリント等を基に，この授業を振り返り，到達目標
と自分の理解を照合し，到達度を点検し，さらに不足している知識等を再確認し，学修する。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
通常の講義形式で進めますが，授業中にクイズを出すことがあります。また，レポートの提出を求める予定です。ふだんから復習に力を入
れ，次回の授業にわからないところを持ち越さないように心がけてください。上で示された準備学修の時間はあくまでも目安であって，各
自の理解度に応じて取り組んでください。なお，クイズ，レポートのねらいは次のとおりです。
・クイズ：その回の学修内容についての基本的な理解度やキーワードの理解を確認する。
・レポート：課題内容を理解し，学修内容をふまえて自分の理解を明確に説明できているかを確認する。
授業自体は，配布プリント等を基に，講義内容を詳述します。

成績評価の方法
学期末試験および授業中のクイズやレポートの提出状況・内容等によって総合的に評価します。評価ウェイトは学期末試験が80%，クイズ
やレポートなどの平常点が20%を目安とする予定です。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し，その達成度により評価します。
①企業活動の国際化について理解し，明確に説明できる。
②国際経営に関連する学問領域の成果について明確に説明できる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
先修科目としては，「会社入門」，「企業経営入門」など。
関連科目としては，「マクロ経済学入門I」，「ミクロ経済学入門I」，「ミクロ経済学入門II」，「競争戦略」，「産業の経済学」，「産
業と立地」，「企業の国際戦略」，「国際金融」，「経営戦略」，「ブランド戦略」など。
2014年度以降入学生にとっては，経済学部のスペシャリストコースのうちの「企業戦略コース」の対象授業科目の1つになっています。

テキスト
特定のテキストは用いない予定です。

参考書
全般的な参考書として，
・山崎 清・竹田 志郎〔編〕，1993，『テキストブック国際経営』，新版，有斐閣ブックス，有斐閣（2,600円＋税，ISBN 4-641-08522-
6）
をとりあえず挙げておきます。その他，個々のトピックスに関する参考文献は適宜紹介していきます。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

　　
イントロダクション：労働市場と人的資源

【予習】テキスト第一章を熟読。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

人材配置（組織メンバーを最適なポジションに配置）

【復習】第3回の内容を把握する。 60

採用（組織メンバーの選定と雇用）

【復習】第2回の内容を把握する。 60

テーマ・概要
人的資源管理施策とは、組織に雇用される人が受ける具体的な管理の方策であり、
採用に始まって退職に終わるまでの多岐にわたる施策を含んでいます。
これらの現状を学びながら、今後どのような人的資源管理施策の変更が求められるかについても考えていきます。

この授業では、ＤＰ６（専門分野の知識・理解）　を実現するため、以下を到達目標とします。
①人的資源管理施策に関する基本的な知識を得る。
②今後の人的資源管理のあり方について議論できる力を養成する。

到達目標

授業の計画と準備学修

人的資源管理

義村　敦子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211442101

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

教育訓練（職務遂行能力を向上させる教育サポート）

【復習】第4回の内容を把握する。 60

キャリア開発（個人の生涯キャリア発達と組織によるサポート）

60

【復習】第9回の内容を把握する。 60

第9回 雇用差別の是正（雇用における機会の均等を考える）

第7回

第8回

【復習】第5回の内容を把握する。

職務設計（個人やチームに適した職務をデザイン）

【復習】第6回の内容を把握する。 60

人事評価（働きぶりを公正に評価）

60

【復習】第7回の内容を把握する。 60

報酬制度（貢献に見合った報酬の仕組み）

【復習】第8回の内容を把握する。
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60

第11回

第12回

第13回

雇用形態の多様化（さまざまな働き方と企業対応）

【復習】第10回の内容を把握する。

労使間コミュニケーション（経営者と労働者の意思疎通）

【復習】第11回の内容を把握する。

高年齢化と退職制度（キャリアプランと年金など）

【復習】第12回の内容を把握する。

60

第10回

60

成果主義の行方（成果主義の課題と留意点）

120

60

第15回

【復習】第13回の内容を把握する。 60

人的資源管理のこれから

【復習】第14回の内容を把握する。

まとめ

【予習】第1回から14回を通して理解が不足している箇所を洗い出す。
【復習】重要ポイントについて説明できるようにする。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
基本的に講義形式をとります。授業時間内に数回の小レポートの提出をもとめます。

成績評価の方法
筆記試験70％と授業時間内に数回実施する小レポート30％によって評価します。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei 
University Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価します。
①人的資源管理の特徴と背景を明確に説明できる。
②各人的資源管理施策の機能と留意点を明確に説明できる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
幅広い理解のためにこれらの科目の受講を推奨しますが、これらの科目を受講していなくても講義は受けられます。「労働法」、「日本の
労働市場」、「キャリアの経済学」、「人事政策」

テキスト
特に指定しません。

参考書
『入門　人的資源管理 第2版』　奥林康司 上林宣雄　平野光俊　編著　中央経済社　2,940円
その他、必要に応じて提示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

・ガイダンス：授業内容、進め方、予習・復習の仕方などを説明する。
・労務管理から人的資源管理へ

【復習】授業内容を配布資料をもとにして確認する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

ウェーバーの準技術的組織論
労働市場の現状②

【復習】当該理論の特徴を理解する。労働力の構造を確認する。 60

テイラーの科学的管理法
労働市場の現状①

【復習】当該理論の特徴を理解する。労働市場に関するキータームの意味を説明できるようにする。 60

テーマ・概要
現代の組織において、ヒト（人的資源）は最も大切な経営資源です。また、多くの受講生が卒業後に企業の組織メンバーとして仕事をする
という意味でも、人的資源の活用法は身近な問題と言えます。この授業では、人のマネジメントに関する主な理論を、歴史的な変遷を踏ま
えながら学びます。そして、人のマネジメントに関する諸理論は時代とともに変化していることや、その変化は仕事内容や働く人自身の仕
事観の変化と密接に関連していることも学んでいきます。

この授業の到達目標は、ＤＰ６（専門分野の知識・理解）　を実現するため、以下の２点とします。
①人のマネジメントに関する諸理論をその成立背景を踏まえて理解する。
②労働市場の現状を人のマネジメントの観点から把握する

到達目標

授業の計画と準備学修

人事政策

義村　敦子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211442102

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

ファヨールの古典的経営管理論

【復習】当該理論の特徴を理解する。2〜4回を整理して各理論の特徴と共通点を説明できるようにす
る。キーワードを用いて実際の労働市場の現状を調べる。

120

メイヨーの人間関係論

60

【復習】当該理論の特徴を理解する。 60

第9回 マクレガーのX理論Y理論

第7回

第8回

【復習】当該理論の特徴を理解する。

レスリスバーガーの人間論的組織論

【復習】当該理論の特徴を理解する 60

バーナードの組織論

60

【復習】当該理論の特徴を理解する。 60

マズローの欲求段階説

【復習】当該理論の特徴を理解する。
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60

第11回

第12回

第13回

ハーズバーグの動機づけ・衛生理論

【復習】当該理論の特徴を理解する。

マーチ＝サイモンの組織行動論

【復習】当該理論の特徴を理解する。

人事政策の現状と今後Ⅰ

【予習】前回の授業において指示した労働市場の現状について事前に調べておく。

60

第10回

60

人事政策の現状と今後Ⅱ

120

60

第15回

【予習】前回の授業において指示した労働市場の現状について事前に調べておく。 60

人事政策の現状と今後Ⅲ

【予習】前回の授業において指示した労働市場の現状について事前に調べておく。

まとめ

【予習】到達目標と自分の理解度とを点検して、不足している部分を確認し、疑問点があれば質問でき
るようにしておく。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
基本的に講義形式をとります。授業時間内に数回の小レポート提出を求めます。

成績評価の方法
評価は学期末試験(70%)と授業時間内に数回実施する小レポート（30％）によって行ないます。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の2点に着目し、その達成度により評価します。
①人のマネジメントに関する諸理論とその成立背景を理解し、説明できる。
②労働市場の現状を人のマネジメントの観点から把握し、説明できる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
幅広い理解のためにこれらの科目の受講を推奨しますが、これらの科目を受講していなくても講義は受けられます。 「日本の労働市
場」、「キャリアの経済学」、「労働法」

テキスト
特に指定しません。

参考書
必要に応じて指定します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス:
授業の内容、進め方、予習･復習の仕方等を説明する。成績評価方法を確認する。
簡単なクイズや事例を通じて、人間の情報処理傾向に触れる。

【予習】シラバスをよく読み、内容を把握する。
【復習】授業内のクイズを自分の周りの人に紹介し、説明できるようにする。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

規範的意思決定〜理想の追求:
合理性、最大化原理、期待値、期待効用理論、期待効用理論の4つの公理などについて学ぶ。
※課題の確認。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。
提出課題を行う。

90

情報処理とは:
人間とコンピュータの情報処理を比較しながら、人間の情報処理の特徴を理解する。
人間の情報処理＝意思決定を理解するための3つのアプローチを学ぶ。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 60

テーマ・概要
＜テーマ＞人間の情報処理を理解し、よい判断を導く方法を考える。
　日常生活や企業活動において、人々は常に何らかの情報を処理し、判断を下している。我々は、よい判断を導き出したいと思うものであ
る。しかし、常に的確な情報処理が行えるとは限らないため、時には偏った、あるいは誤った判断をしてしまうことがある。また、同じ情
報が手元にあったとしても、人や状況によって判断が異なったりもする。なぜ誤ってしまうのか、なぜ異なる判断が下されるのか。この問
の答えを出すべく、本授業では人間の情報処理についての諸理論を理解する。そして、2016年のノーベル経済学賞を受賞したキーワード
「ナッジ（Nudge）」をヒントに、より望ましい判断を下すための糸口を探っていく。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するために、次の3点を到達目標とする。
1. 人間の情報処理・意思決定に関する理論を修得する。
2. 社会におけるさまざまな現象を、修得した理論を用いて説明する。
3. より望ましい情報処理をするためにはどのようなことができるか、自分なりに考えて意見を表明する。

到達目標

授業の計画と準備学修

人間情報処理

山崎　由香里

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211442103

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

記述的意思決定1:
人間の情報処理・思考における「2つのシステム」について学び，システムに関連する情報処理例を考える。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 60

記述的意思決定2:
人間の心理的特性として、記憶、パーソナリティ、知覚、態度および感情などを取り上げ、情報処理に及ぼす影響を考える。

90

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 60

第9回 記述的意思決定6:
プロスペクト理論♯1　プロスペクト理論を学び、情報処理への影響を考える。
※課題の確認。

第7回

第8回

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。

記述的意思決定3:
ヒューリスティック#1　ヒューリスティックスについて学び、代表性ヒューリスティックの影響を考える。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 60

記述的意思決定4:
ヒューリスティック♯2　利用可能性ヒューリスティックの影響を考える。

60

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 60

記述的意思決定5:
ヒューリスティック♯3　アンカリングヒューリスティックと、その他の情報処理への影響を考える。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。
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60

第11回

第12回

第13回

記述的意思決定7:
プロスペクト理論♯2　プロスペクト理論を学び、情報処理への影響を考える。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。

処方的意思決定1〜改善に向けて:
価値焦点思考、自然主義的意思決定、脱バイアスなどの理論を学び、情報処理への影響を考える。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。

処方的意思決定2:
生態学的合理性について学び、情報処理への影響を考える。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。

60

第10回

60

処方的意思決定3:
ナッジ（NUDGE）について学び、情報処理への影響を考える。

120

60

第15回

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 90

処方的意思決定4:
選択アーキテクチャ（Choice Architecture）について学び、情報処理への影響を考える。

【復習】これまで学んだ内容を踏まえて、自分なりの処方を考察する。

授業の総括:
これまでの学修内容について総括し、各自が理解度を確認する。質疑応答。

【復習】授業の総括を踏まえ、学期末試験に向けて、到達目標と自分の理解度をチェックし、不足知識
を学修する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　授業は講義形式で進める。授業の進行具合に応じて、数回の課題提出も予定している。質問などは、教室やメールなどで随時受け付け
る。授業終了後、配布資料を見直して理解できなかったことや疑問点を確認し、次回の授業やメールなどで質問をするように心がけるこ
と。
　また、上で示された準備学修の時間はあくまで目安なので、各自の理解度に応じて取り組むこと。なお、取り上げる内容は、学生の理解
度に応じて変更する可能性がある。

成績評価の方法
平常点（授業への参加状況や宿題の提出状況）（20%）、提出課題の内容（20%）、学期末試験（60%）を基準に、総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し、その達成度により評価する。
①授業で取り上げた理論を理解し、説明できる。
②さまざまな理論を踏まえ、諸要因が情報処理に及ぼす影響について考えることができる。
③よりよい情報処理を行うために、どのような取り組みが必要かなど、自分の意見を持ち、表明することができる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし／企業経営入門・企業会計入門／14カリ「経営心理コース」、10カリ「組織と人間コース」の科目

テキスト
毎回配布するプリント

参考書
『組織における意思決定の心理』、山崎由香里、同文舘出版、￥3,360、ISBN-13: 9784495379919
その他、必要に応じて適宜指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

- 845 -



単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の全体像、進め方、予習・復習、課題の仕方を説明する。
 組織の種類と特性
・企業の組織形態の種類と特性を学修する。

（復習）
・企業の主な組織形態の種類と特性を理解しておく。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

ＩＣＴによる企業活動の変化
・競争に勝つためのＩＣＴを活用した企業戦略や活動について学修する。
グループディスカッションの仕方
・ブレーンストーミングのルール・方法、ディスカッション時の発言の仕方を学修する。

（復習）
・ＩＣＴが企業活動をどのように変化させているかを把握する。また、どのようなシステムがあるかを
理解しておく。
・グループディスカッションが、円滑に進むような発言の仕方を実践できるようにする。

60

企業を取り巻く環境変化
・企業を取り巻く環境変化と競争要素を学修する。

（復習）
・企業の競争要素がどのように変化してきたかを理解しておく。

60

テーマ・概要
　私たちは、社会人になれば何らかの形で組織に属したり関わったりして、仕事をします。この授業では、企業組織に焦点をあて、組織全
体の仕組や効率的な管理方法について理解をします。その上で、組織の中での個人の役割や責任について理解を深めるとともに、個人行動
のあり方の実際を学びます。また、フィールドワーク（キャンパス現地調査）・グループワークを通して、ディスカッションやコミュニ
ケーションスキルを身につけます。

ＤＰ６（専門分野の知識・理解）を実現するため、以下を到達目標とする。
①企業組織の仕組を説明することができる。
②組織の管理方法の実際を説明することができる。
③基本ルールを守ったプレゼンテーションができる。
④グループディスカッションのファシリテータができる。
⑤グループワークに積極的に参加する。

到達目標

授業の計画と準備学修

組織と管理

向井　三貴

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211442104

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

ビジョンと企業文化・企業倫理
・個々の企業が掲げるビジョンについて学修する。
・企業文化を構成する要素について学修する。
・企業が活動する上で守るべき法律や行動規範について学修する。
フィールドワーク（キャンパス現地調査）課題説明

（復習）
・企業ビジョンとは何かと企業文化の構成要素を理解しておく。
・企業倫理について理解しておく。

60

モチベーション理論
・働く際、どのような要素がモチベーション向上につながるのか、逆に下がるのはどういう要素かについて学修する。
プレゼンテーション課題説明(選択式）
プレゼンテーション資料作成方法
・ビジュアル化したプレゼン資料の作り方を学修する。
　フィールドワークグループワーク1/3

60

（予習）
・プレゼン予定者は、資料作成及び発表練習を十分行う。
（復習）
・EQとは何か、そして向上させるための方法を自分自身に置き換えて考える。

60

第9回 組織コミュニケーションとEQ
・組織のコミュニケーション円滑化の施策や要素とＥＱ（感情知能指数）について学修する。
フィールドワークプレゼンテーション2/2

第7回

第8回

（復習）
・自分のモチベーション向上の要素を分析する。
・見せるプレゼン資料を作成するポイントやルールを理解しておく。

マネジメント（管理）
・企業のマネジメントとはどのようなものかを学修する。
プレゼンテーションのポイント　
・プレゼンテーションの基本ルールを学修する。
フィールドワークグループワーク2/3

(復習）
・マネジメントの重要性を理解する。
・プレゼンテーションの基本ルールを理解し、実践できるようにする。

60

ボスマネジメント（部下力）
・上司と信頼関係を築く部下力とは何かを学修する。
プレゼンテーション（学生の課題）1/2
フィールドワークグループワーク3/3

60

（予習）
・プレゼン予定者は、資料作成及び発表練習を十分行う。
(復習）
・自分が上司から信頼を得るためには、どのような行動様式が良いかを考える。

60

組織での仕事の進め方
・効率的、効果的な仕事を行うための視点やプロセスを学修する。
プレゼンテーション（学生の課題）2/2
フィールドワークプレゼンテーション1/2

（予習）
・プレゼン予定者は、資料作成及び発表練習を十分行う。
(復習）
大学での学習に応用して効果的、効率的な勉強の仕方を考える。
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60

第11回

第12回

第13回

組織活性化へのアプローチ
・組織変革をする際、どのような要素を分析してアプローチすればよいかを学修する。
グループワーク（ケーススタディ：事例演習）
・企業の現場で起きた問題の事例を検討して解決策を考える。

（復習）
・組織を変革しようとする時に、どのような要素を分析してアプローチすればよいかを理解しておく。

ケーススタディの大グループディスカッション
・大グループでケースの最適な解答を検討する。
・グループディスカッションを通して個々のコンピテンシーを発見する。
・他者の良い行動様式を見つけ、自分に取り入れる

(予習)
ケース問題の解答を考えてくる。
(復習）
・ブレーンストーミングのルールと発言の仕方を理解しておく。

到達度確認テスト
・これまでの学修内容について、理解度を確認するためのテストを行なう。

（予習）
・到達度確認テストに備えて、これまでの学修内容を確認する。

60

第10回

90

ケーススタディ発表、コメント
個人最終プレゼン課題（TED)

60

60

第15回

(復習）
・ケーススタディの最適な解答を復習する。

60

プレゼンテーション（最終課題）1/2
・聞き手は発表者のプレゼンを客観的に評価する。

（予習）
・プレゼン予定者は、資料作成及び発表練習を十分行う。

プレゼンテーション（最終課題）2/2
・聞き手は発表者のプレゼンを客観的に評価する。
組織と管理まとめ

（予習）
・プレゼン予定者は、資料作成及び発表練習を十分行う。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。また、随時eメール(miki.mukai@gmail.com)で受け付けます。

授業の方法
授業は講義、グループワーク、演習、プレゼンテーションなど学生参画型で進めます。全体として、講義を聞くだけの授業はありませんの
で、積極的に授業に参画することが必要です。また、プレゼンテーションの準備はもちろん、他の学生のプレゼン評価を行うなど双方向の
授業を達成するために意欲的に取り組むことが重要です。

成績評価の方法
到達度確認テスト（40%）　課題(30%)  グループワーク(20%)　授業中の発言・質問、予習・復習・プレゼンや課題の積極的な取り組みを
総合評価(10%)

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。
以下の点に着目して、その達成度により評価します。
①企業活動の変化を明確に理解している。
②モチベーション理論と実際の関係を説明できる。
③組織の人材の効果的な活用システムをわかりやすく説明できる。
④グループワークに積極的に参加している。
⑤基本ルールを守ったプレゼンテーションができる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
予備知識は、必要ありません。

テキスト
オリジナルテキスト

参考書
適宜紹介

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
・講義の進め方や行動ファイナンスの全体像について説明する。

【予習】【復習】講義用資料（パワーポイント版のレジュメとワード版のノート）は成蹊ポータルに掲
載するので、読んでおくこと。
「行動ファイナンスの有効性」(文献①）を読んで、行動ファイナンスの全体像を把握すること。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

限定合理性
・記憶の不正確性
・情報の選別的認識
・判断の不正確性

【予習】【復習】講義用レジュメとノート②「意思決定上の歪みの源泉」の該当箇所を読んでおくこ
と。

60

人間の思考プロセスの特徴
・直感的な思考（システム１）とじっくりと行う思考（システム２）の違い
・様々な錯覚の事例

【予習】【復習】講義用レジュメとノート①「人間の意思決定プロセスの特徴」を読んでおくこと。 60

テーマ・概要
　本講座では、行動ファイナンス（行動経済学）と呼ばれている研究領域に関する議論を通じて、人間の意思決定の特徴や金融分野への応
用の問題を学修します。
　行動ファイナンスは、資産選択の意思決定に関する標準的な理論体系（「現代ポートフォリオ理論」もしくは「伝統的ファイナンス理
論」）に対して何らかの修正を試みる研究分野です。伝統的ファイナンス理論は、1950年代から少しずつ構築されてきましたが、投資家を
はじめとする証券市場の意思決定主体は市場に存在するすべての情報を証券価格に的確に反映できるというきわめて合理的な行動を示すこ
とを前提にしています。ところが、実際の証券市場ではこれらの従来の理論体系では説明できない現象が数多く見られることが明らかとさ
れ、これらの現象はアノマリーと呼ばれています。行動ファイナンスは、投資家の情報分析能力の限界や感情的な要因によってアノマリー
が発生しているのではないかという考え方のもとで構築されています。その際、心理学の一分野である意思決定理論における研究成果が応
用されます。本講座では、行動ファイナンスの基礎的な概念と応用例の学修を主な目的とします。
　本講座では、まず人間の思考プロセスの特徴を説明したうえで、伝統的ファイナンス理論が想定しているような合理的な意思決定を妨げ
ている「意思決定上の歪みの源泉」について整理します。この種の研究は心理学の一分野である意思決定理論の範疇に属しますが、その応
用分野は非常に広く、その中でファイナンス理論へ応用された研究成果が行動ファイナンスであることを説明します。そのうえで、具体的
に、簡便的意思決定法、プロスペクト理論、心理的勘定の設定という行動ファイナンスの基礎理論について説明します。
　後半では、伝統的ファイナンス理論の基礎となっている期待効用理論や効率的市場仮説について説明した後で、伝統的ファイナンス理論
では説明困難なアノマリーの例を紹介します。次に、証券投資や企業金融などの具体的な局面における行動ファイナンスの応用例を紹介し
ます。最後に、行動ファイナンスの限界と課題について説明します。
　前半の講義の終了後に、意思決定上の歪みの実例と意思決定プロセスの改善策に関するグループワークを実施します。

ＤＰ６（専門分野の知識・理解）　を実現するため、以下を到達目標とする。
　本講座では、資産決定の意思決定に関する標準的な理論体系（伝統的ファイナンス理論）の概要と問題点を認識したうえで、これらの理
論の修正を図ろうと試みる行動ファイナンスの基礎概念について理解することを第１の目標とします。また、行動ファイナンスの概念を用
いて、意思決定の歪みが生じやすい事例を理解し、意思決定プロセスの改善等の面で、これらの概念の応用力を身につけることも第２の目
標とします。さらに、行動ファイナンスに関連する論文等を読むことで、文献を読む習慣を身につけることも第３の目標とします。

到達目標

授業の計画と準備学修

意思決定科学 ＜１＞

俊野　雅司

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211442105

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

意思決定上の歪みの源泉
・感情的要因（自信過剰、後悔の回避）
・社会的要因（ムード、群れの行動、認知不協和の回避）

【予習】【復習】講義用レジュメとノート②「意思決定上の歪みの源泉」の該当箇所を読んでおくこ
と。

60

簡便的意思決定法（ヒューリスティクス）の採用と歪み
・アンカリング
・代表性の簡便法
・利用可能性の簡便法

60

【予習】【復習】講義用レジュメとノート④「伝統的ファイナンス理論と行動ファイナンス」を読んで
おくこと。

60

第9回 ファイナンス理論の基礎
・サンクトペテルブルグの逆説と効用概念の誕生
・期待効用理論
・ファイナンス理論の前提条件と概要

第7回

第8回

【予習】【復習】講義用レジュメとノート③「行動ファイナンスの基礎理論」の該当箇所を読んでおく
こと。

プロスペクト理論
・評価関数の推計
・ウェイト付け関数の推計

【予習】【復習】講義用レジュメとノート③「行動ファイナンスの基礎理論」の該当箇所を読んでおく
こと。

60

心理的勘定の設定
・損益の分離と統合
・参照価格の設定
・心理的勘定の設定
・マーケティング戦略への応用

120

【予習】【復習】講義用レジュメとノート③「行動ファイナンスの基礎理論」の該当箇所を読んでおく
こと。

60

グループワーク
・意思決定上の歪みの源泉に関する整理
・該当する事例の検討
・意思決定プロセスの改善案

【予習】意思決定上の歪みの源泉について自分なりにまとめたうえで、自分の過去の経験で、該当する
事例を考えておくこと
【復習】グループワークの結果を踏まえて、課題①をまとめること

- 851 -



120

第11回

第12回

第13回

証券市場のアノマリー
・アノマリーとは何か
・アノマリーの類型

【予習】【復習】講義用レジュメとノート⑤「証券市場のアノマリー」、「株式リターンの規則性」
（文献②）を読んでおくこと。

行動ファイナンスの投資家行動への示唆①
・自社株投資と利用可能性
・ホームバイアス
・年金加入者の意思決定上の歪みと制度的対応の可能性

【予習】【復習】講義用レジュメとノート⑥「行動ファイナンスの意思決定プロセスへの示唆」の該当
箇所、"Does the stock market overreact?"（文献③）を読んでおくこと。

行動ファイナンスの投資家行動への示唆②
・インターネット取引と投資行動
・分散投資を巡る意思決定上の歪み（1/ｎルールの採用）
・売買タイミングに関する示唆

【予習】【復習】講義用レジュメとノート⑥「行動ファイナンスの意思決定プロセスへの示唆」の該当
箇所、「わが国の投信市場における投資の現状と課題」（文献④）を読んでおくこと。

60

第10回

60

行動ファイナンスと企業金融
・新規株式公開（IPO）と価格形成
・企業買収と企業経営者の自信過剰
・配当政策と行動ファイナンス

120

60

第15回

【予習】【復習】講義用レジュメとノート⑥「行動ファイナンスの意思決定プロセスへの示唆」の該当
箇所、「株主価値を向上させる配当政策」（文献⑤）を読んでおくこと。

60

行動ファイナンスの限界
・価値ベースの選択モデルの限界と論理的思考
・人間の意思決定過程の特徴
・選択肢の提示方法と意思決定

【予習】【復習】講義用レジュメとノート⑦「行動ファイナンスの課題と展望」の該当箇所を読んでお
くこと。

まとめ
・講座全体のまとめ

【復習】試験準備、課題の作成・提出

第14回

- 852 -



学内専用ホームページで周知する。

授業の方法
毎回配布する講義用資料（レジュメ）に基づいて、講義形式で進める。適宜、講義用ノートや関連する論文等の文献を配布する。
グループワーク（第８回講義）では、数名程度のグループを作ったうえで、意思決定上の歪みの実例を話し合ってまとめたうえで、それぞ
れの実例がどのような歪みの源泉と関連しているのかを議論し、その内容や改善策について課題①としてまとめること。

成績評価の方法
課題を40％、期末試験（教材持ち込み可）を50％、授業への参加状況10％の配分で評価を行う。
課題①は、「グループワークの結果を踏まえて、意思決定上の歪みの源泉について自分なりの言葉でまとめたうえで、これまでの自分や仲
間の意思決定上の歪みに関する実例をまとめて、今後の意思決定プロセスに対する改善点をまとめること」
課題②は、「行動ファイナンスに関する文献（論文や著書）を１点選んで、その内容を要約するとともに、関心を持った点をまとめるこ
と」

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
主に、以下の点に関する到達度に応じて評価する。
・伝統的ファイナンス理論の概要と問題点を的確に理解できているか
・行動ファイナンスの基礎概念を理解し、これを応用する能力を身につけているか
・行動ファイナンスに関する文献の読解力を身につけているか

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
特になし

参考書
『ファスト＆スロー（上）、（下）』ダニエル・カーネマン、早川書房、2012年
『行動ファイナンスと投資の心理学』ハーシュ・シェフリン、東洋経済新報社、2005年
『行動経済学の逆襲』リチャード・セイラー、早川書房、2016年
『証券市場と行動ファイナンス』俊野雅司、東洋経済新報社、2004年

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
・講義の進め方や行動ファイナンスの全体像について説明する。

【予習】【復習】講義用資料（パワーポイント版のレジュメとワード版のノート）は成蹊ポータルに掲
載するので、読んでおくこと。
「行動ファイナンスの有効性」(文献①）を読んで、行動ファイナンスの全体像を把握すること。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

限定合理性
・記憶の不正確性
・情報の選別的認識
・判断の不正確性

【予習】【復習】講義用レジュメとノート②「意思決定上の歪みの源泉」の該当箇所を読んでおくこ
と。

60

人間の思考プロセスの特徴
・直感的な思考（システム１）とじっくりと行う思考（システム２）の違い
・様々な錯覚の事例

【予習】【復習】講義用レジュメとノート①「人間の意思決定プロセスの特徴」を読んでおくこと。 60

テーマ・概要
　本講座では、行動ファイナンス（行動経済学）と呼ばれている研究領域に関する議論を通じて、人間の意思決定の特徴や金融分野への応
用の問題を学修します。
　行動ファイナンスは、資産選択の意思決定に関する標準的な理論体系（「現代ポートフォリオ理論」もしくは「伝統的ファイナンス理
論」）に対して何らかの修正を試みる研究分野です。伝統的ファイナンス理論は、1950年代から少しずつ構築されてきましたが、投資家を
はじめとする証券市場の意思決定主体は市場に存在するすべての情報を証券価格に的確に反映できるというきわめて合理的な行動を示すこ
とを前提にしています。ところが、実際の証券市場ではこれらの従来の理論体系では説明できない現象が数多く見られることが明らかとさ
れ、これらの現象はアノマリーと呼ばれています。行動ファイナンスは、投資家の情報分析能力の限界や感情的な要因によってアノマリー
が発生しているのではないかという考え方のもとで構築されています。その際、心理学の一分野である意思決定理論における研究成果が応
用されます。本講座では、行動ファイナンスの基礎的な概念と応用例の学修を主な目的とします。
　本講座では、まず人間の思考プロセスの特徴を説明したうえで、伝統的ファイナンス理論が想定しているような合理的な意思決定を妨げ
ている「意思決定上の歪みの源泉」について整理します。この種の研究は心理学の一分野である意思決定理論の範疇に属しますが、その応
用分野は非常に広く、その中でファイナンス理論へ応用された研究成果が行動ファイナンスであることを説明します。そのうえで、具体的
に、簡便的意思決定法、プロスペクト理論、心理的勘定の設定という行動ファイナンスの基礎理論について説明します。
　後半では、伝統的ファイナンス理論の基礎となっている期待効用理論や効率的市場仮説について説明した後で、伝統的ファイナンス理論
では説明困難なアノマリーの例を紹介します。次に、証券投資や企業金融などの具体的な局面における行動ファイナンスの応用例を紹介し
ます。最後に、行動ファイナンスの限界と課題について説明します。
　前半の講義の終了後に、意思決定上の歪みの実例と意思決定プロセスの改善策に関するグループワークを実施します。

ＤＰ６（専門分野の知識・理解）　を実現するため、以下を到達目標とする。
　本講座では、資産決定の意思決定に関する標準的な理論体系（伝統的ファイナンス理論）の概要と問題点を認識したうえで、これらの理
論の修正を図ろうと試みる行動ファイナンスの基礎概念について理解することを第１の目標とします。また、行動ファイナンスの概念を用
いて、意思決定の歪みが生じやすい事例を理解し、意思決定プロセスの改善等の面で、これらの概念の応用力を身につけることも第２の目
標とします。さらに、行動ファイナンスに関連する論文等を読むことで、文献を読む習慣を身につけることも第３の目標とします。

到達目標

授業の計画と準備学修

意思決定科学 ＜２＞

俊野　雅司

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211442105

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

意思決定上の歪みの源泉
・感情的要因（自信過剰、後悔の回避）
・社会的要因（ムード、群れの行動、認知不協和の回避）

【予習】【復習】講義用レジュメとノート②「意思決定上の歪みの源泉」の該当箇所を読んでおくこ
と。

60

簡便的意思決定法（ヒューリスティクス）の採用と歪み
・アンカリング
・代表性の簡便法
・利用可能性の簡便法

60

【予習】【復習】講義用レジュメとノート④「伝統的ファイナンス理論と行動ファイナンス」を読んで
おくこと。

60

第9回 ファイナンス理論の基礎
・サンクトペテルブルグの逆説と効用概念の誕生
・期待効用理論
・ファイナンス理論の前提条件と概要

第7回

第8回

【予習】【復習】講義用レジュメとノート③「行動ファイナンスの基礎理論」の該当箇所を読んでおく
こと。

プロスペクト理論
・評価関数の推計
・ウェイト付け関数の推計

【予習】【復習】講義用レジュメとノート③「行動ファイナンスの基礎理論」の該当箇所を読んでおく
こと。

60

心理的勘定の設定
・損益の分離と統合
・参照価格の設定
・心理的勘定の設定
・マーケティング戦略への応用

120

【予習】【復習】講義用レジュメとノート③「行動ファイナンスの基礎理論」の該当箇所を読んでおく
こと。

60

グループワーク
・意思決定上の歪みの源泉に関する整理
・該当する事例の検討
・意思決定プロセスの改善案

【予習】意思決定上の歪みの源泉について自分なりにまとめたうえで、自分の過去の経験で、該当する
事例を考えておくこと
【復習】グループワークの結果を踏まえて、課題①をまとめること
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120

第11回

第12回

第13回

証券市場のアノマリー
・アノマリーとは何か
・アノマリーの類型

【予習】【復習】講義用レジュメとノート⑤「証券市場のアノマリー」、「株式リターンの規則性」
（文献②）を読んでおくこと。

行動ファイナンスの投資家行動への示唆①
・自社株投資と利用可能性
・ホームバイアス
・年金加入者の意思決定上の歪みと制度的対応の可能性

【予習】【復習】講義用レジュメとノート⑥「行動ファイナンスの意思決定プロセスへの示唆」の該当
箇所、"Does the stock market overreact?"（文献③）を読んでおくこと。

行動ファイナンスの投資家行動への示唆②
・インターネット取引と投資行動
・分散投資を巡る意思決定上の歪み（1/ｎルールの採用）
・売買タイミングに関する示唆

【予習】【復習】講義用レジュメとノート⑥「行動ファイナンスの意思決定プロセスへの示唆」の該当
箇所、「わが国の投信市場における投資の現状と課題」（文献④）を読んでおくこと。

60

第10回

60

行動ファイナンスと企業金融
・新規株式公開（IPO）と価格形成
・企業買収と企業経営者の自信過剰
・配当政策と行動ファイナンス

120

60

第15回

【予習】【復習】講義用レジュメとノート⑥「行動ファイナンスの意思決定プロセスへの示唆」の該当
箇所、「株主価値を向上させる配当政策」（文献⑤）を読んでおくこと。

60

行動ファイナンスの限界
・価値ベースの選択モデルの限界と論理的思考
・人間の意思決定過程の特徴
・選択肢の提示方法と意思決定

【予習】【復習】講義用レジュメとノート⑦「行動ファイナンスの課題と展望」の該当箇所を読んでお
くこと。

まとめ
・講座全体のまとめ

【復習】試験準備、課題の作成・提出

第14回

- 856 -



学内専用ホームページで周知する。

授業の方法
毎回配布する講義用資料（レジュメ）に基づいて、講義形式で進める。適宜、講義用ノートや関連する論文等の文献を配布する。
グループワーク（第８回講義）では、数名程度のグループを作ったうえで、意思決定上の歪みの実例を話し合ってまとめたうえで、それぞ
れの実例がどのような歪みの源泉と関連しているのかを議論し、その内容や改善策について課題①としてまとめること。

成績評価の方法
課題を40％、期末試験（教材持ち込み可）を50％、授業への参加状況10％の配分で評価を行う。
課題①は、「グループワークの結果を踏まえて、意思決定上の歪みの源泉について自分なりの言葉でまとめたうえで、これまでの自分や仲
間の意思決定上の歪みに関する実例をまとめて、今後の意思決定プロセスに対する改善点をまとめること」
課題②は、「行動ファイナンスに関する文献（論文や著書）を１点選んで、その内容を要約するとともに、関心を持った点をまとめるこ
と」

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
主に、以下の点に関する到達度に応じて評価する。
・伝統的ファイナンス理論の概要と問題点を的確に理解できているか
・行動ファイナンスの基礎概念を理解し、これを応用する能力を身につけているか
・行動ファイナンスに関する文献の読解力を身につけているか

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
特になし

参考書
『ファスト＆スロー（上）、（下）』ダニエル・カーネマン、早川書房、2012年
『行動ファイナンスと投資の心理学』ハーシュ・シェフリン、東洋経済新報社、2005年
『行動経済学の逆襲』リチャード・セイラー、早川書房、2016年
『証券市場と行動ファイナンス』俊野雅司、東洋経済新報社、2004年

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
授業の内容、進め方などについての説明

【予習】シラバスを読み、あらかじめ授業内容を把握する。
【復習】授業の全体像や進め方、評価基準等について確認する。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

コーチングにおける目標と目的の捉え方

コーチングにおける目標と目的の捉え方 60

コーチングとは何か？コーチングとティーチングの考え方

コーチングとティーチングについて把握する。 60

テーマ・概要
スポーツコーチングを起源とする「コーチング」が対人技法の名称として様々な分野で用いられているが、本講義では「コーチング」の起
源であるスポーツコーチングから軸足を外さず、様々な個人や集団をよりよい方向に導く方策であるコーチングの基本概念・実践方法につ
いて概説する。

DP６（専門分野の知識・理解）を実現するため、以下を到達目標とする。
スポーツにおける優れたコーチ・指導者が備え、実践している「コーチング」についての本質を理解し、 個人や集団を育て、目標に導く
能力や適切な方法や、個人や集団の目標達成過程を取り巻く内的・外的要因に適切に対処し、管理する能力や適切な方法などについて理解
する。

到達目標

授業の計画と準備学修

コーチングの基礎

川田　尚弘

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211442106

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

コーチングにおける動機づけ

コーチングにおける動機づけについて把握する。 60

コーチングと競技力の養成

60

コーチングにおけるチームワーク・マネージメントについて把握する。 60

第9回 集団とコーチング②：組織におけるチームワークとマネジメント

第7回

第8回

心・技・体・戦術トレーニングについて把握する。

コーチングにおける客観性とその評価：スポーツコーチングを題材に

コーチングにおける客観性とその評価の仕方について把握する。 60

コーチングにおける評価/
コーチングと科学：スポーツ競技・産業を題材に

60

スポーツ競技の科学とコーチングの関係について把握する。 60

団とコーチング①：集団における人間関係とリーダーシップ・フォロワーシップ

コーチングにおけるリーダーシップとフォロワーシップついて把握する。
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60

第11回

第12回

第13回

集団とコーチング③：チームスポーツ・大組織へのアプローチと学生スポーツにおけるコーチング

学生（アマチュア）スポーツにおけるコーチングについて把握する。

スポーツにおけるコーチングの事例紹介(国内）①

国内のスポーツにおけるコーチングの事例について把握する。

スポーツにおけるコーチングの事例紹介（国外）②

国外のスポーツにおけるコーチングの事例について把握する。

60

第10回

60

スポーツ医学・科学・情報によるコーチング支援

60

60

第15回

スポーツ医学・科学・情報によるコーチング支援 60

コーチングと指導者養成制度・ライセンス講習会内容について

コーチングと指導者養成制度・ライセンス講習会内容について把握する。

講義全体のまとめと到達度確認レポート

講義全体のまとめ（質疑応答を含む）と到達度確認レポートを実施する

第14回
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学内ポータルサイトで周知する。

授業の方法
各回のテーマに即した資料（スライド、動画資料、配布資料）を用いながら講義形式で授業を進める。ただし、授業の進捗状況などによっ
て内容を一部変更する場合がある。

成績評価の方法
各回のレポート（受講状況を含む）50％、最終回まとめのレポート50％をもとに、総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
上記、到達目標の達成度に基づいて評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
予備知識は特に必要としない。先修科目の設定は特にない。

テキスト
特に指定しない。

参考書
授業時に適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
授業のねらいや進め方、授業計画、評価基準等について説明する。
授業で用いる用語（専門用語を含む）について説明する。

【予習】シラバスを読み、あらかじめ講義内容を把握する。
【復習】授業の全体像や進め方、評価基準、主な専門用語等について確認する。

予習30、
復習30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

職場・組織の人間関係２
・リーダーシップ
・企業の採用選考

第２回目の授業内容を復習し、不明な点があれば質問できるように準備する。 60

職場・組織の人間関係１
・職場・組織について知る
・ワークモチベーション

第１回目の授業内容を復習し、不明な点があれば質問できるように準備する。 60

テーマ・概要
近年、職場ではさまざまなストレスが原因で組織の生産性が低下したり、従業員が心身の不調から長期休業に至るといったメンタルヘルス
の問題が多く見られるようになり、企業にとっても深刻な経営的課題となっています。一方、従業員が健康でいきいきと働き続けるために
も企業は多くの施策を実行しており、そこには心理学的知見が多数活用されています。
　そこで本講義では、職場におけるさまざまな心理的問題について以下の3つを柱として理論／臨床両側面から学びます。第1に、職場・組
織の人間関係について心理学的視点から理解します。第2に、職場におけるストレスとメンタルヘルスケアについて理解します。第3に、社
会人生活に役立つ心理学の知識を用いたさまざまな考え方やスキルを学びます。これらの学びを通して、将来職場で遭遇するであろう出来
事を予測・理解し、また実際に遭遇した際に、本講義で学んだ知識やスキルを用いて問題解決したり周囲に適切な援助を求められるように
なってもらいたいと思います。なお、授業の進捗によって内容を一部変更する場合があります。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するために、以下を到達目標とします。
１．現在職場で起きている状況やそこで働く人々の心理的問題について興味や関心をもち、特定のテーマについて討論できるようになる。
２．自分の将来の社会人生活とキャリア形成に役立てるための基礎知識として活用できるようになる。

到達目標

授業の計画と準備学修

職場の心理学

瀬戸山　聡子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211442107

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

職場の人間関係３
・人事評価の実際
・組織内コミュニケーションのスキル
・演習（ワーク（ペアワーク含む））

第３回目の授業内容を復習し、不明な点があれば質問できるように準備する。 60

組織の人間関係４
・職場のハラスメント
・ハラスメント事例検討

60

第８回目の授業内容を復習し、不明な点があれば質問できるように準備する。 60

第9回 職場のメンタルヘルスケア１
・職場で見られる「こころの病」①
・こころの病の理解
・基礎知識と代表的なこころの病

第7回

第8回

第４回目の授業内容を復習し、不明な点があれば質問できるように準備する。

ストレス１
・ストレスと職場における問題
・演習（ワーク）

第５回目の授業内容を復習し、不明な点があれば質問できるように準備する。 60

ストレス２
・ストレスマネジメント（コーピング）の手法①
・演習（ワーク（ペア・グループワーク含む））

60

第６回目の授業内容を復習し、不明な点があれば質問できるように準備する。 60

ストレス３
・ストレスマネジメント（コーピング）の手法②
・演習（ワーク（ペア・グループワーク含む））

第７回目の授業内容を復習し、不明な点があれば質問できるように準備する。
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60

第11回

第12回

第13回

職場のメンタルヘルスケア２
・職場で見られる「こころの病」②
・代表的なこころの病（つづき）

第９回目の授業内容を復習し、不明な点があれば質問できるように準備する。

職場のメンタルヘルスケア３
・EAP（従業員支援プログラム）の理解
・相談に行くには

第１０回目の授業内容を復習し、不明な点があれば質問できるように準備する。

職場のメンタルヘルスケア４
・従業員の相談事例検討

第１１回目の授業内容を復習し、不明な点があれば質問できるように準備する。

60

第10回

60

職場で使える心理学のスキル１
・傾聴（アクティブリスニング）
・演習（グループワーク）

120

60

第15回

第１２回目の授業内容を復習し、不明な点があれば質問できるように準備する。 60

職場で使える心理学のスキル２
・キャリアとは
・キャリア発達、キャリアデザイン
・演習（ワーク）

第１３回目の授業内容を復習し、不明な点があれば質問できるように準備する。

総括
・授業のまとめとポイントの解説

第１回目から１４回目までの授業内容を復習し、不明な点があれば質問できるように準備する。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
講義が中心ですが、受講人数に応じて可能な限り受講者との双方向性を高めるように工夫します。
具体的には、演習やグループワークを通して職場で起こる代表的な問題とその解決方法について自ら考え、提案できるようになることを期
待します。グループワークにもできるだけ積極的参加してください。

成績評価の方法
「学期末試験（70％）」の結果と、授業中に課す提出物「講義レポート、リアクションペーパー又は小テスト（30％）」を基本とします
が、講義中の質問や積極的な参加についてはプラスに評価します。
なお、単位取得には80%以上の出席が必須条件であるので、安定した出席が見込めるかどうかをよく考えた上で履修すること。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.　
上記、到達目標の達成度に基づいて評価します。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
適宜、指示します。

テキスト
特定の教科書は使用しません。
授業はパワーポイントを使用し、毎回レジュメと必要資料を配布します。

参考書
授業中に領域ごとに紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
・授業の内容、進め方、予習・復習の仕方等を理解する。

カウンセリングの全体像を把握する（１）
・カウンセリングとは何かを学ぶ。

【復習】授業で紹介した主要トピックやキーワードを振り返り、理解を深めるとともに説明できるよう
にする。

【復習】60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

カウンセリングの全体像を把握する（３）
・カウンセリングの効果とそれを規定する要因を学ぶ。

【予習】該当資料をダウンロードし、プリントアウトした上で、一通り、目を通しておく。
【復習】授業で紹介した主要トピックやキーワードを振り返り、理解を深めるとともに説明できるよう
にする。

【予習】10
【復習】50

カウンセリングの全体像を把握する（２）
・カウンセリングの発展の経緯と多様性を知る。

【予習】該当資料をダウンロードし、プリントアウトした上で、一通り、目を通しておく。
【復習】授業で紹介した主要トピックやキーワードを振り返り、理解を深めるとともに説明できるよう
にする。

【予習】10
【復習】50

テーマ・概要
　カウンセリングの定義は様々な観点からなされているが、あえて単純化した定義をするならば「悩みや成長欲求を持つ個人を支援・援助
する専門的かかわり」である。
　カウンセリングにおいては、各個人が有する固有の悩みや人間性をいかに理解していくのか、そして、そうした理解に基づき、いかなる
援助的なかかわりを提供していくのかという点についての多様なアプローチが提唱されている。そして、こうしたアプローチは、自他の心
の動きについての理解を深め、円滑な対人関係の構築を助けるものであるため、日常生活（学生生活や就職後の社会生活）にも役立つもの
を多く含んでいる。
　そこで本講義では次の３つを軸として、カウンセリングについて学ぶこととする。第一に、カウンセリングの全体像を把握し、発展の歴
史や多様性について学ぶ。第二に、カウンセリングの代表的なアプローチ法を知り、それぞれの理論と実際を学ぶ。第三に、カウンセリン
グスキルの中から日常生活で活かすことができると思われるコミュニケーションスキルを学ぶ。こうした一連の学びを通して、カウンセリ
ングについての正しい理解を得るとともに、各受講生が自他の心の動きや対人関係についての理解を深め、日常生活で役立てることのでき
る知識やスキルを身につけるきっかけにしてもらいたいと考えている。
　なお、授業の進捗および学生の希望や担当教員の判断によって、内容を一部変更する場合がある。

　DP6（専門分野の知識・理解）を実現するために、以下を達成目標とする。
（１）カウンセリングについて正しい理解を得ること
（２）カウンセリング（人を理解する視点や人を支援する方法）の多様なアプローチを知ること
（３）自他を理解する目を養うとともに、自分の日常生活（学生生活や将来の社会生活）で活かすことのできそうなスキルを身につけるこ
と。

到達目標

授業の計画と準備学修

カウンセリングの基礎

林　潤一郎

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211442108

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

カウンセリングの全体像を把握する（４）
・カウンセリングの効果とそれを規定する要因を学ぶ（続き）。

【予習】該当資料をダウンロードし、プリントアウトした上で、一通り、目を通しておく。
【復習】授業で紹介した主要トピックやキーワードを振り返り、理解を深めるとともに説明できるよう
にする。

【予習】10
【復習】50

カウンセリング・心理療法の代表的なアプローチ法の特徴と着目点の違いを知る（１）
・精神分析的療法・力動的療法を学ぶ。

【予習】10
【復習】50

【予習】該当資料をダウンロードし、プリントアウトした上で、一通り、目を通しておく。
【復習】授業で紹介した主要トピックやキーワードを振り返り、理解を深めるとともに説明できるよう
にする。

【予習】10
【復習】50

第9回 カウンセリング・心理療法の代表的なアプローチ法の特徴と着目点の違いを知る（５）
・認知療法／行動療法／認知行動療法を学ぶ（続き）。

第7回

第8回

【予習】該当資料をダウンロードし、プリントアウトした上で、一通り、目を通しておく。
【復習】授業で紹介した主要トピックやキーワードを振り返り、理解を深めるとともに説明できるよう
にする。

カウンセリング・心理療法の代表的なアプローチ法の特徴と着目点の違いを知る（２）
・精神分析的療法・力動的療法を学ぶ（続き）。

【予習】該当資料をダウンロードし、プリントアウトした上で、一通り、目を通しておく。
【復習】授業で紹介した主要トピックやキーワードを振り返り、理解を深めるとともに説明できるよう
にする。

【予習】10
【復習】50

カウンセリング・心理療法の代表的なアプローチ法の特徴と着目点の違いを知る（３）
・来談者中心療法・パーソンセンタード療法を学ぶ。

【予習】10
【復習】50

【予習】該当資料をダウンロードし、プリントアウトした上で、一通り、目を通しておく。
【復習】授業で紹介した主要トピックやキーワードを振り返り、理解を深めるとともに説明できるよう
にする。

【予習】10
【復習】50

カウンセリング・心理療法の代表的なアプローチ法の特徴と着目点の違いを知る（４）
・認知療法／行動療法／認知行動療法を学ぶ

【予習】該当資料をダウンロードし、プリントアウトした上で、一通り、目を通しておく。
【復習】授業で紹介した主要トピックやキーワードを振り返り、理解を深めるとともに説明できるよう
にする。
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【予習】10
【復習】50

第11回

第12回

第13回

カウンセリング・心理療法の代表的なアプローチ法の特徴と着目点の違いを知る（６）
・家族療法／コミュニティアプローチ／システム療法を学ぶ。

【予習】該当資料をダウンロードし、プリントアウトした上で、一通り、目を通しておく。
【復習】授業で紹介した主要トピックやキーワードを振り返り、理解を深めるとともに説明できるよう
にする。

カウンセリング・心理療法の代表的なアプローチ法の特徴と着目点の違いを知る（７）
・家族療法／コミュニティアプローチ／システム療法を学ぶ（続き）。

【予習】該当資料をダウンロードし、プリントアウトした上で、一通り、目を通しておく。
【復習】授業で紹介した主要トピックやキーワードを振り返り、理解を深めるとともに説明できるよう
にする。

日常生活で使えるカウンセリングスキル／コミュニケーションスキルを学ぶ（１）
・話を聴く技術（マイクロカウンセリングと基本的かかわり技法）を学ぶ。

【予習】該当資料をダウンロードし、プリントアウトした上で、一通り、目を通しておく。
【復習】授業で紹介した主要トピックやキーワードを振り返り、理解を深めるとともに説明できるよう
にする。

【予習】10
【復習】50

第10回

【予習】10
【復習】50

日常生活で使えるカウンセリングスキル／コミュニケーションスキルを学ぶ（２）
・話を聴く技術（マイクロカウンセリングと基本的かかわり技法）を学ぶ（続き）。

【復習】60

【予習】10
【復習】50

第15回

【予習】該当資料をダウンロードし、プリントアウトした上で、一通り、目を通しておく。
【復習】授業で紹介した主要トピックやキーワードを振り返り、理解を深めるとともに説明できるよう
にする。

【予習】10
【復習】50

日常生活で使えるカウンセリングスキル／コミュニケーションスキルを学ぶ（３）
・相手に意見や意向を伝える技術（アサーションスキル）を学ぶ。

【予習】該当資料をダウンロードし、プリントアウトした上で、一通り、目を通しておく。
【復習】授業で紹介した主要トピックやキーワードを振り返り、理解を深めるとともに説明できるよう
にする。

授業のまとめ

【復習】授業で紹介した主要トピックやキーワードを振り返り、理解を深めるとともに説明できるよう
にする。

第14回
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　ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　授業は講義中心に進める。授業において毎回、レスポンスシートの提出を求める。普段からプリントを使った復習に力を入れ、学んだ内
容の整理に努めること。また、上で示された準備学修の時間はあくまで目安であって、各自の理解度に応じて取り組むこと。
　なお、レスポンスシート、期末テストの狙いは以下のとおりである。
・レスポンスシート：各授業に参加して、学んだこと、感じたこと、思ったこと、疑問点を言語化し、各自の整理をすすめる（なお、必要
に応じて、レスポンスシートの内容に対するフィードバックを次の回の講義で実施予定である）。
・期末テスト：授業全体の学修内容についての理解度を確認する。
　また、出欠確認のために学生証を使用するため、必ず持参して授業に臨むこと。

成績評価の方法
　授業への参加状況やレスポンスシートの提出状況などの平常点（40％）、期末テスト（60％）、により総合的に評価する。

成績評価の基準
　成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
　次の点に着目し、その到達度により評価する。
（１）カウンセリングについて正しい理解を得ること
（２）カウンセリング（人を理解する視点や人を支援する方法）の多様なアプローチを知ること
（３）自他を理解する目を養うとともに、自分の日常生活（学生生活や将来の社会生活）で活かすことのできそうなスキルを身につけるこ
と。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
　関連科目：こころの健康と臨床

テキスト
　特になし。なお、各回のレジュメは事前にSeikei Portalにアップロードされるので、各自でダウンロードをした上で、それを持参して
授業に臨むこと。

参考書
　特になし。ただし、必要に応じて、授業の中で紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の内容，進め方，予習・復習のしかた等を説明します。
・現代ファイナンスの学問上の位置づけを把握します。

【予習】シラバスを読み，あらかじめその内容を把握する。
【復習】配布プリント等を基に，授業の内容を再確認する。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

コーポレート・ガバナンス（その1）
※以下，進捗状況等に応じて内部が一部変更される可能性があります。
・コーポレート・ガバナンスに関する議論や実際を学修します。
・クイズ（次回解説）を出すことがあります。

【復習】配布プリント等を基に，キーワード等について説明できるようにする。 90

イントロダクション：コーポレート・ファイナンスの学問上の位置づけ
・コーポレート・ファイナンスの学問上の位置づけを把握します。
・クイズ（次回解説）を出すことがあります。

【復習】配布プリント等を基に，キーワード等について説明できるようにする。 60

テーマ・概要
現代ファイナンスは，経済主体の金融に関わる意思決定を取り扱う分野です。そこでは，しばしば，
・資金の供給主体で証券の需要主体である投資家の資産選択問題などをテーマとする証券投資
・資金の需要主体で証券の供給主体である企業の投資政策や資本構成や利益還元政策などをテーマとするコーポレート・ファイナンス
・資金と証券の交換メカニズムである証券市場や銀行
に大別して説明されます。この授業では，前期に開講される「ファイナンスの基礎」の内容を受けて，コーポレート・ファイナンスのより
発展的なトピックスを学んでいきます。できるだけ具体的な事例等をまじえることで，コーポレート・ファイナンスの実際についての理解
をさらに深める一助とすることもめざします。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため，以下を到達目標とします：
コーポレート・ガバナンス，M&A（合併・買収），株式公開，国際財務管理といった，コーポレート・ファイナンスのより発展的なトピッ
クスについての理解を深めることをめざします。

到達目標

授業の計画と準備学修

コーポレート・ファイナンス

時岡　規夫

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211443101

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

コーポレート・ガバナンス（その2）
・前回にひきつづき，コーポレート・ガバナンスに関する議論や実際を学修します。
・クイズ（次回解説）を出すことがあります。

【復習】配布プリント等を基に，キーワード等について説明できるようにする。 90

コーポレート・ガバナンス（その3）
・前回にひきつづき，コーポレート・ガバナンスに関する議論や実際を学修します。
・クイズ（次回解説）を出すことがあります。

90

【復習】配布プリント等を基に，キーワード等について説明できるようにする。 90

第9回 株式公開とコーポレート・ファイナンス（その1）
・株式公開に関する議論や実際を学修します。
・クイズ（次回解説）を出すことがあります。

第7回

第8回

【復習】配布プリント等を基に，キーワード等について説明できるようにする。

M&Aとコーポレート・ファイナンス（その1）
・M&A（合併・買収）に関する議論や実際を学修します。
・クイズ（次回解説）を出すことがあります。

【復習】配布プリント等を基に，キーワード等について説明できるようにする。 90

M&Aとコーポレート・ファイナンス（その2）
・前回にひきつづき，M&A（合併・買収）に関する議論や実際を学修します。
・クイズ（次回解説）を出すことがあります。

90

【復習】配布プリント等を基に，キーワード等について説明できるようにする。 90

M&Aとコーポレート・ファイナンス（その3）
・前回にひきつづき，M&A（合併・買収）に関する議論や実際を学修します。
・クイズ（次回解説）を出すことがあります。

【復習】配布プリント等を基に，キーワード等について説明できるようにする。

- 871 -



90

第11回

第12回

第13回

株式公開とコーポレート・ファイナンス（その2）
・前回にひきつづき，株式公開に関する議論や実際を学修します。
・クイズ（次回解説）を出すことがあります。

【復習】配布プリント等を基に，キーワード等について説明できるようにする。

株式公開とコーポレート・ファイナンス（その3）
・前回にひきつづき，株式公開に関する議論や実際を学修します。
・クイズ（次回解説）を出すことがあります。

【復習】配布プリント等を基に，キーワード等について説明できるようにする。

国際財務管理（その1）
・国際財務管理に関する議論や実際を学修します。
・クイズ（次回解説）を出すことがあります。

【復習】配布プリント等を基に，キーワード等について説明できるようにする。

90

第10回

90

国際財務管理（その2）
・前回にひきつづき，国際財務管理に関する議論や実際を学修します。
・クイズ（次回解説）を出すことがあります。

120

90

第15回

【復習】配布プリント等を基に，キーワード等について説明できるようにする。 90

国際財務管理（その3）
・前回にひきつづき，国際財務管理に関する議論や実際を学修します。
・クイズ（次回解説）を出すことがあります。

【復習】配布プリント等を基に，キーワード等について説明できるようにする。

まとめ
・これまでに学修した内容を確認します。

【復習】学期末試験に備え，これまでに配布されたプリント等を基に，この授業を振り返り，到達目標
と自分の理解を照合し，到達度を点検し，さらに不足している知識等を再確認し，学修する。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
通常の講義形式で進めますが，授業中にクイズを出すことがあります。また，レポートの提出を求めることがあるかもしれません。ふだん
から復習に力を入れ，次回の授業にわからないところを持ち越さないように心がけてください。上で示された準備学修の時間はあくまでも
目安であって，各自の理解度に応じて取り組んでください。なお，クイズ，レポートのねらいは次のとおりです。
・クイズ：その回の学修内容についての基本的な理解度やキーワードの理解を確認する。
・レポート：課題内容を理解し，学修内容をふまえて自分の理解を明確に説明できているかを確認する。
授業自体は，配布プリント等を基に，講義内容を詳述します。

成績評価の方法
学期末試験および授業中のクイズやレポートの提出状況・内容等によって総合的に評価します。評価ウェイトは学期末試験が80%，クイズ
やレポートなどの平常点が20%を目安とする予定です。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し，その達成度により評価します。
・コーポレート・ガバナンス，M&A（合併・買収），株式公開，国際財務管理といった，コーポレート・ファイナンスのより発展的なト
ピックスについて理解し，明確に説明できる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
先修科目としては，「会社入門」，「企業経営入門」，「ファイナンスの基礎」など。
関連科目としては，「マクロ経済学入門I」，「マクロ経済学入門II」，「金融経済学」，「日本の金融制度」，「国際金融」，「資産選
択の意思決定」，「証券市場」，「金融に関する法律」，「社会理解実践講義（資本市場の役割と証券投資）」など。
2014年度以降入学生にとっては，経済学部のスペシャリストコース「金融ファイナンスコース」の対象授業科目の1つになっています。

テキスト
特定のテキストは用いない予定です。

参考書
とりあえず
・新井 富雄・渡辺 茂・太田 智之〔著〕，1999，『資本市場とコーポレート・ファイナンス』，中央経済社（3,500円＋税，ISBN 4-502-
34902-1）
・榊原 茂樹・菊池 誠一・新井 富雄・太田 浩司〔著〕，2011，『現代の財務管理』，新版，有斐閣（2,100円＋税，ISBN 4-641-12427-
2）
・米澤 康博・小西 大・芹田 敏夫〔著〕，2004，『新しい企業金融』，有斐閣（1,900円＋税，ISBN 4-641-12217-2）
・Brealey, Richard A., Stewart C. Myers, and Franklin Allen, 2017, Principles of Corporate Finance, 12th ed., New York: 
McGraw-Hill Education (International Student Edition, ISBN 978-1-259-25333-1) （邦訳の最新版は第10版；リチャード・ブリーリー
＝スチュワート・マイヤーズ＝フランクリン・アレン〔著〕，藤井 眞理子・ 國枝 繁樹〔監訳〕，2014，『コーポレートファイナン
ス』，第10版，上・下，日経BP社）
を挙げますが，その他，個々のトピックスに関する参考文献は適宜紹介していきます。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
・講座の全体像や進め方、証券投資に関する理論や概念を学習することの意義について説明する。

【予習】講義用資料は、事前に成蹊ポータルを通じて掲載するので、読んでおくこと。
 【復習】ファイナンス理論について学習することの意義については、参考書『現代ファイナンス論』
の第１章を参照。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第4回

第2回

株式と投資信託への投資
・株式や投資信託への投資の仕組み、投資に関する情報の入手方法を説明する。
・NISAや確定拠出型年金制度の概要を説明する。
⇒　このテーマは、後期開講予定の『証券市場』で詳しく説明する。

【予習・復習】講義用資料を読んでおくこと。
・株式会社の歴史や株式取引の仕組みについては、参考書『証券論』の第３〜５章を参照。
・投資信託については、参考書『証券論』の第12〜13章を参照。

60

財務諸表の概要と活用
・企業活動の成績表のような位置づけを持つ財務諸表の基本構成と財務分析の方法について説明する。
・財務データに基づいて、企業の持続可能成長率を計算する方法を説明する。

金融市場と市場参加者
・赤字主体と黒字主体の間の資金ニーズを仲介する金融システムの全体像を示す。
・間接金融と直接金融の違いを示し、株式や債券などの証券は、直接金融の主要な手段であることを説明する。
・赤字主体と黒字主体、金融仲介機能を果たす銀行や証券会社、年金基金や投資信託など機関投資家、規制・監督機関を含む金
融市場における主要な市場参加者の概要を示す。
・投資家として市場参加者になることは、金融市場において黒字主体として、株式や債券を直接購入するか、預金者として、銀
行に資金を預けて間接的な投資家となるか、投資信託等の機関投資家に資金を預けて、間接的に証券市場に参加するかなど、
様々な形態があることを理解する。

【予習・復習】講義用資料を読んでおくこと。
・金融市場の仕組みについては、参考書『現代ファイナンス論』の第２章を参照。
・証券市場の概要については、後期開講予定の「証券市場」で詳しく説明する（参考書『証券論』を参
照）。

60

テーマ・概要
　本講座では、資産運用に関する基本的な考え方の解説を行います。最近は、金融商品の多様化や金融市場の混乱などを背景に、資産運用
を的確に行うことの重要性が高まっています。投資の専門家として企業や投資家の資金を運用する場合ばかりでなく、個人の金融資産を運
用する場合にも、資産運用の基礎を身につけておくことによって、投資結果に大きな違いが生じると考えられます。また、金融市場におけ
る動向や制度改正などの動向について十分に理解するうえでも、資産運用に関する最低限の知識を習得しておくことは欠かせなくなってい
ます。
　冒頭で資産運用に関する基礎理論を習得することの意義や講義の進め方について説明したうえで、金融市場や市場参加者の概要、株式や
投資信託などの投資に関する基礎知識、企業財務データの概要と活用方法、インフレと実質価値、割引率、現在価値、リターンとリスク、
市場インデックス、市場の効率性、投資家のリスク選好など、資産運用に関する基本的な概念等の整理を行います。次に、株式や債券など
基本的な投資対象の理論価格の推計に関する考え方を説明したうえで、リスク管理とデリバティブ取引、分散投資や最適な資産配分に関す
る基本的な考え方、代表的な証券投資理論であるCAPMについて解説します。最後に、資産選択の応用編として、個人のライフサイクルにお
ける資金ニーズや資産選択の実態と投資ビジネスの概要にも言及します。

ＤＰ６（専門分野の知識・理解）　を実現するため、以下を到達目標とする。
　第１に、自ら投資家として資産選択を行う場合に備えて実践的な知識を習得することを目標とします。最近は、確定拠出型年金制度の普
及が進んでおり、自分の年金資産の運用を行うことが求められる時代になってきました。また、NISA（少額投資非課税制度）の導入に伴っ
て、非課税措置の恩恵を受けながら、株式や株式投資信託などへの投資を自ら行う機会も提供されています。このような環境変化のもと
で、実際に投資家として意思決定を行う際に役立つ基本知識を習得することが１つ目の目標です。
　第２に、ファイナンス理論の基礎知識を身につけることを大きな目標とします。今後、幅広くファイナンス（金融）について学習する際
の基本知識の習得を目指します。ここで身につけた知識は、今後、資本市場や企業経営、資産運用などに関する様々な応用分野の理論や仕
組みについて学習するうえで、役に立つと考えられます。

到達目標

授業の計画と準備学修

資産選択の意思決定

俊野　雅司

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211443102

2 2019年度 後期
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第5回

第6回

【予習】講義用資料を読んでおくこと。
【復習】課題①：財務分析に関する計算問題を通じて、分析手法を復習すること。
・財務分析については、参考書『現代ファイナンス論』の第３章を参照

60

ファイナンス理論の基礎概念
・証券投資（インベストメント）と企業金融（コーポレート・ファイナンス）を含むファイナンス理論に共通する基礎概念を整
理する。
・金利、投資収益率（インカムゲインとキャピタルゲイン）、インフレーションと名目・実質等について説明する。

60

【予習】講義用資料を読んでおくこと。
【復習】演習問題②：債券の理論価格の計算問題を通じて、講義内容の復習をしておくこと。
・債券市場の仕組みについては、参考書『証券論』の第６〜８章、債券価格分析については参考書『現
代ファイナンス論』の第８章を参照。

60

リスク管理とデリバティブ
・リスク管理プロセスの全体像を示す。
・デリバティブ（派生証券）の概要を示し、重要なリスク管理手段であることを説明する。
⇒　デリバティブ（特に、先渡・先物取引とオプション取引）の詳しい内容については、後期開講予定の『証券市場』で説明す
る。

【予習・復習】講義用資料を読んでおくこと。
・デリバティブについては、参考書『現代ファイナンス論』の第10、11、14、15章と『証券論』の第９
〜11章を参照。

60

第9回

第10回

債券価値の評価
・債券の仕組みついて簡単に触れたうえで、残存期間と利回りの関係を表す利回り曲線（イールドカーブ）について説明する。
・債券価格の理論価値の計算方法を説明する。特に、金利水準の変化が債券価格に与える影響を理解することが重要。
⇒　債券の詳しい仕組みについては、後期開講予定の『証券市場』で説明する。

第7回

第8回

【予習】講義用資料を読んでおくこと。
【復習】演習問題①：投資収益率や実質金利に関する計算問題を通じて、基本概念を復習すること。
・金利と投資収益率に関しては、参考書『現代ファイナンス論』の第２章第６節を参照。

割引率と現在価値
・割引率という概念を用いて、将来発生するキャッシュフローを現在価値へ換算する方法とその応用例を説明する。

【予習】講義用資料を読んでおくこと。
【復習】課題②：現在価値の計算に関する計算問題を通じて、講義の内容を復習すること。
・割引率と現在価値については、参考書『現代ファイナンス論』の第４章を参照。

60

ファイナンス理論の前提条件
・ファイナンス理論の前提条件である意思決定者の合理性や市場の効率性について説明する。
・裁定取引の考え方と資産価格の評価に関する基本的考え方を説明する。
・意思決定者の人間的側面（合理性の欠如）が理論と現実のギャップの背景にあることにも言及する。
⇒　このテーマは前期・後期開講予定の『意思決定科学』で詳しく説明する。

60

【予習・復習】裁定取引の考え方は資産価格に関する理論の重要な概念なので、予習・復習を通じて十
分に理解しておくことが必要。
・ファイナンス理論の前提条件については、参考書『現代ファイナンス論』の第７章を参照。

60

株式価値の評価（配当割引モデル）
・代表的な株式価値評価モデルである配当割引モデルの概要と計算例を示す。

【予習】講義用資料を読んでおくこと。
【復習】課題③：配当割引モデルの計算問題を通じて、理論の考え方と使い方を習得すること。
・株式価値の分析については、参考書『現代ファイナンス論』の第９章を参照。
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60

第11回

第12回

第13回

分散投資理論
・現代ポートフォリオ理論の主要な分析の枠組みである平均・分散アプローチの概要と有効フロンティアの概念について説明す
る。

【予習】講義用資料を読んでおくこと。
・分散投資理論については、参考書『現代ファイナンス論』の第12章を参照。
【復習】演習問題③：分散投資理論に関する計算問題を通じて、講義内容の復習をしておくこと。

CAPM（資本資産評価モデル）
・現代ポートフォリオ理論の中核的なモデルであるCAPMの概要と応用例を説明する。

【予習・復習】講義用資料を読んでおくこと。
・CAPMについては、参考書『現代ファイナンス論』の第13章を参照。

授業の方法
毎回配布するレジュメに基づいて、講義形式で進める。計算例を用いて説明することがあるので、電卓を持参すること。理解を確認するた
めに、計算問題を中心とした課題（採点対象）と演習問題（採点非対象）を３回ずつ課す。

成績評価の方法
課題を30％、期末試験（教材持ち込み可）を60％、授業への積極的参加状況を10％の配分で評価を行う。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
主に、以下の点に関する到達度に応じて評価する。
・投資家として資産選択の意思決定を行ううえで必要となる基礎知識を身につけているか
・ファイナンス（金融）理論の基礎知識を身につけているか

必要な予備知識／先修科目／関連科目

60

ライフサイクルとファイナンシャル・プランニング
・家計調査結果に基づいて、年齢層別の消費や収入・貯蓄等に関する動向を確認し、長期間にわたる計画的な投資や貯蓄の必要
性を理解する。
・今後の生涯にわたる収入と支出のキャッシュフローの見通しを踏まえて、資金計画に関する意思決定を行う枠組みを提示す
る。

60

60

第15回

【予習・復習】今後のライフサイクルにおけるキャッシュフローの見通しに関する前提条件を設定した
うえで、どのような意思決定を行うことが必要なのかを実感してみること。
・個人的なファイナンシャル・プランニングについては、参考書『現代ファイナンス論』の第５章を参
照。

60

投資ビジネスの概要
・年金基金や投資信託のような機関投資家が資産運用を行う際の標準的な意思決定プロセスについて説明する。

【予習・復習】講義用資料を読んでおくこと。
・このテーマについては、参考書『証券論』の第12、13章を参照。

まとめ
・講座全体のまとめを行う。

【予習・復習】講座全体の復習（基本概念の整理や計算問題の確認）をしておくこと。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

特になし。

テキスト
特に定めない。

参考書
『証券投資理論入門』大村敬一・俊野雅司、日経文庫、2000年
『現代ファイナンス論（改訂版） − 意思決定のための理論と実践』ツヴィ・ボディ、ロバート・マートン[著]、大前恵一朗[訳]、ピアソ
ン・エデュケーション、2001年
『証券論』大村敬一・俊野雅司、有斐閣、2014年

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
・講義の進め方と取り扱うテーマの全体像の説明
・金融市場としての証券市場の概要

【予習・復習】講義用資料は成蹊ポータルに掲載するので、読んでおくこと。
基本テキストを入手して、第１章を読んでおくこと。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

株式会社制度と株式の発行
・株式会社制度の誕生と発展
・株式の公開と株式発行市場

【予習・復習】基本テキスト第３章を読んでおくこと。 60

赤字主体のファイナンス手段
・ファイナンス手段の分類
・財務レバレッジと負債の節税効果
・ファイナンス方法の選択に関する理論
・日本企業のファイナンスの特徴
・政府によるファイナンス
【予習・復習】基本テキスト第２章を読んでおくこと。 60

テーマ・概要
　世の中には、お金の余っている黒字主体とお金の不足している赤字主体が存在します。両者を仲介して、経済活動を円滑に進める機能が
金融（ファイナンス）です。その中で、国や企業などの赤字主体が株式や債券などの証券を発行して、これを家計（個人投資家）や機関投
資家などの黒字主体が購入することで、資金の過不足を調整する場が証券市場です。本講座では、講義担当者の証券会社系のシンクタンク
や年金コンサルティング会社での実務経験に基づいて、証券市場の発展の経緯や仕組み、そこで活動する市場参加者や仲介機関の概要につ
いて解説します。
　本講座では、冒頭で金融システムや証券市場の機能の仕組みについて説明した後で、赤字主体の主要なファイナンス手段である株式と債
券について、発展の経緯や発行・売買（流通）の仕組みなどを整理します。最近は証券価格や経済指標等の変動が激しくなっていますが、
このようなリスクに対する管理手段として活用されているデリバティブ取引の概要についても説明を行います。さらに、証券市場における
投資家の種類や投資行動、主要な機関投資家である投資信託や年金基金の概要、証券市場の仲介者である証券業者（証券会社）の役割につ
いて説明します。
　オルタナティブ投資と証券化に関する自主学修を課題とします。

ＤＰ６（専門分野の知識・理解）　を実現するため、以下を到達目標とする。
証券市場の仕組みについて理解したうえで、そこで活動する市場参加者の役割を学修することを目標とします。証券市場という枠組みを通
じて、事業会社や資産運用会社、証券会社などの企業がどのような活動を行っているのかを理解することは、今後、就職先を検討するうえ
でも、重要な意義があると思われます。

到達目標

授業の計画と準備学修

証券市場

俊野　雅司

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211443103

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

証券取引所とマーケットシステム
・証券取引システムの誕生と発展
・証券取引所の機能
・マーケットシステムの種類

【予習・復習】基本テキスト第４章を読んでおくこと。 60

日本の株式市場
・株式市場の歴史
・上場制度
・売買取引制度
・証券税制
・株価指数

60

【予習・復習】基本テキスト第９章を読んでおくこと。 60

第9回 デリバティブ
・デリバティブとは何か
・デリバティブ取引の機能
・代表的なデリバティブ取引（先渡・先物取引、オプション取引、スワップ取引）
・デリバティブ取引の歴史
・デリバティブ取引の原資産

第7回

第8回

【予習・復習】基本テキスト第５章を読んでおくこと。

債券の基礎知識
・債券の歴史
・債券の種類
・債券の仕組み
・債券の利回り
・債券のリスク要因
【予習・復習】基本テキスト第６章を読んでおくこと。 60

債券の発行・流通市場
・債券発行方法の分類
・日本の債券発行市場
・日本の債券流通市場
・アメリカの債券市場

60

【予習・復習】基本テキスト第７章を読んでおくこと。 60

債券格付け
・格付けサービスの存在意義
・格付けビジネスの歴史と課題
・格付けの仕組み
・スプリット・レーティング
・格付情報の有効性
【予習・復習】基本テキスト第８章を読んでおくこと。
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60

第11回

第12回

第13回

先渡・先物取引
・先物取引の仕組み
・先渡・先物取引の価格形成
・先渡・先物取引の活用方法

【予習・復習】基本テキスト第10章を読んでおくこと。

オプション取引
・オプション取引の仕組み
・オプションプレミアムの特性
・オプション取引の活用方法

【予習・復習】基本テキスト第11章を読んでおくこと。

投資家の種類と証券市場
・投資家の種類
・日本の年金制度
・日本の投資信託
・個人投資家

【予習・復習】基本テキスト第12章を読んでおくこと。

60

第10回

60

機関投資家
・（狭義）機関投資家の受託者責任
・日本版ステュワードシップ・コード
・機関投資家の投資プロセス
・機関化現象
・社会的責任投資

60

60

第15回

【予習・復習】基本テキスト第13章を読んでおくこと。 60

証券業（者）の機能
・証券業と証券業者
・証券業（者）の誕生と発展の経緯
・証券自由化と証券業者の競争激化
・日本の証券業

【予習・復習】基本テキスト第14章を読んでおくこと。

まとめ
・講座全体のまとめを行う。

【復習】教材の復習を行い、期末試験に備えること。

第14回
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学内専用ホームページで周知する。

授業の方法
基本テキストに沿った形で、毎回配布するレジュメに基づいて、講義形式で進める。

成績評価の方法
課題を30％、授業への積極的参加状況を10％、期末試験（教材持ち込み可）を60％の配分で評価を行う。
オルタナティブ投資（基本テキスト第15章）と証券化（基本テキスト第16章）に関する課題を課す。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
主に、以下の点に関する到達度に応じて評価する。
・株式市場、債券市場、デリバティブ市場を含む証券市場の仕組みについて十分に理解できているか
・事業会社や資産運用会社、証券会社など、証券市場で活動する市場参加者の役割を理解できているか

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
『証券論』大村敬一・俊野雅司、有斐閣、2014年

参考書
特になし

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

- 881 -



単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス（管理会計と財務会計、成績評価の方法）

【予習】管理会計とはどのようなものか、書籍、ウェブサイトなどで自分なりに調べておくこと。
【復習】確認問題（宿題）を各自解いておくこと。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

原価計算の基礎知識(2)

【復習】確認問題（宿題）を各自解いておくこと。 60

原価計算の基礎知識(1)

【復習】確認問題（宿題）を各自解いておくこと。 60

テーマ・概要
企業会計には、「財務会計」と「管理会計」という2つの領域があります。
現在のような競争の激しい世の中で、会社の経営をうまくおこなおうとすれば、様々なデータを駆使することがどうしても必要になりま
す。「どの商品が儲かっているか」、「業績の好調な支店はどの店か、その原因は何か」、「計画どおりに利益があがらなかったのはなぜ
か、対策をどう考えたらいいか」、「あたらしい工場を建てるべきか、思いとどまった方がいいか」など、経営者が直面するいろいろな問
題を処理するのにデータはひじょうに有効です。管理会計の講義では、経営に役立つ数字の扱い方を学習します。
　「管理会計」という言葉は、英語で書くとmanagement accountingといいます。この言葉は、「財務会計」とセットになる言葉です。株
主、債権者、税務当局など企業外部の人たちに役立つ情報を提供するのが財務会計とよばれる領域です。これに対して、会社のなかの経営
者が問題を処理するのにつかう情報を提供するのが管理会計です。会社のなかの経営者といっても、社長などのトップ・マネジメントから
部課長レベルおよび現場の第一線で活躍する管理者のすべてが含まれます。経営管理（management）のための会計（accounting）が、管理
会計だというわけです。この講義では、企業が競争優位を構築し、維持するために利用している会計手法のうち、基本的な内容を学習しま
す。

DP2（課題の発見と解決）、DP6（専門分野の知識・理解）の達成を目指して講義を進めます。
具体的な目標は、現代管理会計論の基本を理解し、実施できることです。言い換えれば、企業や組織内で経営管理のために行われている計
算手法や制度について、その内容を適切に解説し、構築・改善できるようなスキルを習得することを目標とします。

到達目標

授業の計画と準備学修

管理会計

伊藤　克容

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211443104

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

個別原価計算と総合原価計算(1)

【復習】確認問題（宿題）を各自解いておくこと。 60

個別原価計算と総合原価計算(2)

60

【復習】確認問題（宿題）を各自解いておくこと。 60

第9回 組織間コストマネジメント

第7回

第8回

【復習】確認問題（宿題）を各自解いておくこと。

事業部の業績測定

【復習】確認問題（宿題）を各自解いておくこと。 60

総合問題演習（前半のまとめ）

60

【復習】確認問題（宿題）を各自解いておくこと。 60

差額原価収益分析

【復習】確認問題（宿題）を各自解いておくこと。
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60

第11回

第12回

第13回

コスト・マネジメントの新しい体系
原価企画・原価改善・原価維持

【復習】確認問題（宿題）を各自解いておくこと。

予算実績差異分析(1)

【復習】確認問題（宿題）を各自解いておくこと。

予算実績差異分析(2)

【復習】確認問題（宿題）を各自解いておくこと。

60

第10回

60

主要財務指標の改善(1)

60

60

第15回

【復習】確認問題（宿題）を各自解いておくこと。 60

主要財務指標の改善(2)

【復習】確認問題（宿題）を各自解いておくこと。

総合問題演習（全体のまとめ）

【復習】確認問題（宿題）を各自解いておくこと。

第14回
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オフィスアワーについては、ポータルサイトで周知しています。
連絡先：kito@econ.seikei.ac.jp

授業の方法
基本的には講義形式（教官の話を中心にすすめられる授業形態）をとっていますが、教官の話をおとなしく聞いていれば、それだけでいい
という授業ではありません。授業時間中のディスカッション、課題提出など、受講者の側からの積極的な取り組みを前提として考えていま
す。授業時間内に扱う計算問題は、かならず自分で解いてみるようにしてください。最初はよくわからなくても、自分で電卓をたたいて計
算し、計算用紙にいろいろ書いているうちに段々分かってくるということが、頻繁にあります。計算問題をする際に必要となるので、毎時
間かならず自分用の電卓をもってきてください。
　質問はいつでも受け付けます。授業時間中に不明な点をその都度、確認するようにしてください。

成績評価の方法
課題提出、講義時間中の発言、講義時間内の確認テスト（50%）、期末試験（50%）を基本に評価します。
積極的に参加する意欲の高い受講者に対して加点します。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。
次の点に着目し、その達成度を総合的に評価します。
①管理会計の重要概念、計算構造を理解している。
②管理会計の計算実務を実施することができる。
概ね、「試験50%＋平常点50%」での評価となります。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「企業会計入門」で学んだ知識があれば、十分です。基礎から勉強します。特定の先修科目を前提としません。
経営、企業、会計、金融などへの一般的な関心・興味があったほうがよいでしょう。
管理会計は、財務会計と対になる概念で、企業会計の重要な構成要素です。多くの会計科目の基礎として位置付けられます。関連科目とし
て、会計関連の諸科目の受講をすすめます。

テキスト
特に定めません。毎回、プリントを配付します。

参考書
必要に応じて指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の内容、進め方、成績評価方法などを確認する。

【予習】これまでに履修した会計に関する授業の内容を振り返っておく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

会計制度の論理と体系
・現行の会計制度のポイントを確認し、その運用状況について理解を深める。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 90

企業会計の本質とフレームワーク
・企業会計のポイントを押さえ、その概要について理解を深める。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 90

テーマ・概要
　会計は「事業の言語（language of business）」と呼ばれています。会計の素養があれば、ビジネスの場面での取引内容について、少な
くとも「お金の流れ」については理解できるはずです。ビジネス上の交渉があり、有形無形の物の流れがあれば、その背景には必ずお金の
流れがあります。物の流れを理解するためには、その背景にあるお金の流れを掴むことが必須の作業といっても過言ではないでしょう。会
計は、お金の流れを掴みとるために必要な「言語」（言葉）なのです。
　この授業では、会計についてとくに「財務会計」と呼ばれる学問領域からその内容を検討していきます。財務会計は、外部の利害関係者
に対して財務的な情報を提供するための理論的枠組み・スキルです。履修後に、財務会計の理論的な背景や具体的な手法について理解でき
れば、この授業を履修した目的が達成できたといえるでしょう。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、次の3点を到達目標とする。
①財務会計の意義と役割を説明できる。
②会計処理の背後にある理論について、おおよそ理解できる。
③財務会計のスキルを、今後のキャリア上で活用できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

財務会計

高橋　史郎

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211443105

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

企業のディスクロージャー
・ディスクロージャーのポイントを確認し、企業内容の開示についての概略について学修する。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 90

貸借対照表のパラダイム
・貸借対照表のポイントを確認し、その理論的基盤について学修する。

90

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 90

第9回 損益計算書1
・損益計算書の理論的基盤について学修する。

第7回

第8回

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。

資産の会計1
・貸借対照表上の資産について理論的基盤を学修する。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 90

資産の会計2
・貸借対照表上の資産の個別項目について学修する。

90

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 90

純資産（持分）の会計
・貸借対照表上の持分の意味と個別項目について学修する。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。
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90

第11回

第12回

第13回

損益計算書2
・損益計算書に示される各項目のポイントについて確認し、その情報内容について確認する。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。

損益計算書3
・損益計算書に示される各項目のポイントについて確認し、その情報内容について確認する。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。

財務会計トピックス
企業会計実務での問題点について学修する。
可能であれば、ゲストスピーカーによる講義とする。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。

90

第10回

90

非営利法人の会計1
・営利ではない非営利法人の会計について学修する。

90

60

第15回

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 60

非営利法人の会計2
・営利ではない非営利法人の会計について学修する。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。

授業のまとめ
・これまでの学修内容を振り返り、各自が理解度を確認する。質疑応答を行う。

授業のまとめを踏まえ、期末試験（あるいはレポート）へ向けて、到達目標と自分の理解度をチェック
し、不足知識を補う。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
授業は講義形式で進めます。授業の進行具合に応じて、数回の課題提出も予定しています。質問などは、教室やメールなどで随時受け付け
ます。授業終了後、配布資料などを見直して理解できなかったことや疑問点を確認し、次回の授業やメールなどで質問をするように心がけ
てください。また、上で示された準備学修の時間はあくまで目安なので、各自の理解度に応じて取り組んでください。

成績評価の方法
課題提出、期末試験によって総合的に評価します。
評価の割合は次のとおりです。
・課題提出など　30％
・期末試験　70％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し、その達成度により評価します。
①財務会計の意義と役割を説明できる。。
②会計処理の背後にある理論について、おおよそ理解できる。
③財務会計のスキルを、今後のキャリア上で活用できる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
コア科目の「企業会計入門」や「企業経営入門」については履修済みであることが望ましいです。その他、会計関連科目や経営学関連の科
目の履修もお勧めします。なお、本科目の内容は、後期開講の「財務諸表論」を受講する際の予備知識となります。
前期および後期をセットで受講することが望ましいでしょう。

テキスト
特定のテキストは使用しません。授業でプリントを配布します。

参考書
伊藤邦雄著『新・現代会計入門』、日本経済新聞出版社、3,500円＋税、ISBN978-4-532-13421-1

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の内容、進め方、成績評価方法などを確認する。

【予習】これまでに履修した授業で使用したテキストや資料などで、財務諸表に関わるものを見直して
おく。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

企業の財務諸表の情報内容1
・企業の財務諸表の全体像と情報内容の概要を理解する。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 60

企業会計に関する知識レベルの確認
・履修者それぞれがこれまでに学修した会計についての知識の定着度を確認する。

【復習】会計知識のチェック問題について、理解不足であった点を復習する。 60

テーマ・概要
　会計は「事業の言語（language of business）」と呼ばれています。会計の素養があれば、ビジネスでの取引内容について少なくとも
「お金の流れ」については理解できるはずです。ビジネス上の交渉があり、有形無形のモノの流れがあれば、その背景には必ずカネの流れ
があります。モノの流れを理解するために、その背景にあるカネの流れを掴むことは必須の作業といっても過言ではないでしょう。会計
は、カネの流れを掴みとるために必要な「言語」（言葉）なのです。
　会計を言語としてとらえる場合、発信された言葉は財務数値であり、それを集約的に示したものが財務諸表です。この授業では、財務諸
表を分析対象として、その全体像や個別項目についての情報内容を探っていくことを目的とします。企業（およびその他の組織）から離れ
た外部者の視点で、アウトプットである財務諸表をターゲットとして財務諸表を読み解いていきます。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、次の3点を到達目標とします。
①財務諸表の意義と役割について説明できる。
②財務諸表の情報内容について、おおよそ理解できる。
③財務諸表を読み解くスキルを、今後のキャリア上で活用できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

財務諸表論

高橋　史郎

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211443106

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

企業の財務諸表の情報内容2
・企業の財務諸表の個別項目について、有価証券報告書の実例を参考にしてその情報内容を理解する。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 60

企業の財務諸表の情報内容3
・企業の財務諸表の個別項目について、有価証券報告書の実例を参考にしてその情報内容を理解する。

60

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 60

第9回 企業の財務諸表の情報内容7
・企業の財務諸表の個別項目について、有価証券報告書の実例を参考にしてその情報内容を理解する。

第7回

第8回

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。

企業の財務諸表の情報内容4
・企業の財務諸表の個別項目について、有価証券報告書の実例を参考にしてその情報内容を理解する。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 60

企業の財務諸表の情報内容5
・企業の財務諸表の個別項目について、有価証券報告書の実例を参考にしてその情報内容を理解する。

60

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 60

企業の財務諸表の情報内容6
・企業の財務諸表の個別項目について、有価証券報告書の実例を参考にしてその情報内容を理解する。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。
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60

第11回

第12回

第13回

非営利法人の財務諸表の情報内容1
営利を追求しない非営利法人について、財務諸表の全体像と個別項目の情報内容を理解する。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。

非営利法人の財務諸表の情報内容2
営利を追求しない非営利法人について、財務諸表の全体像と個別項目の情報内容を理解する。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。

非営利法人の財務諸表の情報内容3
営利を追求しない非営利法人について、財務諸表の全体像と個別項目の情報内容を理解する。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。

60

第10回

60

国際企業の財務諸表の情報内容1
国内のみならずグローバルに事業展開している企業や団体の財務諸表の全体像と個別項目の情報内容を理解する。

90

60

第15回

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 60

国際企業の財務諸表の情報内容2
国内のみならずグローバルに事業展開している企業や団体の財務諸表の全体像と個別項目の情報内容を理解する。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。

授業のまとめ
・これまでの学修内容を振り返り、各自が理解度を確認する。質疑応答を行う。

授業のまとめを踏まえ、期末試験（あるいはレポート）へ向けて、到達目標と自分の理解度をチェック
し、不足知識を補う。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
授業は講義形式で進めます。授業の進行具合に応じて、数回の課題提出も予定しています。質問などは、教室やメールなどで随時受け付け
ます。授業終了後、配布資料などを見直して理解できなかったことや疑問点を確認し、次回の授業やメールなどで質問をするように心がけ
てください。また、上で示された準備学修の時間はあくまで目安なので、各自の理解度に応じて取り組んでください。

成績評価の方法
下記を目安に総合的に評価します。
・平常点（授業での発言や質問、課題提出など）　30％
・期末試験（教場試験またはレポート）　70％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し、その達成度により評価します。
①財務諸表の意義と役割について説明できる。
②財務諸表の情報内容について、おおよそ理解できる。
③財務諸表を読み解くスキルを、今後のキャリア上で活用できる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
コア科目の「企業会計入門」や「企業経営入門」については履修済みであることが望ましいです。また、前期科目の「財務会計」の知識は
必須となりますため、履修済みで本授業に臨むことを強く勧めます。その他の会計関連科目や経営学関連の科目の履修もあればなおよいで
しょう。

テキスト
とくに指定しません。授業でプリントを配布します。

参考書
伊藤邦雄著『新・現代会計入門』、日本経済新聞出版社、3,500円＋税。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の内容、進め方、成績評価方法などを確認する。

【予習】グローバル展開している企業を選び、どのような会計上の問題があるかについてイメージす
る。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

財務報告の国際化と国際的多様性
・財務報告のグローバル化と多様性について理解する。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 60

国際会計の領域
・国際会計でカバーする範囲とその内容について理解する。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 60

テーマ・概要
　21世紀の初頭に、“会計ビッグバン”という衝撃的な言葉に象徴されるような日本の会計制度が大きな変革を迫られる動きがありまし
た。国際標準への調和化に伴う大きな「うねり」に巻き込まれたのです。その後も変革のモメントは途切れることがなく、日本企業もその
対応に追われています。
　この一連の大きな動きの本質をつかむためには、わが国の会計制度だけではなく、国際会計についての知識を修得することが不可欠にな
ります。この授業では、国際会計という環境の下での日本の会計の位置づけを理解し、日本企業がグローバル化のためにいかなる対応を模
索しているかについて学修します。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、次の3点を到達目標とする。
①会計制度のグローバル化について理解できる。
②国際的な会計ルールや会計処理についての概要について説明できる。
③基本的な国際会計用語を理解できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

国際会計

高橋　史郎

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211443107

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

国際会計基準審議会（IASB)について
・国際会計基準（国際財務報告基準）の作成機関について学修する。
課題1
・これまでの学修内容についての理解度をチェックする。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。
これまでの学修内容を復習し、課題に取り組む。

60

外貨換算会計1
・外貨換算会計の概要と方法について学修する。

60

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。
これまでの学修内容を復習し、課題に取り組む。

60

第9回 企業結合会計3
・企業結合会計ルールの問題点を探る。
課題2
・課題1提出以降の学修内容を振り返り、理解度のチェックをする。

第7回

第8回

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。

外貨換算会計2
・外貨換算会計のルールと問題点について学修する。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 60

企業結合会計1
・「企業結合」の意味を理解し、会計ルールの概要について学修する。

60

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 60

企業結合会計2
・企業結合会計ルールの詳細と実務の一端について学修する。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。
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60

第11回

第12回

第13回

従業員給付会計の基本
・「報酬」についての会計ルールの概要を学修する。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。

従業員給付会計の実務
・とくに株式を利用した報酬に注目し、実務での活用状況について考察する。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。
これまでの学修内容を復習し、課題に取り組む。

国際税務会計1
・国際会計に関わる税務についての基礎を学修する。
課題3
・課題2提出以降の学修内容を振り返り、理解度のチェックをする。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。

60

第10回

60

国際税務会計2
・国際会計に関わる税務について、実例を学修する。

90

60

第15回

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 60

国際会計トピックス
国際企業が直面している会計問題を取り上げ、その対応状況について考察する。
課題4
・課題3提出以降の学修内容を振り返り、理解度のチェックをする。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。
これまでの学修内容を復習し、課題に取り組む。

授業のまとめ
・これまでの学修内容を振り返り、各自が理解度を確認する。質疑応答を行う。

授業のまとめを踏まえ、期末試験（あるいはレポート）に向けて到達目標と自分の理解度をチェック
し、不足している知識を確認する。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
　配布資料に基づいて講義形式で進めます。内容を補足・補強するために、必要に応じてビデオなども見てもらいます。また、講義内容に
関連した課題を数回提出してもらいます。課題は、ポータルサイトを通じて提出してもらう予定です。
　質問などは、教室やメールなどで随時受け付けます。授業終了後、配布資料などを見直して理解できなかったことや疑問点を確認し、次
回の授業やメールなどで質問をするように心がけてください。また、上で示された準備学修の時間はあくまで目安なので、各自の理解度に
応じて取り組んでください。

成績評価の方法
課題提出と期末試験により総合的な評価をします。
評価の目安は次のとおりです。
 ・課題提出　30％
 ・期末試験　70％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し、その達成度により評価します。
①会計制度のグローバル化について理解できたか。
②国際的な会計ルールや会計処理についての概要を理解できたか。
③基本的な国際会計用語を理解することができたか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
コア科目の「企業会計入門」で学んだ知識がおおよそあれば大丈夫でしょう。
関連科目としては、やはり会計関連の諸科目の受講がお勧めです。

テキスト
特定のテキストは使用しません。授業でプリントを配布します。

参考書
伊藤邦雄著『新・現代会計入門』、日本経済新聞社、3，500円＋税。
上記以外の参考書も授業中に随時紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の内容，進め方等を説明する。
会計とは？
・会計の体系を学修する。

【復習】
キーワードについて説明できるようにする。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

原価とは？
・原価の定義，支出原価，機会原価について学修する。

【復習】
キーワードについて説明できるようにする。

60

原価の内容
・材料費，労務費，経費，製造原価，販売費，一般管理費，総原価について学修する。

【復習】
キーワードについて説明できるようにする。

60

テーマ・概要
　コスト・マネジメント(cost management)は、原価計画( cost planning=原価低減;cost reduction)と原価管理(cost control；原価統
制)とに分けることができます。簡単に説明すると，原価計画（原価低減）とは，原価の目標値自体を引き下げていこうとするものです。
他方，原価管理とは，原価の目標値を定めて，この目標値を実際に達成していくことを通じて原価を引き下げようとするための取り組みで
す。原価管理については，そのための代表的な手法である標準原価計算を取り上げて学んでいきます。
　授業では，コスト・マネジメントの前提となる原価概念および原価計算，特に間接費の配賦とその管理についても取り上げます。標準原
価計算では，差異分析の計算が中心となります。原価計画（原価低減）の手法としては，原価企画を取り上げます。その他，日本的なコス
ト・マネジメントについても学びます。

DP6（専門分野の知識・理解）、７（総合マネジメント力）を実現するため、次の４点を到達目標とします。
① 基本的な原価概念を説明できる。
② 製造間接費の配賦計算ができる。
③ コスト・マネジメント，日本的コスト・マネジメントについて説明できる。
④ 標準原価計算における差異分析の計算ができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

コストマネジメント

新江　孝

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211443108

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

原価と類似概念
・原価と費用，原価と価格，原価と価値の相違を学修する。

【復習】
キーワードについて説明できるようにする。

60

各種の原価概念
・変動費／固定費，直接費／間接費について学修する。

60

【復習】
キーワードについて説明できるようにする。

60

第9回 コスト・マネジメントとは？
・コスト・マネジメントの体系を学修する。
コントロールとは？
・コントロールの定義について学修する。

第7回

第8回

【復習】
キーワードについて説明できるようにする。

製造間接費の実際配賦
・実際配賦の計算手順を学修する。
製造間接費の予定配賦（１）
・予定配賦の計算手順を学修する。

【復習】
・キーワードについて説明できるようにする。
・（特に重要！）計算問題を解き直す。

90

製造間接費の予定配賦（２）
・差異分析の計算方法について学修する。

60

【復習】
・キーワードについて説明できるようにする。
・（特に重要！）計算問題を解き直す。

120

製造間接費の予定配賦（３）
・キャパシティ・コスト／アクティビティ・コストについて学修する。
・予定配賦の理論について学修する。
製造間接費の管理
・差異分析結果の活用方法を学修する。

【復習】
キーワードについて説明できるようにする。
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90

第11回

第12回

第13回

会計データの活用
・会計データの比較方法について学修する。
標準原価計算とは？（１）
・実際原価，標準原価について学修する。
・標準原価計算の目的について学修する。

【復習】
キーワードについて説明できるようにする。

標準原価計算とは？（２）
・加工進捗度について学修する。
・完成品原価，月末仕掛品原価の算定方法を学修する。
標準原価計算の差異分析（１）
・直接材料費の差異分析の計算方法について学修する。

【復習】
・キーワードについて説明できるようにする。
・（特に重要！）計算問題を解き直す。

標準原価計算の差異分析（２）
・差異分析結果の活用方法について学修する。
・直接労務費の差異分析の計算方法について学修する。

【復習】
・キーワードについて説明できるようにする。
・（特に重要！）計算問題を解き直す。

60

第10回

90

日本的コスト・マネジメントとは？
・原価企画について学修する。
・日本的コスト・マネジメントの体系について学修する。

60

120

第15回

【復習】
キーワードについて説明できるようにする。

60

到達度確認テスト
・これまでの学修内容について，理解度を確認するため
のテスト

【予習】到達度確認テストに備え，こ
れまでの学修内容を確認する。

授業のまとめ・質疑応答

【復習】授業全体を振り返り，到達目標
と自分の理解度とを点検し，不足して
いる知識等を確認し，学修する。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
　授業は講義を中心とします。口頭のみで説明することもあるので，適宜ノートをとる必要があります。授業時間中に計算演習を行うこと
もありますので，電卓を必ず持参して下さい。自ら考える機会を設ける目的で、授業時間中に簡単な課題を課すことがあります。
　なお，上で示された準備学修の時間はあくまで目安ですので，各自の理解度に応じて取り組む必要があります。

成績評価の方法
平常点（30％）と到達度確認テスト（1回：70％）により総合的に評価します。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。
次の点に着目し、その達成度により評価します。
① 基本的な原価概念を理解している。
② 製造間接費の配賦計算ができる。
③ コスト・マネジメント，日本的コスト・マネジメントについて説明できる。
④ 標準原価計算における差異分析の計算ができる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「企業会計入門」で学修した会計・簿記の基本的な知識を習得していることを前提として講義を行います。「経営学特殊講義／（上級簿
記）」，「管理会計」，「戦略支援システム」との関連性が高いため，併せて履修すると学修の効果がより高まると期待されます。

テキスト
『新検定　簿記講義２級工業簿記』，岡本清・廣本敏郎編著，中央経済社（このテキストは前期開講の「経営学特殊講義／（上級簿記）」
のテキストと同一です）

参考書
『原価計算〈６訂版〉』，岡本清著，国元書房（必要な際に、図書館等で参照してください）

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス（戦略実現のための4P、経営企画部門の役割、成績評価の方法）

【予習】事業計画（ビジネスプラン）とはどのようなものか、経営企画部門の役割とは何か、書籍、
ウェブサイトなどで自分なりに調べておくこと。
【復習】確認問題（宿題）を各自解いておくこと。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

ビジネスプランの作成(2)

【復習】確認問題（宿題）を各自解いておくこと。 60

ビジネスプランの作成(1)
B/S、P/L、C/F計算書の構造

【復習】確認問題（宿題）を各自解いておくこと。 60

テーマ・概要
企業の戦略を実現するために必要な「事業計画」の作成方法とその実行のための方策について勉強します。
 競争の激しい企業環境では、適切な経営戦略を策定し、他社に対する競争優位性を確立することが企業の存続に不可欠です。ただし、適
切な経営戦略を形成するためには、経営者個人の才覚に頼っているばかりではリスクが大きすぎます。適切な経営戦略の形成を促進するた
めの仕組みを作っておく必要があります。また、仮にいくら立派な経営戦略を作成したとしても組織全体としてそれを効果的に実施するた
めの工夫がなければ意味を成さず、単なる「絵に書いた餅（画餅）」に終わってしまいます。戦略を組織内で共有したり、外部から資金調
達を円滑に行ったりするためには、構想やアイディアとしての戦略を具体的な会計数値に置き換え、事業計画に翻訳する作業が重要なので
す。

DP2（課題の発見と解決）、DP6（専門分野の知識・理解）の達成を目指して講義を進めます。
具体的な目標としては、企業内で戦略策定、戦略実現のために、どのような会計制度や計算手法が利用されているかを理解し、実際に使え
るようになることを装丁しています。

到達目標

授業の計画と準備学修

戦略支援システム

伊藤　克容

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211444101

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

ビジネスプランの作成(3)＋ビジネスプランの評価・分析

【復習】確認問題（宿題）を各自解いておくこと。 60

PPMとキャッシュフロー経営(1)

60

【復習】確認問題（宿題）を各自解いておくこと。 60

第9回 予算編成と予算統制(2)

第7回

第8回

【復習】確認問題（宿題）を各自解いておくこと。

PPMとキャッシュフロー経営(2)

【復習】確認問題（宿題）を各自解いておくこと。 60

総合問題演習（前半のまとめ）
到達度確認テスト

60

【復習】確認問題（宿題）を各自解いておくこと。 60

予算編成と予算統制(1)

【復習】確認問題（宿題）を各自解いておくこと。
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60

第11回

第12回

第13回

予算管理をめぐる諸問題
CCC、EVA、BSCなどの経営管理手法への着目

【復習】確認問題（宿題）を各自解いておくこと。

予算実績差異分析(1)

【復習】確認問題（宿題）を各自解いておくこと。

予算実績差異分析(2)

【復習】確認問題（宿題）を各自解いておくこと。

60

第10回

60

長期投資プロジェクトの評価(1)

60

60

第15回

【復習】確認問題（宿題）を各自解いておくこと。 60

長期投資プロジェクトの評価(2)

【復習】確認問題（宿題）を各自解いておくこと。

総合問題演習（全体のまとめ）

【復習】確認問題（宿題）を各自解いておくこと。

第14回
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オフィスアワーについては、ポータルサイトで周知しています。
連絡先：kito@econ.seikei.ac.jp

授業の方法
　　基本的には講義形式（教官の話を中心にすすめられる授業形態）をとっていますが、教官の話をおとなしく聞いていれば、それだけで
いいという授業ではありません。授業時間中のディスカッション、課題提出など、受講者の側からの積極的な取り組みを前提として考えて
います。授業時間内に扱う計算問題は、かならず自分で解いてみるようにしてください。最初はよくわからなくても、自分で電卓をたたい
て計算し、計算用紙にいろいろ書いているうちに段々分かってくるということが、頻繁にあります。計算問題をする際に必要となるので、
毎時間かならず自分用の電卓をもってきてください。
　質問はいつでも受け付けます。授業時間中に不明な点をその都度、確認するようにしてください。

成績評価の方法
課題提出、講義時間中の発言、講義時間内の確認テスト（50%）、期末試験（50%）を基本に評価します。
積極的に参加する意欲の高い受講者に対して加点します。

成績評価の基準
　成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。
次の点に着目し、その達成度を総合的に評価します。
①戦略実現のための事業計画について、その重要概念、計算構造を理解している。
②事業計画作成の計算実務を正確に実施することができる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
復習の時間を設け、基礎から勉強します。
先修科目としては「企業会計入門」、「管理会計」があげられます。これらの科目で学んだ知識があれば、理解が深まります。
経営、企業、会計、金融などへの一般的な関心・興味があったほうがよいでしょう。

テキスト
特に定めません。毎回、プリントを配付します。

参考書
必要に応じて指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の全体像，進め方，予習・復習の仕方等を説明する。
・環境経営について，その概略を説明する。

【復習】環境経営を学ぶ意義について説明できるようにする。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

環境に配慮した製品設計・生産：エネルギー
・エネルギー消費に重点を置き，製品設計や生産の面から企業の環境対策について考える。

【復習】授業で取り上げた概念やキーワードについて説明できるようにする。 60

企業の収益性と環境対策
・環境対策が企業の収益性に与える影響について考える。

【復習】授業で取り上げた概念やキーワードについて説明できるようにする。 60

テーマ・概要
テーマ：「企業戦略と環境問題」

　本講義では，企業の環境マネジメントに関連した具体的なトピックを取り上げ，経営学の側面から詳しく分析する。例えば，
（１）企業の環境対策は収益性を高めるのか？
（２）ISO14000シリーズの認証取得は本当に環境を改善させる効果を持つのか？
（３）環境にやさしい商品が割高な場合，消費者はどのような金額であれば買うか？
（４）企業は戦略上，どのような商品について優先的に環境対策を進めていくべきか？
（５）企業が環境情報を開示することで，株価はどの程度の影響を受けるのか？
といった基本的かつ重要な疑問に対して，国内外の事例や研究例を紹介しながら議論する。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため，次の点を到達目標とする。
1.企業が直面する環境問題の性質や，環境対策の内容について説明できるようにすること。
2.経営学の各分野の理論を用いて，環境経営に関わる問題の解決を提案できるようにすること。

到達目標

授業の計画と準備学修

環境と経営戦略

田口　誠

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211444102

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

環境に配慮した製品設計・生産：有害化学物質
・有害化学物質に重点を置き，製品設計や生産の面から企業の環境対策について考える。

【復習】授業で取り上げた概念やキーワードについて説明できるようにする。 60

環境に配慮した製品設計・生産：LCA
・環境に配慮した生産を支援する手法としてのLCAについて学ぶ。

60

【復習】授業で取り上げた概念やキーワードについて説明できるようにする。 60

第9回 ISO14000と企業組織
・組織における環境対策手法としてのISO14000の意義について考える。

第7回

第8回

【復習】授業で取り上げた概念やキーワードについて説明できるようにする。

製品差別化と環境対策
・環境対策を通じた製品の差別化について学ぶ。

【復習】授業で取り上げた概念やキーワードについて説明できるようにする。 60

グリーン・マーケティング
・環境に配慮した製品のマーケティングについて考える。

60

【復習】授業で取り上げた概念やキーワードについて説明できるようにする。 60

環境と消費者行動
・消費者は環境に配慮した製品についてどのように考え，行動するかについて考える。

【復習】授業で取り上げた概念やキーワードについて説明できるようにする。
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60

第11回

第12回

第13回

組織としての環境対策の発展
・企業における環境対策が歴史的にどのように発展して来たかについて説明する。

【復習】授業で取り上げた概念やキーワードについて説明できるようにする。

政府の規制と企業の戦略的行動
・政府の環境規制と企業行動の関係性について考える。

【復習】授業で取り上げた概念やキーワードについて説明できるようにする。

企業による自主的な環境対策の効果と収益性
・企業の自主的な環境対策が環境や経営に与える効果について考える。

【復習】授業で取り上げた概念やキーワードについて説明できるようにする。

60

第10回

60

環境情報の公開と株価
・環境情報の公開が企業価値に与える影響について考える。

60

60

第15回

【復習】授業で取り上げた概念やキーワードについて説明できるようにする。 60

企業の環境対策と歴史
・これまでに企業の環境対策に対する考え方がどのように変化してきたかを学ぶ。

【復習】授業で取り上げた概念やキーワードについて説明できるようにする。

授業のまとめ
質疑応答

【復習】学期末試験に備えてこれまでの授業の内容を振り返る。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
授業は講義を中心に進める。普段から講義資料を使った復習に力を入れ，次回の授業にわからない点を持ち越さないようにすること。ま
た，授業中に課題を提示し，レポートの提出を求めることがある。

なお，レポート，テストの狙いは以下の通りである。
・課題レポート：講義の内容が理解できているかを確認する。
・学期末試験：授業全体の学修内容についての理解度を確認する。

成績評価の方法
学期末試験70%，課題レポート30%。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

次の点に着目し，その達成度により評価する。
1.企業が直面する環境問題の性質や，環境対策の必要性について，事例を交えながら論理的にわかりやすく説明できる。
２．マーケティング，消費者行動，ファイナンスなどの理論を用いて，環境経営に関わる諸問題の解決を提案できる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
授業で指示する。

テキスト
特になし。

参考書
講義の中で適宜，紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の内容、進め方、成績評価方法などを確認する。

【予習】これまでの履修で使用したテキストや資料などを振り返り、営利法人（株式会社など）がどの
ような情報開示を行っているかについて復習する。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

学校法人のアカウンタビリティ1
・学校法人に注目して開示資料などを確認する。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 60

・アカウンタビリティとは何か。
営利法人、非営利法人のそれぞれについて「説明責任」を学修する。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 60

テーマ・概要
　この授業では、個人と組織の関わり合いを社会という枠組みの中で探っていきます。個人と組織の間には少なからずの相互作用がありま
す。組織はその活動結果を様々な手段で開示し（ディスクロージャー）、それを受けて個人は組織に対して何らかの反応をします（モニタ
リング）。その反応に対して、組織は活動方針の変更や現状の維持といったさらなる対応を試みます。この開示⇒反応⇒再対応という循環
が繰り返されていくのです。この循環がうまくいけば、社会全体としてみれば経済的ベネフィットは大きく損なわれることはないでしょ
う。
　近年、経済学や経営学の分野では、個人と組織や社会との関わり合いについて多種多様なアプローチでの分析が試みられています。経営
学の領域でとりわけ分析の対象となるのは、営利を追求する法人である企業や高いレベルでの公益性を目指す非営利法人などが挙げられる
でしょう。いずれの法人も個人の集合体であるがゆえにそれぞれに固有の傾向が観察されますが、昨今の状況をみると共通点も多くみるこ
とができます。社会的貢献、明瞭な説明責任、協働と共生などがそれですが、その項目についての社会的関心がこれまで以上に高まってい
るのです。　
　上述した好循環を実現するためにはどうしたらよいか。何が必要なのか。難しい問題ですが、この科目では「個人」を受講生の皆さんの
「学生」と見なして、組織との関わり合いについて考察を進めていきます。キーワードは「アカウンタビリティ（説明責任）」です。各種
の組織について、個人との関わりの中でいかなるアカウンタビリティが存在し、どのような条件の下でそれが達成されるかを探っていきま
す。

DP6（専門知識の知識・理解）を実現するため、次の３つを到達目標とする。
①アカウンタビリティの意義について理解できる。
②営利法人のアカウンタビリティについて説明できる。
③非営利法人のアカウンタビリティについて説明できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

組織と社会

高橋　史郎

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211444103

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

学校法人のアカウンタビリティ2
・学校法人の開示資料についての問題点を探る。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 60

学校法人のアカウンタビリティ3
・学校法人の開示資料に不足していることを考察する。

60

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 60

第9回 公益法人のアカウンタビリティ1
・公益法人に注目して開示資料などを確認する。

第7回

第8回

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。

医療法人のアカウンタビリティ1
・医療法人に注目して開示資料などを確認する。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 60

医療法人のアカウンタビリティ2
・医療法人の開示資料についての問題点を探る。

60

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 60

医療法人のアカウンタビリティ3
・医療法人の開示資料に不足していることを考察する。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。
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60

第11回

第12回

第13回

公益法人のアカウンタビリティ2
・公益法人の開示資料についての問題点を探る。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。

営利法人（株式会社）のアカウンタビリティ1
・営利法人に注目して開示資料などを確認する。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。

営利法人（株式会社）のアカウンタビリティ2
・営利法人の開示資料に不足していることを考察する。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。

60

第10回

60

営利法人（株式会社）のアカウンタビリティ3
・営利法人に注目して開示資料などを確認し、問題点を探る。

60

60

第15回

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 60

アカウンタビリティの機能についての考察
・アカウンタビリティが効果的に果たされるための諸条件について考察する。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。

授業のまとめ
・これまでの学修内容を振り返り、各自が理解度を確認する。質疑応答を行う。

授業のまとめを踏まえ、到達目標と自分の理解度のかい離をチェックし、不足部分について学修する。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
配布プリントに基づいて講義形式で進めますが、トピックに応じて適宜ディスカッションや質疑応答などの双方向のやり取りも交えていき
ます。講義内容を補足・補強するために、必要に応じてビデオなども見てもらいます。また、講義内容に関連した課題を数回提出してもら
う予定です。提出された課題については、模範解答の紹介などで適宜フィードバックをします。

成績評価の方法
平常点（授業での発言や質問、課題提出など）と期末試験（教場試験またはレポート）により総合的な評価をします。評価の割合は次のと
おりです。
・平常点　３０％
・期末試験　７０％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し、その達成度により評価します。
①アカウンタビリティの存在意義について理解できる。
②営利法人のアカウンタビリティについて説明できる。
③非営利法人のアカウンタビリティについて説明できる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「会社入門」、「企業経営入門」、「企業会計入門」などで学修した知識を習得していることを前提として授業を進めます。

テキスト
特定のテキストは使用しません。授業でプリントを配布します。

参考書
授業中に随時紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
授業の内容、進め方等を説明
そもそもCSRとは何なのか。

CSRが、企業の社会貢献活動やボランティア活動ではないことをまず、基本認識する。 20

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

持続可能な社会とは何か（２）
世界や日本の様々な持続可能な社会像から学ぶ。

世界では持続可能な社会像が必ずしも一つではなく、多様な定義が存在することを理解する。 20

持続可能な社会とは何か（１）
持続可能な社会が何かを掘り下げて考察する。

CSRと持続可能な社会の構築とが、表裏一体の関係にあることを、基本認識する。 20

テーマ・概要
CSR（企業の社会的責任）とは、単なる社会貢献活動やボランティア活動ではなく、企業が多様なステークホルダーと連携しつつ、本業を
通して、社会的課題の解決に挑み、持続可能な社会の構築に寄与することを意味する。
講義は、単なるCSRの解説に留まらず、CSRと表裏一体の関係にある、持続可能な社会とはどんな社会なのか、バックキャスティング思考と
はどのような考え方なのか、また近年世界各国で取り組みが加速している国連のSDGs(Sustainable Development Goals)やグローバルコン
パクトとの関連性など、CSRを基軸としたサステナビリティの基盤の習得を計画している。
CSRは新しい学際的な学問領域であるため、時々刻々、常に概念が進化している。そのため、机上での一方的な知識のインプットというよ
りも、履修者とともに、良い企業、あるべき企業の理想像とは何なのかを考え、模索し、追求してゆきたい。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、以下を到達目標とする。
変化の激しいグローバル時代における企業のあり方について、履修者一人ひとりが、自分なりの基軸、尺度で、評価できる「モノサシ」を
獲得できることを、到達目標のゴールとする。
そのためには、CSR単体に留まらず、「サステナビリティ」の基礎となる知識や、キーワードへの正しい理解を、毎回の講義で身に付ける
ことをゴール達成のためのベーシックな到達目標に置く。
具体的には、「持続可能な社会」、「バックキャスティング思考」、「国連SDGｓ」、「メガトレンド」、
「CSV」、「ISO26000」、「ESG投資」、「ステークホルダー」等の用語への理解は必須である。
その上で、「知識」と「考えること」とのバランスが取れた、企業評価へのアプローチができるようになることを最終目標とする。

到達目標

授業の計画と準備学修

企業の社会的責任

多田　博之

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211444104

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

フォアキャスト思考とバックキャスティング思考について
重要概念である後者について、基本的な考え方を学ぶ。

あるべき未来像をまず定め、そこから現在に立ち返って戦略を思考するバックキャスティング概念を正
しく理解する。

20

持続可能な社会の描出
第2回から第4回で学んだ知識を活用して、自分が考える持続可能な社会像を描いてみる（演習）。

30

国連の定めた持続可能な開発目標が、CSRと密接に関連することを理解する。 20

第9回 CSRとSDGs, Global Compact
国連の定めた目標とCSRとがどのように関わり合い、企業に何が求められているかを学ぶ。

第7回

第8回

今までの知識を活用して、各人が自ら考える持続可能な社会像を、実際に描いてみて、理解度の確認を
図る。

CSRの歴史と定義の変遷について
CSR概念が世界でどのように形成されてきたか、また今後どのような方向に向かうかを考察する。

欧米、アジア、日本など諸地域で形成されてきたCSRの概念や定義が異なることを理解する。 20

国際規格ISO26000におけるCSR
ISOにおいてCSRがどのように定義されているのかを学ぶ。品質や環境ISOとの違いも概説する。

20

ISO26000の全体像（主要7領域と実践課題）について、基本的な理解をする。 20

CSRコミュニケーションの重要性
CSRにおいては様々なステークホルダーが存在し、双方向の対話が重要であることを学ぶ。

単なる一方的な情報開示に留まらず、様々な媒体を使って、多様なステークホルダーと対話することの
意義を理解する。

- 915 -



90

第11回

第12回

第13回

CSRの先進事例（各企業の具体例）
国内外を問わず、CSRで先進的な取り組みを行っている企業事例を紹介し、そこから学ぶ。

企業によって、一口にCSRといっても、多様な取り組みが行われていることについて理解する。

CSR報告書を読んでみる
履修者に各1冊ずつCSR報告書を読み、感想を記す宿題を事前に課し、その課題発表を行う。

机上の理論に留まらず、実際に企業のCSR報告書を読むことで、CSRの訴求ポイントを理解する。

ESG投資について
海外のみならず日本においてもここ数年で台頭してきた新しい投資のあり方とCSRとの関係を学ぶ。

売り上げや利益など、既存の財務情報だけでは、真の企業価値を測ることはできないことを理解する。

20

第10回

20

これからのCSRと企業風土について
今後グローバルにCSRはどのように
進化していくのか、企業の長期ビジョンと共に考察する。

20

120

第15回

一つの潮流として、企業が長期スパンで企業価値を考え始めていることを、実際の具体例から理解す
る。

20

到達度確認テスト
これまでの学習内容に関して、履修者の理解度を総合的に確認する。

テストに備え、今まで学んだことを総整理すると共に、自分自身がCSRをどう考えているかも再認識す
る。

全体の総括
これまでに学んできたことを振り返り、重要なキーワードや概念について再確認し、全体的な質疑応答を行い、まとめとする。

到達度確認テストの結果を踏まえて、全体でのキーポイントを今一度確認する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。　
基本的には授業終了後に教室で受け付ける。それ以外はメールにて応答する。

授業の方法
基本的に講義形式ではあるが、履修者との双方向のコミュニケーションを重視し、質問やコメントなど、積極的な参画を求める。
毎回、講義の終わりに、その回で学んだことに関するミニレポートを課す。
毎回、講師が作成した講義レジュメを配布する。
各自に特定企業1社のCSR報告書を割り当て、「課題レポート」の提出を宿題とする。

成績評価の方法
講師の、企業やNGO, 研究所などでの多様な経験を交えて話をし、毎回ミニレポートの提出を求めるため、出席は重視する。
規定数の出席と到達度確認テスト受験を基本的な合格条件とする。公欠届は認める。
ミニレポート（30％）＋課題レポート（20％）＋到達度確認テスト（50％）＝100点満点。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.　
上記、到達目標の達成度に基づいて評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「環境経営」や「企業統治論」など関連講義、演習を受講していると、CSRの概念や経緯、将来像などについて、理解がしやすいと思われ
るが、特に予備知識は求めない。

テキスト
特に定めない。
講師が毎回、テーマに沿ったレジュメを配布する。

参考書
川村雅彦著「CSR経営　パーフェクトガイド」ウイズワークス社刊を推薦する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス（企業会計の基本構造、成績評価の方法）

【予習】簿記とはどのようなものか、書籍、ウェブサイトなどで自分なりに調べておくこと。
【復習】確認問題（宿題）を各自解いておくこと。
基本用語の理解
財務諸表の構造
基本3式をつかった計算問題

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

基本的な取引の処理(1)

【復習】確認問題（宿題）を各自解いておくこと。
仕訳・元帳転記のルールの運用
取引から仕訳、元帳転記、残高試算表作成、財務諸表作成までのプロセスを理解し、自力で実行できる
ようにすること。

60

重要な財務諸表について（損益計算書、貸借対照表のレイアウト、情報内容）

【復習】確認問題（宿題）を各自解いておくこと。
財務諸表の構造と意味内容
基本3式の運用

60

テーマ・概要
ビジネスで活躍するために「簿記」は、ひじょうに有力なスキルです。簿記の基礎を何もない状態から基本がひととおりできるところまで
勉強します。
この講義では、「企業会計入門」で取り扱った、会計情報作成のプロセスをさらに深めていきます。具体的には、企業会計でアウトプット
される会計数値を作成する上でのもっとも基本的なスキルである「複式簿記」という計算技術の基本原理を習得を目的とします。
会計専門職（公認会計士、税理士など）を志す人や金融機関で活躍することを将来の目標に掲げている人にとっては必須の内容です。一般
企業に就職してビジネスパーソンとして実力をつけたいと考えている人にとっても現段階で備えておいた方が圧倒的に有利な知識です。
スキルの習得のためには、やはり実習が不可欠です。基本的な知識については解説を加えますが、主役は講義に参加する皆さんです。五感
を研ぎ澄まし、それぞれ主体的に反応し、電卓をたたくなどの能動的な作業が必須となります。そのため、欠席がちになりそうな人にはお
勧めしない授業です。

DP2（課題の発見と解決）、DP6（専門分野の知識・理解）の達成を念頭に置いて講義を進めます。
複式簿記の基本を理解し、実施できることを目標にします。言い換えれば、企業や組織がかかわる様々な取引を認識し、その内容を適切に
記録して外部に報告できるようなスキルを習得することを目標とします。具体的には、日本商工会議所主催の「簿記検定3級」の出題範囲
について、ほぼ理解できるような知識の獲得を目指します。

到達目標

授業の計画と準備学修

基本簿記

伊藤　克容

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211444105

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

基本的な取引の処理(2)

【復習】確認問題（宿題）を各自解いておくこと。
仕訳・元帳転記のルールの運用
取引から仕訳、元帳転記、残高試算表作成、財務諸表作成までのプロセスを理解し、自力で実行できる
ようにすること。期首残高がある場合に特に注意する。

60

簿記一巡の手続き(1)

60

【復習】確認問題（宿題）を各自解いておくこと。
約束手形の機能と帳簿組織の概要について、しっかり復習し、定着させる。

60

第9回 手形関連の取引の処理、帳簿組織

第7回

第8回

【復習】確認問題（宿題）を各自解いておくこと。
計算間違いに気を付ける。

簿記一巡の手続き(2)

【復習】確認問題（宿題）を各自解いておくこと。
仕訳・元帳転記のルールの運用
取引から仕訳、元帳転記、残高試算表作成、財務諸表作成までのプロセスを理解し、自力で実行できる
ようにすること。

60

総合問題演習（前半のまとめ）

60

【復習】確認問題（宿題）を各自解いておくこと。
基本の初歩が身に付いたかどうかをチェックする。

60

現金・当座預金関連の取引の処理

【復習】確認問題（宿題）を各自解いておくこと。
小切手の取扱い、当座預金・当座借越勘定について、十分に理解する。
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60

第11回

第12回

第13回

商品売買取引の処理

【復習】確認問題（宿題）を各自解いておくこと。
商品売買取引の処理方法（3分法）についてしっかり理解する。
売上原価の算定公式をつかえるようにしておく。

期末決算と決算整理事項の処理(1)

【復習】確認問題（宿題）を各自解いておくこと。
貸倒引当金の設定、減価償却、売上原価の算定など基本的な処理を完璧にマスターする。

期末決算と決算整理事項の処理(2)

【復習】確認問題（宿題）を各自解いておくこと。
前払費用、未払費用、前受収益、未収収益について完璧に処理できるようにする。

60

第10回

60

期末決算と決算整理事項の処理(3)

60

60

第15回

【復習】確認問題（宿題）を各自解いておくこと。
小口現金、現金過不足、消耗品などの処理をマスターする。

60

伝票会計

【復習】確認問題（宿題）を各自解いておくこと。
伝票の意義と運用方法について理解する。

総合問題演習（全体のまとめ）

【復習】確認問題（宿題）を各自解いておくこと。
総合問題に対応できているかどうかをチェックする。

第14回

- 920 -



オフィスアワーについては、ポータルサイトで周知しています。
連絡先：kito@econ.seikei.ac.jp

授業の方法
　　基本的には講義形式（教官の話を中心にすすめられる授業形態）をとっていますが、教官の話をおとなしく聞いていれば、それだけで
いいという授業ではありません。授業時間中のディスカッション、課題提出など、受講者の側からの積極的な取り組みを前提として考えて
います。授業時間内に扱う計算問題は、かならず自分で解いてみるようにしてください。最初はよくわからなくても、自分で電卓をたたい
て計算し、計算用紙にいろいろ書いているうちに段々分かってくるということが、頻繁にあります。計算問題をする際に必要となるので、
毎時間かならず自分用の電卓をもってきてください。
　質問はいつでも受け付けます。授業時間中に不明な点をその都度、確認するようにしてください。

成績評価の方法
課題提出、講義時間中の発言、講義時間内の確認テスト（50%）、期末試験（50%）を基本に評価します。
積極的に参加する意欲の高い受講者に対して加点します。

成績評価の基準
　成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。
次の点に着目し、その達成度を総合的に評価します。
①複式簿記の計算構造を理解している。
②単純な複式簿記の計算実務を実施することができる。
③決算整理事項を含む、多少複雑な複式簿記の計算実務（日商簿記検定3級レベル）を実施することができる。
概ね、「試験50%＋平常点50%」での評価となります。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「企業会計入門」で学んだ知識があれば、十分です。基礎から勉強します。特定の先修科目を前提としません。
経営、企業、会計、金融などへの一般的な関心・興味があったほうがよいでしょう。
複式簿記は、会計の基本的な情報を提供する情報処理機構です。多くの会計科目の基礎として位置付けられます。関連科目として、会計関
連の諸科目の受講をすすめます。
この講義で基礎を固め、学外の検定試験などにも挑戦してほしいです。

テキスト
特に定めません。毎回、プリントを配付します。

参考書
必要に応じて指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の内容、進め方、予習・復習の仕方を説明する。
日本的イエの構造モデル
・中根千枝『家族の構造』と原ひろ子編『家族の文化誌』を素材に、イエ・家族の多様なあり方について学修する。

【予習】イエ・家族・世帯・親族・経営といった基礎概念について調べておく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

神南備種松家のファームとファクトリー
・『うつほ物語』吹上上の絵解きに描かれた巨大オイコスについて学修する。

【予習】事前に配布された資料プリントを熟読。
【復習】キーワードについて説明できるようにする。

60

綾君のイエ
・『日本霊異記』にみえる揺籃期のイエについて学修する。

【予習】事前に配布された資料プリントを熟読。
【復習】キーワードについて説明できるようにする。

60

テーマ・概要
　「イエ」とは何だろうか。企業などの組織における「経営」とは何だろうか。そしてこの両者の間には何らかの関係があるのだろうか。
この最後の問いに正解はないのだが、本講義では「関係がある」との仮説に依拠して、日本におけるイエの成り立ちと発展を考え、併行し
て組織経営のあり方を見ていきたい。そして、およそ1200年の歴史の流れの中で、イエと経営が成熟し、変容するさまを、各時代を特徴づ
ける史料から読み解いてみたい。なお、本講義は純然たる経済学・経営学の応用にとどまらず、歴史・文学・社会学・人類学等にも貪欲に
コミットする。視野を広げて新たな発見をするためには、一つの殻に閉じこもっているわけにはいかないからである。

ＤＰ６（専門分野の知識・理解）　を実現するため、以下を到達目標とする。
日本においてはイエが経営体としての成り立ちを持つことを理解し、その延長線上に現代の組織経営・企業経営があることを説明できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

経営学特殊講義 （日本における経営形態の歴史）

太田　愛之

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211444202

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

ムコ殿たちの様々なナリワイ（1）
・『新猿楽記』に描かれた様々な職業とその経営について学修する。

【予習】事前に配布された資料プリントを熟読。
【復習】キーワードについて説明できるようにする。

60

ムコ殿たちの様々なナリワイ（2）
・『新猿楽記』に描かれた様々な職業とその経営について学修する。

60

【予習】事前に配布された資料プリントを熟読。
【復習】キーワードについて説明できるようにする。

60

第9回 応仁の乱と山科家
・『山科家礼記』を素材に中世後期における貴族の家業経営について学修する。

第7回

第8回

【予習】事前に配布された資料プリントを熟読。
【復習】キーワードについて説明できるようにする。

貴族たちの家業
・官務家小槻氏を素材に官司請負制の成立と展開について学修する。

【予習】事前に配布された資料プリントを熟読。
【復習】キーワードについて説明できるようにする。

60

中世の名主と在家の「東作西収」
・『紀伊国阿弖河荘史料』と『庭訓往来』を素材に中世の農業経営について学修する。

60

【予習】事前に配布された資料プリントを熟読。
【復習】キーワードについて説明できるようにする。

60

中世の女性商人
・分一徳政と女性高利貸しについて学修する。

【予習】事前に配布された資料プリントを熟読。
【復習】キーワードについて説明できるようにする。
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60

第11回

第12回

第13回

「武士は嫌い」な博多商人
・初期豪商島井宗室の活動について学修する。

【予習】事前に配布された資料プリントを熟読。
【復習】キーワードについて説明できるようにする。

近世農民のイエ
・近世史料を素材に小経営の普及と家督相続のバリエーションについて学修する。

【予習】事前に配布された資料プリントを熟読。
【復習】キーワードについて説明できるようにする。

元禄ベンチャーの末路
・『町人考見録』を素材に商人の経営環境・経営形態の変化について学修する。

【予習】事前に配布された資料プリントを熟読。
【復習】キーワードについて説明できるようにする。

60

第10回

60

経営家族主義
・武藤山治の鐘紡を素材に経営家族主義について学修し、三島由紀夫が描いた近江絹糸人権争議にその「崩壊した姿」が見られ
ることを理解する。

60

120

第15回

【予習】事前に配布された資料プリントを熟読。
【復習】キーワードについて説明できるようにする。

60

到達度確認テスト
・これまでの学修内容について、理解度を確認するためのテスト

【予習】到達度確認テストに備え、これまでの学修内容を確認する。

到達度確認テストの解説・質疑応答
授業のまとめ

【復習】到達度確認テストの結果を受けて、この授業を振り返り、到達目標と自分の理解度とを点検
し、不足している知識等を確認し、学修する。

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
議論の素材となる史料プリントを前週に事前配布（ポータルサイト上に掲示するので各自でプリントアウトして持参すること、授業終了後
は削除するので注意すること）し、プロジェクターでスライドを映写しつつその読解を進め、各回のテーマに沿った講義を行なう。随時コ
メントカードの筆記と提出を課す。なお、コメントカード、テストの狙いは以下のとおりである。
・コメントカード：それまでの講義をどのように理解してきたかを問う。内容は受講者に任せられるが、理解度および授業への取り組みの
真剣さを確認する。
・到達度確認テスト：授業全体の学修内容についての理解度を確認する。

成績評価の方法
コメントカードへの累積評価(2回：20％）、到達度確認テスト（1回：80%）で評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
上記、到達目標の達成度に基づいて評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
日本史・日本経営史・日本経済史と深く関連する。文学作品を史料とすることがあるので、日本の古典・近現代文学への興味・関心がある
こと、高等学校で扱われる程度の古文・漢文の読解力を持っていることが望まれる。

テキスト
各回の配布プリントを合綴したものが教科書である。

参考書
『日本経済の二千年　改訂版』太田愛之・川口浩・藤井信幸、勁草書房、3000円、ISBN4-326-50276-2
『日本経営史　新版』宮本又郎ほか、有斐閣、3200円、ISBN978-4-641-06300-3
『家族の文化誌』原ひろ子編、弘文堂、2000円、ISBN4-335-56053-2
『日本の中世国家』佐藤進一、岩波書店
『ミミヲキリ　ハナヲソギ』黒田弘子、吉川弘文館
『中世に生きる女たち』脇田晴子、岩波新書
『島井宗室』田中健夫、吉川弘文館
『家と家父長制』永原慶二・住谷一彦・鎌田浩編、早稲田大学出版部
『江戸期商人の革新的行動』作道洋太郎ほか、有斐閣新書
『日本経営史における『家』の研究』堀江保蔵、臨川書店
『絹と明察』三島由紀夫、講談社文庫・新潮文庫

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の内容、進め方、予習・復習の仕方を説明する。
経営史とは何か
・日本経営史を学ぶ意義について理解する。

【予習】テキストの「初版まえがき」および「エピローグ」を熟読。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

江戸時代の商家経営（第1章第2節・第3節）
・江戸時代の商家経営、とくにその経営システムについて学修する。

【予習】テキスト第1章第2節・第3節を熟読。
【復習】キーワードについて説明できるようにする。授業で省略されるテキスト第1章第4節を熟読。

60

日本経営史の揺籃（第1章第1節）
・江戸時代の経営環境と経済発展について学修する。

【予習】テキスト第1章第1節を熟読。
【復習】キーワードについて説明できるようにする。

60

テーマ・概要
　日本の企業は現在大きな曲がり角に立っている。20世紀後半に営々として形作ったこれまでのあり方が、通用しなくなってきたのであ
る。これはレジームの転換であると見て間違いない。いわゆる「日本的経営」を構成する諸契機の中には、失いたくないものがたくさんあ
ることは事実だが、舵取りを誤ってレジームの転換に身を委ねるならば、後世に悔いを残す結果となるだろう。
　しかし、このようなレジームの転換は、長い目で見るならば何度も経験してきたことである。日本の経営者は、古くも300年以上前に合
名会社・合資会社的な資本結合を発明し、それなりに合理的な経営管理を試みてきた。日本が近代化する過程では、進んで西洋の先進的経
営方法を受け容れ、明治初年にして雨後の筍のごとき株式会社の叢生を見た。繊維産業に代表される軽工業が軌道に乗ると、さらに重化学
工業化を進め、財閥系企業をはじめとする大企業が1940年頃までに「日本的経営」の原型を形成した。日中戦争および第二次世界大戦を挟
み、この日本的経営は日本を高度経済成長に導き、続く安定成長期には先進国の中でも模範的なあり方としてもてはやされた。今、それが
行き詰っているのである。
　講義では、上に述べた大きな流れを具体的にたどって行くことにする。

ＤＰ６（専門分野の知識・理解）　を実現するため、以下を到達目標とする。
①日本経営史の基本的な流れを理解し、説明できる。
②経営発展を貫く基本法則を個別具体的な事象と関連付けられる。
③日本企業の経営のあり方とあるべき姿について、明確な見識を涵養する。

到達目標

授業の計画と準備学修

経営学特殊講義 （日本経営史）

太田　愛之

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211444203

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

近代的経営組織の形成（第2章第2節）
・明治期における企業家、会社制度の発展、政商と財閥、専門経営者の出現および在来経営の革新について学修する。

【予習】テキスト第2章第2節を熟読。授業で省略される第2章第1節についても熟読して理解を深めてお
く。
【復習】キーワードについて説明できるようにする。

60

近代的経営管理の形成（第2章第3節）
・技術導入の担い手、初期の工場と労働および会計制度の形成について学修する。

60

【予習】テキスト第3章第4節・第5節を熟読。
【復習】キーワードについて説明できるようにする。

60

第9回 企業活動の国際化と経営管理の進展（第3章第4節・第5節）
・日本企業の国外進出、外国企業の日本市場進出、現代企業の出現と専門経営者の成長、日本型人事労務管理の生成と経営家族
主義および経営合理化と「科学的管理法」の導入について学修する。

第7回

第8回

【予習】テキスト第2章第3節を熟読。
【復習】キーワードについて説明できるようにする。

明治国家と企業（第2章第4節）
・殖産興業政策と官業払下げ、金融機関と企業、日清戦後の政府と企業、経済団体の形成および貿易の展開と企業について学修
する。

【予習】テキスト第2章第4節を熟読。
【復習】キーワードについて説明できるようにする。

60

大企業時代の到来（第3章第2節）
企業の合併・集中運動とカルテル活動、4大財閥の覇権確立および財界の形成について学修する。

60

【予習】テキスト第3章第2節を熟読。授業で省略される第3章第1節についても熟読して理解を深めてお
く。
【復習】キーワードについて説明できるようにする。

60

新興産業の勃興と産業開拓活動（第3章第3節）
・信仰重化学工業の勃興、「都市型」産業の誕生および在来産業の発展について学修する。

【予習】テキスト第3章第3節を熟読。
【復習】キーワードについて説明できるようにする。
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60

第11回

第12回

第13回

大企業体制の変遷（第4章第2節）
・1930年代の大企業体制、財閥の拡大と再編、財閥解体および企業集団の形成と二重構造の再現について学修する。

【予習】テキスト第4章第2節を熟読。
【復習】キーワードについて説明できるようにする。

労使関係の変化（第4章第3節）
・1930年代の労使関係、産業報国体制下の労使関係、戦後労働運動の高揚および企業別組合の定着について学修する。

【予習】テキスト第4章第3節を熟読。
【復習】キーワードについて説明できるようにする。

技術開発の推進と経営管理の展開（第4章第4節・第5節）
・1930年代の技術動向、戦時下の技術政策と技術開発、軍需から民需への転換、技術導入と研究開発、産業合理化運動の展開、
戦時下の経営管理、戦後改革期の経営管理およびアメリカ的経営管理の導入と定着について学修する。

【予習】テキスト第4章第4節・第5節を熟読。
【復習】キーワードについて説明できるようにする。

60

第10回

60

高度成長とその後の日本経済の変転（第5章第1節）
・高度経済成長期、安定成長期、長期不況期の経営環境および代表的企業の変遷について学修する。

60

120

第15回

【予習】テキスト第5章第1節を熟読。
【復習】キーワードについて説明できるようにする。授業で省略される第5章第2節以下についても熟読
して理解を深めておく。

90

到達度確認テスト
・これまでの学修内容について、理解度を確認するためのテスト

【予習】到達度確認テストに備え、これまでの学修内容を確認する。

到達度確認テストの解説・質疑応答
授業のまとめ

【復習】到達度確認テストの結果を受けて、この授業を振り返り、到達目標と自分の理解度とを点検
し、不足している知識等を確認し、学修する。

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
パワーポイントによるスライドを用い、講義形式で行う。受講者は教科書を携帯・参照しつつ、必要に応じてスライドの内容をノートに取
ることが求められる。なお、コメントカード、テストの狙いは以下のとおりである。
・コメントカード：それまでの講義をどのように理解してきたかを問う。内容は受講者に任せられるが、理解度および授業への取り組みの
真剣さを確認する。
・到達度確認テスト：授業全体の学修内容についての理解度を確認する。

成績評価の方法
コメントカードへの累積評価(2回：20％）、到達度確認テスト（1回：80%）で評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
上記、到達目標の達成度に基づいて評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
日本近世史・近現代史に関する基本知識が必要である。関連科目としては、近代日本経済史・現代日本経済史・企業経営史等が挙げられる
が、それらの履修を条件とはしない。

テキスト
宮本又郎ほか『日本経営史[新版]』(有斐閣)定価3,400円＋税

参考書
J・ヒルシュマイヤー、由井常彦『日本の経営発展』(東洋経済新報社)定価3,900円＋税
経営史学会『日本経営史の基礎知識』(有斐閣)定価3,300円＋税
『講座・日本経営史』全6巻(ミネルヴァ書房)定価各3,800円＋税

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

はじめに（オリエンテーション）
・授業の全体像、進め方、予習・復習の仕方等を説明する。

シラバスを読み、あらかじめ講義内容を把握する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

地球環境問題の諸相（２） 国際会議・条約
・地球環境問題に関する国際会議・条約について学修する。

地球環境問題に関わる国際会議や条約について新聞記事などを調べる。
講義内容を振り返り、理解を深める。

60

地球環境問題の諸相（１） 地球環境問題の歴史
・地球環境問題の歴史的変遷について学修する。

地球環境問題の歴史について新聞記事などを調べる。
講義内容を振り返り、理解を深める。

60

テーマ・概要
SDGs（持続可能な開発目標）、ESG投資、「パリ協定」発効等、国際的な環境保全への取り組みが進んできています。これにより、企業と
社会との関係も日々変化し、それは環境保全と経済活動との総合領域で顕著に現れています。地球環境保全の取り組みについて理解するこ
とは、現在と未来の社会を読み解くことに他なりません。この「環境」という新しい時代における企業活動について理解していきます。さ
らに、それらが生みだされてきた背景である、地球環境問題、低炭素社会・循環型社会・自然共生型社会の構築、持続可能性（サステナビ
リティ）、環境コミュニケーションなどについても触れていきます。
　本講義では、企業に限らず、行政、市民、NGO/NPO等のさまざまな主体の環境経営の取組みについて、実際の事例を通じて理解すること
を目的としています。そのため環境経営の取組事例に数多く触れることに重点を置いた内容としています。
　第1回授業ではオリエンテーションを行います。授業の進行方法と内容について説明し、授業で必要な資料（ポートフォリオ等）を配付
します。履修希望者は必ず出席するようにしてください。

ＤＰ６（専門分野の知識・理解）　を実現するため、以下を到達目標とする。
①持続可能性や環境保全について歴史変遷から解説することができる。
②環境経営や持続可能な経営について環境保全と経済活動との関係性の視点からフレームワークを提示することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

経営学特殊講義 （環境経営の基礎）

鶴田　佳史

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211444204

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

地球環境問題の諸相（３） 環境意識の変化
・市民の環境意識の変化について学修する。

環境省の調査などを調べる。
講義内容を振り返り、理解を深める。

60

地球環境問題の諸相（４） 環境保全と経済活動
・環境保全と経済との関係性について学修する。

60

環境ビジネスの種類や内容について新聞記事などを調べる。
講義内容を振り返り、理解を深める。

60

第9回 持続可能な社会にむけて（４）環境ビジネス
・企業の環境ビジネスについて学修する。

第7回

第8回

環境保全と経済との関係性について新聞記事などを調べる。
講義内容を振り返り、理解を深める。

持続可能な社会にむけて（１）企業環境戦略
・企業の環境戦略の概要について学修する。

企業の環境活動にについて環境報告書や新聞記事などを調べる。
講義内容を振り返り、理解を深める。

60

持続可能な社会にむけて（２）環境マネジメントシステム 
・環境マネジメントシステムについて学修する。

60

ISO14001、エコアクション21などについて調べる。
講義内容を振り返り、理解を深める。

60

持続可能な社会にむけて（３）環境コミュニケーション
・環境コミュニケーションの手法と内容について学修する。

企業のステークホルダー・アプローチについて新聞記事などを調べる。
講義内容を振り返り、理解を深める。
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60

第11回

第12回

第13回

持続可能性と環境経営（１） 気候変動と企業活動
・気候変動に関する基礎知識について学修する。

パリ協定やIPCCの報告書など調べる。
講義内容を振り返り、理解を深める。

持続可能性と環境経営（２） カーボンマネジメント
・企業の気候変動対策について学修する。

企業の気候変動対策についてカーボン･ディスクロージャー･プロジェクト（CDP）の報告書や新聞記事
などを調べる。
講義内容を振り返り、理解を深める。

持続可能性と環境経営（３）SDGsと企業活動
・SDGsと企業の環境経営について学修する。

持続可能性と持続可能な発展、SDGs（持続可能な開発目標）について新聞記事などを調べる。
講義内容を振り返り、理解を深める。

60

第10回

60

持続可能性と環境経営（４）生物多様性と企業活動
・企業の生物多様性へのアプローチについて学修する。

60

120

第15回

生物多様性条約とその関連項目について新聞記事などを調べる。
講義内容を振り返り、理解を深める。

60

ポスターセッション（目標到達度確認）
・ポスターセッションで環境問題のプレゼンテーションを行う。

授業開始時に案内した項目を満たしたポスター作成し、発表をする。

まとめ
・これまでの講義内容の総括を行う。

講義内容を振り返り、理解を深める。

第14回
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授業開始前および授業終了後に教室で受け付けます。また、随時、電子メールでも対応します。

授業の方法
　地球温暖化対策を中心として環境経営に関わる取組は日々急激に変化しています。その変化に対応するため、授業開催時での環境経営に
関わるトピックを取り上げ、適宜、新聞記事やDVDなどを用いて企業だけではなく、行政、市民、NPO/NGOの地球環境保全と経済活動につい
ての取組み事例を紹介しながら学習していきます。
　授業は講義形式で行うが、グループワーク、プレゼンテーション、小テスト・小レポートを行うことがあります。
　授業の進捗によって、内容を一部変更する場合があります。

成績評価の方法
　本講義の目的は、知的興奮をいかに多く共有し、共鳴し、共進でき、充実した今を生きるかにあります。そのため、「ポスターセッショ
ン（60%）」、「平常点（授業への参加状況やレポートの提出状況）（40%）」により総合的に評価します。なお、毎回出席をとります。
　環境活動のリーダーとして社会で活躍できるようになってもらいたいと願っています。そのためにも社会での最低限のマナー（遅刻・私
語の禁止等）を授業でもしっかりと守っていきましょう。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価する。
①持続可能性について説明をすることができる。
②企業の環境経営について説明をすることができる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
　本講義は、環境経営に関する基本的な知識と情報を習得することに重点を置いているため、必要とされる知識は特にはありません。
　「環境と経営戦略」「環境経営実践」「企業の社会的責任」を履修すると理解がさらに深まります。

テキスト
独自に作成した資料を配布し使用します。

参考書
野村佐智代・佐久間信夫・鶴田佳史編（2014）『やさしい環境経営』ミネルヴァ書房
さらに必要に応じ、適宜、紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の全体像，進め方，予習・復習の仕方等を説明する。

【復習】環境評価の意義について説明できるようにする。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

自然環境の経済価値
・自然環境が持つ経済価値について考える。

【復習】授業で取り上げた概念やキーワードについて説明できるようにする。 60

自然環境の価値
・自然環境が持つ様々な価値について考える。

【復習】授業で取り上げた概念やキーワードについて説明できるようにする。 60

テーマ・概要
テーマ：「自然環境に対する人の評価や行動について考える」

　地球温暖化の防止やリサイクルの推進，自然保護など，近年では企業を取り巻くステークホルダーの環境保全に対する期待が高まってい
ます。消費者は環境にやさしい商品を積極的に選択し，企業は環境保全型の製品を生産することで収益性やブランド価値の向上をはかり，
政府は様々な分野において新たな環境規制を制定しています。
　環境の改善は私たちにとって好ましい事ですが，しかし同時に，環境保全には多額の費用がかかります。したがって，環境保全によって
得られるメリットがどの程度大きいのか，投じた費用の大きさに見合うものかについて考える必要があるでしょう。
　本講義では，環境が持つ経済価値の大きさを調べるための様々な手法にはどのようなものがあるかについて学びます。また，人は環境リ
スクをどのように評価して行動に移しているか，環境に関わる制度をどのように評価するべきかについても取り上げます。
　国内外における事例を多く取り上げ，受講生が身近な問題として環境評価の重要性を理解できるようにします。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため，次の点を到達目標とする。
1.環境の経済評価の必要性について知ること
2．様々な環境評価方法について理解を深めること
3.環境評価が必要となる状況において，適切な評価手法を選択・適用できるようにすること

到達目標

授業の計画と準備学修

経営学特殊講義 （環境評価）

田口　誠

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211444205

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

コスト・アプローチ（１）
・環境の経済評価手法としてのコスト・アプローチの理論について説明する。

【復習】授業で取り上げた概念やキーワードについて説明できるようにする。 60

コスト・アプローチ（２）
・事例を通し，コスト・アプローチについて説明する。

60

【復習】授業で取り上げた概念やキーワードについて説明できるようにする。 60

第9回 ヘドニック価格法（２）
・事例を通し，ヘドニック価格法について説明する。

第7回

第8回

【復習】授業で取り上げた概念やキーワードについて説明できるようにする。

トラベルコスト法（１）
・環境の経済評価手法としてのトラベルコスト法の理論について説明する。

【復習】授業で取り上げた概念やキーワードについて説明できるようにする。 60

トラベルコスト法（２）
・事例を通し，トラベルコスト法について説明する。

60

【復習】授業で取り上げた概念やキーワードについて説明できるようにする。 60

ヘドニック価格法（１）
・環境の経済評価手法としてのヘドニック価格法の理論について説明する。

【復習】授業で取り上げた概念やキーワードについて説明できるようにする。
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60

第11回

第12回

第13回

CVM（１）
・環境の経済評価手法としてのCVMの理論について説明する。

【復習】授業で取り上げた概念やキーワードについて説明できるようにする。

CVM（２）
・事例を通し，CVMについて説明する。

【復習】授業で取り上げた概念やキーワードについて説明できるようにする。

CVM（３）
・CVMの適用をめぐる過去の論争について説明する。

【復習】授業で取り上げた概念やキーワードについて説明できるようにする。

60

第10回

60

離散選択実験
・環境の経済評価手法としての離散選択実験の理論について説明する。

60

60

第15回

【復習】授業で取り上げた概念やキーワードについて説明できるようにする。 60

授業のまとめ
質疑応答

【復習】この授業を振り返り，到達目標と自分の理解度を点検し，不足している知識等を確認する。

到達度確認テスト
・これまでの学修内容について，理解度を確認するため
　のテスト

【予習】到達道確認テストに備え，これまでの学修内容を確認する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
授業は講義を中心に進める。普段から講義資料を使った復習に力を入れ，次回の授業にわからない点を持ち越さないようにすること。
また，授業中に課題を提示し，レポートの提出を求めることがある。

なお，レポート，テストの狙いは以下の通りである。
・課題レポート：講義の内容が理解できているかを確認する。
・到達度確認テスト：授業全体の学修内容についての理解度を確認する。

成績評価の方法
平常点（最終レポートの達成度70％，授業期間中の課題30％）による総合評価。
試験は実施しない。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

次の点に着目し，その達成度により評価する。
(1)自然環境の価値について説明できる。
(2)環境の経済評価の各手法について説明できる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
授業で指示

テキスト
特になし

参考書
講義の中で適宜，紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の全体像、進め方、予習・復習、課題の仕方を説明する。
企業の個人問題ディスカッション
・企業内の社員の不祥事についてディスカッションを行う。

（復習）
・社員が企業内で起こす不祥事と懲戒措置について理解しておく。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

等級制度
・現在企業で採用されている職能・職務・役割等級制度の違いを学修する。
プレゼンテーション技術
・効果的で説得力のあるプレゼンテーションのポイントを学修する。

（復習）
・それぞれの等級制度の特性を理解しておく。
・プレゼンテーションの基本ルールを理解し、実践できるようにする。

60

日本的人事管理の変化
・従来の人事管理方法がどのように変化しているかを学修する。
プレゼンテーション課題説明
プレゼンテーション資料作成方法
・ビジュアル化したプレゼン資料の作り方を学修する。

（復習）
・人事管理制度の変遷を理解しておく。
・見せるプレゼン資料を作成するポイントやルールを理解しておく。

60

テーマ・概要
　この授業では、企業の競争力の源泉である人材を生かすために、どのような施策やシステムが運用されているかについて学びます。その
中で、企業の人事管理システム構築に携わってきた経験から、ビジネス現場の実際についても講義を行います。また、将来の自分のキャリ
ア開発の方向性を見極めるための実習を行います。さらに、グループでのケーススタディ演習やフィールドワーク（現場調査）を行い、
チームワークやグループコミュニケーションの実際を学びます。

ＤＰ６（専門分野の知識・理解）　を実現するため、以下を到達目標とする。
①企業の個々の人事管理システムを説明できる。
②フィールドワークを通して、働く人の行動様式を分析できる。
③プレゼンテーションスキルを身につける。
④グループディスカッションスキルを身につける。
⑤グループディスカッションのファシリテータができる。
⑥グループワークに積極的に参加する。

到達目標

授業の計画と準備学修

経営学特殊講義 （実践人事管理）

向井　三貴

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211444206

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

昇進と昇格
・昇進と昇格の違いや条件について学修する。
プレゼンテーション（学生の課題）1/3

（予習）
・プレゼン予定者は、資料作成及び発表練習を十分行う。
（復習）
・昇進と昇格の条件と違いを理解しておく。

60

人事評価制度
・仕事の成果がどのような要素で評価されるかを学修する。
プレゼンテーション（学生の課題）2/3

60

（予習）
・各グループで対象店舗の調査を行う。
（復習）
・企業の人材育成の考え方と教育研修制度を理解しておく。

60

第9回 人材育成制度
・企業の人材育成の考え方と教育研修の種類と特性を学修する。
フィールドワークグループワーク2/3

第7回

第8回

（予習）
・プレゼン予定者は、資料作成及び発表練習を十分行う。
（復習）
・人事評価の評価要素を理解しておく。

報酬制度
・企業の賃金制度の仕組を学修する。
グループディスカッションの仕方
・ブレーンストーミングのルール・方法、ディスカッション時の発言の仕方を学修する。
プレゼンテーション（学生の課題）3/3

（予習）
・プレゼン予定者は、資料作成及び発表練習を十分行う。
（復習）
・賃金の構成要素を理解しておく。
・グループディスカッションが円滑に進むような発言の仕方を実践できるようにする。

60

コンピテンシーの概要と活用方法
社員の知識、スキル、行動様式であるコンピテンシーとその活用方法について学修する。
グループディスカッションルール作成
・各グループのディスカッション運用ルールを作る。
フィールドワーク(コンピテンシー調査・分析）課題説明

60

（復習）
・フィールドワークに備えてコンピテンシーの具体的な行動を分析できるようにする。

60

労働時間制度とワークスタイル
・労働時間制度の種類と特性、またＩＣＴを活用したテレワークを学修する。
フィールドワークグループワーク1/3
・対象店舗選定、調査項目を決める。

（復習）
・労働時間の種類と特性、テレワークについて理解しておく。
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90

第11回

第12回

第13回

福利厚生,ワークライフバランス,キャリア開発
・企業の福利厚生の概要、ワークライフバランスの施策等について学修する。また、ＣＤＰ（キャリア開発計画）について説明
する。
フィールドワークグループワーク3/3
・フィールドワークの調査結果をまとめる。
・グループプレゼンテーションのための資料作成と発表練習を行う。
（復習）
・福利厚生制度とワークライフバランスについて理解しておく。

到達度確認テスト
・これまでの学修内容について、理解度を確認するためのテストを行なう。

（予習）
・到達度確認テストに備えて、これまでの学修内容を確認する。

フィールドワークプレゼンテーション
ケーススタディ（事例研究）演習
・企業の現場で起きた問題の事例を検討して解決策を考える。

（予習）
・グループで個々のプレゼンテーションレベルを合わせるように十分練習を行う。

90

第10回

60

フィールドワークのフィードバック
ケーススタディ グループディスカッション
個人最終プレゼン課題説明

60

60

第15回

（予習）
・ケーススタディの解答を考えてくる。

60

ケーススタディ発表
プレゼンテーション（最終課題）1/2
・聞き手は発表者のプレゼンを客観的に評価する。

（予習）
・プレゼン予定者は、資料作成及び発表練習を十分行う。

プレゼンテーション（最終課題）2/2
・聞き手は発表者のプレゼンを客観的に評価する。
実践人事管理まとめ

（予習）
・プレゼン予定者は、資料作成及び発表練習を十分行う。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。また、随時eメール(miki.mukai@gmail.com)でも受け付けます。

授業の方法
授業は講義、グループワーク、演習、プレゼンテーションなど学生参画型で進めます。全体として、講義を聞くだけの授業はありませんの
で、積極的に授業に参画することが必要です。また、プレゼンテーションの準備はもちろん、他の学生のプレゼン評価を行うなど双方向の
授業を達成するために意欲的に取り組むことが重要です。

成績評価の方法
到達度確認テスト（40%）　課題(20%)  グループワーク(10%)　フィールドワーク（20％)　授業中の発言・質問、予習・復習・プレゼンや
課題の積極的な取り組みを総合評価(10%)

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。
以下の点に着目して、その達成度により評価します。
①企業の人事コア制度（等級、評価、報酬）の関係や内容を説明できる。
②人材育成、教育研修制度を理解している。
③労働時間、ワークスタイルついて説明できる。
④自己のキャリア開発の分析ができる。
⑤グループワークに積極的に参加している。
⑥基本ルールを守ったプレゼンテーションができる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
予備知識は、必要ありません。

テキスト
オリジナルテキスト

参考書
適宜紹介

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の内容、進め方、予習・復習の仕方を説明する。
企業経営史とは何か
・企業経営史を学ぶ意義について理解する。

【予習】指定参考書につき利用可能な図書館やネットショップで所在を調べ、借り出しもしくは購入可
能なものを明らかにしておく。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

黒川光正と虎屋の東京移転
・後陽成天皇の時代にさかのぼる虎屋の歴史をたどり、東京移転を決断した黒川光正の経営について学修する。

【予習】参考書およびWEB情報により、該当企業について調べておく。とらやHP中にある「虎屋の歴
史」を参照すること。{http://www.toraya-group.co.jp/corporate/cor03.html}
【復習】キーワードについて説明できるようにする。

60

渡辺亀次郎と塩瀬総本家
・饅頭の始原から塩瀬の創業・歴史をたどり、現在の塩瀬総本家の基礎を固めた渡辺亀次郎の業績について学修する。

【予習】参考書およびWEB情報により、該当企業について調べておく。
【復習】キーワードについて説明できるようにする。

60

テーマ・概要
　それぞれの時代で日本を代表する企業の数々をわれわれは知っている。それらが産業構造の変化にしたがって浮沈を繰り返し、あるもの
は生き残り、あるものは市場から姿を消した。その一方で、産業構造の変化にもかかわらず、決して目立つこともなく、通奏低音のように
存続し続けた企業もある。最近ではマスコミのもてはやすところとなった社寺建築の金剛組は、何と6世紀に創業した世界最古の企業であ
る。
　本講義では、各時代で日本を代表した企業だけでなく、非常に特徴的な経営内容を持つ企業や、特殊なミッションを背負って経営された
企業など、通史としての経営史ではあまり取り上げられない企業のいくつかを、歴史的な背景とともに紹介する。

ＤＰ６（専門分野の知識・理解）　を実現するため、以下を到達目標とする。
①個別の企業と企業家がそれぞれの時代にどのようなビジネスを課題として発見し、自らに課してそれを実現して行ったかを理解する。
②時代背景と企業のミッションを関連づけて理解できる論理的・多面的思考力を身に付け、企業経営に関する理解力を涵養する。

到達目標

授業の計画と準備学修

経営学特殊講義 （企業経営史）

太田　愛之

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211444207

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

黒川武雄と虎屋の発展
・黒川家に養子に入り、当主となって現在の虎屋の基礎を築いた黒川武雄の経営戦略について学修する。

【予習】参考書およびWEB情報により、該当企業について調べておく。とらやHP中にある「虎屋の歴
史」を参照すること。{http://www.toraya-group.co.jp/corporate/cor03.html}
【復習】キーワードについて説明できるようにする。

60

三井高利と越後屋の創業
・50歳を過ぎて越後屋三井を創業した三井高利の業績と経営手法について学修する。

60

【予習】参考書およびWEB情報により、該当企業について調べておく。三菱グループポータルサイト中
にある「三菱の歴史」を参照すること。{http://www.mitsubishi.com/j/history/}
【復習】キーワードについて説明できるようにする。

60

第9回 岩崎弥之助と三菱財閥の形成
・岩崎弥太郎没後、三菱を「上陸」させた弥之助の経営と、三菱財閥の形成について学修する。

第7回

第8回

【予習】参考書およびWEB情報により、該当企業について調べておく。三井広報委員会HP中にある「三
井の歴史」を参照すること。{http://www.mitsuipr.com/history/index.html}
【復習】キーワードについて説明できるようにする。

三野村利左衛門と幕末維新期の三井
・江戸時代から続く他の豪商（島田・小野など）が姿を消す中で、幕末維新期を乗り切った三井の経営を、三野村の業績を軸に
学修する。

【予習】参考書およびWEB情報により、該当企業について調べておく。三井広報委員会HP中にある「三
井の歴史」を参照すること。{http://www.mitsuipr.com/history/index.html}
【復習】キーワードについて説明できるようにする。

60

中上川彦次郎による三井の工業化と益田孝による商業化
・明治・大正期における三井財閥の形成にあたり、工業化路線と商業化路線の対立・交代を軸に、2人の立役者の経営戦略と業績
について学修する。

60

【予習】参考書およびWEB情報により、該当企業について調べておく。三井広報委員会HP中にある「三
井の歴史」を参照すること。{http://www.mitsuipr.com/history/index.html}
【復習】キーワードについて説明できるようにする。

60

岩崎弥太郎と三菱の創業
・幕末維新期における政商岩崎弥太郎の活躍と三菱の創業について学修する。

【予習】参考書およびWEB情報により、該当企業について調べておく。三菱グループポータルサイト中
にある「三菱の歴史」を参照すること。{http://www.mitsubishi.com/j/history/}
【復習】キーワードについて説明できるようにする。
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60

第11回

第12回

第13回

武藤山治と鐘紡
・鐘紡を再興した武藤山治の業績と経営家族主義について学修する。

【予習】参考書およびWEB情報により、該当企業について調べておく。公益社団法人國民會館HP中にあ
る「武藤山治記念室」の記事を参照すること。{http://www.kokuminkaikan.jp/about/founding.html}
【復習】キーワードについて説明できるようにする。

後藤新平と満鉄の創業
・国策会社にして植民地経営のための「満洲版東インド会社」として設立された満鉄の創業と、初代総裁となった後藤新平の経
営理念について学修する。

【予習】参考書およびWEB情報により、該当企業について調べておく。
【復習】キーワードについて説明できるようにする。

小林一三と阪急
・電鉄経営から出発してターミナル駅における百貨店経営、住宅開発・不動産経営、リゾート開発、歌劇団創設など、アイデア
に満ちた小林一三の阪急経営について学修する。

【予習】参考書およびWEB情報により、該当企業について調べておく。阪急文化財団HP中にある「小林
一三(逸翁)について」および「小林一三年譜」を参照すること。{http://www.hankyu-
bunka.or.jp/about/itsuo/index.html}
{http://www.hankyu-bunka.or.jp/about/itsuo/biography.html}
【復習】キーワードについて説明できるようにする。

60

第10回

60

吉田忠雄とYKK
・ファスナーで世界一のシェアを誇り、アルミ建材でも大手となったYKKについて、初代経営者である吉田忠雄の経営理念・経営
手法を軸に学修する。

60

120

第15回

【予習】参考書およびWEB情報により、該当企業について調べておく。
【復習】キーワードについて説明できるようにする。

60

到達度確認テスト
・これまでの学修内容について、理解度を確認するためのテスト

【予習】到達度確認テストに備え、これまでの学修内容を確認する。

到達度確認テストの解説・質疑応答
授業のまとめ

【復習】到達度確認テストの結果を受けて、この授業を振り返り、到達目標と自分の理解度とを点検
し、不足している知識等を確認し、学修する。

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
パワーポイントによるスライドを用い、講義形式で行う。受講者は必要に応じてスライドの内容をノートに取ることが求められる。なお、
コメントカード、テストの狙いは以下のとおりである。
・コメントカード：それまでの講義をどのように理解してきたかを問う。内容は受講者に任せられるが、理解度および授業への取り組みの
真剣さを確認する。
・到達度確認テスト：授業全体の学修内容についての理解度を確認する。

成績評価の方法
コメントカードへの累積評価(2回：20％）、到達度確認テスト（1回：80%）で評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
上記、到達目標の達成度に基づいて評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
日本経営史、日本経済史に関する科目全般。ただし、先修科目として履修の条件とするものではない。

テキスト
使用しない。

参考書
川島英子『まんじゅう屋繁盛記：塩瀬の650年』岩波書店、2006年
黒川光博『虎屋 和菓子と歩んだ五百年』新潮新書、2005年
柴垣和夫『三井・三菱の百年』中公新書、1968年
宮本又郎『企業家たちの幕末維新』メディアファクトリー新書、2012年
河合敦『岩崎弥太郎と三菱四代』幻冬舎新書、2010年
武藤治太『カネボウの興亡——日本近代経営史の光と影』新風書房、2010年
原田勝正『増補 満鉄』日本経済評論社、2007年
小林一三『私の行き方 阪急電鉄、宝塚歌劇を創った男』PHP文庫、2006年
木村勝美『獅子が吼える——YKK創始者吉田忠雄の生涯』リヨン社、1995年 
その他、授業中に随時紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の内容，進め方等を説明する。
会計とは？
・会計の体系を学修する。

【復習】
キーワードについて説明できるようにする。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

各種原価概念（１）
・直接費／間接費について学修する。
製造間接費とは？
・製造間接費の配賦の必要性について学修する。

【復習】
キーワードについて説明できるようにする。

60

原価の内容
・材料費，労務費，経費，製造原価，販売費，一般管理費，総原価について学修する。

【復習】
キーワードについて説明できるようにする。

60

テーマ・概要
　簿記（複式簿記）は商業簿記と工業簿記とに大別できますが，この授業では，工業簿記について学びます。商業簿記は商店等の商業が対
象とされていますが，工業簿記では製造業（メーカー）が対象とされています。つまり，複式簿記の機構を製造業に適用したものが工業簿
記です。簿記・会計との関連で，製造業において特に重要な課題とされるのは，製造した製品の原価をいかに計算するかということです。
その計算の仕組み自体に焦点を当てているのが原価計算です。他方，その計算過程を複式簿記の機構を用いて記録することに焦点を当てて
いるのが工業簿記です。このように両者を区別することもできますが，そもそも計算結果が分からなければ記録することもできませんか
ら，授業では，原価計算の基礎についても併せて学修していきます。
　授業では，その基礎となる各種の原価概念について取り上げます。そして，費目別計算と製品別計算について学びます。その中でも特
に，製造間接費の予定配賦が重要となります。

DP6（専門分野の知識・理解）、７（総合マネジメント力）を実現するため、次の３点を到達目標とします。
① 各種の原価概念を説明できる。
② 製造間接費の配賦計算および差異分析ができる。
③ 総合原価計算によって完成品原価を算定できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

経営学特殊講義 （上級簿記）

新江　孝

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211444209

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

原価とは？
・原価の定義，支出原価，機会原価について学修する。
原価と類似概念
・原価と費用，原価と価格，原価と価値の相違を学修する。

【復習】
キーワードについて説明できるようにする。

60

各種原価概念（２）
・変動費／固定費について学修する。
コスト・マネジメントとは？
・コスト・マネジメントの体系について学修する。

60

【復習】
・キーワードについて説明できるようにする。
・（特に重要！）計算問題を解き直す。

90

第9回 製造間接費の予定配賦（２）
・差異分析の方法について学修する。

第7回

第8回

【復習】
キーワードについて説明できるようにする。

原価計算の基礎
・原価計算期間，製造原価の計算手順について学修する。
・材料費，労務費，経費の基本的な計算方法について学修する。

【復習】
・キーワードについて説明できるようにする。
・計算問題を解き直す。

90

製造間接費の配賦
・配賦基準について学修する。
製造間接費の実際配賦
・実際配賦の計算方法について学修する。

90

【復習】
・キーワードについて説明できるようにする。
・計算問題を解き直す。

90

製造間接費の予定配賦（１）
・製造間接費の予定配賦の方法について学修する。

【復習】
・キーワードについて説明できるようにする。
・（特に重要！）計算問題を解き直す。
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90

第11回

第12回

第13回

製造間接費の予定配賦（３）
・予定配賦の理論について学修する。
・製造間接費の管理方法について学修する。

【復習】
・キーワードについて説明できるようにする。

部門別計算
・部門別計算の概要について学修する。
製品別計算（１）
・仕掛品の概念を学修する。
・個別原価計算と総合原価計算の相違について学修する。
・個別原価計算の方法について学修する。
【復習】
・キーワードについて説明できるようにする。
・計算問題を解き直す。

製品別計算（２）
・加工進捗度の概念を学修する。
・総合原価計算の方法について学修する。

【復習】
・キーワードについて説明できるようにする。
・（特に重要！）計算問題を解き直す。

60

第10回

90

総合原価計算
・平均法・先入先出法の計算について学修する。

60

120

第15回

【復習】
・キーワードについて説明できるようにする。
・（特に重要！）計算問題を解き直す。

90

到達度確認テスト
・これまでの学修内容について，理解度を確認するため
のテスト

【予習】到達度確認テストに備え，こ
れまでの学修内容を確認する。

授業のまとめ・質疑応答

【復習】授業全体を振り返り，到達目標
と自分の理解度とを点検し，不足して
いる知識等を確認し，学修する。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
　授業は講義を中心とします。口頭のみで説明することもあるので，適宜ノートをとる必要があります。授業時間中に計算演習を行うこと
もありますので，電卓を必ず持参して下さい。自ら考える機会を設ける目的で、授業時間中に簡単な課題を課すことがあります。
　なお，上で示された準備学修の時間はあくまで目安ですので，各自の理解度に応じて取り組む必要があります。

成績評価の方法
平常点（30％）と到達度確認テスト（1回：70％）により総合的に評価します。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。
次の点に着目し、その達成度により評価します。
① 各種の原価概念および原価計算の基本的な仕組みを理解している。
② 製造間接費の配賦計算ができる。
③ 製造間接費の差異分析ができる。
④ 総合原価計算によって完成品原価、期末仕掛品原価を算定できる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「企業会計入門」で学習した会計・簿記の基本的な知識を習得していることを前提として講義を行います。「コスト・マネジメント」，
「管理会計」，「戦略支援システム」との関連性が高いため，併せて履修すると学修の効果がより高まると期待されます。

テキスト
『新検定　簿記講義２級工業簿記』，岡本清・廣本敏郎編著，中央経済社（このテキストは後期開講の「コスト・マネジメント」のテキス
トと同一です）

参考書
『原価計算〈６訂版〉』，岡本清著，国元書房（必要な際に、図書館等で参照してください）

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

・ガイダンス：授業の内容、進め方を説明する。
・身近なリスク：身近なリスクを洗い出し、リスクとは何かを学ぶ。

予習：身近なところで、何がリスクなのかを考える。
復習：なぜリスクなのかを検討する。

60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第4回

第2回

・企業を取り巻くリスク2：企業においてリスクをどう理解すべきか（企業におけるリスクマネジメントの位置づけ）を学ぶ。
・リスクマネジメントの役割：企業においてリスクマネジメントに何が期待されているのか、何をアウトプットしていく必要が
あるのかを学ぶ。

予習：企業におけるリスクの意味について考える。
復習：リスクマネジメントに求められる役割を整理する。

60分

・リスクマネジメントの背景：リスクマネジメントの歴史、関係する法律や規格を学ぶ
・RMの規格：ISO 31000の概要と特徴を学ぶ
・第1回〜第4回の授業を踏まえ課題レポート①を提出（課題として、「リスクマネジメントの位置づけと役割について」を予
定）

・企業の理解：組織や活動、ステークホルダー（利害関係者）等、企業の概要を確認する。
・企業を取り巻くリスク1：企業におけるリスクを洗い出しながら、リスクの概念を学ぶ。

予習：企業とは何か、確認しておく。
復習：企業におけるリスクとその理由を考える。

60分

テーマ・概要
　企業を取り巻くリスクには、取引先の倒産、仕入れ先の業務停止、品質不良、景気の悪化、為替の変動、法令の改変、法律等の違反、経
営判断の誤り、不祥事、従業員の怪我、悪い評判の発生、火災、地震、洪水等々、実に様々なものがあります。
　企業は、これらのリスクの中で事業を進めていかなければなりません。リスクが現実のものとなることを予防するとともに、たとえ現実
のものとなっても、その影響を最小限に抑えることが求められます。
　そのためには、先ず、様々なリスクの中で自社の事業や組織、資産等に関連するリスクを認識する必要があります。どんな企業でもすべ
てのリスクに対応することはできませんので、認識したリスクの内、どのリスクに対応するのか、どう対応するのかを決めなければなりま
せん。そして、実際に対応していかなければなりません。多くの場合、リスクがいつ現実のものとなるか分からないので、いつ起こっても
対応できるように “備え”を維持・管理しておくことも必要となります。運悪くリスクが現実のものとなった場合には、効果的に対応し
なければなりません。
　この授業では、リスクマネジメントの基本的な概念と実際にどのように進めるのかを、以下のような視点から学びます。
・私たちを取り巻くリスク：身近なことからリスクとは何かを考えながら、リスクの概念を学びます。
・企業を取り巻くリスク：企業はどんな活動をしているのか、どんな組織なのか、外部とどのようにつながっているのか等を学びながら、
企業におけるリスクとは何かを学びます。
・リスクマネジメントの役割：企業経営においてリスクマネジメントには何が期待されているのか、何をアウトプットしていかなければな
らないのかを学びます。
・リスクマネジメントの方法：リスクマネジメントの一つの方法として、国際規格ISO31000が発行されています。授業では、この規格を
ベースとして、リスクマネジメントの方法を学びます。
・リスクマネジメントの実際：企業におけるリスクマネジメントの実例を、公開情報から学びます。
・リスク対応の実際：実際にリスクが顕在化した場合の企業の対応を、公開情報から学びます。
　リスクマネジメントは、“実学”として、様々の分野の知識や考え方を必要とします。従って、受講者諸君が、これまでの人生で学んだ
ことを統合し実践してみるよい機会ではないかと考えます。

ＤＰ６（専門分野の知識・理解）　を実現するため、リスクマネジメントの理論と実際を学ぶことを通じ、リスクマネジメントの役割とそ
の概念、方法等を修得することを到達目標とします。

到達目標

授業の計画と準備学修

経営学特殊講義 （リスクマネジメント）

長井　健人

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211444210

2 2019年度 前期
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第5回

第6回

予習：リスクマネジメント周辺の用語を整理する。
復習：法令で企業に求められているリスクマネジメントに関連して事項を整理する。

60分

・リスクマネジメントのプロセス1：リスクの発見の手法を学ぶ。
・リスク発見手法の実践：学んだ手法を使いリスクを抽出する（演習・発表）。

60分

第11回

予習：確実にリスク対応するための方法を考える。
復習：リスクマネジメントのプロセスの全体を確認する。演習で完成出来なかったモニタリング、レ
ビューの実施体制、実施方法を完成させる。

60分

・リスクマネジメントの枠組み1：リスクマネジメントのプロセスを進めるために企業に求められる体制や仕組み等について検討
する（演習・発表）。
・企業におけるリスクマネジメント体制や仕組みについて事例を基に学ぶ。

予習：企業に求められるリスクマネジメントの体制や仕組み等を考える。
復習：実際の企業におけるリスクマネジメント体制について他事例を選定する。

・リスクマネジメントの枠組み2：企業のリスクマネジメント体制や仕組みのあり方を検討し発表する（演習・発表）。
・第5回〜第11回の授業における演習の成果をまとめレポート②として提出

60分

第9回

第10回

・リスクマネジメントのプロセス5：リスク対応の実施、モニタリング、レビューを学ぶ。
・モニタリング、レビューの実施体制、実施方法を検討する（演習・発表）。

第7回

第8回

予習：リスクマネジメントの各プロセスを概観する。
復習：リスク発見の手法の概要を確認する。演習で完成出来なかったリスク抽出を完成させる。

・リスクマネジメントのプロセス2：リスクの内容とその影響について学ぶ。
・抽出したリスクについて、その内容と影響を整理する（演習・発表）。

予習：抽出したリスクのないようとその影響を考える。
復習：演習で完成出来なかったリスクの内容と影響の整理を完成させる。

60分

・リスクマネジメントのプロセス3：リスクの評価方法を学ぶ。
・リスク評価の実践：リスクの評価方法について検討し評価する（演習・発表）。

60分

予習：リスク評価の目的を考える。
復習：リスク評価方法の概要を確認する。演習で完成出来なかったリスク評価を完成させる。

60分

・リスクマネジメントのプロセス4：重要リスクの選定およびリスク対応計画の要件を学ぶ
・重要リスク選定、対応計画立案の実践：重要リスクを選定し、対応計画を立案する（演習・発表）。

予習：重要リスク選定の意味を考える。
復習：重要リスク対応の方向性を確認し、演習で完成出来なかったリスク対応計画を完成させる。
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60分

第12回

第13回

予習：選定した企業についてその事業環境、事業体制などを調べる。
復習：他発表者の意見を振り返る。

・リスク対応：災害対応のあり方（緊急時対応、事業継続など）について学ぶ。
・第13回〜第15回の授業の進め方と到達度確認レポート提出方法の説明

予習：災害時の企業の対応において必要となることを考える。
復習：災害時の緊急対応と事業継続についてポイントを確認する。

授業の方法
授業は、パワーポイントスライドを用いた講義と受講者間でのディスカッション/発表という形で進めます。
●授業では、できるだけ受講者間によるディスカッションおよび発表する時間を確保します。
●レポートの提出期限は、授業の中で指定します。
●授業の進捗は、受講者の理解状況に応じて変更します。

成績評価の方法
3回のレポート（15％＋15％＋20％＝50％）、授業に臨む姿勢や討議での積極性（時間厳守）等（50％）により総合的に評価します。
また、自ら理解し考え、課題を解決する力を養うことを主眼としていることから、様々な情報を理解すると共に自らの知見と合わせて総合
的に考察すること重視し、それらに基づく発表やディスカッション、自発的なレポート提出は加点的に評価します。

成績評価の基準

60分

・リスク対応：既存事例を基に、事故/不祥事、経営難等の回避や発生時の対応のあり方について学ぶ（発表、ディスカッショ
ン）。

60分

60分

第15回

予習：近年の事故/不祥事、経営難等についての調査、発表準備。
復習：発表結果およびディスカッションを踏まえたレポート作成、提出。

60分

・リスク対応：既存事例を基に、事故/不祥事、経営難等の回避や発生時の対応のあり方について学ぶ（発表、ディスカッショ
ン）。

予習：近年の事故/不祥事、経営難等についての調査、発表準備。
復習：発表結果およびディスカッションを踏まえたレポート作成、提出。

・リスク対応：既存事例を基に、事故/不祥事、経営難等の回避や発生時の対応のあり方について学ぶ（発表、ディスカッショ
ン）。
・第13回以降の発表およびレポートについて講評する。

予習：近年の事故/不祥事、経営難等についての調査、発表準備。
復習：発表結果およびディスカッションを踏まえたレポート作成、提出。

第14回
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随時、電子メールで受け付ける。

成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価します。
①リスクマネジメントの位置づけと役割について理解している
②リスクマネジメントのプロセスについて理解している
③リスクマネジメントの枠組みについて理解している
④リスク対応のあり方ついて理解している

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特に必要な予備知識はない。

テキスト
プリントを使用します。

参考書
a. 日本規格協会、『JISQ31000:2010　RM−原則及び指針』(2010)
b. 日本規格協会、『JISQ22301:2013　社会セキュリティ−事業継続マネジメントシステム−要求事項』(2013)
その他、授業の中で紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

① 履修上の留意事項（試験や評価など） 
② ガイダンス（租税法を学ぶ意義）
③ イントロダクション（租税の意義と種類）

【復習】今回学んだ租税法のテクニカルターム（キーワード）について説明できるようにする。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

租税法の法源、租税法の解釈と適用

【復習】今回学んだ租税法のテクニカルターム（キーワード）について説明できるようにする。 60

租税法の基本原則（租税法律主義と租税公平主義）

【復習】今回学んだ租税法のテクニカルターム（キーワード）について説明できるようにする。 60

テーマ・概要
　租税法は、私たちの生活に密着した身近な学問です。企業経営においても、租税法の知識は不可欠といえます。 　　そこで、この授業
では、法人税を中心とした租税法の概論を学修します。具体的には、租税法全体に共通する基本的な考え方と、法人税や消費税等を中心に
国税の概要を理解することを目標とします（この授業では、どちらかというと企業経営に関連した企業周りの税を多く扱います。なお、個
人の所得税については、別の授業（基盤特殊講義 （租税法基礎））の方で詳しく扱います）。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、次の点を到達目標とする。
① 租税法の基本原則の理解を通じたリーガルマインドの醸成を目標とする。より具体的には、租税法の諸原則（とくに租税法律主義）に
ついて説明できるとともに、実社会での事例に適用できるようになること。
② 法人税等を中心に国税の基礎知識を修得し、説明できるようになること。

到達目標

授業の計画と準備学修

経営学特殊講義 （租税法）

伊藤　公哉

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211444214

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

所得税の概要（所得税法総説、所得の意義）

【復習】今回学んだ租税法のテクニカルターム（キーワード）について説明できるようにする。 60

法人税（法人税総説、法人税の課税要件）

60

【復習】今回学んだ租税法のテクニカルターム（キーワード）について説明できるようにする。 60

第9回 法人税（給与、減価償却）
法人税（同族会社、税額控除、申告手続）

第7回

第8回

【復習】今回学んだ租税法のテクニカルターム（キーワード）について説明できるようにする。

法人税（事業年度と決算、益金の額、損金の額、資本等取引）

【復習】今回学んだ租税法のテクニカルターム（キーワード）について説明できるようにする。 60

法人税（公正処理基準、年度帰属、受取配当等）

60

【復習】今回学んだ租税法のテクニカルターム（キーワード）について説明できるようにする。 60

法人税（売上原価、寄附金、交際費等）

【復習】今回学んだ租税法のテクニカルターム（キーワード）について説明できるようにする。
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60

第11回

第12回

第13回

相続税

【復習】今回学んだ租税法のテクニカルターム（キーワード）について説明できるようにする。

相続税、贈与税

【復習】今回学んだ租税法のテクニカルターム（キーワード）について説明できるようにする。

消費税（消費税総説）

【復習】今回学んだ租税法のテクニカルターム（キーワード）について説明できるようにする。

60

第10回

60

消費税（仕入税額控除）

60

60

第15回

【復習】今回学んだ租税法のテクニカルターム（キーワード）について説明できるようにする。 60

国際租税法（移転価格税制など）

【復習】今回学んだ租税法のテクニカルターム（キーワード）について説明できるようにする。

まとめ

【復習】今回学んだ租税法のテクニカルターム（キーワード）について説明できるようにする。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
　基本的には、教科書またはレジュメを用いて講義形式で授業を行う予定です。
　なお、各回で扱う範囲については、受講者の理解を確認しながら弾力的に講義を進めていくこととし、一部変更する場合があります。そ
こで、常にポータルで連絡事項を確認してください。また、期末試験は、受講者が少ない場合、授業内に実施する場合もあります。
　上で示された準備学修の時間はあくまで目安であって、各自の理解度に応じて取り組むこと。

成績評価の方法
　到達目標の達成度をはかる期末試験（70％）、およびレポート課題と授業への参加・貢献の状況等（30％）を通じて総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し、その達成度により評価する。
① 租税法の基本原則の理解を通じたリーガルマインドの醸成を目標とする。より具体的には、租税法の諸原則（とくに租税法律主義）に
ついて説明できるとともに、実社会での事例に適用できるようになること。
② 法人税や消費税等の国税の基礎知識を修得し、説明できるようになること。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
　法人税や消費税の学修にあたっては、企業会計入門などで学修した企業会計の知識があると理解が深まります。

テキスト
初回の授業で教科書について説明をしますので、それまで入手は待ってください（毎年税制改正があることから、最新の内容で授業を行い
たいため）。
※授業では適宜レジュメも配布する予定です。

参考書
　租税法における所得概念については、伊藤公哉『アメリカ連邦税法〔第７版〕』（中央経済社，2019年）第Ⅰ章（租税と所得概念）が詳
しい。
　なお、租税法の解釈にあたっては、法文の丁寧な読み込みが不可欠です。しかし、小型の六法には収録されていません。法規集等もあり
ますが、とても高価です。重要な法令はレジュメでも紹介しますが、以下で紹介するウェブサイトも有用です。
・法令データ提供システム（税法を含む法令の検索が可能）
　http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
・裁判所（裁判例の検索が可能）
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1
・国税庁（法令解釈通達の検索が可能）
　https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/menu.htm
また、租税判例は、ＴＫＣローライブラリー（情報図書館の法律データベース）も充実しています。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の内容、進め方、成績評価方法などを確認する。

【予習】これまでの履修で使用したテキストや資料などを振り返り、営利法人（株式会社など）の事業
や会計について復習する。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

非営利組織とマネジメント1
・営利法人と同じように直面する財源調達の問題について考察する。

【復習】提示された課題について、授業内容を振り返りながら回答を用意する。 60

営利法人と非営利法人の違い
・営利と非営利を分ける必要がある理由について考察する。

【復習】提示された課題について、授業内容を振り返りながら回答を用意する。 60

テーマ・概要
　非営利法人は利益の追求を主な目的とはしない組織体であり、プライベート・セクターとパブリック・セクターに区分されています。前
者は、社会福祉、環境保全など近年注目される分野での活動が飛躍的に広がり、近年、その活動に対する社会的関心が急速に高まっていま
す。と同時に、情報公開要求や会計制度の見直しなど、従来の制度に対する改革のうねりが強まっています。他方、後者のセクターは、主
に地方自治体や独立行政法人を指しています。この授業では、主に前者のプライベート・セクターを取り上げ、その事業の運営について、
また運営の基本となる会計に光を当てていきます。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、次の3点を到達目標とする。
①非営利法人の存在意義について理解できる。
②非営利法人の事業について、営利法人との違いを説明できる。
③非営利法人の会計について、営利法人との違いを説明できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

経営学特殊講義 （非営利法人の事業と会計）

高橋　史郎

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111444218

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

非営利組織とマネジメント2
・財源調達の問題についての受講生の意見を紹介し、問題解決のための意見交換を行う。

【復習】意見交換の内容を振り返りながら、自分の回答について再考察する。 60

公益法人について1
・公益法人の事業と会計について基本部分を理解する。

60

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 60

第9回 医療法人について1
・医療法人の事業と会計について基本部分を理解する。

第7回

第8回

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。

公益法人について2
・公益法人の事業と会計について身近な例に照らして理解を深める。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 60

学校法人について1
・学校法人の事業と会計について基本部分を理解する。

60

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 60

学校法人について2
・学校法人の事業と会計について身近な例に照らして理解を深める。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。
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60

第11回

第12回

第13回

医療法人について2
・医療法人の事業と会計について実例を参照しながら理解を深める。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。

社会福祉法人について1
・社会福祉法人の事業と会計について基本部分を理解する。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。

社会福祉法人について2
・社会福祉法人の事業と会計について実例を参照しながら理解を深める。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。

60

第10回

60

非営利法人が抱える問題点とその解決策
・これまでの授業で取り上げた内容をレビューして改めて非営利法人が抱えている問題点を整理し、その解決策を模索する。

60

60

第15回

【復習】これまでの授業内容を振り返り、レポートを作成する。 60

宿題レポートのレビュー1
・提出されたレポートを紹介し、意見交換を行う。

【復習】意見交換の内容をを振り返りながら、自分のレポートにフィードバックさせる。

宿題レポートのレビュー2と授業のまとめ
・提出されたレポートを紹介し、意見交換を行う。
・これまでの学修内容を振り返り、各自が理解度を確認する。質疑応答を行う。

授業のまとめを踏まえ、到達目標と自分の理解度のかい離をチェックし、不足部分について学修する。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
配布プリントに基づいて講義形式で進めますが、トピックに応じて適宜ディスカッションや質疑応答などの双方向のやり取りも交えていき
ます。講義内容を補足・補強するために、必要に応じてビデオなども見てもらいます。また、講義内容に関連した課題を数回提出してもら
う予定です。課題への回答は、教室提出（報告を含む）とポータルサイトでの提出を予定しています。

成績評価の方法
平常点（課題提出や宿題レポートなど）と期末の課題（教場試験またはレポート）により総合的な評価をします。評価の割合は次のとおり
です。
・平常点　40％
・期末課題　60％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。次の点に着目し、その達成度により評価します。
①非営利法人の存在意義について理解できる。
②非営利法人の事業について、営利法人との違いを説明できる。
③非営利法人の会計について、営利法人との違いを説明できる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「企業会計入門」や「企業経営入門」などで学修した会計の基本的な知識を習得していることを前提として授業を進めます。会計のエント
リーレベルをクリアした人で、さらに企業とは異なる非営利法人の事業や会計の現状をリアルにつかみたい、と考える人に受講をお勧めし
ます。

テキスト
特定のテキストは使用しません。授業でプリントを配布します。

参考書
授業中に随時紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス:
授業の内容、進め方、予習･復習の仕方等を説明する。成績評価方法を確認する。

【予習】シラバスをよく読み、内容を把握する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

キーワード＃１のディスカッション
各自が準備した課題のプレゼンとディスカッションを行う。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 60

キーワード＃１のレクチャー
経営情報に関する理論や知識を修得する。
次週課題のテーマについて理解する。

【予習】次回のテーマに関する企業事例の収集と意見構築の課題を行う。 90

テーマ・概要
＜テーマ＞企業にかかわる「経営情報」について理解し，自分の意見を構築する。
　人々の志向が多様化する中で，「個」を認め合い受け入れ理解することが重視される。この流れに企業も適応する必要があるため，企業
経営においてはさまざまな新しいキーワードが次々に登場する。IoT，WLB，プラットフォームビジネス，フィンテック，マイクロインフル
エンサー，シェアリングエコノミー…など，聞いたことがあるのでは？
　この授業では，皆さんが日々マスメディアで目や耳にする「経営情報」である最近のビジネスキーワードをいくつか取り上げ，それら理
解を深めると共に，企業事例を用いたディスカッションを通じて自らの意見を構築と発信をする。経営情報に関する理論や背景などの知識
を修得するだけでなく，経営情報に関する情報を収集する能力，経営情報に関する意見を発信する能力も培うことが狙いである。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するために、次の3点を到達目標とする。
1. さまざまな経営情報の知識を修得すること。
2. 学んだ経営情報に関連する追加情報を自ら収集する能力を身につけること。
3. 収集した情報に対して意見構築をし，他者に発信する能力を身につけること。

到達目標

授業の計画と準備学修

経営学特殊講義 （経営情報）

山崎　由香里

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111444221

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

キーワード＃２のレクチャー
経営情報に関する理論や知識を修得する。
次週課題のテーマについて理解する。

【予習】次回のテーマに関する企業事例の収集と意見構築の課題を行う。 90

キーワード＃２のディスカッション
各自が準備した課題のプレゼンとディスカッションを行う。

60

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 60

第9回 キーワード＃４のディスカッション
各自が準備した課題のプレゼンとディスカッションを行う。

第7回

第8回

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。

キーワード＃３のレクチャー
経営情報に関する理論や知識を修得する。
次週課題のテーマについて理解する。

【予習】次回のテーマに関する企業事例の収集と意見構築の課題を行う。 90

キーワード＃３のディスカッション
各自が準備した課題のプレゼンとディスカッションを行う。

90

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 60

キーワード＃４のレクチャー
経営情報に関する理論や知識を修得する。
次週課題のテーマについて理解する。

【予習】次回のテーマに関する企業事例の収集と意見構築の課題を行う。
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60

第11回

第12回

第13回

キーワード＃５のレクチャー
経営情報に関する理論や知識を修得する。
次週課題のテーマについて理解する。

【予習】次回のテーマに関する企業事例の収集と意見構築の課題を行う。

キーワード＃５のディスカッション
各自が準備した課題のプレゼンとディスカッションを行う。

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。

キーワード＃６のレクチャー
経営情報に関する理論や知識を修得する。
次週課題のテーマについて理解する。

【予習】次回のテーマに関する企業事例の収集と意見構築の課題を行う。

90

第10回

90

キーワード＃６のディスカッション
各自が準備した課題のプレゼンとディスカッションを行う。

60

90

第15回

【復習】今回のキーワードについて説明できるようにする。 60

キーワード＃７のレクチャー
経営情報に関する理論や知識を修得する。
次週課題のテーマについて理解する。

【予習】次回のテーマに関する企業事例の収集と意見構築の課題を行う。

キーワード＃７のディスカッション
各自が準備した課題のプレゼンとディスカッションを行う。

【復習】授業で学んだすべてのキーワードについて説明できるようにする。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　経営情報に関する理論や知識を修得する講義形式（偶数回）と，学生自らが企業事例を収集し意見を構築して授業内で発表し，ディス
カッションを行うディスカッション形式（奇数回）で進める。
偶数回には教員から，経営情報に関する背景や理論のレクチャーが行われ，次回までの課題テーマが発表される。
奇数回には学生各自が，前回の課題テーマに関連する「企業事例」を検索収集してそれに対する意見を持ち寄り，授業内で発表とディス
カッションを行う。
　なお，授業方法の詳細は，受講者数や授業進捗により若干変更になる場合がある。

成績評価の方法
平常点（授業への参加状況や宿題の提出状況）（80%）と毎回の提出課題の内容（20%）を基準に総合的に評価する。
平常点として，隔週で行われる提出課題とディスカッションが評価対象である。
学期末試験は行わない予定のため，毎回の授業内の取り組みと隔回の提出課題が重視される。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し、その達成度により評価する。
①授業で取り上げた理論を理解し、説明できる。
②経営情報に関する事例収集を行い，意見構築ができる。
③企業事例に関する意見を的確に発信し，他者との的確なディスカッションができる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし／企業経営入門・企業会計入門／特になし

テキスト
毎回配布するプリント

参考書
必要に応じて紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス（テキストP-1）
・授業の全体像、進め方、予習・復習の仕方等を説明する。
・基礎解析を学修する上での基本的な考え方を説明する。

【予習】学生への序文、テキストP-1を熟読。 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

２次関数とグラフ（頂点とy=0の解）（テキストP-2）
・２次関数に関する基本事項・用語について理解する。
・２次関数の平方完成を修得し、頂点、軸の方程式が導出できるようにする。

【予習】テキストP-2を読み、２次関数に関する基本事項・用語について予習しておくこと。
【復習】２次関数のグラフの概形が描けるようにする。

60分

関数とグラフの概説（テキストP-1, 続き）
・座標平面に関する基本事項・用語について理解する。
・関数の定義、および、基本事項・用語について理解する。

【予習】テキストP-1を読み、関数の定義、および、基本事項・用語について予習をしておくこと
【復習】復習問題の理解を確認しておく。

60分

テーマ・概要
経済・経営学部の学生が、将来の勉強に必要とされるであろう「解析の基礎知識」を修得することを目的とする。初学者を想定し、高校で
の基礎解析の内容（関数とグラフ）からはじめ、高校理系（数II,III）の微分程度の内容を講義する。また、様々な関数の扱いに習熟し、
最大・最小問題の考え方を体系的に学ぶ。さらには、関数の知識を利用し、応用問題を解決できる能力の育成を目指す。

DP1(教養の修得)を実現するため、以下を到達目標とする。
基礎解析の重要な手法（微分法、関数の最大・最少問題の扱い等）、および考え方を学び、応用できる力を身につけます。

到達目標

授業の計画と準備学修

基礎解析 ＜１＞

井上　潔司

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211450101

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

２次関数とグラフの応用問題（テキストP-4,5）
・２次関数を用いた様々な応用問題の考え方について理解する。
・２次関数のグラフを用いて応用問題の解き方を修得する。

【予習】テキストP-4, 5を読み、２次関数を用いた様々な応用問題の考え方について予習しておくこ
と。
【復習】最大・最少問題の基本的な解き方について確認しておく。

90分

指数関数と対数関数のグラフ（テキストP-3）
・指数・対数関数の定義・基本事項・用語について学ぶ。
・様々なタイプの指数関数と対数関数のグラフを描く。

90分

【予習】テキストP-8を読み、微分法の諸公式（積の微分公式、商の微分公式、等）を理解する。
【復習】微分法の公式（積の微分公式、商の微分公式、等）を修得しておく。

90分

第9回 微分法の基礎（テキストP-8, 続き）
・微分法の諸公式（積の微分公式、商の微分公式、等）を理解する。
・実例を通して微分公式の適用方法を学ぶ。

第7回

第8回

【予習】テキストP-3を読み、指数・対数関数の定義・基本事項・用語について確認すること。
【復習】指数関数と対数関数の関係を理解し、グラフの概形が描けるようにする。

指数・対数関数グラフと応用（テキストP-5,6）
・指数・対数関数を用いた様々な応用問題の考え方について理解する。
・指数・対数関数のグラフを用いて応用問題の解き方を修得する。

【予習】テキストP-5, 6を読み、指数・対数関数を用いた様々な応用問題の考え方について予習してお
くこと
【復習】最大・最少問題の基本的な解き方について確認しておく。

60分

関数の極限（テキストP-7）
・関数の極限の定義について理解する。
・不定形の極限が導出方法を学ぶ。

60分

【予習】テキストP-7を読み、関数の極限の定義について理解する。
【復習】様々なタイプの極限の導出方法を修得する。

90分

導関数の定義（テキストP-8）
・平均変化率・微分係数・導関数の定義について理解する。
・接線の方程式の導出方法を学ぶ。

【予習】テキストP-8を読み、平均変化率・微分係数・導関数の定義について理解する。
【復習】導関数の計算ができるように復習する。
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90分

第11回

第12回

第13回

微分法（合成関数，指数関数，対数関数）（テキストP-9）
・合成関数の微分法について学ぶ。
・指数・対数関数の微分法を修得する。

【予習】テキストP-9を読み、指数・対数関数の微分法を修得する。
【復習】合成関数の微分法を修得しておくこと。

関数の増減と極大極小（テキストP-10）
・導関数を用いた関数の増減の調べ方、極値の求め方を学ぶ。
・導関数を用いた関数の凹凸の調べ方、変曲点の求め方を学ぶ。

【予習】テキストP-10を読み、関数の増減の調べ方、極値の求め方について予習しておくこと。
【復習】第1次導関数、第2次導関数の利用方法について確認しておく。

導関数を用いた応用問題1（テキストP-11）
・微分法を用いた様々な応用問題の考え方について学ぶ。
・関数のグラフを用いて応用問題の解き方を修得する。

【予習】テキストP-11を読み、微分法を用いた様々な応用問題の考え方について予習しておくこと。
【復習】最大・最少問題の基本的な解き方について確認しておく。

60分

第10回

90分

導関数を用いた応用問題2（テキストP-12）
・微分法を用いた様々な応用問題の考え方について学ぶ。
・関数のグラフを用いて応用問題の解き方を修得する。

60分

60分

第15回

【予習】テキストP-12を読み、微分法を用いた様々な応用問題の考え方について予習しておくこと。
【復習】最大・最少問題の基本的な解き方について確認しておく。

90分

2変数関数のグラフと極限値（テキストP-13）
・２変数関数に関する基本事項・用語について学ぶ。
・２変数関数の極限に関する基本事項・用語について学ぶ。

【予習】テキストP-13を読み、２変数関数に関する基本事項・用語について予習しておくこと。
【復習】２変数関数のグラフの概形が描けるようにする。２変数関数の極限値が求められるようにす
る。

まとめ等
・授業のまとめ

【復習】この授業を振り返り、到達目標と自分の理解度とを点検し、不足している知識等を確認し、学
修する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義と演習を並行して行う．

成績評価の方法
学期末試験の成績(全体の６割)と平常点(全体の４割)によって評価する．詳細については，初回の授業で各担当者が説明する．

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
・様々な関数の基本的な扱いが修得できているか。
・関数を用いて、応用問題が解けるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
経済学，経営学の専門分野の基礎科目である．

テキスト
数学（成蹊大学経済学部）を使用する．

参考書
特にないが，高校時代の教科書「数学Ⅰ，Ⅱ」が役立つ．

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス（テキストP-1）
・授業の全体像、進め方、予習・復習の仕方等を説明する。
・基礎解析を学修する上での基本的な考え方を説明する。

【予習】学生への序文、テキストP-1を熟読。 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

２次関数とグラフ（頂点とy=0の解）（テキストP-2）
・２次関数に関する基本事項・用語について理解する。
・２次関数の平方完成を修得し、頂点、軸の方程式が導出できるようにする。

【予習】テキストP-2を読み、２次関数に関する基本事項・用語について予習しておくこと。
【復習】２次関数のグラフの概形が描けるようにする。

60分

関数とグラフの概説（テキストP-1, 続き）
・座標平面に関する基本事項・用語について理解する。
・関数の定義、および、基本事項・用語について理解する。

【予習】テキストP-1を読み、関数の定義、および、基本事項・用語について予習をしておくこと
【復習】復習問題の理解を確認しておく。

60分

テーマ・概要
経済・経営学部の学生が、将来の勉強に必要とされるであろう「解析の基礎知識」を修得することを目的とする。初学者を想定し、高校で
の基礎解析の内容（関数とグラフ）からはじめ、高校理系（数II,III）の微分程度の内容を講義する。また、様々な関数の扱いに習熟し、
最大・最小問題の考え方を体系的に学ぶ。さらには、関数の知識を利用し、応用問題を解決できる能力の育成を目指す。

DP1(教養の修得)を実現するため、以下を到達目標とする。
基礎解析の重要な手法（微分法、関数の最大・最少問題の扱い等）、および考え方を学び、応用できる力を身につけます。

到達目標

授業の計画と準備学修

基礎解析 ＜２＞

田中　研太郎

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211450101

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

２次関数とグラフの応用問題（テキストP-4,5）
・２次関数を用いた様々な応用問題の考え方について理解する。
・２次関数のグラフを用いて応用問題の解き方を修得する。

【予習】テキストP-4, 5を読み、２次関数を用いた様々な応用問題の考え方について予習しておくこ
と。
【復習】最大・最少問題の基本的な解き方について確認しておく。

90分

指数関数と対数関数のグラフ（テキストP-3）
・指数・対数関数の定義・基本事項・用語について学ぶ。
・様々なタイプの指数関数と対数関数のグラフを描く。

90分

【予習】テキストP-8を読み、微分法の諸公式（積の微分公式、商の微分公式、等）を理解する。
【復習】微分法の公式（積の微分公式、商の微分公式、等）を修得しておく。

90分

第9回 微分法の基礎（テキストP-8, 続き）
・微分法の諸公式（積の微分公式、商の微分公式、等）を理解する。
・実例を通して微分公式の適用方法を学ぶ。

第7回

第8回

【予習】テキストP-3を読み、指数・対数関数の定義・基本事項・用語について確認すること。
【復習】指数関数と対数関数の関係を理解し、グラフの概形が描けるようにする。

指数・対数関数グラフと応用（テキストP-5,6）
・指数・対数関数を用いた様々な応用問題の考え方について理解する。
・指数・対数関数のグラフを用いて応用問題の解き方を修得する。

【予習】テキストP-5, 6を読み、指数・対数関数を用いた様々な応用問題の考え方について予習してお
くこと
【復習】最大・最少問題の基本的な解き方について確認しておく。

60分

関数の極限（テキストP-7）
・関数の極限の定義について理解する。
・不定形の極限が導出方法を学ぶ。

60分

【予習】テキストP-7を読み、関数の極限の定義について理解する。
【復習】様々なタイプの極限の導出方法を修得する。

90分

導関数の定義（テキストP-8）
・平均変化率・微分係数・導関数の定義について理解する。
・接線の方程式の導出方法を学ぶ。

【予習】テキストP-8を読み、平均変化率・微分係数・導関数の定義について理解する。
【復習】導関数の計算ができるように復習する。
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90分

第11回

第12回

第13回

微分法（合成関数，指数関数，対数関数）（テキストP-9）
・合成関数の微分法について学ぶ。
・指数・対数関数の微分法を修得する。

【予習】テキストP-9を読み、指数・対数関数の微分法を修得する。
【復習】合成関数の微分法を修得しておくこと。

関数の増減と極大極小（テキストP-10）
・導関数を用いた関数の増減の調べ方、極値の求め方を学ぶ。
・導関数を用いた関数の凹凸の調べ方、変曲点の求め方を学ぶ。

【予習】テキストP-10を読み、関数の増減の調べ方、極値の求め方について予習しておくこと。
【復習】第1次導関数、第2次導関数の利用方法について確認しておく。

導関数を用いた応用問題1（テキストP-11）
・微分法を用いた様々な応用問題の考え方について学ぶ。
・関数のグラフを用いて応用問題の解き方を修得する。

【予習】テキストP-11を読み、微分法を用いた様々な応用問題の考え方について予習しておくこと。
【復習】最大・最少問題の基本的な解き方について確認しておく。

60分

第10回

90分

導関数を用いた応用問題2（テキストP-12）
・微分法を用いた様々な応用問題の考え方について学ぶ。
・関数のグラフを用いて応用問題の解き方を修得する。

60分

60分

第15回

【予習】テキストP-12を読み、微分法を用いた様々な応用問題の考え方について予習しておくこと。
【復習】最大・最少問題の基本的な解き方について確認しておく。

90分

2変数関数のグラフと極限値（テキストP-13）
・２変数関数に関する基本事項・用語について学ぶ。
・２変数関数の極限に関する基本事項・用語について学ぶ。

【予習】テキストP-13を読み、２変数関数に関する基本事項・用語について予習しておくこと。
【復習】２変数関数のグラフの概形が描けるようにする。２変数関数の極限値が求められるようにす
る。

まとめ等
・授業のまとめ

【復習】この授業を振り返り、到達目標と自分の理解度とを点検し、不足している知識等を確認し、学
修する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義と演習を並行して行う．

成績評価の方法
学期末試験の成績(全体の６割)と平常点(全体の４割)によって評価する．詳細については，初回の授業で各担当者が説明する．

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
・様々な関数の基本的な扱いが修得できているか。
・関数を用いて、応用問題が解けるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
経済学，経営学の専門分野の基礎科目である．

テキスト
数学（成蹊大学経済学部）を使用する．

参考書
特にないが，高校時代の教科書「数学Ⅰ，Ⅱ」が役立つ．

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス（テキストP-1）
・授業の全体像、進め方、予習・復習の仕方等を説明する。
・基礎解析を学修する上での基本的な考え方を説明する。

【予習】学生への序文、テキストP-1を熟読。 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

２次関数とグラフ（頂点とy=0の解）（テキストP-2）
・２次関数に関する基本事項・用語について理解する。
・２次関数の平方完成を修得し、頂点、軸の方程式が導出できるようにする。

【予習】テキストP-2を読み、２次関数に関する基本事項・用語について予習しておくこと。
【復習】２次関数のグラフの概形が描けるようにする。

60分

関数とグラフの概説（テキストP-1, 続き）
・座標平面に関する基本事項・用語について理解する。
・関数の定義、および、基本事項・用語について理解する。

【予習】テキストP-1を読み、関数の定義、および、基本事項・用語について予習をしておくこと
【復習】復習問題の理解を確認しておく。

60分

テーマ・概要
経済・経営学部の学生が、将来の勉強に必要とされるであろう「解析の基礎知識」を修得することを目的とする。初学者を想定し、高校で
の基礎解析の内容（関数とグラフ）からはじめ、高校理系（数II,III）の微分程度の内容を講義する。また、様々な関数の扱いに習熟し、
最大・最小問題の考え方を体系的に学ぶ。さらには、関数の知識を利用し、応用問題を解決できる能力の育成を目指す。

DP1(教養の修得)を実現するため、以下を到達目標とする。
基礎解析の重要な手法（微分法、関数の最大・最少問題の扱い等）、および考え方を学び、応用できる力を身につけます。

到達目標

授業の計画と準備学修

基礎解析 ＜３＞

井上　潔司

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211450101

1 2019年度 後期

- 974 -



第4回

第5回

第6回

２次関数とグラフの応用問題（テキストP-4,5）
・２次関数を用いた様々な応用問題の考え方について理解する。
・２次関数のグラフを用いて応用問題の解き方を修得する。

【予習】テキストP-4, 5を読み、２次関数を用いた様々な応用問題の考え方について予習しておくこ
と。
【復習】最大・最少問題の基本的な解き方について確認しておく。

90分

指数関数と対数関数のグラフ（テキストP-3）
・指数・対数関数の定義・基本事項・用語について学ぶ。
・様々なタイプの指数関数と対数関数のグラフを描く。

90分

【予習】テキストP-8を読み、微分法の諸公式（積の微分公式、商の微分公式、等）を理解する。
【復習】微分法の公式（積の微分公式、商の微分公式、等）を修得しておく。

90分

第9回 微分法の基礎（テキストP-8, 続き）
・微分法の諸公式（積の微分公式、商の微分公式、等）を理解する。
・実例を通して微分公式の適用方法を学ぶ。

第7回

第8回

【予習】テキストP-3を読み、指数・対数関数の定義・基本事項・用語について確認すること。
【復習】指数関数と対数関数の関係を理解し、グラフの概形が描けるようにする。

指数・対数関数グラフと応用（テキストP-5,6）
・指数・対数関数を用いた様々な応用問題の考え方について理解する。
・指数・対数関数のグラフを用いて応用問題の解き方を修得する。

【予習】テキストP-5, 6を読み、指数・対数関数を用いた様々な応用問題の考え方について予習してお
くこと
【復習】最大・最少問題の基本的な解き方について確認しておく。

60分

関数の極限（テキストP-7）
・関数の極限の定義について理解する。
・不定形の極限が導出方法を学ぶ。

60分

【予習】テキストP-7を読み、関数の極限の定義について理解する。
【復習】様々なタイプの極限の導出方法を修得する。

90分

導関数の定義（テキストP-8）
・平均変化率・微分係数・導関数の定義について理解する。
・接線の方程式の導出方法を学ぶ。

【予習】テキストP-8を読み、平均変化率・微分係数・導関数の定義について理解する。
【復習】導関数の計算ができるように復習する。

- 975 -



90分

第11回

第12回

第13回

微分法（合成関数，指数関数，対数関数）（テキストP-9）
・合成関数の微分法について学ぶ。
・指数・対数関数の微分法を修得する。

【予習】テキストP-9を読み、指数・対数関数の微分法を修得する。
【復習】合成関数の微分法を修得しておくこと。

関数の増減と極大極小（テキストP-10）
・導関数を用いた関数の増減の調べ方、極値の求め方を学ぶ。
・導関数を用いた関数の凹凸の調べ方、変曲点の求め方を学ぶ。

【予習】テキストP-10を読み、関数の増減の調べ方、極値の求め方について予習しておくこと。
【復習】第1次導関数、第2次導関数の利用方法について確認しておく。

導関数を用いた応用問題1（テキストP-11）
・微分法を用いた様々な応用問題の考え方について学ぶ。
・関数のグラフを用いて応用問題の解き方を修得する。

【予習】テキストP-11を読み、微分法を用いた様々な応用問題の考え方について予習しておくこと。
【復習】最大・最少問題の基本的な解き方について確認しておく。

60分

第10回

90分

導関数を用いた応用問題2（テキストP-12）
・微分法を用いた様々な応用問題の考え方について学ぶ。
・関数のグラフを用いて応用問題の解き方を修得する。

60分

60分

第15回

【予習】テキストP-12を読み、微分法を用いた様々な応用問題の考え方について予習しておくこと。
【復習】最大・最少問題の基本的な解き方について確認しておく。

90分

2変数関数のグラフと極限値（テキストP-13）
・２変数関数に関する基本事項・用語について学ぶ。
・２変数関数の極限に関する基本事項・用語について学ぶ。

【予習】テキストP-13を読み、２変数関数に関する基本事項・用語について予習しておくこと。
【復習】２変数関数のグラフの概形が描けるようにする。２変数関数の極限値が求められるようにす
る。

まとめ等
・授業のまとめ

【復習】この授業を振り返り、到達目標と自分の理解度とを点検し、不足している知識等を確認し、学
修する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義と演習を並行して行う．

成績評価の方法
学期末試験の成績(全体の６割)と平常点(全体の４割)によって評価する．詳細については，初回の授業で各担当者が説明する．

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
・様々な関数の基本的な扱いが修得できているか。
・関数を用いて、応用問題が解けるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
経済学，経営学の専門分野の基礎科目である．

テキスト
数学（成蹊大学経済学部）を使用する．

参考書
特にないが，高校時代の教科書「数学Ⅰ，Ⅱ」が役立つ．

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス（テキストP-1）
・授業の全体像、進め方、予習・復習の仕方等を説明する。
・基礎解析を学修する上での基本的な考え方を説明する。

【予習】学生への序文、テキストP-1を熟読。 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

２次関数とグラフ（頂点とy=0の解）（テキストP-2）
・２次関数に関する基本事項・用語について理解する。
・２次関数の平方完成を修得し、頂点、軸の方程式が導出できるようにする。

【予習】テキストP-2を読み、２次関数に関する基本事項・用語について予習しておくこと。
【復習】２次関数のグラフの概形が描けるようにする。

60分

関数とグラフの概説（テキストP-1, 続き）
・座標平面に関する基本事項・用語について理解する。
・関数の定義、および、基本事項・用語について理解する。

【予習】テキストP-1を読み、関数の定義、および、基本事項・用語について予習をしておくこと
【復習】復習問題の理解を確認しておく。

60分

テーマ・概要
経済・経営学部の学生が、将来の勉強に必要とされるであろう「解析の基礎知識」を修得することを目的とする。初学者を想定し、高校で
の基礎解析の内容（関数とグラフ）からはじめ、高校理系（数II,III）の微分程度の内容を講義する。また、様々な関数の扱いに習熟し、
最大・最小問題の考え方を体系的に学ぶ。さらには、関数の知識を利用し、応用問題を解決できる能力の育成を目指す。

DP1(教養の修得)を実現するため、以下を到達目標とする。
基礎解析の重要な手法（微分法、関数の最大・最少問題の扱い等）、および考え方を学び、応用できる力を身につけます。

到達目標

授業の計画と準備学修

基礎解析 ＜４＞

田口　誠

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211450101

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

２次関数とグラフの応用問題（テキストP-4,5）
・２次関数を用いた様々な応用問題の考え方について理解する。
・２次関数のグラフを用いて応用問題の解き方を修得する。

【予習】テキストP-4, 5を読み、２次関数を用いた様々な応用問題の考え方について予習しておくこ
と。
【復習】最大・最少問題の基本的な解き方について確認しておく。

90分

指数関数と対数関数のグラフ（テキストP-3）
・指数・対数関数の定義・基本事項・用語について学ぶ。
・様々なタイプの指数関数と対数関数のグラフを描く。

90分

【予習】テキストP-8を読み、微分法の諸公式（積の微分公式、商の微分公式、等）を理解する。
【復習】微分法の公式（積の微分公式、商の微分公式、等）を修得しておく。

90分

第9回 微分法の基礎（テキストP-8, 続き）
・微分法の諸公式（積の微分公式、商の微分公式、等）を理解する。
・実例を通して微分公式の適用方法を学ぶ。

第7回

第8回

【予習】テキストP-3を読み、指数・対数関数の定義・基本事項・用語について確認すること。
【復習】指数関数と対数関数の関係を理解し、グラフの概形が描けるようにする。

指数・対数関数グラフと応用（テキストP-5,6）
・指数・対数関数を用いた様々な応用問題の考え方について理解する。
・指数・対数関数のグラフを用いて応用問題の解き方を修得する。

【予習】テキストP-5, 6を読み、指数・対数関数を用いた様々な応用問題の考え方について予習してお
くこと
【復習】最大・最少問題の基本的な解き方について確認しておく。

60分

関数の極限（テキストP-7）
・関数の極限の定義について理解する。
・不定形の極限が導出方法を学ぶ。

60分

【予習】テキストP-7を読み、関数の極限の定義について理解する。
【復習】様々なタイプの極限の導出方法を修得する。

90分

導関数の定義（テキストP-8）
・平均変化率・微分係数・導関数の定義について理解する。
・接線の方程式の導出方法を学ぶ。

【予習】テキストP-8を読み、平均変化率・微分係数・導関数の定義について理解する。
【復習】導関数の計算ができるように復習する。
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90分

第11回

第12回

第13回

微分法（合成関数，指数関数，対数関数）（テキストP-9）
・合成関数の微分法について学ぶ。
・指数・対数関数の微分法を修得する。

【予習】テキストP-9を読み、指数・対数関数の微分法を修得する。
【復習】合成関数の微分法を修得しておくこと。

関数の増減と極大極小（テキストP-10）
・導関数を用いた関数の増減の調べ方、極値の求め方を学ぶ。
・導関数を用いた関数の凹凸の調べ方、変曲点の求め方を学ぶ。

【予習】テキストP-10を読み、関数の増減の調べ方、極値の求め方について予習しておくこと。
【復習】第1次導関数、第2次導関数の利用方法について確認しておく。

導関数を用いた応用問題1（テキストP-11）
・微分法を用いた様々な応用問題の考え方について学ぶ。
・関数のグラフを用いて応用問題の解き方を修得する。

【予習】テキストP-11を読み、微分法を用いた様々な応用問題の考え方について予習しておくこと。
【復習】最大・最少問題の基本的な解き方について確認しておく。

60分

第10回

90分

導関数を用いた応用問題2（テキストP-12）
・微分法を用いた様々な応用問題の考え方について学ぶ。
・関数のグラフを用いて応用問題の解き方を修得する。

60分

60分

第15回

【予習】テキストP-12を読み、微分法を用いた様々な応用問題の考え方について予習しておくこと。
【復習】最大・最少問題の基本的な解き方について確認しておく。

90分

2変数関数のグラフと極限値（テキストP-13）
・２変数関数に関する基本事項・用語について学ぶ。
・２変数関数の極限に関する基本事項・用語について学ぶ。

【予習】テキストP-13を読み、２変数関数に関する基本事項・用語について予習しておくこと。
【復習】２変数関数のグラフの概形が描けるようにする。２変数関数の極限値が求められるようにす
る。

まとめ等
・授業のまとめ

【復習】この授業を振り返り、到達目標と自分の理解度とを点検し、不足している知識等を確認し、学
修する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義と演習を並行して行う．

成績評価の方法
学期末試験の成績(全体の６割)と平常点(全体の４割)によって評価する．詳細については，初回の授業で各担当者が説明する．

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
・様々な関数の基本的な扱いが修得できているか。
・関数を用いて、応用問題が解けるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
経済学，経営学の専門分野の基礎科目である．

テキスト
数学（成蹊大学経済学部）を使用する．

参考書
特にないが，高校時代の教科書「数学Ⅰ，Ⅱ」が役立つ．

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・講義の目的と到達目標
・行列の定義

テキスト２頁（ほかに練習問題が出されることもある）を理解すること。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

正方行列と逆行列
・単位行列について
・正則行列と逆行列について

先週に引き続き，テキスト３〜４頁を中心に（ほかに練習問題が出されることもある）行列の計算に慣
れること。

60

行列の演算
・行列の足し算
・行列の掛け算

テキスト３〜４頁（ほかに練習問題が出されることもある）を理解すること。 60

テーマ・概要
経済学部の学生が，将来の勉強に必要とされるであろう「行列の基礎知識」を修得することを目的とする。理論の理解より計算，演習を重
視する。行列の概念がどのように社会生活で利用されているかを学んでほしい。数学が苦手であっても，真面目に授業に出席できるなら心
配することはない。

DP1（教養の修得）を実現するため，以下を到達目標とする。
１．行列の定義が説明でき，簡単な計算ができる。
２．行列の積を用いて数値問題や応用問題を解くことができる。
３．行基本変形の考え方を連立１次方程式，行列の階数，逆行列などの計算に応用することができる。
４．行列式の概念を連立１次方程式，行列の階数，逆行列などの計算に応用することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

行列 ＜１＞

田中　研太郎

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211450102

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

行基本変形について
・連立一次方程式の行列による表現
・行基本変形を用いた連立一次方程式の解法の考え方

連立１次方程式の解法をめぐって中学・高校で学んだ方法と行基本変形との関係について理解を深め
る。

60

掃き出し法による行列の階数の求め方
・階段行列と階数
・掃き出し法の説明

60

テキスト１４・１５頁（ほかに練習問題が出されることもある）を理解すること。 60

第9回 行列式の展開
・余因子
・行または列による行列式の展開

第7回

第8回

テキスト８頁（ほかに練習問題が出されることもある）を理解すること。

行基本変形による連立一次方程式の求め方
・連立１次方程式の計算
・解の存在条件

テキスト９・１０頁（ほかに練習問題が出されることもある）を理解すること。 60

行基本変形による逆行列の求め方
・逆行列を求める

60

テキスト１１頁（ほかに練習問題が出されることもある）を理解すること。 60

行列式の定義について
・２ｘ２行列の行列式
・３ｘ３行列の行列式

テキスト１３頁（ほかに練習問題が出されることもある）を理解すること。

- 983 -



60

第11回

第12回

第13回

行列式の性質
・行列式の性質を用いた行列式の計算

テキスト１４・１５頁（ほかに練習問題が出されることもある）を理解すること。

余因子行列
・余因子行列の概念
・余因子行列の計算

テキスト１４・１５頁（ほかに練習問題が出されることもある）を理解すること。

逆行列とその存在条件
・余因子行列と逆行列
・逆行列の計算

テキスト１４・１５頁（ほかに練習問題が出されることもある）を理解すること。

60

第10回

60

クラメールの公式
・クラメールの公式の導出
・クラメールの公式を用いた計算

90

60

第15回

テキスト１６頁（ほかに練習問題が出されることもある）を理解すること。 60

まとめと試験対策

これまでの講義内容を理解し，テキスト等の練習問題を何度も繰り返す。

試験

講義の中で出された練習問題をもとに試験の準備をする。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義と演習を並行して行う。

成績評価の方法
講義の最終回に予定されている試験の成績（全体の約６割を目安）と平常点（全体の約４割を目安）によって評価する。評価について，初
回の授業で各担当者が説明する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
上記、到達目標の達成度に基づいて評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
経済学，経営学の専門分野の基礎科目である。

テキスト
『数学』（成蹊大学経済学部）を使用する。

参考書
とくに指定はしないが，必要に応じて講義ノートを配付することがある。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・講義の目的と到達目標
・行列の定義

テキスト２頁（ほかに練習問題が出されることもある）を理解すること。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

正方行列と逆行列
・単位行列について
・正則行列と逆行列について

先週に引き続き，テキスト３〜４頁を中心に（ほかに練習問題が出されることもある）行列の計算に慣
れること。

60

行列の演算
・行列の足し算
・行列の掛け算

テキスト３〜４頁（ほかに練習問題が出されることもある）を理解すること。 60

テーマ・概要
経済学部の学生が，将来の勉強に必要とされるであろう「行列の基礎知識」を修得することを目的とする。理論の理解より計算，演習を重
視する。行列の概念がどのように社会生活で利用されているかを学んでほしい。数学が苦手であっても，真面目に授業に出席できるなら心
配することはない。

DP1（教養の修得）を実現するため，以下を到達目標とする。
１．行列の定義が説明でき，簡単な計算ができる。
２．行列の積を用いて数値問題や応用問題を解くことができる。
３．行基本変形の考え方を連立１次方程式，行列の階数，逆行列などの計算に応用することができる。
４．行列式の概念を連立１次方程式，行列の階数，逆行列などの計算に応用することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

行列 ＜２＞

中神　康博

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211450102

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

行基本変形について
・連立一次方程式の行列による表現
・行基本変形を用いた連立一次方程式の解法の考え方

連立１次方程式の解法をめぐって中学・高校で学んだ方法と行基本変形との関係について理解を深め
る。

60

掃き出し法による行列の階数の求め方
・階段行列と階数
・掃き出し法の説明

60

テキスト１４・１５頁（ほかに練習問題が出されることもある）を理解すること。 60

第9回 行列式の展開
・余因子
・行または列による行列式の展開

第7回

第8回

テキスト８頁（ほかに練習問題が出されることもある）を理解すること。

行基本変形による連立一次方程式の求め方
・連立１次方程式の計算
・解の存在条件

テキスト９・１０頁（ほかに練習問題が出されることもある）を理解すること。 60

行基本変形による逆行列の求め方
・逆行列を求める

60

テキスト１１頁（ほかに練習問題が出されることもある）を理解すること。 60

行列式の定義について
・２ｘ２行列の行列式
・３ｘ３行列の行列式

テキスト１３頁（ほかに練習問題が出されることもある）を理解すること。
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60

第11回

第12回

第13回

行列式の性質
・行列式の性質を用いた行列式の計算

テキスト１４・１５頁（ほかに練習問題が出されることもある）を理解すること。

余因子行列
・余因子行列の概念
・余因子行列の計算

テキスト１４・１５頁（ほかに練習問題が出されることもある）を理解すること。

逆行列とその存在条件
・余因子行列と逆行列
・逆行列の計算

テキスト１４・１５頁（ほかに練習問題が出されることもある）を理解すること。

60

第10回

60

クラメールの公式
・クラメールの公式の導出
・クラメールの公式を用いた計算

90

60

第15回

テキスト１６頁（ほかに練習問題が出されることもある）を理解すること。 60

まとめと試験対策

これまでの講義内容を理解し，テキスト等の練習問題を何度も繰り返す。

試験

講義の中で出された練習問題をもとに試験の準備をする。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義と演習を並行して行う。

成績評価の方法
講義の最終回に予定されている試験の成績（全体の約６割を目安）と平常点（全体の約４割を目安）によって評価する。評価について，初
回の授業で各担当者が説明する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
上記、到達目標の達成度に基づいて評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
経済学，経営学の専門分野の基礎科目である。

テキスト
『数学』（成蹊大学経済学部）を使用する。

参考書
とくに指定はしないが，必要に応じて講義ノートを配付することがある。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・講義の目的と到達目標
・行列の定義

テキスト２頁（ほかに練習問題が出されることもある）を理解すること。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

正方行列と逆行列
・単位行列について
・正則行列と逆行列について

先週に引き続き，テキスト３〜４頁を中心に（ほかに練習問題が出されることもある）行列の計算に慣
れること。

60

行列の演算
・行列の足し算
・行列の掛け算

テキスト３〜４頁（ほかに練習問題が出されることもある）を理解すること。 60

テーマ・概要
経済学部の学生が，将来の勉強に必要とされるであろう「行列の基礎知識」を修得することを目的とする。理論の理解より計算，演習を重
視する。行列の概念がどのように社会生活で利用されているかを学んでほしい。数学が苦手であっても，真面目に授業に出席できるなら心
配することはない。

DP1（教養の修得）を実現するため，以下を到達目標とする。
１．行列の定義が説明でき，簡単な計算ができる。
２．行列の積を用いて数値問題や応用問題を解くことができる。
３．行基本変形の考え方を連立１次方程式，行列の階数，逆行列などの計算に応用することができる。
４．行列式の概念を連立１次方程式，行列の階数，逆行列などの計算に応用することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

行列 ＜３＞

井上　潔司

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211450102

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

行基本変形について
・連立一次方程式の行列による表現
・行基本変形を用いた連立一次方程式の解法の考え方

連立１次方程式の解法をめぐって中学・高校で学んだ方法と行基本変形との関係について理解を深め
る。

60

掃き出し法による行列の階数の求め方
・階段行列と階数
・掃き出し法の説明

60

テキスト１４・１５頁（ほかに練習問題が出されることもある）を理解すること。 60

第9回 行列式の展開
・余因子
・行または列による行列式の展開

第7回

第8回

テキスト８頁（ほかに練習問題が出されることもある）を理解すること。

行基本変形による連立一次方程式の求め方
・連立１次方程式の計算
・解の存在条件

テキスト９・１０頁（ほかに練習問題が出されることもある）を理解すること。 60

行基本変形による逆行列の求め方
・逆行列を求める

60

テキスト１１頁（ほかに練習問題が出されることもある）を理解すること。 60

行列式の定義について
・２ｘ２行列の行列式
・３ｘ３行列の行列式

テキスト１３頁（ほかに練習問題が出されることもある）を理解すること。
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60

第11回

第12回

第13回

行列式の性質
・行列式の性質を用いた行列式の計算

テキスト１４・１５頁（ほかに練習問題が出されることもある）を理解すること。

余因子行列
・余因子行列の概念
・余因子行列の計算

テキスト１４・１５頁（ほかに練習問題が出されることもある）を理解すること。

逆行列とその存在条件
・余因子行列と逆行列
・逆行列の計算

テキスト１４・１５頁（ほかに練習問題が出されることもある）を理解すること。

60

第10回

60

クラメールの公式
・クラメールの公式の導出
・クラメールの公式を用いた計算

90

60

第15回

テキスト１６頁（ほかに練習問題が出されることもある）を理解すること。 60

まとめと試験対策

これまでの講義内容を理解し，テキスト等の練習問題を何度も繰り返す。

試験

講義の中で出された練習問題をもとに試験の準備をする。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義と演習を並行して行う。

成績評価の方法
講義の最終回に予定されている試験の成績（全体の約６割を目安）と平常点（全体の約４割を目安）によって評価する。評価について，初
回の授業で各担当者が説明する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
上記、到達目標の達成度に基づいて評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
経済学，経営学の専門分野の基礎科目である。

テキスト
『数学』（成蹊大学経済学部）を使用する。

参考書
とくに指定はしないが，必要に応じて講義ノートを配付することがある。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・講義の目的と到達目標
・行列の定義

テキスト２頁（ほかに練習問題が出されることもある）を理解すること。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

正方行列と逆行列
・単位行列について
・正則行列と逆行列について

先週に引き続き，テキスト３〜４頁を中心に（ほかに練習問題が出されることもある）行列の計算に慣
れること。

60

行列の演算
・行列の足し算
・行列の掛け算

テキスト３〜４頁（ほかに練習問題が出されることもある）を理解すること。 60

テーマ・概要
経済学部の学生が，将来の勉強に必要とされるであろう「行列の基礎知識」を修得することを目的とする。理論の理解より計算，演習を重
視する。行列の概念がどのように社会生活で利用されているかを学んでほしい。数学が苦手であっても，真面目に授業に出席できるなら心
配することはない。

DP1（教養の修得）を実現するため，以下を到達目標とする。
１．行列の定義が説明でき，簡単な計算ができる。
２．行列の積を用いて数値問題や応用問題を解くことができる。
３．行基本変形の考え方を連立１次方程式，行列の階数，逆行列などの計算に応用することができる。
４．行列式の概念を連立１次方程式，行列の階数，逆行列などの計算に応用することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

行列 ＜４＞

井上　潔司

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211450102

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

行基本変形について
・連立一次方程式の行列による表現
・行基本変形を用いた連立一次方程式の解法の考え方

連立１次方程式の解法をめぐって中学・高校で学んだ方法と行基本変形との関係について理解を深め
る。

60

掃き出し法による行列の階数の求め方
・階段行列と階数
・掃き出し法の説明

60

テキスト１４・１５頁（ほかに練習問題が出されることもある）を理解すること。 60

第9回 行列式の展開
・余因子
・行または列による行列式の展開

第7回

第8回

テキスト８頁（ほかに練習問題が出されることもある）を理解すること。

行基本変形による連立一次方程式の求め方
・連立１次方程式の計算
・解の存在条件

テキスト９・１０頁（ほかに練習問題が出されることもある）を理解すること。 60

行基本変形による逆行列の求め方
・逆行列を求める

60

テキスト１１頁（ほかに練習問題が出されることもある）を理解すること。 60

行列式の定義について
・２ｘ２行列の行列式
・３ｘ３行列の行列式

テキスト１３頁（ほかに練習問題が出されることもある）を理解すること。
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60

第11回

第12回

第13回

行列式の性質
・行列式の性質を用いた行列式の計算

テキスト１４・１５頁（ほかに練習問題が出されることもある）を理解すること。

余因子行列
・余因子行列の概念
・余因子行列の計算

テキスト１４・１５頁（ほかに練習問題が出されることもある）を理解すること。

逆行列とその存在条件
・余因子行列と逆行列
・逆行列の計算

テキスト１４・１５頁（ほかに練習問題が出されることもある）を理解すること。

60

第10回

60

クラメールの公式
・クラメールの公式の導出
・クラメールの公式を用いた計算

90

60

第15回

テキスト１６頁（ほかに練習問題が出されることもある）を理解すること。 60

まとめと試験対策

これまでの講義内容を理解し，テキスト等の練習問題を何度も繰り返す。

試験

講義の中で出された練習問題をもとに試験の準備をする。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義と演習を並行して行う。

成績評価の方法
講義の最終回に予定されている試験の成績（全体の約６割を目安）と平常点（全体の約４割を目安）によって評価する。評価について，初
回の授業で各担当者が説明する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
上記、到達目標の達成度に基づいて評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
経済学，経営学の専門分野の基礎科目である。

テキスト
『数学』（成蹊大学経済学部）を使用する。

参考書
とくに指定はしないが，必要に応じて講義ノートを配付することがある。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
(統計学とは何か？)

【予習】シラバスを読み、あらかじめ講義内容を把握する。 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

1変量データに対する記述統計
（1変量データを視覚化する方法にはどのようなものがあるか？平均や分散とは何か？）

【予習・復習】1変量データに対する記述統計について予習・復習する。 60分

記述統計の基礎
（身近なデータの種類にはどのようなものがあるのか？）

【予習・復習】記述統計の基礎について予習・復習する。 60分

テーマ・概要
近年の情報技術の発達により、大量のデータを高速に収集・処理することが可能になっている。
そのようなデータを有効活用するためには、統計解析によって意味のある情報を取り出し、新たな知見を得ることが重要である。
本講義では、統計解析に必要な基礎知識として、記述統計から一歩進んだ推測統計の考え方を習得することを目標とする。
なお、授業の第1〜3回においては「統計入門(経済学部1年前期)」の復習を兼ねた記述統計に関する授業を行う。

DP1(教養の習得)を実現するため、以下を到達目標とする。
1) 確率分布を用いた推測統計の考え方を理解する。
2) 種々の検定、そして、回帰分析などが適切に利用できるようになる。

到達目標

授業の計画と準備学修

統計学

田中　研太郎

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211450103

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

2変量データに対する記述統計
（2変量データを視覚化する方法にはどのようなものがあるか？相関係数とは何か？）

【予習・復習】2変量データに対する記述統計について予習・復習する。 120分

確率モデル　-記述統計から推測統計へ-
（推測統計における確率分布とはどのようなものなのか？）

60分

【復習】中間試験で分からなかった部分について復習する。また、大数の法則と中心極限定理につい
て、なんとなくでも理解するように努める。

60分

第9回 前半のまとめと後半の導入
 i)　中間試験の解説
 ii)　大数の法則と中心極限定理

第7回

第8回

【復習】推測統計における確率分布の考え方について復習する。

2項分布の考え方と使い方
(2項分布を用いた確率の計算について)

【復習】2項分布について復習する。 60分

確率分布における期待値と分散
 i) 確率分布における期待値と分散の定義
 ii) 2項分布における期待値と分散の求め方

120分

【復習】確率分布における期待値と分散について復習する。 60分

中間試験（または中間レポート課題）

【試験対策】中間試験に備える。
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60分

第11回

第12回

第13回

正規分布の考え方と使い方
　i)　正規分布を用いた確率の求め方
　ii)　正規分布の平均と分散

【復習】正規分布について復習する。

統計的仮説検定について
 i) 確率分布についての復習
 ii) 統計的仮説検定についての導入

【復習】これまで出てきた確率分布とその性質について復習する。

統計的仮説検定について
 i)　統計的仮説検定の考え方
 ii)　平均値についての検定　（正規分布の利用)

【復習】平均値についての検定の考え方について復習する。

60分

第10回

60分

統計的仮説検定について
 i)　統計的仮説検定の考え方(再)
 ii)　平均値についての検定　（t-分布の利用)

60分

60分

第15回

【復習】平均値についての検定の考え方について復習する。 60分

分割表の解析
　i)　独立性の検定　（カイ2乗分布の利用）
　ii)　層別の重要性

【復習】分割表における独立性の検定の考え方について復習する。また、層別の重要性について理解す
る。

まとめ
(期末試験に備えて演習問題に取り組む)

【試験対策】期末試験に備える。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義と演習を織り交ぜた授業を行う。
授業内容の理解のために、レポート課題を与えることもある。

成績評価の方法
配点は、授業への参加状況などの平常点10％、レポート20％、定期試験70%を目安とする。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価する。
i) 現象を確率を用いてモデル化できる。
ii) 基本的な推測統計の手法（推定と検定）について理解している。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「統計入門」の知識があることが望ましいが、授業の第1〜3回において「統計入門」の復習を兼ねた授業を行う。

テキスト
授業中に随時紹介する。

参考書
授業中に随時紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス, 統計処理環境Rの導入
(Rの操作方法について)

【予習・復習】シラバスを読み、あらかじめ講義内容を把握する。可能であれば自宅のパソコンなどに
Rをインストールする。

60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Rにおけるベクトルと行列の扱い方
(ベクトルと行列の生成と操作)

【復習】Rにおけるベクトルと行列の扱い方について復習する。 60分

Rにおける「計算」と「変数」
(四則演算などの計算方法と変数の利用方法について)

【復習】Rにおける変数の扱い方を復習する。 60分

テーマ・概要
データ解析には多くの手間と時間がかかるが、少々のプログラミングの知識を使うことによって、劇的に時間を短縮できることがある。
本授業では、プログラミングとはどのような作業であるのかという説明から始めて、基本的なアルゴリズムをプログラムとして実装できる
ようになることを目的とする。
また、さまざまな現実的な問題を解くことを目的とする。
プログラミングをするためのプログラミング言語には様々なものがあるが、本授業では「R」というオープンソースの統計処理言語(環境)
を用いることにする。
プログラミングの習得と合わせて、コンピューターを積極的に活用したデータ解析の手法についても例を用いながら学んでいく。

DP1(教養の習得)を実現するため、以下を到達目標とする。
1) プログラミングの初心者にも扱いやすい「R」というオープンソースの統計処理環境を用いて、基本的なアルゴリズムを学ぶ。
2) プログラムの設計と実装を自分で行うための技能を習得する。

到達目標

授業の計画と準備学修

プログラミングの基礎

田中　研太郎

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211450104

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

Rによるデータ分析その１
（ヒストグラムや様々なグラフを描画する方法について紹介）

【復習】Rにおけるデータ分析の手法について復習する。 60分

関数の作成
(例: 複数の統計処理を一気に自動的に行ってくれるような自分好みの関数を作成する方法など）

120分

【予習】質問や確認しておきたい事柄についてまとめておく。 60分

第9回 ここまでのまとめ
 (演習), 
Rによるデータ分析その2 
(例: 回帰分析など)

第7回

第8回

【課題】演習課題に取り組みプログラミングへの理解を深める。

文字列の処理方法
(例: 新聞記事をネコ語に変換する方法など)

【復習】Rにおける簡単な文字列処理方法について復習する。 60分

条件分岐 (if文, else文) その1
 (2つのパターンへの分岐)

120分

【復習】Rにおける「条件分岐」について復習する。 60分

条件分岐 (if文, else文) その2 
(3つ以上のパターンへの分岐), 
乱数
 (プログラムにランダムネスを導入する)

【課題】演習課題に取り組みプログラミングへの理解を深める。
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60分

第11回

第12回

第13回

Rによるデータ分析その3
（例: 多変量データを視覚化する方法など）

【復習】Rにおけるデータ分析の手法について復習する。

繰り返し(for文, while文) その1
(例: 繰り返しと描画機能を用いた自動お絵かきプログラムなど)

【復習】Rにおける「繰り返し」について復習する。

繰り返し(for文, while文) その2 
(例: 繰り返しと乱数を用いた顧客数の推移のシミュレーションなど)

【復習】Rにおける「繰り返し」について復習する。

60分

第10回

60分

アルゴリズムの設計
(自分でアルゴリズムを設計する)

60分

60分

第15回

【予習】「条件分岐」や「繰り返し」を用いたアルゴリズムを自分で考えてくる。 60分

アルゴリズムの実装
(自分でアルゴリズムを実装する)

【課題】自分で設計したアルゴリズムをRで実装する。

アルゴリズムの確認
(自分で実装したアルゴリズムについてのクイズに答える), 
まとめ

【予習】自分で実装したアルゴリズムについてのクイズを個別に出すので、それらに答えられるように
しておく。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
PC教室にあるパソコンを用いて、講義 + 演習形式での授業を行う。
授業内容の理解のために、適宜演習課題を与える。

成績評価の方法
配点は、授業への積極的参加状況などの平常点30％、課題70％を目安とする。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価する。
i) 基本的なアルゴリズムを理解している。
ii) 現実の問題にプログラミングの知識を活用できる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
適宜プリントなどを配布する。

参考書
Rで学ぶプログラミングの基礎の基礎

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

序論１: 経済史とは何か

【復習】講義内容をおさらいしておく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

ヨーロッパの「世界経済」：古代〜中世

【予習】高校の世界史の教科書などを読んで、古代～中世のヨーロッパ世界に関して下調べをしてお
く。
【復習】講義内容をおさらいしておく。

120

序2：商業空間と商人の力

【復習】講義内容をおさらいしておく。 60

テーマ・概要
〔テーマ〕 グローバルな視点から見た経済史概説

〔概要〕 古代から21世紀にいたるまでの世界経済史を、国際商業の具体的な展開、および通商環境の変遷や制度の発達を中心に講じる。
代表的な「世界商品」（植民地物産、工業製品）の歴史についても個別に講義する。

DP1（教養の修得）を実現するため、以下を到達目標とする。
世界における経済活動の歴史について、制度・実態面を中心に基本的な事実を述べることができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

経済史の基礎

内田　日出海

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211450105

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

「鄭和の大遠征」を通じて学ぶ前近代アジアの商業世界（ヴィデオ使用）

【復習】ヴィデオについての要約・論評をまとめておく。 90

アジア海域圏の通商史

120

【復習】講義内容をおさらいしておく。 60

第9回 関税発達史2 ：ＷＴＯ、ＦＴＡへの道

第7回

第8回

【予習】高校時の世界史の教科書などを読んで、宋～清代の中国の歴史に関して、概略をおさえてお
く。
【復習】講義内容のおさらいをしておく。

異文化間交易の諸相

【復習】講義内容をおさらいしておく。 60

交換と市場の近代化

60

【復習】講義内容をおさらいしておく。 60

関税発達史1：通行税から国境関税へ

【復習】講義内容をおさらいしておく。
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90

第11回

第12回

第13回

会社組織・金融制度の発達史

【復習】講義内容をおさらいしておく。

世界商品の交易史1：塩、たばこ、茶、

【予習】塩、たばこ、茶の歴史に関して下調べをしておく。
【復習】講義内容をおさらいしておく。

世界商品の交易史2：コーヒー、奴隷、砂糖

【予習】コーヒー、奴隷、砂糖の歴史に関して下調べをしておく。
【復習】講義内容をおさらいしておく。

60

第10回

90

世界商品の交易史3：香辛料、綿布

90

90

第15回

【予習】香辛料、綿布の歴史に関して、下調べをしておく。
【復習】講義内容をおさらいしておく。

90

「パークス・ブリタンニカ」、「パークス・アメリカーナ」の商品流通構造

【予習】19～20世紀のイギリスとアメリカ合衆国の歴史に関して、下調べをしておく。
【復習】講義内容をおさらいしておく。

講義のまとめ：主要な論点の再提示

【予習】全14回の講義分に関して要点を整理しておく。
【復習】講義内容をおさらいしておく。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義中心であるが、SEIKEI PORTALも活用する。図像・DVDなどもできるだけ多く使用する予定である。　

・ 講義の理解をさらに深めてもらうために、授業内容に関連するテーマに関してレポートを2回課す。
・双方向性を確保するために、出席票の替わりにレビュー票を使って、毎回の授業内容に関して、感想、意見、質問などを記入してもら
う。必要に応じて事後的に授業冒頭に履修者のレビューを適宜紹介する。

成績評価の方法
学期末試験：70%
レポート（2回）：20%
平常点：10%（授業への参加度・受講態度、レビュー票の記述内容）
により総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
下記の点について目標の到達度を測る。
・ 前近代のアジアにおける商業圏についての特徴を述べることができるかどうか
・ 関税制度発達について要点を述べることができるかどうか
・ 世界商品の交易を通して、グローバルな世界経済構造を説明できるかどうか

必要な予備知識／先修科目／関連科目
予備知識は不要。
関連科目は、西洋経済史A（中世ヨーロッパ経済）、西洋経済史B（近現代ヨーロッパ経済）、地域経済史、比較経済史、近代日本経済史、
現代日本経済史、数量経済史、日本経営史、日本の歴史1、日本の歴史2、アジアの歴史1、アジアの歴史2、欧米の歴史1、欧米の歴史2、歴
史学と現代などの歴史系科目（および成蹊教養科目の中の国際理解科目）。

テキスト
とくに使用しない。テーマごとに講義メモを配布する。

参考書
▶石坂・壽永・諸田・山下『商業史』有斐閣双書、1980年
▶朝倉弘教『世界関税史』日本関税協会年、1983年
▶家島彦一『イスラム世界の成立と国際商業』岩波書店、1991年
▶Ａ．プレシ／Ｏ．フェルターク『図説 交易のヨーロッパ史——物・人・市場・ルート』（高橋清徳訳）東洋書林、2000年
▶浜下武志/川勝平太『アジア交易圏と日本工業化——1500-1900』リブロポート、2001年（新版）
▶川勝平太編『グローバル・ヒストリーに向けて』藤原書店、2002年
▶深沢克巳編『国際商業』ミネルヴァ書房、2002年
▶フィリップ・カーティン『異文化間交易の世界史』（田村・中堂・山影訳）ＮＴＴ出版、2002年
▶川勝平太/浜下武志編『海と資本主義』東洋経済新報社、2003年
▶山田雅彦編『伝統ヨーロッパとその周辺の市場の歴史』（山田雅彦・原田政美・廣田誠編『市場と流通の社会史 全３巻』第１
　巻）、清文堂出版、2010年
▶J.ファヴィエ『金と香辛料——中世における実業家の誕生』（内田日出海訳）春秋社、2014年新装版（初版は1997年）
など。
そのほか、講義の進行に合わせて多くの参考書を随時紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス

【予習】
Seikei Portal で資料をダウンロードし、目を通す。補足的な情報を文献やインターネットを通して自
ら調べる。
【復習】
資料を見直す。とりあげたトピックについて文献やインターネットを通して自ら調べ・まとめる。

60-90分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

1.環境問題とは何か？

【予習】
Seikei Portal で資料をダウンロードし、目を通す。補足的な情報を文献やインターネットを通して自
ら調べる。
【復習】
資料を見直す。とりあげたトピックについて文献やインターネットを通して自ら調べ・まとめる。

60-90分

1.環境問題とは何か？

【予習】
Seikei Portal で資料をダウンロードし、目を通す。補足的な情報を文献やインターネットを通して自
ら調べる。
【復習】
資料を見直す。とりあげたトピックについて文献やインターネットを通して自ら調べ・まとめる。

60-90分

テーマ・概要
環境問題に関する知識は年々一般化してきており、現代に生きるわれわれにとって欠かせないものとなりつつある。
本講義は、近年顕在化してきた環境や資源の利用に関する諸問題について、基礎的な知識を習得し、それらの原因と解決法について自ら考
えるための基盤を養うためのものである。講義を通して、いくつもの代表的な諸問題とその社会的な背景、そして解決策として考えられて
いるものについて紹介する。

DP1（教養の修得）の実現のため、以下を到達目標とする。
①環境問題の体系的な基礎知識を携える。
②環境問題の原因について言及し、その解決策について客観的に論じるとこができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

環境問題の基礎

山上　浩明

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21011450106

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

2.身近な環境汚染と健康・安全

【予習】
Seikei Portal で資料をダウンロードし、目を通す。補足的な情報を文献やインターネットを通して自
ら調べる。
【復習】
資料を見直す。とりあげたトピックについて文献やインターネットを通して自ら調べ・まとめる。

60-90分

2.身近な環境汚染と健康・安全

60-90分

【予習】
Seikei Portal で資料をダウンロードし、目を通す。補足的な情報を文献やインターネットを通して自
ら調べる。
【復習】
資料を見直す。とりあげたトピックについて文献やインターネットを通して自ら調べ・まとめる。

60-90分

第9回 4.地球規模の環境問題

第7回

第8回

【予習】
Seikei Portal で資料をダウンロードし、目を通す。補足的な情報を文献やインターネットを通して自
ら調べる。
【復習】
資料を見直す。とりあげたトピックについて文献やインターネットを通して自ら調べ・まとめる。

3.気候変動

【予習】
Seikei Portal で資料をダウンロードし、目を通す。補足的な情報を文献やインターネットを通して自
ら調べる。
【復習】
資料を見直す。とりあげたトピックについて文献やインターネットを通して自ら調べ・まとめる。

60-90分

3.気候変動

60-90分

【予習】
Seikei Portal で資料をダウンロードし、目を通す。補足的な情報を文献やインターネットを通して自
ら調べる。
【復習】
資料を見直す。とりあげたトピックについて文献やインターネットを通して自ら調べ・まとめる。

60-90分

3.気候変動

【予習】
Seikei Portal で資料をダウンロードし、目を通す。補足的な情報を文献やインターネットを通して自
ら調べる。
【復習】
資料を見直す。とりあげたトピックについて文献やインターネットを通して自ら調べ・まとめる。
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60-90分

第11回

第12回

第13回

4.地球規模の環境問題

【予習】
Seikei Portal で資料をダウンロードし、目を通す。補足的な情報を文献やインターネットを通して自
ら調べる。
【復習】
資料を見直す。とりあげたトピックについて文献やインターネットを通して自ら調べ・まとめる。

4.地球規模の環境問題

【予習】
Seikei Portal で資料をダウンロードし、目を通す。補足的な情報を文献やインターネットを通して自
ら調べる。
【復習】
資料を見直す。とりあげたトピックについて文献やインターネットを通して自ら調べ・まとめる。

5.企業・家計が生む環境問題とその対策

【予習】
Seikei Portal で資料をダウンロードし、目を通す。補足的な情報を文献やインターネットを通して自
ら調べる。
【復習】
資料を見直す。とりあげたトピックについて文献やインターネットを通して自ら調べ・まとめる。

60-90分

第10回

60-90分

5.企業・家計が生む環境問題とその対策

60-90分

60-90分

第15回

【予習】
Seikei Portal で資料をダウンロードし、目を通す。補足的な情報を文献やインターネットを通して自
ら調べる。
【復習】
資料を見直す。とりあげたトピックについて文献やインターネットを通して自ら調べ・まとめる。

60-90分

5.企業・家計が生む環境問題とその対策

【予習】
Seikei Portal で資料をダウンロードし、目を通す。補足的な情報を文献やインターネットを通して自
ら調べる。
【復習】
資料を見直す。とりあげたトピックについて文献やインターネットを通して自ら調べ・まとめる。

まとめ

【予習】
Seikei Portal で資料をダウンロードし、目を通す。補足的な情報を文献やインターネットを通して自
ら調べる。
【復習】
資料を見直す。とりあげたトピックについて文献やインターネットを通して自ら調べ・まとめる。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義形式。Seikei Portal 上で講義資料を配布する。受講者は予めこれらをダウンロード・印刷し、講義に持参することが望ましい。

成績評価の方法
講義内の提出物またはレポートまたは中間試験(30%)＋到達度確認テスト(70%)

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
①環境問題の体系的な基礎知識を携える。
②環境問題の原因について言及し、その解決策について客観的に論じるとこができる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
特になし。
講義内容は参考書[3]や時事問題をとりあげます。

参考書
[1] Geffery Heal (2000) "Nature and the Marketplace" Island Press （訳．細田衛士、大沼あゆみ(2005)『はじめての環境経済学』東
洋経済新報社）
[2] 東京商工会議所（2012）『改訂3版　環境社会検定試験　eco検定公式テキスト』日本能率協会マネジメントセンター
[3] 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（2012）『手に取るように環境問題がわかる本』　かんき出版
[4] 日引聡、有村俊秀（2002）『入門　環境経済学　環境問題解決へのアプローチ』　中公新書1648

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス／直線と1次関数，連立方程式

授業で間違えた問題を中心に復習する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

関数のグラフ

授業で間違えた問題を中心に復習する。 60

放物線と2次関数，指数と対数

授業で間違えた問題を中心に復習する。 60

テーマ・概要
高校数学に出てくる関数は，普通，変数の数は1つである。一方，経済学や経営学では2種類以上の変数を持つ多変数関数がしばしば登場す
る。この授業では，多変数関数における微分とその応用について講義する。とりわけ，経済学や経営学への応用を念頭に，最適化問題の解
法について解説を行う。

DP1（教養の習得）を実現するため，以下を到達目標とする。
• 多変数関数での偏微分と全微分を理解する。
• 制約なしの最適化問題が解ける。
• 制約ありの最適化問題が解ける。

到達目標

授業の計画と準備学修

解析

吉田　由寛

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211461101

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

極限，微分

授業で間違えた問題を中心に復習する。 60

微分の計算

60

解説資料で予習し，練習問題で復習する。 90

第9回 勾配ベクトル，陰関数定理

第7回

第8回

授業で間違えた問題を中心に復習する。

微分と接線，関数の増減表とグラフ

授業で間違えた問題を中心に復習する。 60

小テスト

90

全問題を復習して小テストに備える。 120

偏微分，全微分，等量曲線と等量集合

解説資料で予習し，練習問題で復習する。
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90

第11回

第12回

第13回

制約なし最適化問題（1階の条件）

解説資料で予習し，練習問題で復習する。

制約なし最適化問題（2階の条件）

解説資料で予習し，練習問題で復習する。

制約あり最適化問題（1階の条件）

解説資料で予習し，練習問題で復習する。

90

第10回

90

制約あり最適化問題（2階の条件）

120

90

第15回

解説資料で予習し，練習問題で復習する。 90

経済学・経営学への応用問題

解説資料で予習し，練習問題で復習する。

まとめと質疑応答

全問題を復習して学期末試験に備える。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
教員が解説を行い，その後に学生が練習問題を解いて発表してもらう。各回毎に学生は，授業内容の理解の定着を目的に宿題レポートの作
成・提出を求められる。また，第7回授業では，その後の進んだ内容を理解する基礎力の最終確認のため小テストを課す。

成績評価の方法
授業への積極的参加（10％），宿題レポート（20％），小テスト（30％），学期末試験（40％）により総合的に評価する。

成績評価の基準
• 成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
• とりわけ，上述の到達目標への達成度を評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「基礎解析」での内容を予備知識とする。

テキスト
問題集と解説資料を配布する。

参考書
必要に応じて授業中に紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の全体像、進め方、予習・復習の仕方等を説明する。
・確率を学修する上での基本的な考え方を説明する。

【予習】シラバスを読み、あらかじめ講義の内容を把握する。 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

基本的確率計算 
・確率の定義を理解し、その諸性質について理解する
・定義に基づいて、確率を計算する方法を実例を通して学ぶ。

【予習】「配布資料２」を熟読し、キーワードについて理解しておく。
【復習】確率の諸公式の適用方法を確認する。

90分

数え上げ　
・場合の数についての基本法則を理解する。
・順列、組合せの諸公式、２項定理について理解する。

【予習】「配布資料１」を熟読し、キーワードについて理解しておく。
【復習】順列、組合せの諸公式、２項定理の適用方法を確認する。

90分

テーマ・概要
　確率と聞けば、何を想像するでしょうか？「明日の降水確率は○○％」とか、「合格率○○％」といったように、毎日普通に使っている
にもかかわらず、いざ勉強するとなると・・・ とても難しく考えている人も多いようです。「クジ引きは最初に引く人が有利か？ハズレ
の次は当たりやすいか？」とか「コインを投げて5回連続で表なら次は裏が出やすいか？」とか「クラスの中に同じ誕生日の人がいる確率
は？」といったように、確率問題の多くは、現実的な話題に端を発しています。確率研究が始まった初期の話題は、「賭け」「コイン投
げ」「カード遊び」等が主流でしたが、その後は時代とともに多様化しました。最近では理工系の諸分野のみならず、数理ファイナンスに
代表されるように文科系の各分野においても広く確率あるいは確率的な考え方は必要なものとなっています。そこでこの授業では具体的な
話題を例に取り、確率的な思考法を身につけることを目指します。また、確率が重要な役割を果たしている諸分野についても紹介します。

DP1(教養の修得)を実現するため、以下を到達目標とする。
確率の基礎事項および重要な考え方を学び、応用できる力を身につけます。
確率的な発想を学び、現実問題の解決に至る方法論を体系的に修得します。

到達目標

授業の計画と準備学修

確率

井上　潔司

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211461102

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

条件付き確率
・条件付き確率の定義を理解し、計算方法を学ぶ。
・ベイズの定理を理解する。

【予習】「配布資料３」を熟読し、キーワードについて理解しておく。
【復習】ベイズの定理を用いた条件付き確率の導出方法を確認する。

90分

離散型確率変数と離散型確率分布
・離散型確率変数の定義を学び、その意味を理解する。
・離散型確率変数を用いた確率の表現方法を学ぶ。
・離散型確率分布の定義を学ぶ。
・重要な離散型確率分布の例とその応用について学ぶ。

90分

【復習】到達度確認テストの結果を受けて、ここまでの学修内容を振り返る。 60分

第9回 到達度確認テストの解説・質疑応答
・到達度確認テストの模範解答提示、解答解説を行う。

第7回

第8回

【予習】「配布資料４」を熟読し、キーワードについて理解しておく。
【復習】離散型確率変数を用いた確率の導出方法を確認する。応用上重要な離散型確率分布の性質を確
認する。

期待値と分散
・期待値と分散の定義を学び、その計算方法を修得する。
・重要な確率分布における期待値と分散を導出する。

【予習】「配布資料５」を熟読し、キーワードについて理解しておく。
【復習】定義に基づいた期待値と分散の計算方法を確認する。

90分

マルコフ連鎖 
・マルコフ連鎖の基本的な考え方について学修する
・推移確率行列による表現を学び、定常確率の導出法を修得する。

120分

【予習】「配布資料６」を熟読し、キーワードについて理解しておく。
【復習】行列を用いた確率計算方法を確認する。

90分

ここまでのまとめ（到達度確認テスト）
・第１回から第７回までの授業のまとめを行う。
・第１回から第７回までの授業の理解度を確認するための試験を行う。

【予習】第１回から第７回までの授業の内容を十分に復習する。
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90分

第11回

第12回

第13回

連続型確率変数と連続型確率分布
・連続型確率変数の定義を学び、その意味を理解する。
・重要な連続型確率分布の例とその応用について学ぶ。
・連続型確率分布の定義を学ぶ。
・積分を用いた確率の表現方法を学ぶ。

【予習】「配布資料７」を熟読し、キーワードについて理解しておく。
【復習】連続型確率変数を用いた確率の導出方法を確認する。応用上重要な連続型確率分布の性質を確
認する。

正規分布の諸性質
・正規分布を導入し、その性質を学ぶ。
・正規分布表の見方を学び、確率の計算方法を修得する。

【予習】「配布資料８」を熟読し、キーワードについて理解しておく。
【復習】正規分布の諸性質について確認する。

正規分布とその応用 
・正規分布を応用した様々な問題の解き方を学ぶ。
・2項分布の正規分布近似を理解し、その応用について学ぶ。

【予習】「配布資料９」を熟読し、キーワードについて理解しておく。
【復習】正規分布の応用問題の解き方を確認する。

90分

第10回

90分

確率と統計１
・確率の考え方を用いて、統計的推定問題の考え方を学ぶ。
・区間推定の考え方を実例を通して理解する。

60分

90分

第15回

【予習】「配布資料１０」を熟読し、キーワードについて理解しておく。
【復習】推定理論の考え方を確認し、区間推定の導出方法を確認する

90分

確率と統計２
・確率の考え方を用いて、統計的検定問題の考え方を学ぶ。
・仮説検定の考え方を実例を通して理解する。

【予習】「配布資料１１」を熟読し、キーワードについて理解しておく。
【復習】検定理論の考え方を確認し、仮設検定の手順を確認する。

まとめ等
・授業のまとめ

【復習】この授業を振り返り、到達目標と自分の理解度とを点検し、不足している知識等を確認し、学
修する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義を行った後、簡単な演習を行う予定でいる。受講生からの質問・要望を受ける時間を設けるので、積極的に利用してほしい。また、
メールによる質問にも対応したい。

成績評価の方法
平常点(全体の２割)、到達度確認テスト（全体の３割）学期末の試験(全体の５割)の成績によって評価する。詳細についてはガイダンスで
説明するので必ず出席すること。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
・基本的な確率計算が修得できているか。
・確率の考え方を用いて、応用問題が解けるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
統計学基礎、基礎解析の理解があることが望ましい。また、数Ⅲ・数C(行列)程度の知識があれば、理解の助けとなる。

テキスト
授業中に随時紹介。

参考書
授業中に随時紹介。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

- 1021 -



単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

授業ガイダンスと多変量データについて、統計ソフトの紹介

【予習】データ分析系の知識の復習。
【復習】多変量データの知識のまとめ。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

PC を用いたデータの集計

【予習】オープンデータの収集。
【復習】PC を用いたデータ集計の整理。

60

ネットからのデータ取得

【予習】統計ソフトの基礎的操作の復習。
【復習】オープンデータの整理。

60

テーマ・概要
高度情報化社会と言われる現在、データも日々取得しやすくなり、その規模も大きく、多様化しています。これらのデータのことをビック
データと呼び、これらを扱えるデータサイエンティストと呼ばれる人材も必要とされています。卒業後の社会において、マーケティングな
ど計量的に意思決定が必要とされる場合、情報機器を活用したデータ処理・分析法は活用されています。特にこれらは実社会や学術研究な
ど、より高度な分析を必要とする際には、多変量データなどのより情報をもつデータの分析が必要とされます。本講義では、これらのデー
タを用いた分析を基礎から応用までの一連の体系を紹介します。なお、社会にでてからのことを踏まえ、データの基礎処理から高度な処理
（多変量解析）等まで、実際に PC を利用した実践的なスキルの習得を目指します。主に手法の「使い方」に焦点をあて、「手法開発」よ
りも「手法活用」を意識し、文系学生の受講を前提とした内容および課題作成を進めていきます。分析の基礎から始まり、実践の社会でも
活用する方法を紹介していきます。

ＤＰ１（教養の修得）　を実現するため、以下を到達目標とする。
理論的な背景にも触れますが、実際にデータ分析で問題解決ができるか、基礎的なデータ分析の知識やスキルの修得を目指します。特に以
下の多変量解析の理解を主とします。
１．多変量データとは何かを説明することができる。
２．基本的な統計指標が理解できる。
３．多変量解析の概念が理解できる。
４．多変量解析の手法を利用したデータの解釈ができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

多変量解析

竹内　光悦

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211461103

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

多変量データの測定、多変量データの処理の基本

【予習】PC を用いたデータ集計の練習。
【復習】基本統計量やデータ処理の基本を整理。

60

計量的データ分析の基礎（推定、検定）

60

【予習】重回帰分析の練習。
【復習】クラスター分析の整理。

60

第9回 対象を分類—クラスター分析

第7回

第8回

【予習】基本統計量やデータ処理を練習。
【復習】統計的仮説検定の整理。

関係把握—相関分析

【予習】統計的仮説検定の練習。
【復習】相関分析の整理。

60

未来予測—重回帰分析

120

【予習】相関分析の練習。
【復習】重回帰分析の整理。小レポートの作成。

120

習熟度確認テスト

【予習】習熟度確認テストに向けた復習。
【復習】習熟度確認テストの振り返り。
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60

第11回

第12回

第13回

ポジショニング—主成分分析、因子分析

【予習】クラスター分析の練習。
【復習】主成分分析、因子分析の整理。

カテゴリカルデータの分析—数量化理論—

【予習】主成分分析、因子分析の練習。
【復習】数量化理論の整理。

様々な多変量解析—テキストマイニング

【予習】数量化 I 類の練習。
【復習】テキストマイニングの整理。

60

第10回

60

データに基づく報告書の作成

120

60

第15回

【予習】多変量データ分析の復習。
【復習】分析報告書のためのテーマ検討。

60

レポート課題実習

【予習】分析報告書の執筆計画立案。
【復習】分析報告書のための分析計画検討。

分析報告のまとめ

【予習】分析報告書の執筆。
【復習】分析報告書の完成。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。また随時、メールによる質問も受け付けます。また毎回使用するスライド（動画形式に変換します）や
各回の授業後のコメント等も Portal で公開しますので、参考にしてください。

授業の方法
情報教育施設において講義と実習を中心とした授業を行います。なお、サイトにて授業内で使用した資料の配布を行いますので、それらも
利用してください。

成績評価の方法
授業内課題（演習課題、小レポート、中間試験）50%、最終レポート試験 50% により総合的に評価。また適宜、授業中の積極的な発言に対
する加点も行います。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。特にツールを使ったデータ分析力、情報収集・活用・発信能力を踏まえたデータに基
づく問題解決能力が身についたかを総合的に評価します。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
情報機器を用いたデータ分析力の習得を目指すため、情報系、統計関係の授業の履修が望ましい。必要に応じて授業内で説明するため、数
学の知識は前提としません。

テキスト
毎回資料を Portal で配布します。テキストは指定しませんが、情報系、データ分析系の資料等は参考になります。

参考書
多変量解析やそれを用いたデータ分析に関する教科書が役に立ちます。竹内光悦・元治恵子・山口和範『アンケート調査とデータ解析の仕
組みがよ〜くわかる本【第２版】』（秀和システム　2012年）、竹内光悦・酒折文武『Excelで学ぶ理論と技術多変量解析入門』（ソフト
バンククリエイティブ　2006年）、足立浩平『多変量データ解析法—心理・教育・社会系のための入門』（ナカニシヤ出版　2006年）、内
田治『すぐわかるSPSSによるアンケートの調査・集計・解析 第3版』（東京図書　2007年）、青木繁伸『Rによる統計解析』（オーム社　
2009年）など。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

【復習】授業内容を再確認する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

労働市場における人種差別（１）

【復習】授業内容を再確認する。 60

授業で利用するソフトウェアの講義（必ず出席すること）

【復習】授業内容を再確認する。 60

テーマ・概要
情報通信技術の発展とともに、現代社会には大量のデータが蓄積されるようになっている。この授業ではまず、データの持つ様々な性質に
ついて基礎的な知識を習得する。次にコンピュータを用いて、データを適切に加工し、視覚化し、分析する方法を学ぶ。

本科目においては、DP1（教養の習得）、DP2（課題の発見と解決）、DP5（表現力，発信力）を実現するため、次のような水準に履修学生
が到達することを目標とする。
① 経済・経営に関するデータの基礎的な知識を身につける。
② データを用いて基礎的な分析ができるようになる。
③ 分析結果を授業中に報告することによって、分析結果を他者に説明できる。
④ 他の学生の分析結果に対して、質問やコメントをすることができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

データの活用

庄司　俊章

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211461104

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

労働市場における人種差別（２）

【予習】演習問題に取り組む。
【復習】授業内容を再確認する。

90

最低賃金と失業率（１）

60

【復習】授業内容を再確認する。 60

第9回 米大統領選結果の予測（１）

第7回

第8回

【復習】授業内容を再確認する。

最低賃金と失業率（２）

【予習】演習問題に取り組む。
【復習】授業内容を再確認する。

90

戦時における民間人被害（１）

90

【復習】授業内容を再確認する。 60

戦時における民間人被害（２）

【予習】演習問題に取り組む。
【復習】授業内容を再確認する。
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60

第11回

第12回

第13回

米大統領選結果の予測（２）

【予習】演習問題に取り組む。
【復習】授業内容を再確認する。

確率（１）

【復習】授業内容を再確認する。

確率（２）

【予習】演習問題に取り組む。
【復習】授業内容を再確認する。

90

第10回

90

回帰分析（１）

90

90

第15回

【復習】授業内容を再確認する。 60

回帰分析（２）

【予習】演習問題に取り組む。
【復習】授業内容を再確認する。

講義のまとめ

【復習】全体の授業内容を再確認する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
授業では、様々なトピックに関するデータを実際に取り扱う。各トピックについて、講義とコンピュータ演習を各１回行うが、演習では
ExcelまたはRを用いる。授業内容は下記テキストに準拠する。

なお、受講生の人数によっては授業内容を一部変更する可能性がある。

成績評価の方法
平常点（演習課題）３０％、学期末レポート７０％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.　
上記、到達目標の達成度に基づいて評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
基礎的な統計学の知識を前提とする。

テキスト
『社会科学のためのデータ分析入門（上）（下）』、今井耕介、２０１８年、岩波書店。

参考書
適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
次回使用するデータと資料の説明

【予習】　シラバスを読み、あらかじめ講義
内容を把握する。　
【復習】　授業の内容を再度実行する。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

記述統計について学ぶ
・分散、標準偏差、相関係数など

【予習】　授業資料を読んでおく。　
【復習】　授業の内容を再度実行する。

60

授業で利用する計量ソフトウェアの講義
（注：必ず出席すること）

【予習】　授業資料を読んでおく。　
【復習】　授業の内容を再度実行する。

90

テーマ・概要
　本科目では、データ（消費者・企業など）を分析する際には、どのような分析方法が必要とされるのかを理論とコンピュータでの演習を
通して習得する。
　本講義では、学期の前半は統計学の復習もおこなう。
講義で基礎的な統計や計量分析の理論を学習した後、実際のデータを用いてコンピュータで演習を行う。
この繰り返しによって、エコノメトリクスの基礎となる分析手法を習得する。
　なお、授業の進捗によって、以下の授業の計画・内容を一部変更する場合がある。

本科目においては、ＤＰ１（教養の修得）　を実現するため、次のような水準に履修学生が到達することを目標とする。
① 具体的な経済データを使用して、基礎的な分析手法を身につける。
② 分析結果を経済学的に解釈できるようになる。
③ 分析結果を授業中に報告することによって、分析結果を他者に説明できる。
④ 他の学生の分析結果に対して、質問やコメントをすることができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

エコノメトリクス入門

鷹岡　澄子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211461105

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

前回の授業で学んだ理論をデータを用いて演習

【予習】　使用するデータなどのダウンロード。
【復習】  授業の内容を確認する。

60

データの分布
・度数分布表
・さまざまな度数
・変動係数

60

【予習】　各自で必要なデータを集め、プレゼンテーションファイルなどの準備をする。
【復習】　授業の内容を確認する。

90

回帰分析の基礎
単回帰分析

【予習】　授業資料を読んでおく。
【復習】　授業の内容を確認する。

60

第9回

第10回

これまでの学習内容を中間報告

第7回

第8回

【予習】　授業資料を読んでおく。
【復習】　授業の内容を確認する。

前回の授業で学んだ理論をデータを用いて演習

【予習】　使用するデータなどのダウンロード。
【復習】　授業の内容を確認する。

60

発展したデータの代表値
・刈り込み平均
・幾何平均、加重平均、移動平均
・加重移動平均

変数の標準化

1変数から2変数へ
・散布図
・共分散
・相関係数

60

【予習】　授業資料を読んでおく。
【復習】　授業の内容を確認する。

60

前回の授業で学んだ理論を企業・経済データを用いて演習

【予習】　使用するデータなどのダウンロード。
【復習】　授業の内容を確認する。
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60

第11回

第12回

第13回

前回の授業で学んだ理論をデータを用いて演習

【予習】　使用するデータなどのダウンロード。
【復習】　授業の内容を確認する。

重回帰分析

【予習】　授業資料を読んでおく。
【復習】　授業の内容を確認する。

授業の方法
　授業は講義とコンピュータ演習を行う。学生は、コンピュータ演習のつど、課題を授業中に作成し、プレゼンテーションすることを求め
られる。課題のプレゼンテーションを授業中に行うので、次回の授業にわからないところを持ち越さないようにすること。
　なお、授業資料やデータは教員が準備し、配布する。
　演習で用いるデータセットは授業担当教員が用意する。各履修学生は演習結果をプレゼンテーションするとともに、ほかの履修学生から
コメントをもらい、次のプレゼンテーションで反映させる。

成績評価の方法
演習課題(30%)、学期末課題(70%)による総合評価を基本としつつ、講義中の発言や質問など授業への積極的な参加をプラスに評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
上記、到達目標の達成度に基づいて評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
統計学

テキスト
授業資料を配布します。

60

前回の授業で学んだ理論をデータを用いて演習

90

90

第15回

【予習】　使用するデータなどのダウンロード。
【復習】　授業の内容を確認する。

60

演習結果のプレゼンテーション・提出

【予習】　各自で必要なデータを集め、プレゼンテーションファイルとレポートを完成させる。
【復習】　授業の内容を確認する。

演習結果のプレゼンテーション・提出　（続き）

【予習】　各自で必要なデータを集め、プレゼンテーションファイルとレポートを完成させる。
【復習】　今までの授業の内容を確認する。

第14回
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オフィス・アワーについては、ポータルサイトで周知する。

参考書
『統計学入門』、森棟公夫、新世社、1850円、4-88384-017-4

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
課題１：データの特徴の視覚化
・分布グラフの作成方法を確認する
・吉祥寺地域の家賃の相場を計算する

【予習】シラバスを読み，あらかじめ講義内容を把握する
【復習】授業内容を復習し，ビデオ教材を参照しながらパソコン演習を行い，課題に取り組む

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

課題３：単純回帰モデル
・単純回帰分析と最小２乗法の理論と,ソフトウェアの出力結果の読み方(係数の推定値, 決定係数)を復習する
・物件ごとに家賃が異なる理由を分析する

【予習】授業資料を読んでおく
【復習】授業内容を復習し，ビデオ教材を参照しながらパソコン演習を行い，課題に取り組む

90

課題２：1変数データと2変数データの特徴の捉え方
・平均と分散，共分散，相関係数の意味と計算方法を理解する
・吉祥寺の住宅市場の特徴を数値で表す

【予習】授業資料を読んでおく
【復習】授業内容を復習し，ビデオ教材を参照しながらパソコン演習を行い，課題に取り組む

90

テーマ・概要
本授業では, 回帰分析を適切に使いこなすための理論と実践方法を学びます。回帰分析にはさまざまな前提条件があり， 条件が成り立た
ない場合には適切な結果をえることができません。この授業では, 吉祥寺地域の住宅データを使って, 回帰分析の理論と応用, 前提条件の
成否を検証する方法, 前提条件が成立しない場合の対処方法などを学びます。毎回，以下の授業計画にあげたテーマをひとつずつとりあ
げ，学期末までには一通りの分析を独自で行える実力がつくことを目指します。
なお、以下の授業の計画・内容は、授業の進捗によって一部変更する場合があります。

DP1(教養の修得）を実現するため，次の4点を到達目標にします。
①クロスセクションデータをもちいた回帰分析の結果を理解・解釈し，批判的にコメントし，さらに改善方法を提示できる
②独自に収集したデータをもちいて回帰分析を行い，その結果をレポートにまとめることができる
③統計ソフトを適切に利用した分析ができる
④独自の分析結果について説明ができる

到達目標

授業の計画と準備学修

上級エコノメトリクス

井上　智夫

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211461106

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

課題４：t検定
・係数の有意性検定について理解する
・t検定の利用方法について検討する

【予習】授業資料を読んでおく
【復習】授業内容を復習し，ビデオ教材を参照しながらパソコン演習を行い，課題に取り組む

90

課題５：予測
・理論家賃と信頼区間の算定方法を理解する
・特定の条件のもとでの理想的な家賃を計算する

90

【予習】授業資料を読んでおく
【復習】授業内容を復習し，ビデオ教材を参照しながらパソコン演習を行い，課題に取り組む

90

第9回 課題９：説明変数の変換と分析結果の解釈の変化について
・説明変数を変換することの意味と利点を理解する
・変数の2乗を追加することの意味を実習する

第7回

第8回

【予習】授業資料を読んでおく
【復習】授業内容を復習し，ビデオ教材を参照しながらパソコン演習を行い，課題に取り組む

課題６：ダミー変数
・カテゴリー情報を数値化する方法と解釈のしかたを理解する
・住宅データのなかのカテゴリー変数の扱い方を学ぶ

【予習】授業資料を読んでおく
【復習】授業内容を復習し，ビデオ教材を参照しながらパソコン演習を行い，課題に取り組む

90

課題７：過少定式化と過剰定式化について
・過少定式化と過剰定式化の違いと問題点について理解する

90

【予習】授業資料を読んでおく
【復習】授業内容を復習し，ビデオ教材を参照しながらパソコン演習を行い，課題に取り組む

90

課題８：被説明変数の変換と分析結果の解釈の変化について
・被説明変数を変換することの意味と利点を理解する
・変数の変換によって解釈がどのように変わるかを実習する

【予習】授業資料を読んでおく
【復習】授業内容を復習し，ビデオ教材を参照しながらパソコン演習を行い，課題に取り組む
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90

第11回

第12回

第13回

課題１０：多重共線性
・多重共線性の意味， 問題点, 検出方法について理解する
・多重共線関係にある変数を混在することの問題を実習する

【予習】授業資料を読んでおく
【復習】授業内容を復習し，ビデオ教材を参照しながらパソコン演習を行い，課題に取り組む

課題１１：異常値の検出と取り扱いについて
・異常値の意味, 検出方法, 取り扱い方法について理解する
・家賃が違いすぎる物件を混在することの問題を実習する

【予習】授業資料を読んでおく
【復習】授業内容を復習し，ビデオ教材を参照しながらパソコン演習を行い，課題に取り組む

課題１２：構造変化
・構造変化の捉え方と統計的な検証方法を理解する
・吉祥寺地域と三鷹地域の家賃が違うか否かを検証する

【予習】授業資料を読んでおく
【復習】授業内容を復習し，ビデオ教材を参照しながらパソコン演習を行い，課題に取り組む

90

第10回

90

課題13：誤差分散の不均一性について
・分散不均一性の問題，検出方法, 対処方法を理解する

120

90

第15回

【予習】授業資料を読んでおく
【復習】授業内容を復習し，ビデオ教材を参照しながらパソコン演習を行い，課題に取り組む

90

課題14：定式化検定について
・定式化の誤りの検出方法と対処方法を理解する

【予習】授業資料を読んでおく
【復習】授業内容を復習し，ビデオ教材を参照しながらパソコン演習を行い，課題に取り組む

期末レポートのプレゼンテーション

【予習】プレゼンの準備
【復習】他の受講生のプレゼンへのコメントを書く

第14回

- 1036 -



ポータルサイトで周知する。

授業の方法
・授業は講義とコンピュータ演習を行い，さらに分析結果をもとにディスカッションを行います。
・受講生ごとに担当する地域を決め，データを収集します。授業で扱った分析手順を解説したビデオ教材を参考にして毎週独自に課題に取
り組むことで分析方法や内容の理解を深めます。
・各自が選択した課題（ただし，授業で紹介した分析手法を応用するのが適切と思われる課題）について期末レポートを作成し，プレゼン
を行います。

成績評価の方法
復習用の課題（パソコン演習，ほぼ毎週提出：60%），期末レポート（プレゼンとレポート提出：25%），講義中の発言や質問，コメントな
ど講義への積極的な参加（15%）による総合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し，その達成度により評価する。
①クロスセクションデータをもちいた回帰分析の結果を理解・解釈し，批判的にコメントし，さらに改善方法を提示できる
②独自に収集したデータをもちいて回帰分析を行い，その結果をレポートにまとめることができる
③統計ソフトを適切に利用した分析ができる
④独自の分析結果について説明ができる

必要な予備知識／先修科目／関連科目
回帰分析の知識を前提とする。エコノメトリクス入門を修得済みであることが望ましい。

テキスト
教材を配布します

参考書
特になし

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス、Excelの基本:
授業の内容、進め方、予習･復習の仕方等を説明する。成績評価方法を確認する。
Excelの基本的な操作を復習するための課題を行う。

【予習】シラバスをよく読み、内容を把握する。
Excelの基本操作を確認する。
【復習】今回出てきたキーワードを説明できるようにする。
課題未提出者は期日までに提出する。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

日本の企業・産業に関するデータの探索と把握:
Webを利用した実際の企業に関するデータ収集方法を習得する。Web上の企業情報検索方法に関する課題を行う。

【復習】企業の財務データを俊敏に収集できるようにする。課題未提出者は期日までに提出。 60

日本の企業・産業の理解:
日本における産業分類、企業カテゴリを学修する。日本企業や産業の調べ方に関する課題を行う。

【復習】日本企業やその分類方法を知り、各産業にはどのような企業が属するかを理解する。
課題未提出者は期日までに提出する。

60

テーマ・概要
　テーマ：INET上の企業財務データを、Excelを用いて分析する。
昨今では、数多くの企業がWebを通じて情報発信を行っている。発信される情報の中でも有益なものの１つが企業の財務データである。情
報技術の発展と普及により、さまざまな企業データを分析して、企業を深く理解することが容易になった。本授業では、これら企業データ
を検索・収集する方法を学び、Excelを用いて財務データを分析し、さまざまな観点から企業を理解する手法を学修する。

DP1（教養の修得）ならびにDP6（専門分野の知識・理解）を実現するために、次の4点を到達目標とする。
1. Web上の企業データを探し出す能力（情報検索・収集力）を身につける。
2. 企業に関するさまざまな情報を読み取り、活用する力（理解力、分析力）を身につける。
3. Excelを用いて企業データを分析する能力（財務データ分析力）を身につける。
4. 定量・定性データの分析結果から、企業を多面的に評価する能力（企業分析力）を身につける。

到達目標

授業の計画と準備学修

経営情報分析

山崎　由香里

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211461107

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

企業財務データの理解:
企業のカネの側面を示す財務データの種類、内容、読み方を学ぶ。財務データの入手方法を学修する。企業の財務データを理解
するための課題を行う。

【復習】財務データの種類、内容、意味するところ、チェックポイントを、資料なしに説明できるよう
にする。課題未提出者は期日までに提出。

60

経営分析とは:
経営分析としての定量分析・定性分析について学修する。企業データを利用した定性分析に関する課題を行う。

60

【復習】分析に必要な財務データの種類とその内容を把握し、様々な企業を自身で分析できるようにす
る。課題未提出者は期日までに提出。

60

第9回 経営分析③生産性分析:
企業の生産能力ならびに効率性を把握する方法を学修する。生産性分析に関する課題を行う。産業特性を理解する。

第7回

第8回

【復習】定性分析に必要なデータ、およびチェックポイントを確認しておく。課題未提出者は期日まで
に提出。

経営分析①安全性の分析:
企業の倒産可能性の高さを把握する方法を学修する。安全性分析に関する課題を行う。

【復習】分析に必要な財務データの種類とその内容を把握し、様々な企業を自身で分析できるようにす
る。課題未提出者は期日までに提出。

60

経営分析②収益性の分析１:
企業の経営成績を把握する方法を学修する。収益性分析に関する課題を行う。

60

【復習】分析に必要な財務データの種類とその内容を把握し、様々な企業を自身で分析できるようにす
る。課題未提出者は期日までに提出。

60

経営分析②収益性の分析２:
与えられた課題ではなく、自分で主体的に企業の収益性を分析し、評価を行う。安全性と収益性の2つの側面をチェックする。

【予習】授業時間中に分析する企業を自分で予め決めておく。
【復習】前回学修した安全性と収益性の関係を評価できるようにする。
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60

第11回

第12回

第13回

経営分析④成長性の分析１:
企業のこれまでの成長性、および今後の成長可能性を評価する方法を学修する。成長性分析に関する課題を行う。産業特性を理
解する。

【復習】分析に必要な財務データの種類とその内容を把握し、様々な企業を自身で分析できるようにす
る。課題未提出者は期日までに提出。

経営分析④成長性分析２:
与えられた課題ではなく、自分で主体的に企業の収益性を分析し、評価を行う。生産性と成長性の2つの側面をチェックする。

【予習】授業時間中に分析する企業を自分で予め決めておく。
【復習】前回学修した生産性と成長性の関係を評価できるようにする。

経営分析⑤損益分岐点分析:
変動費および固定費について理解し、利益図法を用いた損益分岐点グラフを描き、損益分岐点比率により企業を分析する方法を
学修する。損益分岐点分析に関する課題を行う。

【復習】分析に必要な財務データの種類とその内容を把握し、様々な企業を自身で分析できるようにす
る。課題未提出者は期日までに提出。

60

第10回

60

経営分析⑥総合性分析:
これまで学修した知識を用いて、企業を多面的に把握する方法を学修する。

60

120

第15回

【復習】これまで学んだ全ての知識を体系的に理解していること、自分自身で企業を総合的に分析でき
るようにする。課題未提出者は期日までに提出。

90

到達度確認テスト:
これまでの学修内容について、理解度を確認するためのテスト。

【予習】到達度確認テストに備え、これまでの学修内容を確認する。

到達度確認テストの解説、質疑応答、授業の総括。

【復習】到達度確認テストの解説を踏まえ、到達目標と自分の理解度をチェックし、不足知識を学修す
る。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　毎回、課題提出を伴う実習形式の授業である。各回の前半に教員が説明を行い、後半で課題に取り組む。課題は次回授業日前に必ず
Portalに提出する必要がある。授業時間中の課題だけでなく、配布プリントの内容を復習し、自分自身で実際の企業に関する分析も行える
ように心がけること。また、授業内容のみならず、コンピュータおよびExcelの操作方法も含め、分からない点はすぐに質問すること。な
お、上で示された準備学修の時間はあくまで目安で、各自の理解度に応じて取り組むこと。
　毎回の課題は、前半の教員による説明に基づく課題であり、その日の説明を聞けば取り組むことのできるものである。但し、表面的な理
解に留まらず、復習を通じて各課題の内容の理解を深めることが重要である。
　なお、理解度に応じて各回のテーマ変更する可能性がある。

成績評価の方法
①平常点（授業態度や課題提出状況）（30%）、②毎回の提出課題の内容（50%）、③到達度確認テスト（20%）を基準に、総合的に評価し
ます。①～③のいずれかが基準点を満たない場合、単位が認められません。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し、その達成度により評価する。
① 分析に必要な財務データを、Webを用いて収集できるか。
② 企業に関するさまざまな情報を読み取り、活用できるか。
③ Excelを用いて企業データを分析し、的確な形で表現できるか。
④ 分析結果から企業を多面的に理解することができるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
Excelの基本操作／企業会計入門、企業経営入門／経営分析

テキスト
授業中の配布プリント

参考書
必要に応じて適宜指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

　各ゲームについて，ゲーム説明・基礎的ワークシートの実習→ゲームの実施→ゲーム結果の解説・発展的ワークシートの実習
の順で，３〜４回の授業を行います。

第１回　ガイダンス
・授業の概要と到達目標について説明
・授業の進め方と学修方法について説明
・表計算ソフトの基本操作について実習

【予習】シラバスの熟読
【予習】表計算ソフトの基本操作復習
・数値、文字列の入力
・計算式の入力
・文字列のフォント、背景色、罫線等の設定
・セル範囲の複写（コピー＆貼り付け）

90

回数

準備学修(予習･復習等)

第4回

第2回

第３回　「第１ゲーム：価格決定ゲーム」(2)
・価格決定ゲームの実施

【予習】第１ゲームの戦術を考察
【復習】第１ゲームの分析課題

90

第４回　「第１ゲーム：価格決定ゲーム」(3)
・第１ゲームの講評と解説
・価格決定ゲームの表計算モデルの説明
・価格決定ゲームの表計算モデルの実習

第２回〜第５回　「第１ゲーム：価格決定ゲーム」
　価格と販売数量をモデル化した単純な価格決定のゲームを行います。ビジネスゲームの流れを理解し，表計算による利益シ
ミュレーションの方法を学びます。

第２回　「第１ゲーム：価格決定ゲーム」(1)
・価格決定ゲームのルール説明
・価格決定ゲームの計算実習

【予習】第１ゲームのルールの熟読
【復習】第１ゲームの計算実習課題

90

テーマ・概要
　この授業では，ハンバーガー・チェーン店のマネジメント・スタッフとなって，色々な状況下でハンバーガーの価格を決定し利益額を競
うビジネスゲームに取り組みます。このゲームを体験することで，ビジネスでの意思決定の意味を理解し，コンピュータを利用した分析手
法や表計算ツールの活用方法を習得することができます。
　販売価格，競合価格，売上，コスト，不確実性など様々な環境条件を考慮した複雑な分析を行うために，コンピュータの表計算ソフトを
活用して利益モデルをシミュレーションします。コンピュータをビジネスツールとして駆使し，ゲームの勝利を目指して最適な価格決定を
して下さい。

ＤＰ１（教養の修得）を実現するため、以下を到達目標とする。
・ビジネスにおけるモデル化の意義を、体験的に理解できる
・コンピュータの表計算ソフトを用いて、ビジネス環境のモデル化ができる
・コンピュータの表計算ソフトでモデル化された意思決定問題について、各種ツールを用いて最適化することができる

到達目標

授業の計画と準備学修

ビジネスゲーム

河路　武志

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211461108

2 2019年度 前期
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第5回

第6回

【予習】第１ゲームの反省
【復習】表計算モデルの実習課題

90

第５回　「第１ゲーム：価格決定ゲーム」(4)
・価格決定ゲームの表計算モデルの発展
・表計算モデルの発展実習

90

【復習】表計算モデルの発展実習課題 90

第10回〜第13回　「第３ゲーム：不確実性下の価格決定ゲーム」
　ハンバーガーの原価がサイコロで決まるような不確実な環境のもとで，最善の価格を決めるゲームを行います。不確実下での
判断基準について理解し，確率的シミュレーションを体験します。

第10回　「第３ゲーム：不確実性下の価格決定ゲーム」(1)
・不確実性下の価格決定ゲームのルール説明
・不確実性下の価格決定ゲームの表計算モデル実習

【予習】第３ゲームのルールの熟読
【復習】第３ゲームの計算実習課題

90

第9回

第10回

第９回　「第２ゲーム：価格戦略ゲーム」(4)　
・価格戦略ゲームの表計算モデルの発展
・表計算モデルの発展実習

第7回

第8回

【復習】表計算モデルの発展実習課題

第６回〜第９回　「第２ゲーム：価格戦略ゲーム」
　長期間の利益を最大にするような連続期間の価格戦略を策定するゲームを行います。戦略とは何かを体験的に理解し，探索的
最適化アプローチの考え方を学びます。

第６回　「第２ゲーム：価格戦略ゲーム」(1)
・価格戦略ゲームのルール説明
・価格戦略ゲームの表計算モデル実習

【予習】第２ゲームのルールの熟読
【復習】第２ゲームの表計算実習課題

90

第７回　「第２ゲーム：価格戦略ゲーム」(2)
・価格戦略ゲームの実施

90

【予習】第２ゲームの戦略を考察
【復習】第２ゲームの分析課題

90

第８回　「第２ゲーム：価格戦略ゲーム」(3)
・第２ゲームの講評と解説
・価格戦略ゲームの表計算モデルの説明
・価格戦略ゲームの表計算モデルの実習

【予習】第２ゲームの反省
【復習】表計算モデルの実習課題
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90

第11回

第12回

第13回

第11回　「第３ゲーム：不確実性下の価格決定ゲーム」(2)
・不確実性下の価格決定ゲームの実施

【予習】第３ゲームの判断基準を考察
【復習】第３ゲームの分析課題

第12回　「第３ゲーム：不確実性下の価格決定ゲーム」(3)
・第３ゲームの講評と解説
・不確実性下の価格決定ゲームの表計算モデルの説明
・不確実性下の価格決定ゲームの表計算モデルの実習

【予習】第３ゲームの反省
【復習】表計算モデルの実習課題

授業の方法
・コンピュータ教室で，実習形式の授業を行います。
・チーム対抗でゲームを行うので，チームメイトと協力して取り組む姿勢が不可欠です。
※毎回課題があり，授業時間以外に、１〜２時間の自習が必要になります。

成績評価の方法
各回の課題(50%)，ゲーム成績(30%)，学期末課題(20%)

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

以下の点における到達目標の観点により評価します。
・各ゲームにおけるモデルの意味を理解し、ゲーム実施において活用できる
・コンピュータの表計算ソフトを用いて、各ゲームをモデル化できる
・表計算モデルを用いて、ゲーム実施において意思決定問題を最適化することができる

必要な予備知識／先修科目／関連科目

90

第13回　「第３ゲーム：不確実性下の価格決定ゲーム」(4)
・不確実性下の価格決定ゲームの表計算モデルの発展
・表計算モデルの発展実習

90

120

第15回

【復習】表計算モデルの発展実習課題 120

学期末課題
・第１ゲームから第３ゲームまでを総合した学期末課題の説明
・学期末課題の進め方
・表計算モデルの実習

【予習】第１ゲームから第３ゲームの復習
【復習】学期末課題

学期末課題の講評と解説
授業のまとめ

【復習】学期末課題の結果を確認し、この授業全体を総復習
【復習】到達目標のうち、未到達事項を識別し今後の学修計画を立案

第14回
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ポータルサイトで周知する。

予備知識：表計算ソフトの基礎的操作を身に付けていることを前提として授業を行います。
先修科目：情報基礎
関連科目：経営科学，ゲーム理論，意思決定科学，データの活用，経営情報分析，競争戦略，マーケティング

テキスト
SEIKEI Portal を通じて，授業内容，実習ガイド，課題情報などを提供します。

参考書
授業の中で適宜指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の内容、進め方、予習・復習の仕方を説明する。

イントロダクション
・人間と自然との関係性をどのように理解すればいいのかを説明する。

【予習】シラバスを読み、あらかじめ講義内容を把握する。

【復習】人間と自然の関係性の考え方について、自分で言葉にして説明できるようにしておく。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第4回

第2回

人間中心主義と社会と環境(1)
・西欧近代社会以来の「人間中心主義」の思想を考察する。

【予習】前回の講義の最後に提示された課題について、下調べをしておく。

【復習】キーワード、キー概念について解説することができるようにしておく。

60

人間中心主義と社会と環境(2)
・西欧近代社会以来の「社会」と「環境」の概念について説明をする。

持続可能性という概念
・この概念がいつ、どのような形で登場してきたのか、またこの概念の本質的な意味を考察する。

【予習】前回の講義の最後に提示された課題について、下調べをしておく。

【復習】キーワード、キー概念について解説することができるようにしておく。

60

テーマ・概要
「自然環境と人間の在り方を考える」

　環境問題としてわたしたちが考えなければならないのは、いま目の前で発生している自然環境の破壊の現状だけではありません。わたし
たちに求められているのは、何よりそうした自然環境破壊が発生するようになった原因や背景を探り、その思索を社会の考察に生かしてい
くことです。

　この授業では、水俣病被害調査、捕鯨問題等を通して、被害（加害）構造論、受益圏・受苦圏論、社会的ジレンマ論、生活環境主義を理
解し、「人間−自然」「社会−自然」がどのような形で折り合いをつけていくことができるのか／できたのかを探りながら、いまなお解決さ
れることのない環境問題をさまざまな観点から考察していく予定です。

　自分自身が生きている現代社会はどのような切実な問題を抱えている社会なのか、という問題意識をもちつつ授業にのぞんでくれること
を希望します。

ＤＰ１（教養の修得）を実現するため、以下を到達目標とする。
①わたしたちの社会がどのように自然環境破壊と折り合いをつけてきたのかについて、深く理解し、説明できる。
②環境開発会議などの対策や方針を理解し、説明できる。
③身近な環境問題について現状を理解し、説明できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

環境社会学の基礎

挾本　佳代

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211462101

2 2019年度 前期
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第5回

第6回

【予習】前回の講義の最後に提示された課題について、下調べをしておく。

【復習】キーワード、キー概念について解説することができるようにしておく。

60

ポスト京都議定書／環境開発会議の現状(1)
・京都議定書の内容、ポスト京都議定書をめぐる世界情勢について考察する。

60

【予習】前回の講義の最後に提示された課題について、下調べをしておく。

【復習】キーワード、キー概念について解説することができるようにしておく。

60

捕鯨問題の現実(1)
・日本はなぜ捕鯨をIWCに対して主張するのか。この問題をクジラの生息数の変遷、調査捕鯨の現状、日本におけるクジラ文化の
あり方の歴史などから考察していく。

第9回

第10回

水俣病被害調査研究(2)
・水俣病裁判がどのように進展していったのか、日本人の受け止め方は変化していったのかについて考察する。

第7回

第8回

【予習】前回の講義の最後に提示された課題について、下調べをしておく。

【復習】キーワード、キー概念について解説することができるようにしておく。

ポスト京都議定書／環境開発会議の現状(2)
・環境開発会議の歴史、採られてきた政策、日本のおかれた現状について考察する。

【予習】前回の講義の最後に提示された課題について、下調べをしておく。

【復習】キーワード、キー概念について解説することができるようにしておく。

90

中間テスト
・これまでの授業で学修してきた理解度を確認するためのテストを行う。

60

【予習】これまでの授業で学修してきたことを、自分の言葉で解説することができるようにしておく。 60

水俣病被害調査研究(1)
・水俣病がどのように日本人に受け止められてきたのかを、文学作品を通じて解説する。

【予習】前回の講義の最後に提示された課題について、下調べをしておく。

【復習】キーワード、キー概念について解説することができるようにしておく。
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60

第11回

第12回

第13回

【予習】前回の講義の最後に提示された課題について、下調べをしておく。

【復習】キーワード、キー概念について解説することができるようにしておく。

捕鯨問題の現実(2)
・IWCにおける日本の捕鯨擁護の立場を考察する。
・環境問題や海洋資源問題から捕鯨をどのように捉えていくべきなのかを考察する。

【予習】前回の講義の最後に提示された課題について、下調べをしておく。

【復習】キーワード、キー概念について解説することができるようにしておく。

日本の食卓からみる環境問題(1)
・日本における食の欧米化が環境問題にどのような影響を及ぼしているのかを考察する。

【予習】前回の講義の最後に提示された課題について、下調べをしておく。

【復習】キーワード、キー概念について解説することができるようにしておく。

60

授業の方法

60

日本の食卓からみる環境問題(2)
・フードマイレージ、FTAの現状、地産地消の取り組みから食と環境問題を考察する。

60

120

第15回

【予習】前回の講義の最後に提示された課題について、下調べをしておく。

【復習】キーワード、キー概念について解説することができるようにしておく。

60

授業のまとめ
・キーワード、キー概念を取り上げながら、環境問題が発生した根底に潜む問題について考察する。

【予習】前回の講義の最後に提示された課題について、下調べをしておく。

【復習】キーワード、キー概念について解説することができるようにし、到達度確認テストに備え、こ
れまでの学修内容を確認する。

到達度確認テスト
・これまでの学修内容について、理解度を確認するためのテストを行う。

【予習】到達度確認テストに備える。

【復習】到達度確認テストの結果を受けて、この授業を振り返り、到達目標と自分の理解度とを点検
し、不足している知識などを確認し、学修する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

基本的に、配布プリントなどをもとに、内容を詳説していく講義形式で行う。
随時授業の中で、与えられた課題に対する解答／コメントを作成する。
上で示された準備学習の時間は目安であるので、各自の理解度に応じて取り組むことが求められる。
なお、各テスト、課題の狙いは以下の通りである。
①中間テスト：第１回〜６回までの学修内容についての基礎的な理解度と、キーワードの理解を確認する。
②課題に対する解答／コメント：授業ごとの到達度を確認する。
③到達度確認テスト：授業全体の学修内容についての理解度を確認する。

成績評価の方法
随時行う課題への解答／コメント（15％）、中間テスト（25％）、到達度確認テスト（60％）による総合評価を基本とし、質問など授業へ
の積極的な参加をプラスに評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し、その達成度によって評価する。
①基礎的なキーワード、鍵概念の的確な理解。
②人間と自然環境との関係性に対する深い思考。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「環境と社会システム」（後期、挾本担当）

テキスト
授業で適宜指示をする。

参考書
授業で適宜指示をする。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の内容、進め方、予習・復習の仕方を説明する。

イントロダクション
・人間と自然との関係性をどのように理解すればいいの　かを説明する。

【予習】シラバスを読み、あらかじめ講義内容を把握する。

【復習】人間と自然の関係性の考え方について、自分で言葉にして説明できるようにしておく。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

コモンズとしての自然資源の考え方／理論（１）

・コモンズ概念を解説する。
・コモンズ概念を通すと自然資源がどのように捉えられるかを解説する。

【予習】前回の講義の最後に提示された課題について、下調べをしておく。

【復習】キーワード、キー概念について解説することができるようにしておく。

60

システムとしての社会、生命システム（生態系）としての社会

・社会をとらえる上でのシステム論を解説する。
・生命システム／生態系の理論を解説する。

【予習】前回の講義の最後に提示された課題について、下調べをしておく。

【復習】キーワード、キー概念について解説することができるようにしておく。

60

テーマ・概要
「コモンズとしての里山から、人間と自然環境の調和を考える」

社会を「システム」と見なすとき、わたしたちはこの「システム」を崩壊することなく、少しでも長く秩序づけられた状態を維持しようと
する。しかしそうした人間の側の働きかけは、人間と社会をとりまく環境に少なからぬ負荷を与えることになるのは周知の通りである。こ
うした構図の端的な例は、限られた自然資源の「開発」と「環境保全」問題の中にみることができる。

この授業では、「里山」という自然資源に対する保全活動や行動計画の実施を通し、人間の営みと「システム」としての社会がどのように
調和していくのが最善なのかについて考察をしていく予定である。

ＤＰ１（教養の修得）を実現するため、以下を到達目標とする。
①里山概念や里山政策の的確な理解し、説明できる。
②里山という自然資源に着目し、「システム」としての社会と環境の関係を深く理解し、説明できる。
③人間と自然との関係性の深く理解することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

環境と社会システム

挾本　佳代

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211462102

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

コモンズとしての自然資源の考え方／理論（２）

・コモンズとしての自然資源を共有管理している日本の事例、外国の事例を解説する。
・コモンズという概念がなぜ今日必要なのかを考える。

【予習】前回の講義の最後に提示された課題について、下調べをしておく。

【復習】キーワード、キー概念について解説することができるようにしておく。

60

海外に発信される日本の「SATOYAMAプロジェクト」

・「里山」とは何か？
・このプロジェクトの全体像を解説する。

60

【予習】前回の講義の最後に提示された課題について、下調べをしておく。

【復習】キーワード、キー概念について解説することができるようにしておく。

60

第9回 里山資本主義を考える（２）

・里山資本主義への批判を通し、この思想の可能性を探る。

第7回

第8回

【予習】前回の講義の最後に提示された課題について、下調べをしておく。

【復習】キーワード、キー概念について解説することができるようにしておく。

「映像詩　里山」から、人間と里山の関係を考える

・「映像詩　里山」の製作者の意図を考える。
・「映像詩　里山」からわかる生態系の中での人間の位置について解説する。

【予習】前回の講義の最後に提示された課題について、下調べをしておく。

【復習】キーワード、キー概念について解説することができるようにしておく。

90

中間テスト

・これまでの授業で学修してきた理解度を確認するため　のテストを行う。

60

【予習】これまでの授業で学修してきたことを、自分の言葉で解説することができるようにしておく。 60

里山資本主義を考える（１）

・里山資本主義とは何かを解説する。
・里山資本主義で経済再生、地域復活は可能かどうかを検討する。

【予習】前回の講義の最後に提示された課題について、下調べをしておく。

【復習】キーワード、キー概念について解説することができるようにしておく。
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60

第11回

第12回

第13回

里山資本主義を考える（３）

・「里海資本主義」など、里山資本主義のヴァリエーション概念を考察する。
・それらの資本主義の在り方の可能性を探る。

【予習】前回の講義の最後に提示された課題について、下調べをしておく。

【復習】キーワード、キー概念について解説することができるようにしておく。

民俗学から自然資源と人間を考える（１）

・南方熊楠の思想から、人間と自然の関係性を考察していく。

【予習】前回の講義の最後に提示された課題について、下調べをしておく。

【復習】キーワード、キー概念について解説することができるようにしておく。

民俗学から自然資源と人間を考える（２）

・柳田国男の思想から、人間と自然の関係性を考察していく。
・神話／伝説など、理論にはならない日本古来の思想から、人間と自然の関係性を考察する。

【予習】前回の講義の最後に提示された課題について、下調べをしておく。

【復習】キーワード、キー概念について解説することができるようにしておく。

60

第10回

60

『となりのトトロ』とクスノキ

・アニメ『となりのトトロ』に登場する、自然を象徴するクスノキから、日本人の信仰、人間と自然の関係性を考察する。

60

120

第15回

【予習】前回の講義の最後に提示された課題について、下調べをしておく。

【復習】キーワード、キー概念について解説することができるようにしておく。

60

総括

・授業のまとめ
キーワード、キー概念等を確認する。
・到達度確認テストの解説

【予習】これまでの授業で学んできた内容を振り返り、確認しておく。

【復習】キーワード、キー概念について解説することができるようにしておく。

到達度確認テスト
・これまでの学修内容について、理解度を確認するためのテスト

【予習】到達度確認テストに備え、これまでの学修内容を確認する。

【復習】到達度確認テストの結果を受けて、この授業を振り返り、到達目標と自分の理解度とを点検
し、不足している知識などを確認し、学修する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
基本的に、配布プリントなどをもとに、内容を詳説していく講義形式で行う。
随時授業の中で、与えられた課題に対する解答／コメントを作成する。
上で示された準備学習の時間は目安であるので、各自の理解度に応じて取り組むことが求められる。
なお、各テスト、課題の狙いは以下の通りである。
①中間テスト：第１回〜６回までの学修内容についての基礎的な理解度と、キーワードの理解を確認する。
②課題に対する解答／コメント：授業ごとの到達度を確認する。
③到達度確認テスト：授業全体の学修内容についての理解度を確認する。

成績評価の方法
随時行う課題への解答／コメント（15％）、中間テスト（25％）、到達度確認テスト（60％）による総合評価を基本とし、質問など授業へ
の積極的な参加をプラスに評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し、その達成度によって評価する。
①基礎的なキーワード、鍵概念の的確な理解。
②里山概念や里山政策の的確な理解。
③人間と自然との関係性の深い理解。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。「環境社会学の基礎」（前期、挾本担当）。

テキスト
授業で適宜指示をする。

参考書
授業で適宜指示をする。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクションー地球環境問題
地球環境問題の構造について学びます．

シラバスを読み，講義計画を確認してくること 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

マテリアルフローと循環資源

毎授業中に出されるキーワードのまとめ 60

地球上の物質循環
大気と水の循環について学びます．

毎授業中に出されるキーワードのまとめ 60

テーマ・概要
地球環境は様々な系から成り立ち，それぞれがバランスをとりながら，うまく循環しています．しかし人間が文明的な活動を始めた時か
ら，人間は地球環境に様々な影響を与え，近年はそのバランスが崩れはじめ，様々な環境問題が発生しています．この講義では，自然環境
本来の姿を理解するために地球システムの基礎を学び，さらに地球上でおこっている様々な環境問題について，問題発生のメカニズムから
現在行われている対策の有効性等について議論していきます．

DP1（教養の修得）を実現するため、以下を到達目標とする。
環境問題の発生メカニズムについて学び，各自が有効な対策を提案できる力を身に付けます．

到達目標

授業の計画と準備学修

地球環境問題

宋　苑瑞

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211462103

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

エネルギー問題

毎授業中に出されるキーワードのまとめ
レポート提出

60

地球温暖化
地球温暖化のメカニズムと現状と今後の対策について学びます．

60

毎授業中に出されるキーワードのまとめ 60

第9回 熱帯林の減少と砂漠化
砂漠化の現状と原因について学びます．

第7回

第8回

毎授業中に出されるキーワードのまとめ

大気汚染
大気汚染の現状と汚染物質の越境問題について学びます．

毎授業中に出されるキーワードのまとめ 60

水質汚染
世界各国の水質汚染の歴史と現状について学びます．

60

毎授業中に出されるキーワードのまとめ 60

土壌汚染
世界各国の水質汚染の歴史と現状について学びます．

毎授業中に出されるキーワードのまとめ
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60

第11回

第12回

第13回

人口増加と環境問題ー山火事
米国カリフォルニアの事例を学び，解決のための努力について学びます．

毎授業中に出されるキーワードのまとめ

人口増加と環境問題ー水不足
世界各地の水不足の事例を学び，解決のための努力について学びます．

毎授業中に出されるキーワードのまとめ

都市化による環境変化

毎授業中に出されるキーワードのまとめ

60

第10回

60

ごみ処理問題
増え続けるごみをどう処理しているのかに学びます．

60

60

第15回

毎授業中に出されるキーワードのまとめ 60

持続可能な地球環境のための環境政策

毎授業中に出されるキーワードのまとめ

到達度確認テスト

すべての講義内容を復習しておくこと

第14回
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授業内や授業後受け付ける．

授業の方法
講義はツイッターと連動して進めます．
講義資料は授業の後にSEIKEI PORTALにアップロードします．

成績評価の方法
レポート：40 ％
到達度確認テストの結果：40%
平常点（授業への参加状況など）：20%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
上記、到達目標の達成度に基づいて評価する．

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特に必要な予備知識は求めません．
関連科目：環境と科学（地球と環境），環境工学I

テキスト
特になし

参考書
『地球環境の教科書10講』左巻健男・九里徳泰・平山明彦，東京書籍，ISBN: 4487800629．
『気象と地球の環境科学』二宮洸三，オーム社，ISBN: 4274201856．
『新しい地球環境学』西岡秀三編，古今書院，ISBN:4772250352．
『文系のための環境科学入門』藤倉良・藤倉まなみ，有斐閣，ISBN: 4641173491．
『IPCC地球温暖化第四次レポート—気候変動〈2007〉』中央法規出版，ISBN: 4805848936．

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

講義ガイダンス
・研究倫理について
・授業計画の確認

シラバスを読んで，授業計画を確認してくること 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

さまざまなGISデータ
エクセルを利用した空間データの作成→【課題１】

・前回の内容確認
・授業内に終わらなかった課題の取り組み

60

GISとは

・前回の内容確認
・授業内に終わらなかった課題の取り組み

60

テーマ・概要
「GIS（Geographical Information Science）：地理情報科学」は，近年デジタル化が進む地理情報を（コンピュータで）系統的に処理・
表示・分析し，自然環境や人間活動の空間的な傾向や変化を明らかにしていく学問です．身近な事例としては，カーナビやGPS，Google 
Earthなどがそれにあたります．
本講義では，はじめにGISの概念や基礎的な知識の習得をめざします．その後，地理情報の処理を行うツール「GIS（Geographical 
Information System）」を使って，実際に空間データを処理・分析し，そこから何が見えてくるかを考えていきます．

DP1（教養の修得）を実現するため，以下を到達目標とする．
1）社会の様々な分野で整備されている地理情報システム（GIS）のデータを各自で取得し，GISソフトで描画するスキルを身につける．
2）GISソフトで描画した地図から，様々な自然・人文現象を読み取るスキルを身につける．
3）GISソフトを使用して高度な空間分析を行い，空間データからより詳細な特徴を抽出し，考察するスキルを身につける．

到達目標

授業の計画と準備学修

環境とＧＩＳ

財城　真寿美

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211462104

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

GISデータのしくみ
GISソフト「MANDARA」の基本操作
緯度経度情報の取得

・前回の内容確認
・授業内に終わらなかった課題の取り組み

60

階級区分図の作成

60

・前回の内容確認
・授業内に終わらなかった課題の取り組み

60

第9回 コンビニエンスストアの立地分析（武蔵野市）→【課題４】

第7回

第8回

・前回の内容確認
・授業内に終わらなかった課題の取り組み

階級区分図の作成とオーバーレイ→【課題２】

・前回の内容確認
・授業内に終わらなかった課題の取り組み

60

コンビニエンスストアの立地分析（川越市）

60

・前回の内容確認
・授業内に終わらなかった課題の取り組み

60

コンビニエンスストアの立地分析（川越市）→【課題３】

・前回の内容確認
・授業内に終わらなかった課題の取り組み
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60

第11回

第12回

第13回

地価と用途地域の分布

・前回の内容確認
・授業内に終わらなかった課題の取り組み

地価と用途地域の分布→【課題５】

・前回の内容確認
・授業内に終わらなかった課題の取り組み

統計データの探索と地図化

・前回の内容確認
・授業内に終わらなかった課題の取り組み

60

第10回

60

統計データの探索と地図化→【課題６】

60

60

第15回

・前回の内容確認
・授業内に終わらなかった課題の取り組み

60

さまざまな主題図

・前回の内容確認
・授業内に終わらなかった課題の取り組み

さまざまな主題図→【課題７】

・前回の内容確認
・授業内に終わらなかった課題の取り組み

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
第１回のガイダンスのみ講義形式，第２回以降はPC教室でのExcelやWord，GISソフト等を使った実習形式で行います．
実習では最初に作業の流れを説明し，その後各自で作業を進めます．
GISソフトの使い方は随時解説しますが，WordとExcelの基本的な操作はすでに習得しているものとして解説しません．
教材やデータの配布，レポートの提出はすべてポータルサイトを利用します．

成績評価の方法
授業での参加状況や姿勢などの平常点（40％）＋課題の提出状況（40％）＋課題の内容（20％）

テーマごとに，GISソフトで作成した図とその分析結果に関する課題レポート（計７回を予定）を提出してもらい，
その提出状況と内容，出席状況を評価します．

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し，その達成度によって評価する．
1）地理情報システム（GIS）のデータを各自で取得し，GISソフトで描画するスキルを習得しているかどうか．
2）GISソフトで描画した地図から，様々な自然・人文現象を読み取るスキルを習得しているかどうか．
3）GISソフトを使用して高度な空間分析を行い，空間データからより詳細な特徴を抽出し，考察するスキルを習得しているかどうか．

必要な予備知識／先修科目／関連科目
WordとExcelの基本的な操作

テキスト
特になし

参考書
『MANDARAとEXCELによる市民のためのGIS講座』後藤真太郎・谷　謙二・酒井聡一・加藤一郎，古今書院，ISBN-10: 4772241620，2,808
円．
『Google Earthでみる地球の歴史』後藤和久，岩波書店，ISBN-10: 400007489X．
『地域分析ハンドブック—Excelによる図表づくりの道具箱』 半澤 誠司・武者 忠彦・近藤 章夫・濱田 博之，  ナカニシヤ出版，ISBN-
10: 4779509173．

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

- 1061 -



単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の内容、進め方等を説明する。
・『世界がもし100人の村だったら』を学修する。

【予習】シラバスをよく読んで授業の進め方を理解しておく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

環境経営基礎知識２
・国内外のエネルギー及び温室効果ガス排出等に関する現状を学修する。

【復習】国内外のエネルギー及び温室効果ガス排出等に関する現状を確認しておく。 60

環境経営基礎知識１
・公害問題から地球環境問題への変遷を学修する。

【復習】公害問題・地球環境問題に関するキーワードを確認しておく。 60

テーマ・概要
日本企業の環境CSR経営の現状について、実践的な講義を行う。授業の序盤では、公害問題から地球環境問題への変遷を学修したうえで、
パリ協定やSDGs（持続可能な開発目標）・ESG投資などの国際的な環境CSR経営の最新動向について講義する。次に授業の中盤では日本企業
の環境CSR取組について事例を交え集中的に講義する。そして授業の終盤では各社のホームページで公開されている環境CSR報告書等を活用
して、個別企業のケーススタディとプレゼンテーション及び討議を行う。

DP1（教養の修得）、DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、以下を到達目標とする。
①環境CSR経営を理解する上で必要な基礎的知識を習得する。
②パリ協定やSDGs（持続可能な開発目標）・ESG投資などの国際的な環境CSR経営の最新動向について関して考察し、小レポートに取りまと
め、プレゼンテーションや討議することができる。
③現在の日本企業が、環境CSR経営をどのように実践しているのかについて把握できる。
④個別企業のケーススタディでは、就職活動を意識して候補先企業の環境CSR報告書を評価・考察し、小レポートに取りまとめ、プレゼン
テーションや討議することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

環境経営実践

猪刈　正利

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211462105

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

環境経営基礎知識３
・IPCC（気候変動に関する政府間パネル）の最新報告書やパリ協定の内容を学修する。
※小レポート①（気候変動問題が企業経営に与える影響に関して考察する小レポート）の説明

【復習】IPCCの最新報告書やパリ協定の内容を確認しておく。小レポートに取り組む。 120

環境経営基礎知識４
・パリ協定の発効を受けて、国内外で進展する脱炭素社会に向けた動きが企業経営に与える影響について学修する。

120

【復習】グリーン購入やCSR調達などのサプライチェーンを通じた取り組みを確認しておく。 60

第9回 環境経営実践３
・グリーン購入やCSR調達などのサプライチェーンを通じた取り組みを学修する。

第7回

第8回

【復習】パリ協定が企業経営に与える影響について確認しておく。小レポートに取り組む。

プレゼンテーション①
・小レポート①の提出
・小レポートのプレゼンテーション（時間の制約もあり対象者は一部）及び討議
・講師講評

【予習】プレゼンテーションに向けた準備をしておく。 60

環境経営実践１
・環境CSR問題をめぐるこれまでの国際的な取組を学修する。

60

【復習】環境CSR問題をめぐるこれまでの国際的な取り組みの流れを確認しておく。 60

環境経営実践２
・SDGs（持続可能な開発目標）を学修する。

【復習】SDGs（持続可能な開発目標）を確認しておく。
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60

第11回

第12回

第13回

環境経営実践４
・ISO14001環境マネジメントシステム及びエコアクション21を学修する。

【復習】ISO14001及びエコアクション21の特徴を確認しておく。

環境経営実践５
・企業の社会的責任（CSR）とISO26000（社会的責任に関する手引）、環境CSR報告書を学修する。

【復習】CSR、ISO26000、環境CSR報告書に関するキーワードを確認しておく。

環境経営実践６
・金融機関の環境CSR取組（ESG投資他）を学修する。

【復習】金融機関の環境CSR取組を確認しておく。

60

第10回

60

ケーススタディ１
・製造業の環境CSR報告書のケーススタディを行う。
※小レポート②（個別企業の環境CSR報告書を評価・考察する小レポート）の説明

60

120

第15回

【復習】ケーススタディで学修した内容を確認しておく。小レポートに取り組む。 120

ケーススタディ２
・非製造業の環境CSR報告書のケーススタディを行う。

【復習】ケーススタディで学修した内容を確認しておく。小レポートに取り組む。

プレゼンテーション②
・小レポート②の提出
・小レポートのプレゼンテーション（時間の制約もあり対象者は一部）及び討議
・講師講評

【予習】プレゼンテーションに向けた準備をしておく。

第14回
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授業の開始時及び終了時をはじめ、授業中に適宜、教室で受け付ける。または、質問事項をコミュニケーション・シートに記載願い、次回
授業の最初に回答する。

授業の方法
授業は講義形式を基本とするが、環境省動画チャネル（YouTube）や、多くの日本企業が作成・公表している環境CSR報告書等の具体的な事
例を適宜盛り込む。
●コミュニケーション・シート：授業では毎回、A4レポート用紙1枚を配布し、出席のエビデンスとしても活用するが、本シートには、当
該講義を受講して学生自ら考えたことのポイント（注：講義内容ではなく、あくまでも考察したポイント）や質問事項を記入願う。そして
授業全体の学修内容についての理解度を確認する。　
●小レポート①②：それまでの授業の理解度と、小レポートの課題をどのように考察したかを確認する。
●ケーススタディ1,2：製造業及び非製造業の環境ＣＳＲ報告書のケーススタディを行う。
●プレゼンテーション①②：上記小レポートのプレゼンテーション（時間の制約もあり対象者は一部）及び討議内容を評価する。

成績評価の方法
2回の小レポートの考察内容とそのプレゼンテーション（20％/回×2回＝40％）、及び授業に臨む姿勢や討議での積極性（時間厳守、質問
の回数・内容、コミュニケーション・シートの考察内容）等（60％）から総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。次の点に着目し、その達成度により評価する。
①環境CSR経営を理解する上で必要な基礎的知識を習得する。
②パリ協定やSDGs（持続可能な開発目標）・ESG投資などの国際的な環境CSR経営の最新動向について関して考察し、小レポートに取りまと
め、プレゼンテーションや討議することができる。
③現在の日本企業が環境CSR経営をどのように実践しているのかについて把握できる。
④個別企業のケーススタディでは、就職活動を意識して候補先企業の環境CSR報告書を評価・考察し、小レポートに取りまとめ、プレゼン
テーションや討議することができる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
予備知識は特に必要としないが、関連科目は、「環境と経営戦略」、「環境経営の基礎」、及び「企業の社会的責任」等。

テキスト
特になし。

参考書
『改訂6版　環境社会検定試験（ECO検定）公式テキスト』、東京商工会議所編著、2,600円（+税）、購入の必要なし

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
環境問題における社会科学の視点

テキスト・配布資料・参考資料を読む。関連資料を自ら調べる。 60-90分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

1.環境問題とは何か：公害と環境法

テキスト・配布資料・参考資料を読む。関連資料を自ら調べる。 60-90分

1.環境問題とは何か：類型・特徴、公害

テキスト・配布資料・参考資料を読む。関連資料を自ら調べる。 60-90分

テーマ・概要
日本において環境政策は公害対策や自然環境保護をから発展してきた。その後、廃棄物、資源・エネルギー、気候変動などのように取り組
むべき環境問題は広がり続けている。そこで本講義は、日本の環境政策を中心に、その歴史・目的をはじめ、環境への経済学の考え方も併
せて講述するものである。また、日本の環境政策の特徴を理解するために必要に応じて他国との比較も行う。

DP1（教養の修得）ならびにDP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、以下を到達目標とする。
①環境問題・環境政策に関係する主体を簡潔に整理し、客観的に考察することができる。
②問題解決・政策立案について各利害関係者の立場から論じることができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本の環境政策

山上　浩明

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211462106

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

1.環境問題とは何か：経済学（公害と量規制）

テキスト・配布資料・参考資料を読む。関連資料を自ら調べる。 60-90分

2.裁判と補償：特別措置法と患者認定基準

60-90分

テキスト・配布資料・参考資料を読む。関連資料を自ら調べる。 60-90分

第9回 3. 廃棄物問題：産業廃棄物関連対策

第7回

第8回

テキスト・配布資料・参考資料を読む。関連資料を自ら調べる。

2.裁判と補償：拡大生産者責任

テキスト・配布資料・参考資料を読む。関連資料を自ら調べる。 60-90分

2.裁判と補償：経済学（量規制と患者認定）

60-90分

テキスト・配布資料・参考資料を読む。関連資料を自ら調べる。 60-90分

3. 廃棄物問題：廃棄物の定義・類型と日本の現状

テキスト・配布資料・参考資料を読む。関連資料を自ら調べる。
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60-90分

第11回

第12回

第13回

3. 廃棄物問題：一般廃棄物関連対策

テキスト・配布資料・参考資料を読む。関連資料を自ら調べる。

3. 廃棄物問題：経済学（逆有償・リサイクル）

テキスト・配布資料・参考資料を読む。関連資料を自ら調べる。

4. エネルギー問題：歴史・定義・現状

テキスト・配布資料・参考資料を読む。関連資料を自ら調べる。

60-90分

第10回

60-90分

4. エネルギー問題：政策動向

60-90分

60-90分

第15回

テキスト・配布資料・参考資料を読む。関連資料を自ら調べる。 60-90分

4. エネルギー問題：経済学（自然独占）

テキスト・配布資料・参考資料を読む。関連資料を自ら調べる。

総括

テキスト・配布資料・参考資料を読む。関連資料を自ら調べる。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
レジュメを配布し、講義を行う。

成績評価の方法
宿題or中間試験(30%)＋到達度確認テスト(70%)、または到達度確認テスト(100%)でより評価の高いものを採用し成績とする。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
①環境問題・環境政策に関係する主体を簡潔に整理し、客観的に考察することができる。
②問題解決。政策立案について各利害関係者の立場から論じることができる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
先修科目は特にない。関連科目として、環境関連科目全般とミクロ経済学関連科目が挙げられる。
尚、『環境経済学』の理解のために『日本の環境政策』を先に履修することが望ましい。

テキスト
特に指定しない。ただし、以下の書籍を中心にレジュメを作成する。
　浅子和美・落合勝昭・落合由紀子(2015)『グラフィック　環境経済学』新世社

参考書
[1]栗山浩一・馬奈木俊介(2016)『環境経済学をつかむ』有斐閣
[2]馬奈木俊介(2013)『環境・エネルギー・資源戦略　新たな成長分野を切り拓く』日本評論社
[3]馬奈木俊介・豊澄智己(2012)『環境ビジネスと政策　ケーススタディで学ぶ環境経営』昭和堂

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

江戸期の日本経済（1）:マクロ変数の動き——歴史人口学が語る新しい江戸時代像——

復習として、参考書(1)[自ら築き上げた歴史人口学をやさしく解説している本]の当該箇所を読んでみ
る。

復習に60分。

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

江戸期の日本経済（3）:教育――国際比較の観点から見た、その水準の高さと広範な普及――
筆跡鑑定法による識字率の測定
　来日外国人の残した、彼らの驚嘆の記述

予習としては、前回の授業の見直し。
復習としては授業の要点整理と、参考書(2-1)(2-2)の当該箇所を読んでみる。

予習に30分、復習に60
分。

江戸期の日本経済（2）:マクロ変数の動き——歴史人口学が語る新しい江戸時代像——

予習として、不明点や追加説明を求める点を確認しておくこと。
ここまでの講義の総復習を、要点をしぼって行うこと。

予習に30分、復習に60
分。

テーマ・概要
　日本は、後進国から先進国にまで、どのような軌跡を描いて経済発展を遂げてきたのだろうか。そして、これから先、日本はどういった
進路を採るべきなのだろうか。「歴史に学び、歴史の理解をもって未来を解く鍵にする」ことによって、日本経済の過去と現在と未来を考
えていこうというのが、本講義のテーマである。本講義では、江戸時代における日本経済の動向から第一次世界大戦期までの日本経済の発
展過程を、最新の学会の成果をふんだんに取り入れつつ講義する。

ＤＰ１（教養の修得）　を実現するため、以下を到達目標とする。
受講者諸君には、経済成長によって、何が達成され、そして何が取り残されたのかについて幅広い知識を持ってもらいたいと考えている。
これからの日本経済の進む道と諸君が生きて行く時代は、この「取り残されたもの」を補いながら進んで行かなかればならないからであ
る。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本経済史Ａ

松本　貴典

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211463101

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

江戸期の日本経済（4）:市場経済——世界で最も古くから機能していた日本の市場機構——

予習としては、前回の授業の見直し。
復習としては授業の要点整理と、参考書(3)の当該箇所を読んでみる。

予習に30分、復習に60
分。

江戸期の日本経済（5）:流通システム——サテライト構造からネットワーク構造へ——

予習に60分、復習に60
分。

予習としては、前回の授業の見直し。
復習としては授業の要点整理と、参考書(7)の当該箇所を読んでみる。

予習に30分、復習に60
分。

第9回 明治維新（3）:殖産興業と軌道修正――前田正名という男――
　日本の近代化の実態は「日本の西洋化」ではなく「西洋の日本化」であった。

第7回

第8回

予習としては、前回の授業の見直し。
復習としては授業の要点整理と、参考書(4)の第1巻の最終章を読んでみる。

第1回～第5回の授業の内容補足と質疑応答

予習として、不明点や追加説明を求める点を確認しておくこと。
ここまでの講義の総復習を、要点をしぼって行うこと。

予習に30分、復習に90
分。

明治維新（1）:革新と連続
　明治維新の実像――断絶と非断絶――

予習に30分、復習に60
分。

予習と復習両方のために、参考書(5)の当該箇所を読んで見ること。 予習に30分、復習に60
分。

明治維新（2）:近代経済成長の基盤整備

予習としては、前回の授業の見直し。
復習として、参考書(6)の当該箇所を読んでみる。
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予習に30分、復習に60
分。

第11回

第12回

第13回

明治維新（4）:断絶か連続か：その数量的実証分析――幕末～明治中期の激動期における企業家・起業家の盛衰――
経済から見れば、明治維新は、断絶なのか、それとも連続性の中で捉えるべきか――

予習としては、前回の授業の見直し。
復習としては授業の要点整理と、参考書(8)の第1章を読んでみる

第7回～第10回の授業の内容補足と質疑応答

予習として、不明点や追加説明を求める点を確認しておくこと。
ここまでの講義の総復習を、要点をしぼって行うこと。

産業化(1）:近代日本における工業化の開始

復習としてはこれまでの授業の要点整理と、参考書(4)の第4巻第1章および第5巻第1章を読んでみる。

予習に30分、復習に60
分。

第10回

予習に30分、復習に90
分。

産業化（2）:近代工業と在来産業——在来産業の大海に浮かぶ小島としての近代工業——

予習に30分、復習に90
分。

予習に30分、復習に60
分。

第15回

予習としては、前回の授業の見直し。
復習としては授業の要点整理と、参考書(9-1) の当該箇所および(9-2)第1章を読んでみる。

予習に30分、復習に60
分。

産業化（3）:近代日本の地域経済発展と所得格差

予習としては、前回の授業の見直し。
復習としては授業の要点整理と、参考書(10)の第1章を読んでみる

第12回～第14回の授業の内容補足と質疑応答

予習として、不明点や追加説明を求める点を確認しておくこと。
ここまでの講義の総復習を、要点をしぼって行うこと。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
多くの図表をプリントで配布して、論拠を示しながら、講義形式で進める。

成績評価の方法
期末試験のスコア（85％）と真摯な授業態度（15％）とによって評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
上記、到達目標の達成度に基づいて評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
必要な予備知識はとくにない。また先修科目もとくにない。

テキスト
特に用いない。

参考書
(1)速水 融『歴史人口学で見た日本(文春新書)』文藝春秋社、2001年
(2-1)大石 学『江戸の教育力——近代日本の知的基盤』 東京学芸大学出版会、2007年
(2-2)高橋 敏『江戸の教育力 (ちくま新書) 』筑摩書店、2007年
(3)宮本又郎『近世日本の市場経済』有斐閣、1990年
(4)宮本又郎ほか『日本経済史』第1巻〜第8巻、岩波書店
(5)西川俊作『日本経済の成長史』東洋経済新報社、1985年
(6)南亮進・牧野文夫『日本の経済発展〔第3版〕』東洋経済新報社、2002年
(7)中村隆英『日本経済—その成長と構造—[第3版]』東京大学出版会、1993年
(8)宮本又郎『企業家たちの挑戦（中公文庫）』中央公論新社、2013年
(9-1)中村隆英『明治大正期の経済』東京大学出版会、1985年
(9-2)中村隆英『日本の経済発展と在来産業』山川出版社、1997年
(10)松本貴典『生産と流通の近代像』日本評論社、2004年

これらの参考書以外にも、以下の著作も講義の理解を深めるだろう。
宮本又郎ほか『日本経営史』有斐閣、2007年
安岡重明ほか『日本経営史』第1巻〜第5巻、岩波書店

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

現代日本経済史序章：両大戦間期の日本経済（1）:現代の日本経済の原型
第一次世界大戦期のバブル経済とその崩壊
1920年代の長期不況
重化学工業化と都市化

復習として、今回の授業内容の要点把握を行うこと。また、参考書(1)の該当部分を読んで見ること。 予習に30分、復習に60
分。

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

第1回～第2回の授業の内容補足と質疑応答

予習として、不明点や追加説明を求める点を確認しておくこと。
ここまでの講義の総復習を、要点をしぼって行うこと。

予習に30分、復習に90
分。

現代日本経済史序章：両大戦間期の日本経済（2）:現代の日本経済の原型
重化学工業化と都市化
二重構造の生成
高橋財政と景気回復

予習として、前回の授業内容のポイントを確認しておくこと。復習として、今回の授業内容の要点把握
を行うこと。また、参考書(1)の該当部分を読んで見ること。

予習に30分、復習に60
分。

テーマ・概要
近代化に成功した日本は、現在、世界屈指の経済大国に成長した。日本はどのような軌跡を描いて経済発展を遂げてきたのか。この問題に
関して、最新の学会の成果に基づき、第一次世界大戦期からバブル経済崩壊までの、約100年間の日本の経済発展を、最新の研究成果をふ
んだんに盛り込みながら講義する。

DP1（教養の修得）を実現するため、以下を到達目標とする。
受講者諸君には、経済成長によって、何が達成され、そして何が取り残されたのかについて幅広い知識を持ってもらいたいと考えている。
これからの日本経済の進む道と君達が生きて行く時代は、この「取り残されたもの」を補いながら進んで行かなければならないからであ
る。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本経済史Ｂ

松本　貴典

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211463102

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

戦時統制期の日本経済（1）
被害と遺産——潰えたものと引き継がれたもの——

予習として、前回の授業内容のポイントを確認しておくこと。復習として、今回の授業内容の要点把握
を行うこと。また、参考書(2)の該当部分を読んで見ること。

予習に30分、復習に60
分。

戦時統制期の日本経済（2）
現代日本経済シスムの源流——自由主義的で政府の介入が少なかった戦前の日本経済が、なぜ戦後は政府の経済介入が多くなった
のか——
実験国家としての満州国

予習に30分、復習に60
分。

予習として、前回の授業内容のポイントを確認しておくこと。復習として、今回の授業内容の要点把握
を行うこと。また、参考書(2)の該当部分を読んで見ること。

予習に30分、復習に60
分。

第9回 戦後復興期の日本経済（2）
冷戦と経済復興——「アジアのスイス」から「反共の防壁」への転換——

第7回

第8回

予習として、前回の授業内容のポイントを確認しておくこと。復習として、今回の授業内容の要点把握
を行うこと。また、参考書(3)の該当部分を読んで見ること。

戦時統制期の日本経済（3）
革新官僚と企画院：公職追放されなかった人びとによる敗戦からの復興——企画院と復興期の経済安定本部の連続性——

予習として、前回の授業内容のポイントを確認しておくこと。復習として、今回の授業内容の要点把握
を行うこと。また、参考書(4)の該当部分を読んで見ること。

予習に30分、復習に60
分。

第4回～第6回の授業の内容補足と質疑応答

予習に30分、復習に60
分。

予習として、不明点や追加説明を求める点を確認しておくこと。
ここまでの講義の総復習を、要点をしぼって行うこと。

予習に30分、復習に90
分。

戦後復興期の日本経済（1）
経済民主化——その功と罪——

予習として、前回の授業内容のポイントを確認しておくこと。復習として、今回の授業内容の要点把握
を行うこと。また、参考書(2)の該当部分を読んで見ること。
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予習に30分、復習に60
分。

第11回

第12回

第13回

第8回～第9回の授業の内容補足と質疑応答

予習として、不明点や追加説明を求める点を確認しておくこと。
ここまでの講義の総復習を、要点をしぼって行うこと。

高度成長期の日本経済（1）
10％以上の高い経済成長率が続く時代
年20％以上のペースで進む企業設備投資

復習として、今回の授業内容の要点把握を行うこと。また、参考書(5) (6)の該当部分を読んで見るこ
と。

高度経済成長期の日本経済（2）:高度成長の成果
　所得の急上昇
　大衆消費社会の到来
国民生活の改善の急速な進展　ほか

予習として、前回の授業内容のポイントを確認しておくこと。復習として、今回の授業内容の要点把握
を行うこと。また、参考書(7)の該当部分を読んで見ること。

予習に30分、復習に90
分。

第10回

予習に30分、復習に60
分。

高度経済成長期の日本経済（3）:高度成長の終焉――ドルショックと第一次オイルショックの衝撃――

予習に30分、復習に90
分。

予習に30分、復習に60
分。

第15回

予習として、前回の授業内容のポイントを確認しておくこと。復習として、今回の授業内容の要点把握
を行うこと。また、参考書(8)の該当部分を読んで見ること。

予習に30分、復習に60
分。

戦後から現代の日本における産業の盛衰――連続繁栄型・斜陽型・成長型・安定型・景気循環型――

予習として、前回の授業内容のポイントを確認しておくこと。復習として、今回の授業内容の要点把握
を行うこと。また、参考書(8)の該当部分を読んで見ること。

第11回～第14回の授業の内容補足と質疑応答

予習として、不明点や追加説明を求める点を確認しておくこと。
ここまでの講義の総復習を、要点をしぼって行うこと。また、参考書(5)(7)(8)の該当部分を読んで見
ること。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
多くの図表をプリントで配布して、論拠を示しながら、講義形式で進める。

成績評価の方法
期末試験のスコア（85％）と真摯な授業態度（15％）とによって評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
上記、到達目標の達成度に基づいて評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
必要な予備知識はとくにない。また先修科目もとくにない。

テキスト
とくに定めない。

参考書
(1) 西川俊作ほか『産業化の時代 (下)』岩波書店、1990年
(2) 中村隆英ほか『 「計画化」と「民主化」』岩波書店、1989年
(3) NHK取材班『「日本株式会社」の昭和史——官僚支配の構造——』 創元社 、1995年
(4) 小林英夫『超官僚——日本株式会社をグランドデザインした男たち 宮崎正義・石原莞爾・岸信介——』 小学館、1995年
(5) 安場保吉ほか『高度成長』岩波書店、1989年
(6) 吉川 洋『高度成長 (中公文庫)』 中央公論新社、2012年
(7) 武田晴人『シリーズ日本近現代史8　高度成長 (岩波新書) 』岩波書店、2008年
(8) 猪木武徳 『日本の近代7　 経済成長の果実 1955〜1972 (中公文庫)』 中央公論新社 、2013年

これらの参考書以外にも、以下の著作も講義の理解を深めるだろう。
南亮進・牧野文夫『日本の経済発展〔第3版〕』東洋経済新報社、2002年
西川俊作『日本経済の成長史』東洋経済新報社、1985年
下川浩一『日本の企業発展史（講談社現代新書）』講談社、1990年　ほか

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

序論1 西洋経済史とは何か、ヨーロッパとは何か

【予習】教科書の「はしがき」「序章」を読んでおく。
【復習】講義の内容をあさらいしておく。

90

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

序論2-2 経済史をどう区分するか（2）：中世経済の「名誉回復」

【復習】とくに中世ヨーロッパの位置づけに関して、講義の内容をおさらいしておく。 60

序論2-1 経済史をどう区分するか（1）：時代区分の形骸化と再構築

【予習】日本史と世界史に関する高校の教科書などにより、歴史の時代区分がどのようになっているか
について下調べをしておく。教科書15-25頁を読んでおく。
【復習】講義の内容をおさらいしておく。

60

テーマ・概要
テーマ：
　ヨーロッパ経済、とりわけその中世期の発展を主な対象とする経済史総論。

概要：
　今日のヨーロッパは単なる統合ではなく、実は再統合を経験しているのだと考えることもできる。そのように見た場合、現代の統合ヨー
ロッパの前史と考えられるのは、しばしば近代として言及される16〜20世紀の分裂と対立の時代ではない。むしろそうした分裂の時代に対
するアンチテーゼとしていまのＥＵは成立している。

　では統合ヨーロッパの真の前史はどこにあるのか。それは中世にある。ヨーロッパの中世は決して「暗黒」の時代などではなかった。今
日の経済史では、近代的な制度、装置、組織、人間類型などの多くは実は中世にすでに萌芽していたということが論じられ、「暗黒」の中
世のイメージは過去のものとなりつつある。
　そこでこの講義では、ヨーロッパの経済史について、現代のヨーロッパを考えるうえで重要な前提となる、中世ヨーロッパ経済の展開を
中心に概説する。続けて後期配当の「西洋経済史Ｂまたは近現代ヨーロッパ経済」（経済学部）または「経済史総論II」（法学部）を受講
することが望ましい。（ただし、後期配当科目を先に履修してもかまわない。）

DP1（教養の修得）を実現するため、以下を到達目標とする。
１．経済史、とくにヨーロッパの経済史について、俯瞰的かつ体系的な理解を深める。
２．中世ヨーロッパの経済システムの概要とその現代的意義を理解し、整理することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

西洋経済史Ａ

田中　淳一

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21311463103

カリキュラムにより異なります。 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

序論2-3 ：ヨーロッパ経済史のパノラマ

【予習】教科書25-47頁を読んでおく。
【復習】講義の内容をおさらいしておく。とくにＡ局面、Ｂ局面の推移に関して理解を深めておく。

60

原風景としてのヨーロッパ経済（1）：中世ヨーロッパの人口動態

90

【復習】講義内容についておさらいしておく。 60

第9回 原風景としてのヨーロッパ経済（5）：都市の社会経済システム(2)

第7回

第8回

【予習】人口問題一般に関して下調べをしておく。
【復習】中世の人口動態の特徴について確認しておく。

原風景としてのヨーロッパ経済（2）：祈る人、戦う人、働く人

【予習】教科書、第二章を読んでおく。
【復習】講義内容についておさらいしておく。

90

原風景としてのヨーロッパ経済（3）：農村の社会経済システム

60

【復習】講義内容についておさらいしておく。 60

原風景としてのヨーロッパ経済（4）：都市の社会経済システム

【復習】講義内容についておさらいしておく。
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60

第11回

第12回

第13回

原風景としてのヨーロッパ経済（6）：カトリック教会と中世社会経済

【予習】キリスト教について、その起こりと発達について下調べをしておく。
【復習】講義内容についておさらいしておく。

原風景としてのヨーロッパ経済（7）:中世ヨーロッパの交易ネットワーク

【復習】講義内容についておさらいしておく。

実業家の誕生と類型（1）：中世商人の時間と地平

【予習】教科書の第三章を読んでおく。
【復習】講義内容についておさらいをしておく。

90

第10回

90

実業家の誕生と類型（2）：カトリック世界の企業家の群像

90

90

第15回

【復習】講義内容についておさらいをしておく。 60

英仏の農民一揆　：近世ヨーロッパ経済への胎動

【予習】高校の世界史の教科書などで、中世の農民一揆について下調べをしておく。
【復習】講義内容についておさらいをしておく。

授業のまとめ——すべての講義の主要論点を提示し、中世ヨーロッパ経済を学ぶ意味を再確認する。

【予習】全14回の講義を、教科書、レジュメ・ノートに即して振り返り、要点をおさえておく。
【復習】今回の「授業のまとめ」をふまえ、シラバスの「到達目標」項目に従って自らの到達度を確認
し、理解を補っておく。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義中心であるが、講義後（または講義中も可）の質疑は歓迎する。質問、コメントなどを伝える手段と機会をもうける。SEIKEI PORTAL
も活用する。図像・DVDなどのヴィジュアルな資料もできるだけ多く使用する予定である。　

・ 講義の理解をさらに深めてもらうために、授業内容に関連するテーマに関してレポートを2回課す。
・双方向性を確保するために、電子出欠とは別に、出席票替わりのコメント票（レビュー票）を使って、毎回の授業内容に関して感想、意
見、質問などを記入してもらう。必要に応じて事後的に授業冒頭にコメントを紹介する。

成績評価の方法
学期末試験：70％
レポート（2回）：20%
平常点（授業への参加度・受講態度など）：10%（毎回のコメント票の記述内容も加味される）
により総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
下記の点について目標の到達度を測る。
・ 西洋経済史の時代区分に関して論点を整理できるかどうか。
・ 中世ヨーロッパ経済の諸部面に関して、暗黒・停滞のイメージを払拭して、近代との連続性について整理できるかどうか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
予備知識は不要。
関連科目はすべての歴史系の科目、とりわけ以下の科目である。

＜経済学部＞：西洋経済史Ｂ（または近現代ヨーロッパ経済）、経済史の基礎（または国際商業史）、地域経済史、比較経済史、欧米の歴
史１、欧米の歴史２、近代日本経済史、現代日本経済史、数量経済史、日本経営史

＜法学部＞：経済史総論II、西洋近代史I、西洋近代史II、西洋政治史I、西洋政治史II、科学史I、科学史II

テキスト
朝倉弘教・内田日出海『ヨーロッパ経済——過去からの照射』勁草書房、2018年（改訂版第7刷）、3000円+税（ISBN:978-4--326-50233-
2）。そのほか必要に応じて講義レジュメを用意する。

参考書
Ｊ．ファヴィエ『金と香辛料——中世における実業家の誕生』（内田日出海訳）、春秋社、1997年
Ｊ．ル=ゴフ『中世とは何か』（池田健二・菅沼潤訳）藤原書店、2005年
野崎直治編『ヨーロッパの反乱と革命』山川出版社、1992年；野崎直治編『概説西洋社会史』有斐閣選書、1994年
堀越宏一『中世ヨーロッパの農村世界』山川出版社、1997年
河原温『中世ヨーロッパの都市世界』山川出版社、1996年
高山博・池上俊一編『西洋中世学入門』東京大学出版会、2005年
堀越宏一・甚野尚志編『15のテーマで学ぶ中世ヨーロッパ史』ミネルヴァ書房、2013年

そのほか講義の進行に合わせて、随時紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

序論: 経済近代化を見る目、方法

【復習】講義内容を整理しつつ、科目全体の見通しをもつ。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第4回

第2回

宗教改革と資本主義（2）： 国家理性、国民主義の芽生え

【復習】講義内容のおさらいをしておく。 60

工業化に向かう３つのヴェクトル（1）： 初期資本主義論の系譜（プロト工業化）

宗教改革と資本主義（1）： 宗教倫理と企業家精神

【予習】教科書、110-111頁、123-124頁を読んでおく。ヨーロッパの宗教改革について一般知識を確認
しておく。
【復習】講義内容のおさらいをしておく。

90

テーマ・概要
テーマ：近現代期のヨーロッパ経済の展開を主な対象とする経済史総論。

概要：16〜20世紀半ばの分裂と対立の時代（近代）から第二次世界大戦後の再統合の時代（＝現代）までのヨーロッパ経済史を扱う。ヨー
ロッパが中心対象となる講義であるが、可能な限り日本などの事例も交えながら解説することを心掛ける。

DP1（教養の修得）を実現するため、以下を到達目標とする。
１．ヨーロッパ経済の現代を過去から照射しつつ、各講義で提示される論点に関して知識を深め、そのうえで歴史的な厚みをもった全体像
を把握する。　
２．重商主義、市民革命、産業革命などの基本概念に関して新たな視点で捉える。

到達目標

授業の計画と準備学修

西洋経済史Ｂ

田中　淳一

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21311463104

カリキュラムにより異なります。 2019年度 後期
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第5回

第6回

【予習】教科書、第四章を読んでおく。
【復習】講義内容のおさらいをしておく。

90

工業化に向かう３つのヴェクトル（2）： 経済主体としての国家（重商主義、市民革命、産業革命）

90

【復習】講義内容のおさらいをしておく。 60

国民経済の形成過程（4）：フランス・ドイツほか

第9回

第10回

国民経済の形成過程（3）：イギリス

第7回

第8回

【予習】教科書、第四章を再度読んでおく。
【復習】講義内容のおさらいをしておく。

工業化に向かう３つのヴェクトル（3）： 世界システム論

【復習】講義内容のおさらいをしておく。 60

国民経済の形成過程（1）： ヨーロッパの海外進出と世界経済

60

【予習】高校の世界史の教科書などで、大航海時代について下調べをしておく。
【復習】講義内容のおさらいをしておく。

60

国民経済の形成過程（2）：ベネルクス諸邦(オランダ、ベルギー、ルクセンブルク )

【復習】講義内容のおさらいをしておく。
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90

第11回

第12回

第13回

【復習】講義内容のおさらいをしておく。

19世紀におけるヨーロッパの経済地図（自由貿易主義の風と保護貿易主義の壁)

【予習】教科書、第五章を読んでおく。
【復習】講義内容のおさらいをしておく。

19世紀後半〜第一次世界大戦のヨーロッパ経済秩序

【予習】教科書、第六章を読んでおく。
【復習】講義内容のおさらいをしておく。

60

授業の方法

90

統合前の統合運動：「汎ヨーロッパ主義」の展開とその挫折

120

90

第15回

【復習】講義内容のおさらいをしておく。 60

ＥＵ（欧州連合）：立ち上がりから深化・拡大へ

【予習】教科書、第七章を読んでおく。
【復習】講義内容のおさらいをしておく。

授業のまとめ——すべての講義の主要論点を提示し、近現代ヨーロッパ経済の全体像を再提示する。

【予習】14回分の講義に関して振り返り、主要論点を確認しておく。
【復習】講義内容をふまえて、近現代ヨーロッパ経済の全体像をまとめておく。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

基本的にパワーポイントを使った講義中心であるが、講義後（または講義中も可）の質疑は歓迎する。質問、コメントなどを伝える手段と
機会をもうける。SEIKEI PORTALも活用する。図像・DVDなどのヴィジュアルな資料もできるだけ多く使用する。　

・ 講義の理解をさらに深めてもらうために、授業内容に関連するテーマに関してレポートを2回課す。
・双方向性を確保するために、出席票の替わりにコメント票を使って、毎回の授業内容に関して、感想、意見、質問などを記入してもら
う。必要に応じて事後的に授業冒頭にコメントを適宜紹介する。

成績評価の方法
学期末試験：70%
レポート（2回）：20%
平常点（授業への参加度・受講態度など）：10%（毎回のコメント票の記述内容も加味される）
により総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
下記の点について目標の到達度を測る。
・ 宗教改革と資本主義発展の関係を個人と国家の双方の観点から説明することができるかどうか
・ 工業化の3つのヴェクトルについて説明できるかどうか
・ 重商主義、市民革命、産業革命についての新たな概念規定を論じることができるかどうか
・ ＥＵの成立の背景を19〜20世紀前半のヨーロッパ経済の状況から説明できるかどうか

必要な予備知識／先修科目／関連科目
予備知識は不要。ただし先に「西洋経済史A」「中世ヨーロッパ経済」（経済学部）または「経済史総論I」（法学部）を受講した方がより
理解しやすいと思われる。

　関連科目はすべての歴史系の科目、とりわけ以下の科目。
＜経済学部＞：西洋経済史Ａ（または中世ヨーロッパ経済）、国際商業史（経済史の基礎）、地域経済史、比較経済史、欧米の歴史１、欧
米の歴史２、近代日本経済史、現代日本経済史、数量経済史、日本経営史
＜法学部＞：経済史総論I、西洋近代史I、西洋近代史II、西洋政治史I、西洋政治史II、科学史I、科学史II

テキスト
朝倉弘教・内田日出海『ヨーロッパ経済——過去からの照射』、勁草書房、2018年（改訂版第7刷）、3000円（ISBN:978-4--326-50233-2）。
そのほか必要に応じて講義メモを用意する。

参考書
原輝史・工藤章編『現代ヨーロッパ経済史』有斐閣、1996年
鈴木健夫編『「ヨーロッパ」の歴史的再検討』早稲田大学出版部、2000年
『ヨーロッパとは何か』別冊環⑤、藤原書店、2002年
Ａ. ガーシェンクロン『後発工業国の経済史』（絵所・雨宮・峯・鈴木訳）ミネルヴァ書房、2005年
Ｅ．ミラン『資本主義の起源と「西洋の勃興」』（山下範久訳）藤原書店、2011年
R.アレン『なぜ豊かな国と貧しい国が生まれたのか』（グローバル経済史研究会訳）NTT出版、2012年
Ｎ．ファーガソン『文明：西洋が覇権をとれた6つの真因』（仙名紀訳）勁草書房、2012年
内田日出海・谷澤毅・松村岳志編『地域と越境——「共生」の社会経済史』春風社、2014年
田村愛理・川名隆史・内田日出海『国家の周縁——特権・ネットワーク・共生の比較社会史』刀水書房、2015年
ルイ・ベルジュロン『フランスのラグジュアリー産業』（内田日出海訳）文眞堂、2017年
など。
そのほか、講義の進行に合わせて、随時紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

・授業の全体像、進め方、予習・復習の仕方などを説明する。
・読んでおくべき参考文献についての解説をする。

【予習】シラバスを読み、あらかじめ講義内容を把握する。

【復習】提示された参考文献を調べておく。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

「1910年代」　ヴィクトリア朝ファッションの終焉

・徐々にコルセットなしになっていくドレスの変遷を考察する。

BBC『ダウントン・アビー』

【予習】前回の講義の最後に提示された課題について、下調べをしておく。

【復習】キーワード、キー概念について解説することができるようにしておく。

60

「1900年代」　コルセットのS字シルエット

・コルセットをつけたドレスのシルエットとその意味を考察する。
・「モードの帝王」と呼ばれることになるポール・ポワレの活躍が見られるようになる背景を考察する。

【予習】前回の講義の最後に提示された課題について、下調べをしておく。

【復習】キーワード、キー概念について解説することができるようにしておく。

60

テーマ・概要
「服飾ファッションの社会史」

　この授業では、1900年代〜1960年代にかけての「服飾ファッションの社会史」を展開していく。
　目に見えて変化していく女性のファッションを考察するとともに、なぜそのようなファッションが生活の中ではぐくまれ、文化として展
開していったのか、どのような歴史的・社会的背景があってそれらファッションが誕生したのかを考察していく。
　表面的なデザインの変遷だけを考察するのではなく、風俗、文化、社会、経済といった分野に加え、視覚的にも映画／TVドラマなどを利
用し、多面的に服飾ファッションを深く掘り下げていく予定である。

ＤＰ１（教養の修得）を実現するため、以下を到達目標とする。
①1900年代から1960年代の服飾ファッションにはどのようなものがあるかを理解し、説明できる。
②そうした服飾ファッションの特徴を理解し、それらがどのように変化・変遷し、社会に影響を与え、風俗・文化として展開されていった
のかを説明できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

社会史

挾本　佳代

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211463105

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

「1910年代〜1920年代」　コルセットからの解放

・シンプルで機能的なデザインと素材を使ったシャネルの活躍を考察する。

映画『ココ・シャネル』『哀愁』

【予習】前回の講義の最後に提示された課題について、下調べをしておく。

【復習】キーワード、キー概念について解説することができるようにしておく。

60

「1920年代」（１）　ジャズ・エイジ・ファッション

・アメリカの好景気に支えられた狂騒の20年代のファッションを考察する。

映画『華麗なるギャツビー』

60

【予習】前回の講義の最後に提示された課題について、下調べをしておく。

【復習】キーワード、キー概念について解説することができるようにしておく。

60

第9回 「1940年代」（２）「ニュールック」の誕生

・クリスチャン・ディオールによる「ニュールック」のデザインとその影響を考察する。

映画『ディオールと私』

第7回

第8回

【予習】前回の講義の最後に提示された課題について、下調べをしておく。

【復習】キーワード、キー概念について解説することができるようにしておく。

「1920年代」（２）　芸術の都パリ

・アメリカからパリに芸術家が移り住むようになった背景とそこで誕生した文化の流れを考察する。

映画『ミッドナイト・イン・パリ』

【予習】前回の講義の最後に提示された課題について、下調べをしておく。

【復習】キーワード、キー概念について解説することができるようにしておく。

90

中間テスト

・これまでの授業で学修してきた理解度を確認するためのテストを行う。

60

【予習】これまでの授業で学修してきたことを、自分の言葉で解説することができるようにしておく。 60

「1940年代」　（１）戦時下からの解放

・第二次世界大戦が終結したことで広がる解放の風潮がファッションやその他の文化にどのような影響を及ぼしたのかを考察す
る。

【予習】前回の講義の最後に提示された課題について、下調べをしておく。

【復習】キーワード、キー概念について解説することができるようにしておく。
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60

第11回

第12回

第13回

「1950年代」（１）　オートクチュールの隆盛

・バレンシアガ、サンローラン、ジバンシー、マリー・クワントなどによって席巻されるパリのオートクチュールを考察する。

【予習】前回の講義の最後に提示された課題について、下調べをしておく。

【復習】キーワード、キー概念について解説することができるようにしておく。

「1950年代」　（２）オードリー・ヘプバーン・スタイルの誕生

・時代のファッションアイコンとなったヘプバーン・スタイルを考察する。

映画『麗しのサブリナ』

【予習】前回の講義の最後に提示された課題について、下調べをしておく。

【復習】キーワード、キー概念について解説することができるようにしておく。

「1960年代」　（１）ミニスカート旋風

・戦後復興を遂げ、大量生産されるようになったファッション産業を考察する。
・ツイッギーに象徴されるミニスカートが流行した背景を考察する。

映画『ファクトリー・ガール』
【予習】前回の講義の最後に提示された課題について、下調べをしておく。

【復習】キーワード、キー概念について解説することができるようにしておく。

60

第10回

60

「1960年代」（２）

・サンローランによる高級既製服であるプレタポルテ・ブランドの開発の背景を考察する。

映画『イヴ・サンローラン』

60

120

第15回

【予習】前回の講義の最後に提示された課題について、下調べをしておく。

【復習】キーワード、キー概念について解説することができるようにしておく。

60

総括

・服飾ファッションの社会史をまとめる。

【予習】到達度確認テストに備え、これまでの学修内容を確認する。

【復習】キーワード、キー概念について解説することができるようにしておく。

到達度確認テスト

・これまでの学修内容について、理解度を確認するためのテストを行う。

【予習】到達度確認テストに備え、これまでの学修内容を確認する。

【復習】到達度確認テストの結果を受けて、この授業を振り返り、到達目標と自分の理解度とを点検
し、不足している知識などを確認し、学修する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
基本的に、配布プリントなどをもとに、内容を詳説していく講義形式で行う。
随時授業の中で、与えられた課題に対する解答／コメントを作成する。
上で示された準備学習の時間は目安であるので、各自の理解度に応じて取り組むことが求められる。
なお、各テスト、課題の狙いは以下の通りである。
・中間テスト：第１回〜６回までの学修内容についての基礎的な理解度と、キーワードの理解を確認する。
・課題に対する解答／コメント：授業ごとの到達度を確認する。
・到達度確認テスト：授業全体の学修内容についての理解度を確認する。

成績評価の方法
随時行う課題への解答／コメント（15％）、中間テスト（25％）、到達度確認テスト（60％）による総合評価を基本とし、質問など授業へ
の積極的な参加をプラスに評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
授業で指示。

テキスト
授業で指示。

参考書
授業で指示。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

・授業の内容、その進め方、予習・復習の仕方などを説明する。
・現代社会理解に対する社会思想史や経済思想史の貢献を解説する。

【予習】シラバスを読み、あらかじめ講義内容を把握する。

【復習】授業の全体像を把握する。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

経済思想の萌芽から古典派経済学の成立まで（２）

・アダム・スミス『国富論』、『道徳感情論』を通し、利己心をもつとされる人間の経済行為の理論を解説する。
・経済思想が西欧近代社会の中で確立した時点の時代背景を解説する。

【予習】前回の講義の最後に提示された課題について、下調べをしておく。

【復習】キーワード、キー概念について解説することができるようにしておく。

60

経済思想の萌芽から古典派経済学の成立まで（１）

・マンデヴィル『蜂の寓話』から経済行為と人間性との関連性を解説する。

【予習】前回の講義の最後に提示された課題について、下調べをしておく。

【復習】キーワード、キー概念について解説することができるようにしておく。

60

テーマ・概要
「経済学と人間性」

個々の人間に着目するだけでは浮上してこない、集団としての全体性や統一性をそなえた「社会」のなかで、「経済」や「経済生活」はど
のような意味合いをもつものとして捉えられてきたのか。それは合理性に裏打ちされた人間の行為だけによるものだと考えられてきたのだ
ろうか。それとも、もっと多様性をそなえた、自然と人間との関係性をも含めたものだと、考えられてきたのだろうか。

この授業では、経済を人間性とともに論じた経済学者や社会学者の思想、彼らをとりまく思想の歴史、時代背景などの考察・解説を行う。
可能な限り翻訳された原典も参照しながら、思想家たちの生の主張を考察していく予定である。
授業では、古典を単なる古典として読み、理解することだけにとどめることはしない。古典のどの部分が現在のわたしたちの社会理解のた
めに、生かされるのかをも追求して行く予定である。

ＤＰ１（教養の修得）を実現するため、以下を到達目標とする。
①経済学の基盤となる思想にはどのようなものがあるのかを理解し、説明できる。
②功利主義や合理主義などに拠らない経済学者や社会学者、功利主義や合理主義に拠る経済学者や社会学者の発想を的確に理解し、把握す
ることができる。
③先人のたちの思想を踏まえ、現代社会を深く理解することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

社会経済思想史

挾本　佳代

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211463106

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

功利主義思想の誕生

・ベンサム『道徳および立法の諸原理序説』から、功利主義思想を解説する。
・効用の最大化は、現代社会ではどのように理解されているのかを解説する。

【予習】前回の講義の最後に提示された課題について、下調べをしておく。

【復習】キーワード、キー概念について解説することができるようにしておく。

60

資本主義経済の隆盛と人口問題（１）

・マルサス『人口の原理』から、資本主義を確立したイギリスで起こった人口問題について解説する。
・人間と自然との関係性から人口問題を考察する。

60

【予習】前回の講義の最後に提示された課題について、下調べをしておく。

【復習】キーワード、キー概念について解説することができるようにしておく。

60

第9回 資本主義経済の隆盛と変質する社会と人間性（２）

・スペンサー『社会学原理』、『人間対国家』から、資本主義の陰で疲弊していった人間性について解説する。
・スペンサー思想から現代社会の環境問題の根幹部分を見る。

第7回

第8回

【予習】前回の講義の最後に提示された課題について、下調べをしておく。

【復習】キーワード、キー概念について解説することができるようにしておく。

資本主義経済の隆盛と人口問題（２）

・近代経済学を確立したリカードの思想を解説する。
・リカードとマルサスによる穀物法論争から、国民の人間性や徳、国防の問題を解説する。

【予習】前回の講義の最後に提示された課題について、下調べをしておく。

【復習】キーワード、キー概念について解説することができるようにしておく。

90

中間テスト
・これまでの授業で学修してきた理解度を確認するため　のテストを行う。

60

【予習】これまでの授業で学修してきたことを、自分の言葉で解説することができるようにしておく。 60

資本主義経済の隆盛と変質する社会と人間性（１）

・19世紀になぜ社会学が誕生したのかについて、理論的な背景を探る。

【予習】前回の講義の最後に提示された課題について、下調べをしておく。

【復習】キーワード、キー概念について解説することができるようにしておく。
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60

第11回

第12回

第13回

資本主義の精神、倫理、合理性（１）

・ヴェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』が思想として確立されるまでの背景として、ロック、カント、
新カント派の思想を解説する。

【予習】前回の講義の最後に提示された課題について、下調べをしておく。

【復習】キーワード、キー概念について解説することができるようにしておく。

資本主義の精神、倫理、合理性（２）

・ヴェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』から、西欧近代の資本主義の原動力となったものを解説する。
・ヴェーバーの理解社会学を通し、人間の内面から社会的行為を展開した理論を解説する。

【予習】前回の講義の最後に提示された課題について、下調べをしておく。

【復習】キーワード、キー概念について解説することができるようにしておく。

社会病理からみる社会と人間性

・デュルケム『自殺論』から、社会病理が増加しはじめた近代社会と人間の相克を解説する。

【予習】前回の講義の最後に提示された課題について、下調べをしておく。

【復習】キーワード、キー概念について解説することができるようにしておく。

60

第10回

60

職人気質を喪失した社会と消費行動の変容

・ヴェブレン『有閑階級の理論』を通し、消費文化や人間の消費行動の本質を解説する。

60

120

第15回

【予習】前回の講義の最後に提示された課題について、下調べをしておく。

【復習】キーワード、キー概念について解説することができるようにしておく。

60

総括

・授業のまとめ
・到達度確認テストの解説

【予習】到達度確認テストに備え、これまでの学修内容を確認する。

【復習】これまでに学んだキーワード、キー概念を整理し、到達度確認ストに向けての準備を行う。

到達度確認テスト
・これまでの学修内容について、理解度を確認するためのテスト

【予習】到達度確認テストに備え、これまでの学修内容を確認する。

【復習】到達度確認テストの結果を受けて、この授業を振り返り、到達目標と自分の理解度とを点検
し、不足している知識などを確認し、学修する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
基本的に、配布プリントなどをもとに、内容を詳説していく講義形式で行う。
随時授業の中で、与えられた課題に対する解答／コメントを作成する。
上で示された準備学習の時間は目安であるので、各自の理解度に応じて取り組むことが求められる。
なお、各テスト、課題の狙いは以下の通りである。
・中間テスト：第１回〜６回までの学修内容についての基礎的な理解度と、キーワードの理解を確認する。
・課題に対する解答／コメント：授業ごとの到達度を確認する。
・到達度確認テスト：授業全体の学修内容についての理解度を確認する。

成績評価の方法
随時行う課題への解答／コメント（15％）、中間テスト（25％）、到達度確認テスト（60％）による総合評価を基本とし、質問など授業へ
の積極的な参加をプラスに評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し、その達成度によって評価する。
・基礎的なキーワード、鍵概念の的確な理解。
・経済思想の基盤となる思想の理解。
・先人達の思想を通して、現代社会を見通す深い理解力。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
授業で適宜指示をする。

参考書
授業で適宜指示をする。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

【前半】数量経済史とはどのような学問か(イントロダクション)——その新しさとパワフルさについて——
【後半】奴隷制の経済史(1)：奴隷制農園の収益率
奴隷制農園は1860年ころ、アメリカ南部では全盛期にあった。その理由は、投資対象として考えた場合、奴隷制農園の収益性は
高く、高いリターンが期待できた点にあった。この事実が、奴隷制に関する通説を片端から突き崩していく前提となる。

復習として、授業内容の要点把握を行うこと。 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第4回

第2回

奴隷制の経済史(3)：奴隷への懲罰と報奨
　奴隷はどれくらいの頻度で鞭打たれていたか。一方、完全収奪など不可能なのだから、つまり強制労働だけでは高い収益は実
現できないから、奴隷にも報奨制度がボーナスがあったはずである。それはどのようなものであったか。

予習として、前回の授業内容のポイントを確認しておくこと。
復習として、今回の授業内容の要点把握を行うこと。

30分

60分

奴隷制の経済史(4)：奴隷の平均寿命と奴隷から収奪
　奴隷制農園が盛んであった以上、奴隷は農園主に「収奪」されていたはずである。その収奪はどのようなレベルのものだった
のか。また、以上のような状況にあって、奴隷の平均寿命は、自由人と比較してどうであったか。これを国際比較するとのよう
な状況であったか。

奴隷制の経済史(2)：奴隷の生活環境
　奴隷が高い収益を農園主にもたらすなら、奴隷の衣食住と医療は、通説のように「劣悪である」というのは本当か。

予習として、前回の授業内容のポイントを確認しておくこと。
復習として、今回の授業内容の要点把握を行うこと。

30分

60分

テーマ・概要
本講義は数量経済史を取り扱う。数量経済史とは、従来の叙述的経済史やマルクス経済学に基づく経済史に対して新しく登場した経済史の
ことで、分析対象に対してマクロ経済学やミクロ経済学の経済理論を援用し、エコノメトリック・モデルを使って計量的に対象を把握しよ
うとする特徴を持つ。1960年代に創始され、ニュー・エコノミック・ヒストリーとして発展し、人口動態、生産・所得・物価動向、景気変
動などについてめざましい成果があげられてきた。本講義では、この数量経済史を、最新の学会成果をふんだんに取り入れながら講義す
る。
数量経済史はしばしば「通説破壊的」である。従来通説として信じられてきた歴史解釈は、数量経済史の登場によって、しばしば大きく書
き換えを余儀なくされた。たとえば、数量経済史の泰斗であるロバート・フォーゲルは、アメリカの奴隷制が綿業の生産システムとしては
極めて効率的であったので、南北戦争がなければますます奴隷制は発展したであろうし、奴隷の生活水準も他の白人労働者よりも良く、奴
隷制は収益も大きく、きわめて経済合理的な生産システムであったと結論して、多方面に大きなセンセーションを巻き起こした。ちなみ
に、フォーゲルは、数量経済史の研究で、ノーベル経済学賞を授賞している。
さらに、同じく「新しい経済史」の分野でフォーゲルとともにノーベル経済学賞を授賞したダグラス・ノースの業績を講義する。ノースの
研究の要点は「なぜ豊かな国と貧しい国ができたのか？ その鍵は制度である」とするところにある。経済発展を促進する制度を組み上げ
られた（少数の）国だけが豊かになり、経済促進的である制度を組み上げられなかった(多数の)国は失速したのである。
数量経済史研究でノーベル経済学賞を授賞した二人の研究者の研究を分かりやすく講義したあと、本講義が向かうのは、昨年（2015年）に
ノーベル経済学賞を授賞したアンガス・ディートンの業績である。ディートンは、「経済発展と格差」の問題を、所得格差、健康格差、幸
福格差などの多方面の角度から検討して、この分野に関する深い洞察を得て、授賞の栄誉に輝いた。「所得格差がこれほど大きくなったの
は、ついこの200年間ほど前に始まった出来事である」「経済発展は格差をともなったが、それでも世界中の人びとの健康を改善してき
た」などの興味深い事実が、説得的な図表によって明解に示される。
要するに、本講義の目的は、ノーベル経済学賞を受賞した、数量経済史分野の三人のトップスターの業績を、半期を通じて一挙にわかりや
すく紹介することである。

ＤＰ１（教養の修得）　ＤＰ６（専門分野の知識・理解）　を実現するため、以下を到達目標とする。
受講生には、まず従来の経済史理解を次々と覆していく“数量経済史"のパワーを実感してもらいたい。それを通じて、いままでの経済史
理解がいかに歪んでいたかについて理解してもらうと同時に、経済理論と計量経済学を応用した歴史解釈が、そうした「通説」を次々と破
壊していく、一種の爽快感と、あっと言わせる経済史の新解釈を知る知的興奮とを味わってもらいたい。

到達目標

授業の計画と準備学修

数量経済史

松本　貴典

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211463107

2 2019年度 後期
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第5回

第6回

予習として、前回の授業内容のポイントを確認しておくこと。
復習として、今回の授業内容の要点把握を行うこと。

30分

60分

奴隷制の経済史(5)：総括
奴隷制に対する通説はどのように書き換えられたか。

30分

90分

第11回

予習として、前回の授業内容のポイントを確認しておくこと。
復習として、制度の経済史全体の要点整理を行うこと。

30分

90分

7～9回の授業の内容補足と質疑応答

予習として、不明点や追加説明を求める点を確認しておくこと。
復習として、今回の授業内容の要点把握を行うこと。

経済発展と格差(1)：グローバル比較を通じた2000年間の全世界における経済発展と格差の動き

30分

90分

第9回

第10回

制度の経済史(3)：何が貧富を分けたか。ノースが歴史的事実と客観的指標を用いて、どのようにそれを論証したかを講義する。

第7回

第8回

予習として、前回の授業内容のポイントを確認しておくこと。
復習として、奴隷制の経済史全体の要点整理を行うこと。

1～5回の授業の内容補足と質疑応答

予習として、不明点や追加説明を求める点を確認しておくこと。
復習として、今回の授業内容の要点把握を行うこと。

60分

90分

制度の経済史(1)：制度と経済成長
1万年前に氷河期が終わり気候が温暖化すると、人類は定置農業を始めた。そのときには世界には先進国も後進国もなかった。し
かし同じスタート・ラインに立って歩み始めたにもかかわらず、何が貧富を分けたのか。
もう一人のノーベル経済学賞受賞者であるダグラス・ノースは、その答えを制度に求める。
では制度が違えば、どうして経済発展に違いが出るのか。そのような「必勝法」があるなら、その制度を他の国も真似ていれ
ば、だれもが豊かになれたのに、なぜそうはなっていないのか。

30分

60分

ノースの主張を分かりやすく要約したものに、彼によるノーベル経済学賞授賞式での授賞スピーチがあ
る。以下のURLで公開されているので、適宜参照することを薦める。
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1993/north-lecture.html
復習として、今回の授業内容の要点把握を行うこと。

60分

制度の経済史(2)：私的所有権の保証とフリーライダーの防止を施行できる主体は何か。

予習として、前回の授業内容のポイントを確認しておくこと。
復習として、今回の授業内容の要点把握を行うこと。
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30分

60分

第12回

第13回

予習として、前回の授業内容のポイントを確認しておくこと。
復習として、今回の授業内容の要点把握を行うこと。

経済発展と格差(2)：経済発展と所得格差

予習として、前回の授業内容のポイントを確認しておくこと。
復習として、今回の授業内容の要点把握を行うこと。

授業の方法
　数多くの図表を使いながら、講義形式で進める。

成績評価の方法
期末試験（80％）と真摯な授業への取り組み（20％）によって評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
上記、到達目標の達成度に基づいて評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
とくにない。

テキスト

30分

60分

経済発展と格差(3)：経済発展と健康格差

30分

90分

30分

60分

第15回

予習として、前回の授業内容のポイントを確認しておくこと。
復習として、今回の授業内容の要点把握を行うこと。

30分

60分

経済発展と格差(4)：経済発展と幸福格差

予習として、前回の授業内容のポイントを確認しておくこと。
復習として、今回の授業内容の要点把握を行うこと。

11～14回の授業の内容補足と質疑応答

予習として、不明点や追加説明を求める点を確認しておくこと。
復習として、今回の授業内容の要点把握を行うこと。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

とくに用いない。授業時に参考図表や資料を配付する。

参考書
Fogel and Engerman, Time on the Cross: The Economics of American Negro Slavery, NORTON, 1995
Fogel and Engerman, Without Consent or Contract: The Rise and Fall of American Slavery, NORTON, 1991
North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge, 1990
North and Thomas, The Rise of Western World : A New Economic History, Cambridge, 1973
Atack and Passell, A New Economic View of American History (Second Edition), NORTON, 1994
Robert　Allen, Grobal Economic History, Oxford University Press, 2008
アンガス・ディートン『大脱出』（みすず書房、2013年）
ロバート・C・アレン『世界史のなかの産業革命―資源・人的資本・グローバル経済―』名古屋大学出版会、2017年

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

以下の構成・順序で講義する予定である。

序: 比較経済史の方法と射程（研究の歴史と方向）

【予習】シラバスをよく読み、全体の内容に関連すると思われる項目に関して、高校時の世界史や日本
史のおさらいをする。

90

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

封建制と近代化の関係性

【復習】封建制が近代化とどうつながるかについてまとめる。 60

封建制の社会経済システム：ヨーロッパ・中国・日本

【予習】封建制について基本的なことがらを調べておおく。
【復習】封建制の定義について確認する。

100

テーマ・概要
テーマ：欧日間の経済史の比較

概要：
　経済史の比較をおこなうのはなぜか。もとより比較がおこなわれる場合には、その対象となる複数のものが一定度の共通の属性を有する
ことが前提である。その類似性と相違性をさぐることによって、われわれは対象そのものを相対化し、その特質を抽出することができるの
である。

　かつて日本経済の現状をよりよく把握し、かつ「改善」すべく、これをヨーロッパの経済史上の諸経験に照らし合わせるというかたちの
比較がおこなわれた時代があった。「西洋近代」のスタンダードが経済的にも学問的にも世界を席巻していたあいだ、非ヨーロッパ圏のす
べての経済も、遅かれ早かれヨーロッパのそれと同じ経路を通過していくものと想われていたからである。そこでは視座として、依拠すべ
き先進的・模範的ヨーロッパ経済と、学ぶ側の立場にある後進的（ないし中進的）日本経済という対比が支配的であった。

　だが日本が少なくとも経済的に先進国化した今日、彼我の比較はより対等なレヴェルで、すなわち、同じ資本主義発展の異なる道筋とし
て、あるいは異なる経済文化のフィルターを濾過した同じ経済原理の構造的差異の認識に立って実践されるにいたっている。どちらが普遍
でどちらが特殊かといった議論は色褪せてしまった。中国やインドの近年の隆昌（あるいは再隆昌？）によりその実感は高まっている。

  授業では以上の観点に立って、最新の研究成果をふまえつつ、比較経済史の主要なテーマについて講じる。

DP1（教養の修得）を実現するため、以下を到達目標とする。
封建制と近代化の展開過程に見られるヨーロッパ（とくにフランス）と日本の間の相似性・相違性について述べることができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

比較経済史

内田　日出海

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211463108

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

都市発達史概説：ヨーロッパと日本

【予習】歴史的観点から都市を論じた本に触れておく。
【復習】ヨーロッパと日本の都市発達について簡潔に説明できるように整理しておく。

100

中近世都市の社会経済的機能：ヨーロッパ

60

【予習】フランスのアンシアン・レジームについて、基本的なことがらをおさえておく。
【復習】フランスの絶対王政の「絶対性」の現実を確認しておく。

100

第9回 アンシアン・レジーム（1）：フランスの絶対王政

第7回

第8回

【復習】ヨーロッパの中世都市の歴史的特徴を確認しておく。

中近世都市の社会経済的機能：日本

【復習】中近世の日本の都市（＝町）の特徴をおさえておく。 60

パリと江戸（1）：首都形成過程

60

【復習】首都としてのパリと江戸の形成過程について確認する。 60

パリと江戸（2）：首都機能

【復習】パリと江戸の社会経済システムの類似点と相違点をおさえておく。
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100

第11回

第12回

第13回

アンシアン・レジーム（2）：幕藩体制

【復習】幕藩体制の予想外の地方分権性を確認しておく。

市民革命と経済（1）：フランス革命理解の現在

【予習】フランス革命と明治維新に関して、これまでの知識のおさらいをしておく。

市民革命と経済（2）：明治維新理解の現在

【復習】フランス革命と明治維新について、背景、過程、帰結を中心に類似点と相違点を確認してお
く。

60

第10回

60

滑走から離陸へ（1）：近代化の構造的諸側面

100

60

第15回

【復習】欧日におけるプロト工業化の進展について整理しておく。 60

滑走から離陸へ（2）：近代化の変動的諸側面

【復習】17〜19世紀における欧日の経済変動局面の推移の比較結果を確認しておく。

授業のまとめ：すべての講義の主要論点を提示し、欧日比較の意義を確認する。

【予習】全14回の講義をレジュメ・ノートに即して振り返り、要点をおさえておく。
【復習】今回の「授業のまとめ」をふまえて、さらに欧日比較についての知見を深める。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義中心であるが、SEIKEI PORTALも活用する。図像・DVDなどもできるだけ多く使用する。　

・講義の理解をさらに深めてもらうために、授業内容に関連するテーマに関してレポートを2回課す。
・双方向性を確保するために、出席票の替わりにレビュー・シートを使って、毎回の授業内容に関して、感想、意見、質問などを記入して
もらう。必要に応じて事後的に授業冒頭にレビューを紹介する。

成績評価の方法
学期末試験：70%
レポート（2回）：20%
平常点（授業への参加度・受講態度、レビュー内容）：10%
により総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
下記の点について目標の到達度を測る。
・封建制、都市、アンシアン・レジーム、市民革命、近代成長に関して、具体的・客観的な事実を以て欧日の比較ができるかどうか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
関連科目は、西洋経済史A（中世ヨーロッパ経済）、西洋経済史B（近現代ヨーロッパ経済）、経済史の基礎（国際商業史）、地域経済史、
近代日本経済史、現代日本経済史、数量経済史、日本経営史、日本の歴史1、日本の歴史2、アジアの歴史1、アジアの歴史2、欧米の歴史
1、欧米の歴史2、歴史学と現代などの歴史系科目（および成蹊教養科目の中の国際理解科目）。

テキスト
とくに定めない。講義メモを配布する。

参考書
▶マルク・ブロック『比較史の方法』（高橋清徳訳）創文社、1978年
▶宇田英男『誰がパリをつくったか』朝日選書、1994年
▶鈴木理生『江戸はこうしてつくられた』ちくま学芸文庫、2000年
▶斎藤修『比較史の遠近法』NTT出版、1997年
▶斎藤修『比較経済発展論——歴史的アプローチ』岩波書店、2008年
▶A.マディソン『世界経済の成長史 1820〜1992年』（金森久雄監訳、[財]政治経済研究所訳）東洋経済新報社、2000年
▶中野隆生編『都市空間の社会史——日本とフランス』山川出版社、2004年
など。

そのほか、講義の進行に合わせて随時紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

序1：地域史・地域経済史（問題関心と方法）

【復習】講義内容をおさらいしておく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

地域から見た国民国家（1）：フランス

【予習】フランスの地理・歴史について下調べをしておく。
【復習】講義内容をおさらいしておく。

90

序2：国境地域への歴史的アプローチ（図像・写真で
　　　見る国境地域）

【復習】講義内容をおさらいしておく。 60

テーマ・概要
テーマ：ヨーロッパの国境地域の経済史

概要：ヨーロッパの歴史は各国史の足し算として語られることが多かったが、ここでは、仏・独・瑞の近代国民国家形成史を前提としつつ
も、これらの国どうしの政治・文化・経済関係が象徴的かつ集約的に現れる国境地域を扱うことで、経済史のより具体的で生々しい「現
場」に触れる。とくに国民史・国民経済史に回収されないライン河の経済史、アルザスの経済史、フリー・ゾーンの経済史といった新しい
研究領域を提示する。

DP1（教養の修得）を実現するため、以下を到達目標とする。
(1)ミクロ・ヒストリー（国境地域史）の凝視・追跡を通じてマクロ・ヒストリー（フランス、スイス、イタリア、ドイツ、オーストリア
の近代史・国民経済史）の理解を深める
(2)フランスとドイツの間、フランスとスイスの間の地域にフリー・ゾーン（関税免除区域）があり、独自の経済圏・生活圏があったこと
を学ぶ

到達目標

授業の計画と準備学修

地域経済史

内田　日出海

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211463109

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

地域から見た国民国家（2）：ドイツ

【予習】ドイツの地理・歴史について下調べをしておく。
【復習】講義内容をおさらいしておく。

90

地域から見た国民国家（3）：スイス

90

【予習】世界のフリー・ゾーン（自由貿易特区・経済特区・保税加工区など）について調べておく。
【復習】提示された諸地図を参照しつつ、講義内容をおさらいしておく。

90

第9回 フリー・ゾーン（1）：世界のフリー・ゾーン

第7回

第8回

【予習】スイスの地理・歴史について下調べをしておく。
【復習】講義内容をおさらいしておく。

ヨーロッパの南北軸ライン河の経済史

【予習】ライン河の地理・歴史について下調べをしておく。
【復習】講義内容をおさらいしておく。

90

アルザスの政治・文化史（独・仏領有の狭間で）

60

【予習】アルザスの歴史について下調べをしておく。
【復習】講義内容をおさらいしておく。

90

アルザスの経済史（周縁、インターフェイス）

【復習】講義の内容をおさらいしておく。
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60

第11回

第12回

第13回

フリー・ゾーン（2）：フランス・スイス国境地域

【復習】講義の内容をおさらいしておく。

フリー・ゾーン（3）：そのしくみと実態

【復習】図とグラフを参照しつつ、講義内容をおさらいしておく。

ＥＵの地域政策と越境間地域協力（ユーロディストリクトの現状と可能性）

【予習】ＥＵの基本的な組織について下調べをしておく。
【復習】講義内容をおさらいしておく。

60

第10回

90

密貿易から見た地域経済史（1）：フランスの「義賊」ルイ・マンドラン

120

60

第15回

【復習】講義内容をおさらいしておく。 60

密貿易から見た地域経済史（2）：ナポレオン大陸封鎖体制の現実

【復習】講義内容をおさらいしておく。

総括：14回分の講義のまとめ

【予習】14回分の講義内容をふりかえっておく。
【復習】「まとめ」で述べられた「地理と歴史の相克」の意味を理解しておく。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
▶講義中心であるが、SEIKEI PORTALも活用する。図像・DVDなどもできるだけ多く使用する。　

▶講義の理解をさらに深めてもらうために、授業内容に関連するテーマに関してレポートを2回課す。

▶双方向性を確保するために、出席票の替わりにレビュー票を使って、毎回の授業内容に関して、感想、意見、質問などを記入してもら
う。必要に応じて事後的に授業冒頭に履修者のレビューを適宜紹介する。

成績評価の方法
学期末試験（70%）、
2回のレポート（20%）、
平常点（10%：授業への参加度、受講態度、レビュー内容）
により総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

下記の点について目標の到達度を測る。
（1）フランス、ドイツ、スイスの国民史のなかに地域の観点を見出すことができるかどうか
（2）アルザス地域経済史の特徴を述べることができるかどうか
（3）フリー・ゾーンの歴史的な意義について述べることができるかどうか

必要な予備知識／先修科目／関連科目
予備知識は不要。
関連科目は、西洋経済史A（中世ヨーロッパ経済）、西洋経済史B（近現代ヨーロッパ経済）、経済史の基礎（国際商業史）、比較経済史、
近代日本経済史、現代日本経済史、数量経済史、日本経営史、日本の歴史1・日本の歴史2、アジアの歴史1、アジアの歴史2、欧米の歴史
1、欧米の歴史2、歴史学と現代などの歴史系科目（および成蹊教養科目の中の国際理解科目）。

テキスト
とくに使用しない。
毎回、講義メモを配布する。

参考書
▶内田日出海『物語 ストラスブールの歴史――国家の辺境、ヨーロッパの中核』中公新書、平成21年
▶P．ギショネ『フランス・スイス国境の政治経済史——越境、中立、フリー・ゾーン』（内田日出海・尾崎麻弥子訳）昭和堂、平成23年（初
版第2刷）
▶内田日出海「アルザス経済史素描――周縁のポジティヴィティ」『ＢＵＬＬＥＴＩＮ』（日仏経済学会編）第28号、平成24年
そのほか、講義の進行に合わせて随時紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

テキスト、「はじめに」
およびボスニア内戦と旧ユーゴ国際戦犯法廷

取り扱うテーマについて基本的な知識を調べておくこと 90分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

テキスト第2章「国家間秩序」
およびエルサレム問題

前回の学習内容の復習をおこない不明箇所などを確かめておき、今回取り扱うテーマについて基本的な
知識を得ておくこと。

90分

テキスト第1章「戦争って何？」
およびアイヒマン裁判

前回の学習内容の復習をおこない不明箇所などを確かめておき、今回取り扱うテーマについて基本的な
知識を得ておくこと。

90分

テーマ・概要
この授業では、現代世界の基本的な枠組を課してきた欧米中心の世界観を批判的に検討することを目指す。欧米主導の世界支配は、経済
的・政治的・軍事的な構造に支えられているが、その背景には一貫して戦闘的な西洋思想の傾向が確認される。西洋中心のヒエラルキーに
依拠する世界観と一体化しているグローバリゼイションとその支配構造を問い直しつつ、新たな共存の可能性を探求する。

DP1・欧米の世界支配を支える戦争概念の歴史について理解する。
DP3・政治構造と結びついた戦争概念をめぐる多様な議論に触れる。
DP5・欧米中心主義の問題点を検討し、現在のグローバリゼーションに対する批判的思考を修得する。

到達目標

授業の計画と準備学修

欧米地域研究

太西　雅一郎

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211464101

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

テキスト第3章「国民と国民の戦争」
およびハンナ・アーレント『全体主義の起源』

前回の学習内容の復習をおこない不明箇所などを確かめておき、今回取り扱うテーマについて基本的な
知識を得ておくこと。

90分

テキスト第4章「世界大戦への道」
および『全体主義の起源』つづき

90分

前回の学習内容の復習をおこない不明箇所などを確かめておき、今回取り扱うテーマについて基本的な
知識を得ておくこと。

90分

第9回 テキスト第5章「世界戦争とその顛末」（p.120まで）
およびホロコーストについて

第7回

第8回

前回の学習内容の復習をおこない不明箇所などを確かめておき、今回取り扱うテーマについて基本的な
知識を得ておくこと。

第一次世界大戦について

前回の学習内容の復習をおこない不明箇所などを確かめておき、今回取り扱うテーマについて基本的な
知識を得ておくこと。

90分

テキスト第5章「世界戦争とその顛末」（p.103まで）

90分

前回の学習内容の復習をおこない不明箇所などを確かめておき、今回取り扱うテーマについて基本的な
知識を得ておくこと。

90分

第二次世界大戦について

前回の学習内容の復習をおこない不明箇所などを確かめておき、今回取り扱うテーマについて基本的な
知識を得ておくこと。
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90分

第11回

第12回

第13回

植民地の独立について

前回の学習内容の復習をおこない不明箇所などを確かめておき、今回取り扱うテーマについて基本的な
知識を得ておくこと。

テキスト第5章「世界戦争とその顛末」（p.133まで）

前回の学習内容の復習をおこない不明箇所などを確かめておき、今回取り扱うテーマについて基本的な
知識を得ておくこと。

難民について

前回の学習内容の復習をおこない不明箇所などを確かめておき、今回取り扱うテーマについて基本的な
知識を得ておくこと。

90分

第10回

90分

テキスト第6章「冷戦後の世界から9．11まで」（p.
150まで）およびゲバラの夢

90分

90分

第15回

前回の学習内容の復習をおこない不明箇所などを確かめておき、今回取り扱うテーマについて基本的な
知識を得ておくこと。

90分

テキスト第6章「冷戦後の世界から9．11まで」（p.
167まで）および南アの真実和解委員会

前回の学習内容の復習をおこない不明箇所などを確かめておき、今回取り扱うテーマについて基本的な
知識を得ておくこと。

テキスト第6章「冷戦後の世界から9．11まで」（p.
195まで）

前回までの学習内容の復習をおこない不明箇所などを確かめておくこと。

第14回
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学内専用ホームページで周知する。

授業の方法
テキストに則して欧米における戦争概念の変遷とその政治的・思想的意味合いについて様な理解を深める。随時ビデオを使用しながら、補
足的説明も加える。

成績評価の方法
毎回、授業内容をメモして提出する（75%）。
テキストの第5章と第6章についてそれぞれ1500字程度の要約を作成し提出する（25％）。
要約の提出は学期を通して授業時に随時受け付ける。締め切りは最終授業時とする。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
上記、到達目標の達成度に基づいて評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
欧米に関連する様々な戦争とその政治的意味についての理解に不可欠な基本的事項を知っておくこと。
異文化理解、ヨーロッパ地域理解科目など。

テキスト
西谷修『』戦争とは何だろうか』（ちくまプリマー新書）、820円、ISBN978-4-480-68956-6

参考書
授業内で随時指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

第1回 ガイダンス
・授業の内容、進め方を説明する
・ASEANの国の構成、各国の首都のロケーションを理解する
・ASEAN経済が日本とどう違うのかを理解する

【復習】地図上でASEANの国や首都の位置を理解する 90分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

第3回 小テスト・アジアの産業発展 (1)
・小テスト（地図上のASEAN各国と首都・主要都市の位置）
・1980年代以前の輸入代替政策
・1980年代半ば以降の輸出志向型外資導入政策
・保税と輸出加工

【予習】小テストの準備
【復習】ASEAN諸国の輸入代替政策と輸出志向型外資導入政策を理解する

120分

第2回 アジア経済の概要とトレンド
・アジア経済の規模の変化とグローバル・トレンドのなかのアジア
・アジア各国の人口構成・人口ピラミッドと高齢化予測
・アジア各国のGDPと1人当りGDP
・アジア各国の貿易・投資関係

【復習】アジア各国の経済状況とトレンドについての基本認識を習得する 90分

テーマ・概要
今日、中国、インド、ASEANを含むアジア経済の顕著な成長を抜きに世界経済を語ることはできなくなってきている。こうしたなか、多く
の日本企業が海外進出している地域は、ASEANないし東南アジア地域である。この科目は、ASEANを中心に、主として5つの観点から学ぶこ
とをめざす。第１は、ASEAN各国の地理的なロケーションを含むASEAN経済の概要を把握し、発展途上国から中進国へと発展してきた経緯を
学び、経済発展のメカニズムを理解することをめざす。第2は、1980年代から好調に推移してきたアジア経済は、1997年にアジア経済危機
に見舞われるが、アジア経済がなぜ危機に見舞われることになったのかを学ぶことで、グローバル経済が抱える潜在的リスクを見通す力を
養う。第3は、ASEANの後発国であるカンボジア、ラオス、ミャンマーを含むメコン川流域国の経済発展にとっての道路インフラ開発の意義
を理解する。第4は、自由貿易協定などを通じ、アジア各国の相互依存関係が深まっていくことを理解することで、東アジアの地域統合の
トレンドを理解する。第5は、一帯一路における中国のASEANなどアジアの国々との関わり方、また米中経済摩擦がなぜ起きているのかを理
解する。最終的には、アジア経済が今後どのように変化していくのか、そのなかでの日本の役割を一緒に考えていく。なお、本コースは
Excelによる実際のデータ分析の実習も行うことで、卒業論文執筆に資するデータ分析能力の向上をもめざす。

DP1（教養の修得）を実現するため、以下を到達目標とする。
ASEANを中心にアジア地域で起こったこと、または起きている現実を、経済学的知見をベースに、数字や新聞記事を見ながら把握する力を
養う。具体的には、
１．ASEAN各国のロケーションを理解し、地理的感覚を養う
２．ASEAN経済の経済発展のメカニズムを理解する
３．アジア通貨危機の発生と危機からの回復のメカニズムを理解する
４．メコン地域開発の仕組みを学ぶことで国際機関の枠組やルールを理解し、後発国にとっての道路インフラ開発の意義を理解する
５．自由貿易協定や物流網の強化を通じたトレンドを把握する力を養う
６．アジア経済さらには世界経済を見通すシナリオを描くことができるようになる
７．卒業論文執筆の一助となり得るデータ分析能力を向上させる

到達目標

授業の計画と準備学修

アジア地域研究

石田　正美

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211464102

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

第4回 小テストの返却・アジアの産業発展 (2)
・繊維・縫製産業
・電子・電機産業
・自動車産業
・内陸部の産業発展と臨海部の産業発展

【復習】産業立地の観点から最適な産業を理解する 90分

第5回 アジア経済危機 (1)
・為替レートの基本的な考え
・関連金融政策の基礎
・国際収支と外貨準備高外貨準備高
・IMFの役割

90分

【予習・復習】石田正美・工藤年博編『大メコン経済協力－実現する3つの経済回廊』（ウェブサイト
で入手可能）の序章と第１章を読む

120分

第9回 第9回 メコン地域開発 (1)
・メコン地域の構成国
・メコン地域の各国の特徴
・大メコン圏（Greater Mekong Subregion）経済協力のルールと枠組

第7回

第8回

【復習】 為替レート決定のメカニズムと金融政策の基礎を理解する

第6回 アジア経済危機 (2)
・アジア経済危機の背景
・タイにおけるアジア通貨危機発生のメカニズム
・インドネシアにおける経済危機の深刻化

【予習・復習】 「第１章 ドキュメント－インドネシア経済危機－」石田正美著『インドネシア経済危
機－産業・インフレ・実物経済への影響分析－』を読んでおく

120分

第7回 課題（課題レポートの解説）
・経済統計の見方
・伸び率と構成比の求め方
・Excelによる表作成のルール

90分

【復習】課題の内容を理解し、Excelの基本的処理を復習する 90分

第８回 データ分析実習
・Excelによるデータ分析実習
・到達度確認テストの概要

【復習】課題の内容を理解し、課題に取り組み、レポートを作成する
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90分

第11回

第12回

第13回

第10回 メコン地域開発 (2)
・課題レポートの提出（締め切り）
・経済回廊について
・道路のハード・インフラとソフト・インフラの開発
・大都市・国境地域・内陸部の開発

【復習】経済回廊開発の意義と道路インフラ開発の経済効果を理解する。

第11回 関税の意味とGATT/WTOの取り組み
・関税の意味とその種類
・GATT/WTO取り組みの経緯
・自由貿易協定（FTA）

【復習】関税の意味とGATT/WTOの取り組み、FTAの意味を理解する

第12回 東アジア・太平洋地域におけるメガFTA
・ASEANの創設
・ASEAN自由貿易地域
・ASEAN＋1のFTA
・環太平洋パートナーシップ（TPP）と地域包括経済連携（RCEP）

【復習】初期のFTAとメガFTAの枠組と違いを理解し、TPP協定などを理解する

90分

第10回

90分

第13回 一帯一路と中国の動向
・一帯一路政策の概要
・一帯一路政策と債務問題
・中国製造2025と米中摩擦

90分

90分

第15回

【予習・復習】日頃から米中摩擦に関する新聞記事を読んでおく、とともに一帯一路政策の概要と問題
点を復習で理解する

90分

第14回 到達度確認テスト
・これまでの学習内容について、理解度を確認するためのテスト

【予習】到達度確認テストに備え、これまでの学習内容を確認する

第15回 到達度確認テストの解説・質疑応答
・課題レポートの講評
・到達度確認テストの講評
・これまでの授業のまとめ

【復習】到達度確認テストの結果を受けて、この授業を振り返り、到達目標と自分の理解度とを点検
し、不足している知識等を確認し、学習する

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
講義を中心に進める。講義の概要を記した参考文献がある場合は予習をすることが望ましいが、通常の講義は講義を聞いたうえで、復習を
することが求められる。また、レポート作成のため、データの見方とExcelの実習を行う。

成績評価の方法
小テスト（10％）、課題レポート（30％）、期末試験（40％）、出欠および講義中の発言や質問による総合評価（20％）

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
必要な予備知識は特にない

テキスト
特になし

参考書
石原伸二・魚住和宏・大泉啓一郎編『ASEANの流通と貿易』、成文堂、2017年、ISBN978-4-425-93131-6ISBN978-4-425-93131-6、2800円
『ASEAN経済新時代と日本』、トランヴァントウ編著、文眞堂、2016年、ISBN978-4-8309-4897-8 C3033、2800円＋税
『大メコン圏経済協力：実現する3つの経済回廊』、石田正美・工藤年博編著、アジア経済研究所、2007年、ISBN978-4-258-30004-4 
C3333、1,500円＋税
ウェブサイト（http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Books/Josei/004.html）より入手可
『インドネシア経済危機－産業・インフレ・実物経済への影響分析－』、石田正美著、アジア経済研究所、2006年、
ウェブサイト（http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Download/Report/2005_04_19.html）より入手可

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス　
　　
　　
　　
　　
　　
【復習】卒業後の職業人生について自分なりの考えを第三者に伝えられるようにする。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

雇用における法律の解説
・労働者を守る法律がどのような構造になっているかを学修する。

【復習】法律の理解とキーワードについて説明できるようにする。 60

「働く」とは、の解説
・職業人としての考え方について学修する。

【予習】働く意義、正社員とアルバイトの違い等についての理解を深める 60

テーマ・概要
戦後の日本経済の成長を支えてきた労使協調と言われた労使関係が、労働市場の流動化の中で、変化してきている。日本的経営の特徴と呼
ばれる終身雇用制、年功制、企業内労働組合が、現実の企業の中でどう変化してきているのかを、実務と労働法とを関連づけさせて授業を
行う。今後、さらに労働法の知識は労使いずれにも必須の知識となる。本授業では個別的労働関係に関する法規を中心に行う。授業は、当
初に日本的雇用慣行と言われる企業（官公庁も含む）の構造を説明し、その構造上の中で「働く」ことの位置づけの理解を行う。講義の流
れとしては、労働市場からの企業への転入時の契約から始めて、採用後における賃金問題や労働時間問題を取り上げ、最後に労働市場から
の転出になる解雇・退職・定年問題を解説する。わかりやすく解説することに努め、労働法の理解を深めたい。

DP1（教養の修得）を実現するため、以下を到達目標とする。
① 日本企業の強みと言われる日本的雇用慣行がどのようなものかが理解できる。
② 働く者（労働者）の権利・義務が理解できる。　
③ 企業等が求める人材とは何かが理解できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

職業生活の法律

加藤　實

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211464103

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

平等取扱原理に関する解説
・男女平等だけでなく、種々の平等についての理解を学修する。

【復習】社会生活の中で起きている格差等に関しての理解を深める。 60

労働法とは、の解説
・労働法原理と市民法原理の違いを学修する。

60

【復習】法的に守られている賃金について説明できるようにする。 120

第9回 賃金②の解説
・賃金に関する法的な仕組み等について理解を学修する。

第7回

第8回

【予習】労働基準法第1条を読み（六法を参考）、その目的を理解する。

労働契約の解説
・民法の雇用契約と労働基準法の労働契約の違いを学修する。

【予習】民法の雇用の条文と労働基準法の条文を比較して理解を深める。 90

就業規則の解説
・企業内ルールとして活用されている内容・効力等を学修する。

90

【復習】前回学んだ労働契約と就業規則との関係について理解を深める。 120

賃金①の解説
・企業等で用いられている賃金制度についての理解を学修する。

【予習】正社員とアルバイトの賃金の違い等についての理解を深める。
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120

第11回

第12回

第13回

労働時間①についての解説
・休憩・休日・休暇についての理解を学修する。

【復習】休みに関する法的な仕組みについての理解を深める。

労働時間②についての理解
・各種の労働時間制度についての理解を学修する。

【復習】1週40時間で代表される労働時間制度についての理解を深める。

解雇①についての解説
・普通解雇・懲戒解雇についての理解を学修する。

【復習】契約期間が存続中に契約が破棄されることの理解を深める。

90

第10回

90

解雇②についての解説
・整理解雇（指名解雇）についての理解を学修する。

60

60

第15回

【復習】企業等の理由から中途で辞めさせられることの理解を深める。 120

退職・定年についての解説
・退職（辞職含む）や定年制度等についての理解を学修する。

【予習】企業等の問題から労働市場の問題への理解を深める。

総括（質疑応答等）
・授業のまとめ

【復習】働くことの権利・義務に関する法的枠組みの理解等を深める。

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
授業は、講義を中心に進める。法律の理解のためには、概念と概念の関係に気を配る必要がある。
条文等の理解には、必ず学説および判例に当たる姿勢が大切であるため、主要な判例等を参考にして授業を行う。授業内容は必ずノートに
取ることを求める。
 数回の小テストを実施する。

成績評価の方法
小テスト（15％）、授業への積極的な態度（15％）、試験（70％）によって総合的に評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
上記、到達目標の達成度に基づいて評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
民法、労働経済論、経営労務論・人的資源管理論

テキスト
初回の講義の中で指示をする。

参考書
　加藤 實 　『労働法−職業生活の法−』　同友館　2，940円　ISBN：4-496-04156-1
　菅野和夫　『労働法』（弘文堂）
　山口浩一郎ほか編『労働基準法コンメンタール』（有斐閣）
　加藤　實　『経営管理と労働法』同友館　4，800円（税抜き）ISBN：4-496-03433-6

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の内容、進め方等について説明する。

【復習】雇用者の権利義務についての理解を深める。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

男女雇用機会均等法の解説
・男女平等の実態等についても学修する。

【復習】企業等での性別・年齢別等の平等化についての理解を深める。 60

募集・採用の解説
・労働市場からの人材確保等に関することについて学修する。

【復習】企業等の求める人材観についての理解を深める。 90

テーマ・概要
戦後の日本経済の成長を支えてきた労使協調と言われた労使関係が、労働市場の流動化の中で、変化してきている。日本的経営の特徴と呼
ばれる終身雇用制、年功制、企業内労働組合が、現実の企業の中でどう変化してきているのかを、実務と労働法とを関連づけさせて授業を
行う。今後、さらに労働法の知識は労使いずれにも必須の知識となる。授業は、労働者の募集・採用から始めて、配置転換・出向、人事考
課・評価、教育訓練・能力開発、昇進・昇格、福利厚生そして労使関係に至る流れに沿って行う。労働基準法以外に、労働組合法、労働関
係調整法、最低賃金法、職業安定法、労働者派遣法、男女雇用機会均等法、高齢者雇用安定法等の法規についても、適宜、解説を加えてい
く。本授業ではわかりやすく解説することに努め、労働法の理解を深めたい。

DP1（教養の修得）を実現するため、以下を到達目標とする。
① 日本的雇用慣行の中での採用から退職に至るまでの法制度を理解できる。
② 個別的労働関係と集団的労使関係の理解ができる。　
③ 法的救済制度の理解ができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

雇用と労働法

加藤　實

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211464104

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

パートタイム労働者法の解説
・短時間労働者の実態等についても学修する。

【復習】パートタイマーで働くことの差異についての理解を深める。 60

高年齢者雇用安定法等の解説
・高年齢者の実態等についても学修する。

60

【復習】仕事ができる者と評価される基準等の理解を深める。 120

第9回 人事考課・評価の解説
・企業等での勤務成績等についても学修する。

第7回

第8回

【復習】65歳定年制が施行中での高年齢者についての理解を深める。

職業安定法・労働者派遣法の解説
・ハローワーク等の実態等についても学修する。

【復習】労働市場と企業等の接点に位置する仕組み等の理解を深める。 90

配置転換・出向の解説
・企業等の人事異動の実態等についても学修する。

90

【復習】転職が企業外に対し企業内転職とも言える異動の理解を深める。 90

昇進・昇格の解説
・企業等の職階・職位等の実態等についても学修する。

【復習】働く中で重い権限・責任を持つ地位についての理解を深める。
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90

第11回

第12回

第13回

ハラスメントの解説
・セクハラ・パワハラ等の実態についても学修する。

【復習】快適な職場づくりを阻害する行為等についての理解を深める。

教育訓練・能力開発の解説
・企業等の人材育成の実態等についても学修する。

【復習】企業内・企業外および自己啓発等の現状等の理解を深める。

労使関係①の解説
・健全な労使関係の在り方等について学修する。

【復習】労使協調が叫ばれる職場づくりの理解を深める。

90

第10回

90

労使関係②の解説
・労働組合等の実態についても学修する。

120

120

第15回

【復習】労働組合の存在が労使関係づくりになる等の理解を深める。 120

不当労働行為の解説
・不当労働行為の内容等について学修する。

【復習】労使関係の破綻につながる使用者行為についての理解を深める。

労働紛争救済制度の解説
・雇用者の労働紛争に関する救済制度について学修する。

【復習】個別労働関係の紛争救済方法についての理解を深める。

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
授業は、講義を中心に進める。学説・判例等を活用した授業のため、必ずノートを取ることを求める。さらに、授業内で数回の小テストを
も実施する。

成績評価の方法
授業等における積極的な態度・姿勢（15％）、小テスト（15％）、試験（70％）によって総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
上記、到達目標の達成度に基づいて評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
民法・労働経済論・経営労務論・経営学

テキスト
初回の講義の中で指示をする。

参考書
　加藤 實 　『労働法−職業生活の法−』　同友館　2940円　ISBN：4-496-04156-1
　菅野和夫　『労働法』（弘文堂）
　山口浩一郎ほか編『労働基準法コンメンタール』（有斐閣）
　加藤　實　『経営管理と労働法』　同友館　4800円（税抜き）ISBN 4-496-03433-6

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

企業をとりまく法律の概要

【予習】シラバスを読み、講義の概要を把握する。
【復習】今回の講義内容を復習。不明点があれば次回の講義の際に質問する。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

株式会社の基本構造

【予習】事前に配布された講義資料を読む。
【復習】今回の講義内容を復習。不明点があれば次回の講義の際に質問する。

60

企業と民法

【予習】事前に配布された講義資料を読む。
【復習】今回の講義内容を復習。不明点があれば次回の講義の際に質問する。

60

テーマ・概要
　いかなる企業の活動も、法律とは無縁ではいられません。法律は、企業が経済活動を行う上で守るべきルールであると同時に、経済社会
を支える重要なインフラでもあります。
　例えば、上場企業が自社製品を販売する場面を考えてみましょう。製品の販売について相手方企業と契約を締結することになりますが、
担当者となったあなたに民法の素養があれば交渉のポイントが分かるでしょう。この契約が会社にとって重要であれば、取締役会の承認を
得なければならず、会社法の知識が求められるかもしれません。また、相手方が零細企業であることをよいことに一方的に有利な条件で契
約を締結した場合には、市場における公正競争維持のための法律である独占禁止法の違反となってしまうかもしれません。契約交渉が連日
長引いて部下に残業をさせれば労働法が問題になり、ようやく交渉がまとまった際には、金融商品取引法上の情報開示が必要となるかもし
れません。このように企業活動においてはいたるところに法律が顔を出してきます。細かな法律知識は必要ありませんが、法律の基本的な
考え方を概観しておくことは、将来、企業活動にかかわる上で必ず役に立つことでしょう。
　本講義では、企業社会において生起する事象に関連する法律として、会社法を中心に、契約法（民法）、金融商品取引法、独占禁止法、
労働法など、企業をとりまく法律の基礎を学びます。
　担当教員は、企業の合併・買収（M&A）等を中心として、日頃から国内外の企業に対し法的助言を行う国際企業法務を専門とする弁護士
であり、実務における取引事例、新聞で報道されているトピックや最近話題になった裁判例等も随時紹介しながら講義を進めていきます。

DP1（教養の修得）を実現するため、以下を到達目標とする。
経済学部の学生として、企業社会において生起する様々な事象について、法律面からの分析・検討を行うための基礎的な素養及び視座を身
につけることを目標とします。

到達目標

授業の計画と準備学修

企業をとりまく法律

盛里　吉博

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211464105

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

株式会社における株式

【予習】事前に配布された講義資料を読む。
【復習】今回の講義内容を復習。不明点があれば次回の講義の際に質問する。

60

株式会社におけるガバナンス（１）

60

【予習】事前に配布された講義資料を読む。
【復習】今回の講義内容を復習。不明点があれば次回の講義の際に質問する。

60

第9回 株式会社における資金調達（２）

第7回

第8回

【予習】事前に配布された講義資料を読む。
【復習】今回の講義内容を復習。不明点があれば次回の講義の際に質問する。

株式会社におけるガバナンス（２）

【予習】事前に配布された講義資料を読む。
【復習】今回の講義内容を復習。不明点があれば次回の講義の際に質問する。

60

株式会社における計算

120

【予習】事前に配布された講義資料を読む。
【復習】今回の講義内容を復習。不明点があれば次回の講義の際に質問する。

60

【前半】小テスト
・第7回までの講義内容に関して理解度を確認するための小テスト
【後半】株式会社における資金調達（１）

【予習】第１回～第７回までの講義資料を復習し、小テストに備える。
【復習】小テストの内容及び今回の講義内容を復習。不明点があれば次回の講義の際に質問する。
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60

第11回

第12回

第13回

企業とM&A（１）

【予習】事前に配布された講義資料を読む。
【復習】今回の講義内容を復習。不明点があれば次回の講義の際に質問する。

企業とM&A（２）

【予習】事前に配布された講義資料を読む。
【復習】今回の講義内容を復習。不明点があれば次回の講義の際に質問する。

企業とM&A（３）

【予習】事前に配布された講義資料を読む。
【復習】今回の講義内容を復習。不明点があれば次回の講義の際に質問する。

60

第10回

60

企業と市場　―　金融商品取引法

120

60

第15回

【予習】事前に配布された講義資料を読む。
【復習】今回の講義内容を復習。不明点があれば次回の講義の際に質問する。

60

独占禁止法、労働法

【予習】事前に配布された講義資料を読む。
【復習】今回の講義内容を復習。不明点があれば次回の講義の際に質問する。

企業紛争解決

【予習】事前に配布された講義資料を読む。
【復習】今回までの全講義内容を復習。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。
また、随時電子メールでも受け付けます。

授業の方法
授業は、事前に配布する講義資料を基に講義を中心に進めます。
主に復習に力を入れ、次回の講義までに分からないところを持ちこさないようにしてください。
上に示された準備学修の時間はあくまで目安であるので、各自の理解度に応じて取り組むようにしてください。

成績評価の方法
小テスト（1回）：30％
学期末試験：70％
授業への積極的な参加：加点事由

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.　

次の点に着目し、その達成度により評価します。
①会社法の基礎的な概念を理解し、明確に説明できる。
②民法、金融商品取引法、独占禁止法、労働法等の関連法律分野の基礎的な事項を理解している。
③企業社会において現実に生起している事象について、法律的な側面から分析・検討し、問題点を分かりやすく説明できる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
法律の予備知識は不要です。講義においては、「契約」、「株式」など、法律の基本的事項から説明するとともに、実際に新聞報道等で取
り上げられている時事問題についても可能な限り取り上げて解説することを予定しています。

テキスト
特になし。毎回の講義の前に、講義資料を配布します。

参考書
「ポケット六法　平成31年版」（宇賀克也、佐伯仁志他、有斐閣、2052円）等のコンパクトな六法１冊。
なお、e-Gov法令検索（http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0100/）を利用して法律の条文を入手することも
可能です。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

◆ ガイダンス
  ・ 授業の内容、予・復習の仕方等を説明する。

◆ 我が国の六法その他の法体系を俯瞰する。

【復習】
配布資料の熟読・整理

60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

◆ 金融と民法（その１）
  ・ 金融サービスを構成する法律は民法がベースとなることを理解し、その体系と基本的な事項を習得する。

【復習】
配布資料の熟読

90分

◆ 金融機関・金融サービスと関係法令の概要
  ・ 金融システム・各業界と関係法令の全体と、銀行・保険業の監督法を俯瞰、理解する。

【復習】
配布資料の熟読・整理

60分

テーマ・概要
「お金の流れ」「お金の貸し借り」という「金融」は、日本銀行、金融市場、金融機関等が担い手となり、各経済主体（国・地方公共団
体、民間企業・個人）がそれぞれの事業運営や生活の円滑・安定のために利用する重要なシステムであることは承知のとおりです。
この講座では、金融システムを支える「法律」を、以下の2つの側面からできるだけ平易に解説します。

　第一に、我が国の法体系と、国民経済上重要な金融システムを国が規制することにより、利用者（預金者・契約者・投資者等）を保護す
ると共に、金融システムの安定・健全性を確保する「金融監督法」の分野

　第二は、金融機関と利用者との間の金融サービスの取引の内容、利害を調整するための「金融取引法」の分野
この講義で取り上げる金融サービスは「身近な伝統的金融サービス」としますが、最近の動向についても重要なものは解説します。
また、受講生のみなさんは消費者である観点から、商品内容や法律の仕組みの他に、金融サービスのポイントや注意点を含めて解説するよ
うに努めます。

　なお、皆さんにとって銀行取引は生活の基盤であること、保険はリスク管理上重要であること、そしてクレジットカードも生活上common
になっていることから講義の対象としますが、株式等の投資分野は講義の対象外とします。また、法改正や金融情勢の変化等により講義内
容に変更があり得ることを、了解願います。

ＤＰ１（教養の修得）　を実現するため、以下を到達目標とする。
（1） 金融機関が求められる「あるべき姿」、即ち国による規制・監督の骨格・概要を理解する。
（2） 基本的な金融サービスの概要と、これを構成する法律的事項の基本となる内容を、習得する。
（3） 金融商品の利用に関する消費者のトラブル・問題点と対応策のポイントを説明できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

金融に関する法律

坂田　典一

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211464106

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

◆ 金融と民法（その２）
  ・ 金融サービスのベースとなる民法のうち、総則や契約等に関する基本的な事項を習得する。

【復習】
配布資料の熟読

90分

◆ 預金取引（その１）
  ・ 預金の種類・機能・法的性質および日本銀行の概要を理解する。

90分

【復習】
配布資料の熟読

60分

第9回 ◆ 保険（その2：取引に関する法律）
  ・ 保険契約の当事者や契約締結の流れ、保険取引を規制する保険法・保険業法等のポイントを理解する。

第7回

第8回

【復習】
配布資料の熟読

◆  預金・決済の取引（その2）
  ・ 預金に関係するトラブルと対応方法、決済（為替取引）の機能の概要を理解する。

【復習】
配布資料の熟読

90分

◆  預金・決済の取引（その３）
  ・ 手形制度・電子記録債権システムの概要と金融機能を理解する。

60分

【復習】
配布資料の熟読

90分

◆ 保険（その１：総論）
  ・ 保険制度とリスクマ・ネジメントの関係、保険制度の原理、法的性質等の基本的事項を理解する。
◎ 第1回宿題リポート課題提示

【復習】
配布資料の熟読
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60分

第11回

第12回

第13回

◆ 保険（その３：生命保険）
  ・ 生命保険の種類と主な商品、その機能とリスク・ライフサイクルのポイントを理解する。

【復習】
配布資料の熟読

◆  保険（その４：損害保険）
  ・ 損害保険の種類と主な商品、その機能のポイントと、受講生に身近な自動車保険と自転車保険について、事故の状況、法的
課題と保険の概要を理解する. 
◎ 第2回宿題リポート課題提示

【復習】
配布資料の熟読

◆　クレジットカード取引
　・ クレジットカードの取引の仕組み等と利用上のポイントの概要を理解する。

【復習】
配布資料の熟読

60分

第10回

60分

◆ 消費者ローン
　・ 消費者ローン契約のポイント、貸金業法（高金利規制）の概要を理解する。

60分

60分

第15回

【復習】
配布資料の熟読

60分

◆ FinTech（その１）
  ・ FinTechの全体像・動向・特徴等を俯瞰して理解を深めると共に、伝統的な法体系や規制との関係を理解する。

【復習】
配布資料の熟読

◆ FinTech（その２）
　・FinTechの代表的なサービスとこれを規制する法律のポイントを理解する。

【復習】
配布資料の熟読

第14回
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◆ 講義内容等に関する質問・要望は次のいずれかの方法により提出のこと。
　　① 授業中、終了後に教室で口頭で提出（講師の予定により、時間的に制約がある場合のあることを了解願います。）
　　② メモや小テスト等の余白に記入して提出
　　③ 随時、電子メールで提出

◆ 講義内容に不明な点があれば、上記により早期に質問・解消すること。
　　講義が聴き取れない、板書が判読できないときは、講義中にその旨を申し出て書き取り、理解すること。

授業の方法
・ 授業は配布資料に基づく講義を中心に進める。
・ 受講生は配布資料、自分で記述したノートにより復習して、不明点は質問により解明すること。
・ 「復習」の時間は目安であって、各自の理解度に応じた取組みが必要である。
・ 小テストを随時に実施して、理解度を確認する。
・ 宿題課題レポートは、講義内容の理解に自己の考察を加えて、問題意識を持って発想し、論理的に思考することと、その内容を簡潔明
瞭にまとめることの訓練が目的である。

成績評価の方法
・課題レポート（2回を予定：70％）、平常点（小テスト、講義に関する意見・質問その他の参加状況：30％）による総合評価

成績評価の基準
◆ 成績評価基準（学則第39条）に準拠して評価する。

◆ 評価要素を次のとおりとし、その達成度により評価する。
　　①　講義内容のポイントとなる事項（講義での強調点、板書等）の正確な理解と記述
　　　　　：金融商品・法律の基本的事項となる知識を正確に習得しているか。
　　②　金融制度・商品、社会問題となっている事象等への自己の意見・考察の構築状況
　　　　　：身近な金融やそこに注意すべき事柄が存在していること、それへの対応や解決の方策等に関する講義内容を正しく理解して、
更に自分の考えを構築することができるか。
　　③　レポートとしての完成度（読みやすさ、分かりやすさ、論理性・正確性等）
　　　　　：リポート作成を講師が示す「リポート作成要領」に従い、社会一般で通用するリポートを記述できるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特に必要とされる予備知識はない。

テキスト
「テキスト」として指定するものはない。

参考書
必要に応じて、講義の中で適宜推薦する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業内容と進め方、予習・復習の仕方を説明する
イントロダクション
・組織・職場における様々な対人関係について全体像を理解する

【予習】シラバスを読み、あらかじめ授業内容をイメージしておく。
【復習】授業内容を見直し、理解できていない部分がないか確認する。不明点がある場合、次回授業時
に質問できるように整理しておく。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

キャリア発達に対する支援
・キャリア発達における心理学的問題を理解する
・キャリア発達への支援方法について理解する

【予習】これまでにどのようなキャリア教育を受けたことがあるか、それが自身にとってどのような意
味があったかについて考えてくる。
【復習】授業内容を見直し、理解できていない部分がないか確認する。不明点がある場合、次回授業時
に質問できるように整理しておく。

90

個人のキャリア発達
・就職以前・就職以降のキャリア発達について理解する
・キャリア発達に影響する対人関係について理解する

【復習】授業内容を見直し、理解できていない部分がないか確認する。不明点がある場合、次回授業時
に質問できるように整理しておく。

90

テーマ・概要
私たちは多くの他者と関わりの中で生活している。本科目では、そうした人と人との相互の関わりとその影響について学ぶことを目的とす
る。特に、企業などの組織・職場において生じる様々な心理的な現象や問題について、対人関係との関連から解説する。基礎的な用語や理
論の解説のみならず、それが現実場面においてどのような形で表れるのかについても考察を行う。
授業で扱う具体的な内容は、「授業の計画・内容」に記載の通りである。

ＤＰ１（教養の修得）　を実現するため、以下を到達目標とする。
①対人場面における人々の心理及び行動に関する知識を習得する。
②現実の対人場面における問題や支援について、心理学的枠組みから理解し、説明できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

対人関係の心理学

向江　亮

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211464107

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

人的資源管理と人事評価
・人事評価の方法について理解する
・組織における教育訓練について理解する

【復習】授業内容を見直し、理解できていない部分がないか確認する。不明点がある場合、次回授業時
に質問できるように整理しておく。

90

ワーク・モチベーション及びその向上の支援１
・モチベーション研究の展開について理解する
・モチベーションに関する内容理論的アプローチについて理解する

90

【予習】自分が職場で働いている場面をイメージし、どのようなストレスがありそうか考えてくる。
【復習】授業内容を見直し、理解できていない部分がないか確認する。不明点がある場合、次回授業時
に質問できるように整理しておく。

90

第9回 職場のストレス
・職場のストレスモデルについて理解する
・ストレスと対人関係の関わりについて理解する

第7回

第8回

【予習】自分にとってのやる気の源泉について考えてくる。
【復習】授業内容を見直し、理解できていない部分がないか確認する。不明点がある場合、次回授業時
に質問できるように整理しておく。

ワーク・モチベーション及びその向上の支援２
・モチベーションに関する過程理論的アプローチについて理解する
・モチベーションの類似概念について理解する

【復習】授業内容を見直し、理解できていない部分がないか確認する。不明点がある場合、次回授業時
に質問できるように整理しておく。

90

リーダーシップと組織
・リーダーシップの様々な理論について理解する
・組織文化・組織風土について理解する

90

【予習】自分にとって理想のリーダー像について考えてくる。
【復習】授業内容を見直し、理解できていない部分がないか確認する。不明点がある場合、次回授業時
に質問できるように整理しておく。

90

フィードバック
・適切なフィードバックの方法について理解する

【予習】有用なフィードバックとはどのようなものかについて考えてくる。
【復習】授業内容を見直し、理解できていない部分がないか確認する。不明点がある場合、次回授業時
に質問できるように整理しておく。
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90

第11回

第12回

第13回

ストレスマネジメント
・ストレスコーピングについて理解する

【予習】自分が普段行っているストレス解消法について考えてくる。
【復習】授業内容を見直し、理解できていない部分がないか確認する。不明点がある場合、次回授業時
に質問できるように整理しておく。

ソーシャルサポート
・ソーシャルサポートとは何か理解する
・ソーシャルサポートの有効性について理解する

【復習】授業内容を見直し、理解できていない部分がないか確認する。不明点がある場合、次回授業時
に質問できるように整理しておく。

職場における心理学的問題
・職場における心理学的問題について理解する

【復習】授業内容を見直し、理解できていない部分がないか確認する。不明点がある場合、次回授業時
に質問できるように整理しておく。

90

第10回

90

心理学的問題に対する支援
・働く人の支援方法について理解する

90

90

第15回

【復習】授業内容を見直し、理解できていない部分がないか確認する。不明点がある場合、次回授業時
に質問できるように整理しておく。

90

対人関係の円滑化に向けた支援技法
・アサーショントレーニングについて理解する
・アンガーマネジメントについて理解する

【復習】授業内容を見直し、理解できていない部分がないか確認する。不明点がある場合、次回授業時
に質問できるように整理しておく。

まとめ

【予習】これまでの授業内容を見直し、理解が不十分な点や疑問点がある場合は授業時に質問できるよ
うに整理しておく。
【復習】授業内容を見直し、理解できていない部分がないか確認する。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
講義形式で実施し、PowerPointスライドを使用しながらすすめる。また、必要に応じて適宜プリント等を配布する。
数回の小テストまたはレポート提出を実施する。

成績評価の方法
定期試験の成績(60％)及び出席状況・小レポートなどの課題提出状況による平常点(40％)を合わせて評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
①専門用語に関する基礎的な知識及び理論を修得しているか
②対人場面における現象及びそのメカニズムを理解し、心理学的視点から説明できるか

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特に予備知識は必要ないが、「心理学」に関連する科目を受講していることが望ましい。

テキスト
特になし

参考書
授業内で適宜紹介する予定

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

１）講義ガイダンス
・講義の内容，進め方，予習・復習の仕方等を説明する．
・授業担当者（松山）の具体的な研究内容について，ビデオを用いて紹介する．

【予習】シラバスを読み，あらかじめ講義内容を把握する．
【復習】授業の全体像や進め方，評価基準等について確認する．

【予習】30分
【復習】30分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

３）現代文明がもたらした最近の環境変化（その 2）
・乾燥地域で人々が暮らすための自然環境について学修する．
・中央アジアのバルハシ湖では，隣接するアラル海と違って，なぜ大規模な環境破壊につながらなかったのかを学修する．

【予習】『図説・世界の地域問題』漆原和子・藤塚吉浩・松山 洋・大西宏治編，ナカニシヤ出版, 
2,625 円, ISBN-13: 978-4779502040 を読む．

【予習】90分

２）現代文明がもたらした最近の環境変化（その 1）
・「20 世紀最大の環境破壊」と言われた中央アジアのアラル海で起こってきた環境破壊について学修する．

【予習】『地球水環境と国際紛争の光と影—カスピ海・アラル海・死海と 21 世紀の中央アジア/ユーラ
シア』水文・水資源学会編集出版委員会編，信山社サイテック，2,752 円, ISBN-13: 978-4882615477 
を読む．

【予習】90分

テーマ・概要
地球の自然環境は複雑なシステムがバランスをとりながら，うまく循環してきました．しかし人間が文明的な活動を始めた時から，人間は
環境に様々な影響を与え，近年はそのバランスが崩れ，様々な環境問題が生じています．この講義では，過去の自然環境と文明に起こった
変化がどのように関連していたのかを考え，さらに現代文明とこれからの地球環境のあり方を考えていきます．

ＤＰ１（教養の修得）　を実現するため、以下を到達目標とする。
過去の気候変動などが引き起こした文明や技術革新について理解を深め，自分の言葉で説明できる．
人間が環境変化に与えてきた影響について理解し，自分の言葉で説明できる．

到達目標

授業の計画と準備学修

学際分野特殊講義 （自然環境と文明）

松山　洋

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211464203

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

４）現代文明がもたらした最近の環境変化（その 3）
・アマゾン川流域の熱帯林破壊について学修する．
・アマゾン川流域の熱帯林が流域内外の水循環に及ぼす影響について学修する．

【予習】『アマゾン−生態と開発−』 西沢利栄・小池 洋一, 岩波新書, 609 円, ISBN-13: 978-
4004302292 を読む．

【予習】90分

５）4 大文明の話
・「なぜ，5,000 年前に 4 大文明はあそこに成立したのか？」を学修する．
・過去の気候について学ぶ前に，現代の気候はどのように形成されているのかを学修する．

【予習】60分

【予習】『講座 文明と環境（第 3 巻）農耕と文明』梅原 猛・安田喜憲編, 朝倉書店, 3,800 円, 
ISBN-13:978-4254105537 および『魏志倭人伝，卑弥呼，日本書紀をつなぐ糸』野上道男, 古今書院, 
2,625 円, ISBN-13: 978-4772231459 を読む．

【予習】120分

第9回 ９）農耕と文明 その 2
・稲作の起源、および縄文時代から弥生時代への環境変化について学修する．

第7回

第8回

【予習】『やさしい気候学−増補版−』仁科淳司，古今書院，2,415 円，ISBN-13: 978-4772285001 の 
第 2〜4 章を読む．

６）過去の気候 その 1
・気候システム，およびその源となる太陽活動について学修する．
・観測機器と古文書を用いた過去の気候の復元方法について学修する．

【予習】『講座 文明と環境〈第 1 巻〉地球と文明の周期』小泉 格・安田喜憲編，朝倉書店，3,800 
円，ISBN-13: 978-4254106510．および『やさしい気候学−増補版−』仁科淳司，古今書院，2,415 円，
ISBN-13: 978-4772285001 の 第 8 章を読む．

【予習】120分

７）過去の気候 その 2
・花粉，氷床コア，年輪，地形，プランクトンを用いた過去の気候の復元方法について学修する．

【予習】90分

【予習】『やさしい気候学−増補版−』仁科淳司，古今書院，2,415 円，ISBN-13: 978-4772285001 の 
第 8 章をもう一度読む．

【予習】60分

８）農耕と文明 その 1
・農耕，および麦作の起源について学修する．
・貧富の格差を生み出さない農耕のあり方（ブッシュマン）があることについても学修する．

【予習】『講座 文明と環境（第 3 巻）農耕と文明』梅原 猛・安田喜憲編, 朝倉書店, 3,800 円, 
ISBN-13:978-4254105537 を読む．
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【予習】90分

第11回

第12回

第13回

10)農耕と文明 その 3
・マヤ文明を支えたトウモロコシ栽培，およびインカ文明を支えたジャガイモ栽培について学修する．

【予習】『マヤ文明−密林に栄えた石器文化』青山和夫, 岩波新書, 840 円 ISBN-13: 978-4004313649 
および『ジャガイモのきた道−文明・飢饉・戦争』山本紀夫, 岩波新書, 777 円 ISBN-13: 978-
4004311348 を読む．

11)火山噴火と文明
・火山噴火のメカニズムについて学修する．
・火山噴火が自然環境と文明に与えた影響について概観し，天明の飢饉を例にその実態について学修する．

【予習】『火山噴火と環境・文明』町田 洋・森脇広編，思文閣出版，2,460円, ISBN-13: 978-
4784208449 を読む．

12）森林と文明
・メソポタミア文明とミノア文明が森林を利用して繁栄し，森林が枯渇するとともに滅んでいったことについて学修する．

【予習】『講座 文明と環境〈第 9 巻〉森と文明』菅原 聰・安田喜憲編，朝倉書店，3,800 円，ISBN-
13: 978-4254106596 および『気候が文明を変える』安田喜憲，岩波書店，1,000円，ISBN-10: 
4000065076 を読む．

【予習】120分

第10回

【予習】120分

13）歴史時代の気候と文明
・古墳寒冷期、中世の温暖期と小氷期に起こったできごとと自然環境との関係について学修する．

【予習】90分
【復習】30分

【予習】90分

第15回

【予習】『尾瀬ヶ原の自然史』阪口 豊, 中公新書, 632 円, ISBN-13: 978-4121009289 および『講座 
文明と環境〈第 6 巻〉歴史と気候』吉野正敏・安田喜憲編，朝倉書店，3,800円，ISBN-13: 978-
4254106565 を読む．

【予習】120分

14）将来の環境予測
・地球温暖化にともなって，どのような環境変化が予測されているかについて学修する．
・地球温暖化の話をする前に，「地球の気温はどう決まるか？」について，簡単な計算をしてもらうので，ルートの計算ができ
る電卓（ノートパソコンでも可）を必ず持ってくること．

【予習】『IPCC 第 5 次評価報告書 第 1 作業部会報告書』気象庁暫定訳 を読む．
(http://www.data.kishou.go.jp/climate/cpdinfo/ipcc/ar5/prov_ipcc_ar5_wg1_spm_jpn.pdf および
http://www.data.kishou.go.jp/climate/cpdinfo/ipcc/ar5/errata_20131125.pdf からダウンロード可
能です)

15）試験・解説

【予習】
試験に備え，これまでの学修内容を確認する．
【復習】
試験の結果を受けて，この授業を振り返り，到達目標と自分の理解度とを点検し，不足している知識等
を確認し，学修する．

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます．また，随時，電子メールで受け付けます（メールアドレスは授業の配布資料に記します）．

授業の方法
必要な資料はプリントして配布します（ただし，配布資料は一部がブランクになっています）．
講義は，PC プロジェクターと板書を併用して進めます．理由のいかんを問わず，欠席した時の資料は再配布しませんので，必要ならばお
友達にコピーさせてもらって下さい. 
予告なく，授業中に何回か小テストやレポートを行ないます．
上で示された準備学修の時間はあくまで目安ですので，各自の理解度に応じて取り組んで下さい．
また，授業の進捗状況によっては，内容を一部変更する場合があります.

成績評価の方法
授業中に何回か行なう小テスト・レポート （50%） と期末試験 （50％）で成績をつけます （持ち込み不可です）. 授業で話した内容に
関して, 授業の最終回に試験を行ないます. 出席は取りません.

試験は50点満点で採点し， 小テスト・レポート （50点） と合わせて60点以上を合格とします. 
S: 90点以上 
A: 80〜89点 
B: 70〜79点 
C: 60〜69点 
F: 〜59点

試験の採点は厳格に行ないます. せっかく履修申請してもよい成績が取れない場合もありますし， 場合によっては単位を取れない場合も
ありますので， そのつもりで履修申請して下さい.

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します．/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し，その達成度によって評価します．
・小テスト，レポート，期末試験について，授業で学んだことを述べることができる．
・さらに自分の考えを述べることができる．

必要な予備知識／先修科目／関連科目
関連科目：「環境と科学（地球と環境）」「自然地理学」「地球環境問題」

テキスト
適宜紹介

参考書
準備学修の箇所に具体的に記しましたが，それ以外の参考書を以下に挙げます．
『気候変化と人間〜1 万年の歴史〜』鈴木秀夫，原書房，6,090 円，ISBN-13: 978-4562090532．
『気候の変化が言葉をかえた』鈴木秀夫, 日本放送協会, 780 円, ISBN-13: 978-4140016077
『ジャガイモとインカ帝国−文明を生んだ植物』山本紀夫, 4,410 円 ISBN-13: 978-4130633208

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Introduction: defining the terms

Read the syllabus and prepare for the class 60mins

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Case study 1

Homework activities 60mins

Introduction: what is a music-culture?

Homework activities 60mins

テーマ・概要
In this class, we'll look at the ways in which regional and traditional genres of music have reacted to globalization.  We 
will talk about the challenges and opportunities provided by issues such as immigration and commercialization, and see how 
this has caused some genres of music to flourish, while others have disappeared. 

Over the course of the semester, you will undertake a research project focusing on traditional genres of music that have 
been brought to Japan from elsewhere.  This will require some basic fieldwork and will result in a presentation in class.  
Presentations can be made in either English or Japanese, but much of the course material will be in English.

Although presentations can be made in either English or Japanese, much of the course material (lectures, handouts, videos, 
etc.) will be in English.  This class is therefore recommended for students who have an interest in the topic, and who would 
also like to practice using English in the classroom.

ＤＰ１（教養の修得）　を実現するため、以下を到達目標とする。
Upon completion of this course you should:
1) have a basic understanding of some of the ways in which globalization effects traditional culture.
2) have a greater appreciation for the richness of traditional music around the world.
3) be able to conduct simple research projects.
4) be able to present your ideas clearly and lead class discussion.

到達目標

授業の計画と準備学修

学際分野特殊講義 （Music and Identity in ～）

エヴァン　ピーター　ダニエル

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111464208

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

Case study 1

Homework activities 60mins

Research methods and presentation skills

60mins

Project work 60mins

第9回 Research methods and presentation skills

第7回

第8回

Homework activities

Case Study 2

Project work 60mins

Case Study 2

60mins

Project work 60mins

Research methods and presentation skills

Project work
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60mins

第11回

第12回

第13回

Research and presentation workshop

Project work

Research and presentation workshop

Project work

Project presentations

Project work

60mins

第10回

60mins

Project presentations

60mins

60mins

第15回

Project work 60mins

Project presentations

Project work

Feedback and evaluation

Peer and self evaluations

第14回
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ポータルサイトで周知する。

My contact information will be announced in the first lesson, and my office hours will be as shown in the Portal site.

授業の方法
This class is highly interactive and project-based.  There will be short (20-30min) lectures and videos, followed by actives 
and discussion in small groups.  Students will also be expected to conduct short research projects, and to give group and/or 
individual presentations based on their research.

Knowledge of English is highly recommended.  Most of the lectures and videos will be English, with a brief summary in 
Japanese.  Students will be encouraged to use English in class, particularly in discussions.  Student presentations and 
reports can be given in either English or Japanese.

Homework will include reading handouts and online material in English and Japanese, and preparing for group discussion and 
projects.

成績評価の方法
The final grade will be based on the following criteria:
1) classroom participation 30%
2) homework assignments 30%
3) presentations and reports 40%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
上記、到達目標の達成度により評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
授業で指示。

テキスト
Handouts will be provided by the instructor.

参考書
Relevant resources or books will be introduced as needed.

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Class 1 Introduction to techniques for becoming an active listener and skills to improve reading 
comprehension. Topic overview.

Prep: Obtain the text and look through the topics. Look at current news events connected or 
related to the topics we will discuss.

60 minutes

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Class 3 Group work and discussion about
 information and misinformation and disinformation.

Prep: Read assigned sections of the text and create a summary of the key points.
Look for examples that represent these concepts.

Review: Be able to explain in your terms the key concepts from the previous class.

60-90 minutes

Class 2 Group work and discussion on the first
 topic: Globalization; Advantages and Disadvantages.

Prep: Read assigned sections of the text and create a summary of the key points.

Review: Be able to explain in your terms the key concepts from the previous class.

60-90 minutes

テーマ・概要
The purpose of this class is to make students aware of a number of current issues facing us as globalization progresses. It 
will also provide a familiarization with the English vocabulary for discussing and studying such issues as
 the pursuit of happiness，our addiction to technology，global warming，and other problems facing the world and 
Japan.
Another goal is to help students look at issues from both sides and allow them to take a position and support it with their 
ideas.

DP1（教養の修得）を実現するため、以下を到達目標とする。
Students will develop an awareness of a variety of current major issues. They will learn the history or background of an 
issue, the vocabulary needed to discuss the problem and develop skills in looking at both sides of an issue so that they can 
have an informed  opinion. They will also learn how to get background information and summarize it for presentation to the 
class.

到達目標

授業の計画と準備学修

学際分野特殊講義 （Global　Views）

ザブスラック　ロナルド　ステファン

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111464210

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

Class 4 Continued group work and discussion 
about information and misinformation and 
disinformation with concrete examples.

Prep: Read assigned sections of the text and create a summary of the key points.

Review: Be able to explain in your terms the key concepts from the previous class.

60-90 minutes

Class 5 Group work and discussion about 
eco-tourism. What is it?

60-90 minutes

Prep: Read assigned sections of the text and create a summary of the key points.Look for 
concrete examples to support your position from the internet.

Review: Be able to explain in your terms the key concepts from the previous class.

60-90 minutes

第9回 Class 9 A discussion of extrinsic and intrinsic values in family, work and society. A discussion of the OECD 
happiness guidelines and Japan's statistics.

第7回

第8回

Prep: Read assigned sections of the text and create a summary of the key points.Look for 
concrete examples to support your position from the internet.

Review: Be able to explain in your terms the key concepts from the previous class.

Class 6 Group work and discussion about the
 benefits and harm of eco-tourism.

Prep: Read assigned sections of the text and create a summary of the key points.

Review: Be able to explain in your terms the key concepts from the previous class.

60-90 minutes

Class 7 Group work and discussion about the concept of happiness. What is happiness?
A discussion of the economics of happiness.

60-90 minutes

Prep: Read assigned sections of the text and create a summary of the key points.

Review: Be able to explain in your terms the key concepts from the previous class.

60-90 minutes

Class 8 Group work and discussion about the concept of happiness.
Video: Happy

Prep: Read assigned sections of the text and create a summary of the key points.Look for 
concrete examples to support your position from the internet.

Review: Be able to explain in your terms the key concepts from the previous class.
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60-90 minutes

第11回

第12回

第13回

Class 10 Group work and discussion about our 
addiction to technology.

Prep: Read assigned sections of the text and create a summary of the key points.

Review: Be able to explain in your terms the key concepts from the previous class.

Class11 Continued group work and discussion
 about our addiction to technology. 
Video: The Story of Stuff.

Prep: Read assigned sections of the text and create a summary of the key points.Look for 
concrete examples to support your position from the internet.

Review: Be able to explain in your terms the key concepts from the previous class.

Class 12  Continued group work and discussion about our addiction to technology. What are the benefits and harms of 
Social Network Systems?

Prep: Read assigned sections of the text and create a summary of the key points.
Complete Story of Stuff worksheet.

Review: Be able to explain in your terms the key concepts from the previous class.

60-90 minutes

第10回

60-90 minutes

Class 13 Group work and discussion about the issue of noise pollution.

60 minutes

60-90 minutes

第15回

Prep: Read assigned sections of the text and create a summary of the key points.

Review: Be able to explain in your terms the key concepts from the previous class.

60-90 minutes

Class 14 Continuing the discussion of noise pollution and identifying the levels and sources in our daily life.

Prep: Read assigned sections of the text and create a summary of the key points.Look for 
concrete examples to support your position from the internet.

Review: Be able to explain in your terms the key concepts from the previous class.

Class 15  Feedback and evaluations.

Review: Review your ideas concerning each topic and choosing one which affected you the 
most. Finally, a chance for you to express what you have learned through this class.

第14回
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I will also be available by appointment or after class to discuss class content or study abroad information.

授業の方法
This is a student centered class， which means that homework and class preparation are absolutely necessary. A reading will 
be assigned every 2 weeks and will be the basis of each discussion. Most of the classes will be group work and student 
presentations as well as student feedback， discussion and evaluation of other students work. Class participation means 
coming prepared and adding your ideas to each class and discussion.　Attendance is important not only for understanding the 
content but for group work and presentations.

成績評価の方法
Evaluation will be based on class preparation and homework (30%)，active group participation and discussion (20%) and 
presentations/reports (20%). At least 2 video reports (15% each) will be required. 
Being absent or unprepared will greatly affect your grade.

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
上記、到達目標の達成度に基づいて評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
A strong interest in current events, news and social problems. An intermediate level of English and the desire to 
discuss these issues in English.

テキスト
Confronting the Issues， David Peaty， Kinseido
ISBN978-4-7647-3886-7

参考書
A good bilingual dictionary is essential. Mobile phone dictionary use is not allowed.
Global Issues Annual Editions: McGraw-Hill Higher Education Series
Global Issues: An Introduction，  John L. Seitz Blackwell Publishing

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Orientation

自宅学習の段階で未知の単語の意味を確認しておくこと 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

英文を読む（1）

自宅学習の段階で未知の単語の意味を確認しておくこと 120

時事英語の構造や特徴

自宅学習の段階で未知の単語の意味を確認しておくこと 60

テーマ・概要
本講義では、経済ニュースおよび経済紙に掲載される記事を英文で読むことで世界の動きを知り、英語力を獲得することを目的とします。
また、英文の基本的な構造や構文を理解し、単語や熟語などの語彙力を増強しつつ、さまざまな英文素材に慣れることを最終的な目標とし
ています。
本講義で扱う英文は、皆さんがどのようなものに興味があるかで決まります。さまざまな英語に触れて英語力を向上させましょう。

ＤＰ１（教養の修得）　を実現するため、以下を到達目標とする。
1）経済ニュースなどさまざまな英文に慣れる。
2）英文の基本的な構造や構文を理解する。
3）単語や熟語などの語彙力を増強する。

到達目標

授業の計画と準備学修

学際分野特殊講義 （経済ニュースを英語で読む）

佐々木　大介

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111464209

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

英文を読む（2）

自宅学習の段階で未知の単語の意味を確認しておくこと 120

英文を読む（3）

120

自宅学習の段階で未知の単語の意味を確認しておくこと 120

第9回 英文を読む（7）

第7回

第8回

自宅学習の段階で未知の単語の意味を確認しておくこと

英文を読む（4）

自宅学習の段階で未知の単語の意味を確認しておくこと 120

英文を読む（5）

120

自宅学習の段階で未知の単語の意味を確認しておくこと 120

英文を読む（6）

自宅学習の段階で未知の単語の意味を確認しておくこと
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120

第11回

第12回

第13回

英文を読む（8）

自宅学習の段階で未知の単語の意味を確認しておくこと

グループ・プレゼンテーション（1）

自宅学習の段階で未知の単語の意味を確認しておくこと

グループ・プレゼンテーション（2）

自宅学習の段階で未知の単語の意味を確認しておくこと

120

第10回

120

グループ・プレゼンテーション（3）

120

120

第15回

自宅学習の段階で未知の単語の意味を確認しておくこと 120

グループ・プレゼンテーション（4）

自宅学習の段階で未知の単語の意味を確認しておくこと

グループ・プレゼンテーション（5）

自宅学習の段階で未知の単語の意味を確認しておくこと

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
ハンドアウトなどを使用して時事英語の構造や特徴、英文の構造や構文などを学び、英字新聞（The Japan Times 
[{http://www.japantimes.co.jp/}]、The Japan News by The Yomiuri Shimbun [{http://the-japan-news.com}]、The Asahi Shimbun 
Asia & Japan Watch [{http://www.asahi.com/ajw/}]、The New York Times [{http://www.nytimes.com/}]、The Times 
[{http://www.thetimes.co.uk/}] など）や英文雑誌（Time [{http://www.time.com/}] など）のこれらのオンライン版から記事を選び、
毎回の授業で読んでいきます。
本講義では既成のテキストは使用しません。講義で扱う英文は、すべて、講義日直前に掲載された最新の英文記事（主にインターネット
版）から集めたものです。最初は講師が選んで講義をしますが、中盤以降は参加する学生がそれぞれ関心のある英文記事を選び、プレゼン
テーションをしてもらいます。英文記事の背景を含めて、英文記事の解説（単語・構文の解釈、日本語訳など）をクラス内で発表していた
だきます。学生の参加人数によっては、グループでのプレゼンテーションを想定しています。

成績評価の方法
授業への積極的な参加（出席を含む）：20%
語彙テスト・小テスト：30%
プレゼンテーション：50%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価します。
1）経済ニュースなどさまざまな英文に慣れる。
2）英文の基本的な構造や構文を理解する。
3）単語や熟語などの語彙力を増強する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
授業で指示

テキスト
特になし

参考書
平井正朗（監修）・正村佳紀（編著）（2001）. 『新聞英語の読解ストラテジー—21世紀のグローバルな文化交流に備えて』.  東京：英潮
社.  ISBN: 4-268-00342-8.

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

◇ガイダンス
●授業の目的，内容，進め方，評価方法などについて説明する。

復習】ガイダンス資料を復習し、授業の全体像を把握しておく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

◇講義とエクスサイズ1：Introduction: 3Rs
●講義：外国の社会・文化を理解するために大切なキーポイントの解説
●エクスサイズ：海外の経済・社会に関するニュース（英文の時事漫画）を読むことによって，時事問題に触れるとともに，そ
の理解のコツ（欧米の社会習慣や常識，駄洒落など）を学ぶ。

【予習】前回授業で指定された資料に目を通して内容を把握しておく。
【復習】講義内容を復習し、理解を深めておく。国際人研究の準備。

60

◇国際人について考える
●国際人とは何か（ディスカッション）
●国際人研究：プレゼンテーションに向けての課題の設定（履修者は数名のグループで，それぞれ関心のある（歴史上の）人物
を選んで調査・研究し、10回目以降の授業でのプレゼンテーションに向けての準備をする。）

【予習】前回授業で指定された資料に目を通して内容を把握しておく。
【復習】講義内容を復習し、理解を深めておく。

60

テーマ・概要
国際化社会と国際人について考える。
海外との接点が増えつつある今日，留学したい，海外で仕事がしたい，あるいは世界を見てみたい等の希望を持つ人も多いと思います。海
外で生きるために必要とされるのは異文化と共存できるだけの柔軟性と精神的なタフさ，よい意味での自己主張の強さと日本人としてのア
イデンティティの確立でしょう。この授業は海外文化や社会に関心のある人々を対象に，海外と関わってゆくには何が必要かについて学び
ます。ただし，この授業は単なる留学ガイドのような海外情報を提供するものではありません。国際社会と向き合うための多角的な視点・
思考法を養うことが目的です。

DP1（教養の習得）、DP2（課題の発見と解決）、DP3（他者との協働）、DP5（表現力、発信力）、DP6(専門分野の知識理解)、DP7(総合マ
ネジメント力)を実現するため、次の3点を到達目標とする。
①　国際化社会の多様性についての基礎的知識を有している。
②　時事ニュース等の海外事情を解釈し、自分の意見を述べることができる。
③　国際化社会で自分の主張を表現・発信することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

学際分野特殊講義 （異文化理解）

川越　俊彦

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111464215

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

◇講義とエクスサイズ2：World religion(Christianity)
●講義：外国の社会・文化を理解するために大切なキーポイントの解説
●エクスサイズ：引き続き海外の経済・社会に関するニュースを学ぶ。

【予習】前回授業で指定された資料に目を通して内容を把握しておく。
【復習】講義内容を復習し、理解を深めておく。国際人研究の準備。

60

◇講義「世界の中の日本」1：講義とビデオ
●日本食の世界への普及を例に海外に浸透する日本文化への認識や日本理解のあり方を探る。

60

【予習】前回授業で指定された資料に目を通して内容を把握しておく。
【復習】講義内容を復習し、理解を深めておく。国際人研究の準備。

60

第9回 ◇講義とエクスサイズ5：Religionism
●講義：外国の社会・文化を理解するために大切なキーポイントの解説
●エクスサイズ：引き続き海外の経済・社会に関するニュースを学ぶ。

第7回

第8回

【予習】前回授業で指定された資料に目を通して内容を把握しておく。
【復習】講義内容を復習し、理解を深めておく。国際人研究の準備。

◇講義「世界の中の日本」2：ディスカッション
●前回の講義とビデオを手掛かりに世界と日本文化の関わりについて議論し、レポートにまとめる。

【予習】前回授業で指定された資料に目を通して内容を把握しておく。
【復習】講義内容を復習し、理解を深めておく。国際人研究の準備。

60

◇講義とエクスサイズ3：World Religion (Islam)
●講義：外国の社会・文化を理解するために大切なキーポイントの解説
●エクスサイズ：引き続き海外の経済・社会に関するニュースを学ぶ。

60

【予習】前回授業で指定された資料に目を通して内容を把握しておく。
【復習】講義内容を復習し、理解を深めておく。国際人研究の準備。

60

◇講義とエクスサイズ4：Race & ethnicity
●講義：外国の社会・文化を理解するために大切なキーポイントの解説
●エクスサイズ：引き続き海外の経済・社会に関するニュースを学ぶ。

【予習】前回授業で指定された資料に目を通して内容を把握しておく。
【復習】講義内容を復習し、理解を深めておく。国際人研究の準備。

- 1151 -



60
(GP120)

第11回

第12回

第13回

◇国際人とは何かについて考える。
2回目の授業で設定した課題について再度議論し、次週からのプレゼンテーションに備える。

【予習】国際人研究についての課題を整理しておく。
【復習】プレゼンテーションに向けての準備を行なう。

◇プレゼンテーション1
国際人についてのプレゼンテーション3週に亘っておこなう。

【予習】プレゼンテーションに向けての準備を行なう。
【復習】プレゼンテーションの内容を整理して、レビューに備える。

◇プレゼンテーション2
引き続き、国際人についてのプレゼンテーションをおこなう。

【予習】プレゼンテーションに向けての準備を行なう。
【復習】プレゼンテーションの内容を整理して、レビューに備える。

60

第10回

60
(GP120)

◇プレゼンテーション3
引き続き、国際人についてのプレゼンテーションをおこなう。

60

60

第15回

【予習】プレゼンテーションに向けての準備を行なう。
【復習】プレゼンテーションの内容を整理して、レビューに備える。

60
(GP120)

◇国際人研究のまとめ
総てのグループ報告を踏まえて，発表グループ毎に国際人について議論し，「真の国際人」とは何かについて考える。

【予習】プレゼンテーションの内容を整理しておく。
【復習】今回の授業の議論を復習し、整理しておく。

◇総括
授業全体を振り返り、国際社会とどのように向き合ってゆくかの理解を深める。

【予習】この授業で学んだ内容全般を整理しておく。
【復習】総括を踏まえ、自分自身の考えを纏める。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義、ビデオに基づくディスカッション、海外の時事漫画等を読むエクスサイズ、履修者によるグループ・プレゼンテーション（11～13回
目を予定）とディスカッションを組み合わせたアクティブ・ラーニング形式で実施する。グループ作業が多く含まれるので、第1回の授業
から参加し、毎回出席することが求められる。

成績評価の方法
ディスカッションへの参加（30%）、課題（40%）、プレゼンテーション（30%）により多角的に評価する。定期試験は実施しない。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠しつつ、次の点に着目し、その達成度により評価する。
①　国際化社会の多様性についての基礎的理解がある。
②　時事問題を解釈し、自分の意見を述べることができる。
③　国際人をテーマに自分の主張を表現・発信することができる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。但し、英文の資料を読むので、英語に抵抗感のないことが望ましい。

テキスト
なし

参考書
授業中に随時紹介

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
BREXIT（ブレグジット）、イギリスのEU離脱を巡る基本的な問題点を理解する

【予習】テキストの指定された箇所を読み不明箇所を調べ、要約を作成する。 90

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

テキスト第Ⅰ部の4，5（p.70まで）
および中東からの難民について

【予習】扱うテーマについて基本知識を得ておく。
【復習】基本概念の理解を確実なものにする。

90

テキスト第Ⅰ部の1，2，3（p.48まで）
およびトマ・ピケティの議論

【予習】テキストの指定された箇所を読み不明箇所を調べ、要約を作成する。
【復習】基本概念の理解を確実なものにする。

90

テーマ・概要
グローバリゼーションは、その多様な諸効果により、世界のあり方を根本的に変えつつある。EU離脱を巡り紛糾するイギリスに暮らす様々
な人たちの意識や生活はどうなっているのか。その現状報告を通して、現在のヨーロッパが置かれた現実をまず確認し、様々な政治・経
済・文化・宗教などの問題を検討しながら、批判的に新たな世界のあり方について可能性を探る。

ＤＰ１で分析のための政治学、社会学、経済学の基本概念を修得する。
ＤＰ２で、以上の基本概念を用いて現実の諸問題の多様な理解を深める。
ＤＰ５で、自己の批判的立場を表現できる力を修得する。
ＤＰ６で、以上の批判的作業を経済的視点に組み込めるようにする。

到達目標

授業の計画と準備学修

学際分野特殊講義 （分断化するヨーロッパ）

太西　雅一郎

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111464214

カリキュラムにより異なります。 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

テキスト第Ⅱ部（p.93まで）
およびフランスの極右について

【予習】テキストの指定された箇所を読み不明箇所を調べ、要約を作成する。
【復習】基本概念の理解を確実なものにする。

90

テキスト第Ⅱ部（p.120まで）
およびフィンランドの教育について

90

【予習】扱うテーマについて基本知識を得ておく。
【復習】基本概念の理解を確実なものにする。

90

第9回 テキスト第Ⅲ部の１（p.163まで）
およびヨーロッパの低価格競争について

第7回

第8回

【予習】扱うテーマについて基本知識を得ておく。
【復習】基本概念の理解を確実なものにする。

テキスト第Ⅱ部（p.148まで）
およびアメリカの格差社会について

【予習】テキストの指定された箇所を読み不明箇所を調べ、要約を作成する。
【復習】基本概念の理解を確実なものにする。

90

テキスト第Ⅱ部（p.163まで）
フランスの格差社会について

90

【予習】テキストの指定された箇所を読み不明箇所を調べ、要約を作成する。
【復習】基本概念の理解を確実なものにする。

90

ヨーロッパの金融危機について
ギリシアとスペインの場合

【予習】テキストの指定された箇所を読み不明箇所を調べ、要約を作成する。
【復習】基本概念の理解を確実なものにする。
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90

第11回

第12回

第13回

テキスト第Ⅲ部の2（p.210まで）
およびタックスヘイブンについて

【予習】テキストの指定された箇所を読み不明箇所を調べ、要約を作成する。
【復習】基本概念の理解を確実なものにする。

テキスト第Ⅲ部の3（p.231まで）
および光州事件から考える

【予習】テキストの指定された箇所を読み不明箇所を調べ、要約を作成する。
【復習】基本概念の理解を確実なものにする。

ドイツの難民・移民政策
および「アラブの春」について

【予習】テキストの指定された箇所を読み不明箇所を調べ、要約を作成する。
【復習】テキストの指定された箇所を読み不明箇所を調べ、要約を作成する。

90

第10回

90

テキスト第Ⅲ部の4（p.248まで）
および気候変動について

90

90

第15回

【予習】テキストの指定された箇所を読み不明箇所を調べ、要約を作成する。
【復習】基本概念の理解を確実なものにする。

90

テキスト第Ⅲ部の5（p.278まで）
および気候変動つづき

【予習】扱うテーマについて基本知識を得ておく。
【復習】基本概念の理解を確実なものにする。

原発について、チェルノブイリとフクシマ

【復習】基本概念の理解を確実なものにする。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
テキストの読解と補足的説明を行いつつ、随時映像資料を用いて問題の本質を探っていく。

成績評価の方法
毎回の授業内容のメモの提出（15回で75％）。
関連する書籍を自分で選び最低50ページ程度は読みその要約を提出する（2000字程度で25％）。
要約で使用した書物については、著者、論文名、参照したページを明記すること。
要約の提出は学期を通じて随時、授業時に受け付ける。
最終授業回を要約提出の締め切りとする。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
ブレイディみかこ『労働者階級の反乱』（光文社新書）、ISBN978－4－334－04318－6

参考書
内藤正典『限界の現代史』（集英社新書）
酒井啓子『9.11後の現代史』（講談社現代新書）
田原牧『人間の居場所』（集英社新書）
三井美奈『イスラム化するヨーロッパ』（新潮選書）など、そのほか授業時に指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Orientation

自宅学習の段階で動画を観ておくこと 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

TED 2: How to Start a Movement

自宅学習の段階で動画を観ておくこと 60分

TED 1: Try Something New for 30 Days

自宅学習の段階で動画を観ておくこと 60分

テーマ・概要
本授業では、TED を使ったリスニング力のトレーニングを行なう。
TED とは Technology Entertainment Design の頭文字を取ったもので、Ideas worth spreading（広める価値があるアイデア）というス
ローガンの下、科学・文化・学術・エンターテインメント・デザインなどさまざまな分野の優れたプレゼンテーションが行われているが、
TED のプレゼンテーションを通じ、リスニング力の向上を目指す。
また、学生からの要請に応じて、実用英語技能検定（英検）、TOEIC、TOEFL など各種英語能力試験のためのトレーニング、テレビニュー
スなどのソースを利用したリスニング力のトレーニングなども含めていきたいと考えている。

ＤＰ１（教養の修得）　を実現するため、以下を到達目標とする。
1）TED を通してリスニング力の向上を目指す。
2）単語や熟語などの語彙力を増強する。

到達目標

授業の計画と準備学修

学際分野特殊講義 （英語映像資料を用いたリスニングのトレーニング）

佐々木　大介

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111464211

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

TED 3: A Warm Embrace that Saves Lives

自宅学習の段階で動画を観ておくこと 60分

TED 4: How I Harnessed the Wind

60分

自宅学習の段階で動画を観ておくこと 60分

第9回 TED 8: One Second Every Day

第7回

第8回

自宅学習の段階で動画を観ておくこと

TED 5: Before I Die, I Want To ...

自宅学習の段階で動画を観ておくこと 60分

TED 6: Build a Tower, Build a Team

60分

自宅学習の段階で動画を観ておくこと 60分

TED 7: Why Videos Go Viral

自宅学習の段階で動画を観ておくこと
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60分

第11回

第12回

第13回

TED 9: Deep Sea Diving ... in a Wheelchair

自宅学習の段階で動画を観ておくこと

TED 10: Ingenious Homes in Unexpected Places

自宅学習の段階で動画を観ておくこと

TED 11: Gaming Can Make a Better World

自宅学習の段階で動画を観ておくこと

60分

第10回

60分

TED 12: Your Body Language Shapes Who You Are

120分

60分

第15回

自宅学習の段階で動画を観ておくこと 60分

Summary

自宅学習の段階で動画を観ておくこと

最終試験

自宅学習の段階で動画を観ておくこと

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
リスニング力向上のための聴解トレーニングを行なうと共に、分析（Analyzing）、合成（Synthesizing）、評価（Evaluating）といった
いわゆる HOTS（higher order thinking skills: 高次思考力）の養成にも配慮する。

成績評価の方法
授業への積極的な参加（出席を含む）： 20%
語彙テスト・小テスト：30%
最終試験： 50%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価します。
1）TED を通してリスニング力の向上を目指す。
2）単語や熟語などの語彙力を増強する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
特になし（ハンドアウト）

参考書
Longshaw, Robin, and Laurie Blass (2015).  21st Century Reading 1: Creative Thinking and Reading with TED Talks.  Boston: 
National Geographic Learning/Cengage Learning.
Blass, Laurie, Mari Vargo, and Eunice Yeates (2015).  21st Century Reading 2: Creative Thinking and Reading with TED Talks.  
Boston: National Geographic Learning/Cengage Learning.

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Orientation
Unit 1: I Am Going to Write One Paragraph — Review: What’s a Paragraph?

Practice and review of compositions 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Unit 3: What Do You Think? — Writing an Opinion Paragraph

Practice and review of compositions 120

Unit 2: Trying to Be Polite — Using an Appropriate Register (Voice or Style) in Writing

Practice and review of compositions 120

テーマ・概要
急速にグローバル化が進む現在、自分の意志を伝えるためには、正しい英文が書けることが必要です。本講義では、短文から高度なエッセ
イ・ライティングができるようになることを目標とします。ただし、受講者の英語力・興味の方向性によっては、内容を変更する場合があ
ります。

DP1（教養の修得）、DP2（課題の発見と解決）、DP3（他者との協働）、DP5（表現力、発信力）を実現するため、以下を到達目標としま
す。

1）文法的に正しい英文を書くことができる。
2）短文から高度なエッセイ・ライティングができるようになる。

到達目標

授業の計画と準備学修

学際分野特殊講義 （基礎から応用へ成長する英語ライティング技能の獲得）

佐々木　大介

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211464212

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

Unit 4: This May Work! — Writing a Problem-Solution Paragraph

Practice and review of compositions 120

Unit 5: How Could It Happen? — Writing a Cause and Effect Paragraph [1]

120

Practice and review of compositions 120

第9回 Units 8-9: Let Me Tell You about a Beautiful Place! — Descriptive Essays: Tourist Information [1]

第7回

第8回

Practice and review of compositions

Unit 5: How Could It Happen? — Writing a Cause and Effect Paragraph [2]

Practice and review of compositions 120

Review

120

Practice and review of compositions 120

Unit 6: What Is an Essay? — Introduction to Essay Writing
Unit 7: Who Am I? — Writing Your Own Outline

Practice and review of compositions
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120

第11回

第12回

第13回

Units 8-9: Let Me Tell You about a Beautiful Place! — Descriptive Essays: Tourist Information [2]
Units 10-11: That’s a Good Point! — Persuasive Essays: Health Issues [1]

Practice and review of compositions

Units 10-11: That’s a Good Point! — Persuasive Essays: Health Issues [2]

Practice and review of compositions

Units 12-13: How Are They Different? — Comparison Essays: Education [1]

Practice and review of compositions

120

第10回

120

Units 12-13: How Are They Different? — Comparison Essays: Education [2]
Units 14-15: Let’s Sort It Out! — Classification Essays: Events and Festivals [1]

120

120

第15回

Practice and review of compositions 120

Units 14-15: Let’s Sort It Out! — Classification Essays: Events and Festivals [2]

Practice and review of compositions

Review

Review of compositions

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
英文の書き方に関する講義と作文の実践から成りますが、実際の授業の方法は受講者の人数に依ります。英文を作成することを目的とする
授業なので、学生は多くの英文を書くことを求められます。

成績評価の方法
授業への積極的な参加（出席を含む）：20%
授業への十分な準備：30%
作文の課題提出：50%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
Grades in the course are based on the criteria of Seikei University Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価します。
1）文法的に正しい英文を書くことができる。
2）短文から高度なエッセイ・ライティングができるようになる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
初回の授業で、指示をします。

参考書
授業内で適宜紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

・ガイダンス
講義の内容・予定について説明します。

【予習・復習】
ハンドアウトを参照して、講座の全体像を確認すること。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

・金融資本市場の役割とその変化
赤字主体と黒字主体の資金過不足を調整する場としての金融資本市場の役割とその全体像を解説します。

【予習・復習】
ハンドアウトを参照して、講義内容を確認すること。

60

・経済情報の捉え方
資本市場において用いられる経済情報・指標について解説します。

【予習・復習】
ハンドアウトを参照して、講義内容を確認すること。

60

テーマ・概要
　本講義は、野村證券株式会社による提供講座として開講されます。
　直接金融とは何か、資本市場に求められる役割とは何かなどのテーマに関する証券投資の解説を行います。また、リーマン危機以降、激
変する日本の資本市場の全容、投資とリスク・リターンの考え方、株式投資・債券投資の手法など、実務の観点から金融資本市場を解説し
ます。
　本講座では、さらに学生参加型のアクティブ・ラーニングの要素を取り込んで、より実践的な知識の習得も追加的な目標とします。具体
的には、少子高齢化の進展を背景にして、老後の生計に対する不安が高まる中、ライフプランと資産形成や年金制度に関する解説を行った
うえで、加入者自らが資産運用の意思決定を行う確定拠出（DC）型年金制度におけるポートフォリオ作成やマネープラン作成の実践的演習
を行います。

ＤＰ１(教養の修得)　、ＤＰ２(課題の発見と解決)　、ＤＰ５(表現力、発信力)　を実現するため、以下を到達目標とします。証券投資を
中心に、金融資本市場の実務とファイナンス理論を整合的に理解し、将来のビジネスパーソンとしての素養を身に付けることを目指しま
す。さらに、ライフサイクルにおける資産形成の重要性や年金制度の概要を理解するとともに、各自が近い将来、老後の生活資金を確保す
るためにDC制度のポートフォリオ設計やマネープランを構築する場合を想定した実践的知識の習得を目指します。

到達目標

授業の計画と準備学修

社会理解実践講義 （資本市場の役割と証券投資）

俊野　雅司

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211464302

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

・債券市場の役割と投資の考え方
国債や社債などの債券を通じた資金調達の仕組みと債券市場での投資の考え方を解説します。

【予習・復習】
ハンドアウトを参照して、講義内容を確認すること。

60

・株式市場の役割と投資の考え方
株式の発行を通じた資金調達の仕組みと株式市場での投資の考え方を解説します。

60

【予習・復習】
ハンドアウトを参照して、講義内容を確認すること。

60

第9回 ・資本市場における投資家心理
資本市場における投資家心理の果たす役割や行動ファイナンスの基礎概念について解説します。

第7回

第8回

【予習・復習】
ハンドアウトを参照して、講義内容を確認すること。

・投資信託の役割とその仕組み
投資信託の仕組みと投資戦略ごとの特徴について解説します。

【予習・復習】
ハンドアウトを参照して、講義内容を確認すること。

60

・外国為替相場とその変動要因について
外国為替の仕組み、為替レートの役割、為替レートの決定要因について解説します。

60

【予習・復習】
ハンドアウトを参照して、講義内容を確認すること。

60

・リスク・リターンとポートフォリオ分析
証券の期待リターンとリスクの意味、ポートフォリオの分散投資効果について解説します。

【予習・復習】
ハンドアウトを参照して、講義内容を確認すること。
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60

第11回

第12回

第13回

・ライフプランと資産形成
社会人になってから、退職して、老後の生活を送るという一連の「ライフサイクル」の中で、結婚・子育て、マイホームの取
得、退職後の生活費など、様々な場面で資金ニーズが発生します。これらのライフプランの概要とそれを支えるための資産形成
の考え方について解説します。

【予習・復習】
ハンドアウトを参照して、講義内容を確認すること。

・公的年金制度について
日本の公的年金制度は、自営業者等、民間サラリーマンや公務員、専業主婦等の立場によって仕組みが異なるなど、複雑な側面
があります。このような公的年金制度の仕組みについて解説します。

【予習・復習】
ハンドアウトを参照して、講義内容を確認すること。

・確定拠出年金について
確定拠出年金（ＤＣ）制度は、加入者自身が資産運用の方針を決定する仕組みであり、運用結果に応じて年金額が決定されま
す。この制度の仕組みについて解説します。

【予習・復習】
ハンドアウトを参照して、講義内容を確認すること。

60

第10回

60

・DCポートフォリオの作成
実際にDC制度の加入者として運用方針を決定することを想定した実践的なトレーニングを行います。

120

120

第15回

【予習・復習】
ハンドアウトを参照して、講義内容を確認すること。
課題①に取り組むこと。

120

・マネープランの作成
人的資本の考え方に基づいて、自分のライフサイクルにおける収支を資産と負債に見立てたうえで、総合的なマネープラン作成
の実践的なトレーニングを行います。

【予習・復習】
ハンドアウトを参照して、講義内容を確認すること。
課題②に取り組むこと。

・まとめ
講座全体のまとめをしたうえで、課題の内容の確認と期末試験対策用のキーワードについて解説します。

２つの課題と期末試験の準備に取り組むこと。

第14回
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随時、講義終了後に受け付けます。

授業の方法
証券ビジネスの最前線に従事する実務家を講師に迎えて、講義を行います。
DCポートフォリオとマネープラン作成に関する実践的な演習も行います。

成績評価の方法
課題（DCポートフォリオとマネープランの作成）を30％、期末試験を60％、授業への参加状況などの平常点を10％の配分で評価を行う。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。
主に、以下の点に関する到達度に応じて評価する。
・金融資本市場の概要を的確に理解できているか
・ライフサイクルにおける資産形成の重要性や年金制度の概要を理解できているか
・DC制度のポートフォリオ設計やマネープランを構築する場合の実践的知識を身につけているか

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
特になし

参考書
特になし

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の内容、進め方について説明する。
リスク論（第１章－１）
・リスクとは
・リスクの理論

※リスク意識調査を実施します。

基本的に予習は必要ありません。
シラバスを読んでおいて下さい。

日頃から新聞等で報道される各種の災害・事故等でどのような損害が発生しているかに関心を持つと授
業に対する理解が深まります。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

企業のリスクとリスクマネジメント（第１章－３）
・企業のリスク
・リスクマネジメントとは
・リスクマネジメントにおける損害保険

＜第１回課題レポート出題＞

前回のプリントの復習 60

個人・社会のリスクとリスク認知（第１章－２）
・リスク認知
・個人、社会のリスク

毎回配布するプリントを復習し、次回の授業に備えて下さい。 60

テーマ・概要
将来の不確実性にどのように対処するかは時代を超えた普遍の課題です。なかでも、突然襲ってくる事故や災害などのリスクへの備えは古
来いろいろ工夫されてきましたが、現代では「損害保険」がその中核を担っています。損害保険は人々の生活や企業活動に伴う不測の損失
を補償することにより世の中に安心と安全を提供し経済・社会を下支えしています。

この講義では、まずリスクの概念を明らかにしたうえで、これに対する経済的備えとして機能する損害保険について様々な角度から考察し
ます。具体的には、損害保険の仕組み・内容・種類について詳しく解説し、現代に生活しまた仕事をする上で必要な基本的な知識の習得を
目指します。また、損害保険会社がどのような業務を行っているかを概観した上で、損害保険事業の特性や規制にも論を進めます。最後
に、今後の社会や科学技術の変化を見通しながら損害保険の将来像を展望します。

損害保険が、どのように人々の生活や企業活動に伴う不測の損失を補償し、経済・社会を安定化させる基盤として機能しているかを学ぶこ
とは、社会に出てからも個人及び組織の安心と安全を確保する上で役に立ちます。授業を通じてこうした損害保険及びその事業に関する知
識を習得し、併せて受講生自身のリスク感覚を醸成することを目指します。

ＤＰ１（教養の修得）　を実現するため、以下を到達目標とする。
①損害保険成立の原点である「リスク」について理解し、社会における各種の活動・現象をリスクの観点から認識した上で、「リスクマネ
ジメント」の必要性を説明できる。
②損害保険の意義、役割等の基本的事項を理解した上で、物、責任、人、費用の各保険の内容について説明できるようにする。
③損害保険の業務を理解し、商品開発・営業・損害調査・資産運用等の各部門がどのような働きをしているかを説明できるようにする。
④我が国における損害保険事業の歴史と現状を把握した上で、規制の必要性とその程度について説明できるようにする。

到達目標

授業の計画と準備学修

社会理解実践講義 （損害保険の理論と実際）

志田　慎太郎

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211464304

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

損害保険の仕組み（第２章－１）
・損害保険とは
・損害保険の原則
・経済学的にみた損害保険

前回のプリントの復習

（提出日までに課題レポート作成）

90

損害保険契約（第２章－２）
・損害保険契約の仕組み
・損害保険契約の当事者
・損害保険契約の内容
・損害保険契約の成立・変更・終了

60

第9回 人の保険（第２章－５）
・人保険とは
・損害保険と生命保険
・傷害保険
費用・利益の保険（第２章－６）
・費用・利益保険とは
・ART（代替的リスク移転）

＜第３回課題レポート出題＞

第7回

第8回

前回のプリントの復習

物の保険（第２章－３）
・物保険とは
・物保険の内容
・火災保険
・地震保険　

＜第２回課題レポート出題＞

前回のプリントの復習 60

責任の保険①（第２章－４）
・責任保険とは
・法律上の責任
・責任保険の内容
・自賠責保険

60

前回のプリントの復習

（提出日までに課題レポート作成）

90

責任の保険②（第２章－４）
・自動車保険
・賠償責任保険
・米国の厳格責任と賠償責任保険

前回のプリントの復習
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60

第11回

第12回

第13回

前回のプリントの復習 60

損害保険会社の業務①（第３章－１）
・新保険の開発
・保険契約の引受け
・営業部門の役割
・損害保険代理店

前回のプリントの復習　

（提出日までに課題レポート作成）

損害保険会社の業務②（第３章－２）
・事故の受付
・損害調査
・保険金の支払い

前回のプリントの復習

損害保険会社の業務③（第３章－３）
・資産運用
・再保険

前回のプリントの復習

90

第10回

授業の方法
通常の講義形式で進めます。
重要な論点については、ディスカッションも交えながら理解を深める工夫をします。
また、講義に対する理解度を高めるため課題レポート等を出題する他、授業時間内にも簡単な小論文の作成を予定しています。

成績評価の方法

60

損害保険事業の歴史と特性（第４章－１）
・損害保険の歴史
・我が国の損害保険事業の歴史
・保険事業の特性

60

60

第15回

前回のプリントの復習 60

損害保険事業の規制 （第４章－２）
・損害保険事業の規制 手法
・現行保険業法による規制

前回のプリントの復習

まとめ（損害保険事業の将来他）
・損害保険事業の新展開
・今後のリスクの変化と損害保険（自動運転とクルマ社会、人工知能と高度情報社会、そして地球環境問題と損害保険事業の将
来など）

前回のプリントの復習

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。また、質問が多岐に及ぶ場合等必要に応じ、メールでも可とします。

学期末試験（70％）、レポート・小論文（30％）を基本とし、授業に対する貢献等を加味し評価します。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価します。
①損害保険の原理・用語など基本的事項に関する理解力
②損害保険の果たす機能・役割、他制度との比較などに関する説明力
③損害保険を巡る各種事象に関する考察力

必要な予備知識／先修科目／関連科目
基本的に予備知識は不要ですが、民法（契約法、不法行為法）の知識があると理解しやすいところがあります。

関連科目：社会理解実践講義 （生命保険の理論と実際）、経営学特殊講義 （リスクマネジメント）

テキスト
特定のテキストは使用せず、講師作成のプリントを配布します。

参考書
大谷孝一他編 『はじめて学ぶ損害保険』、有斐閣、2,484円（本体 2,300円）、ISBN 978-4-641-18405-3　
下和田功編 『はじめて学ぶリスクと保険（第４版）』、有斐閣、3,024円（本体 2,800円）、ISBN 978-4-641-18420-6　
日本損害保険協会 『日本の損害保険－ファクトブック2018』（日本損害保険協会HPからダウンロードできます）

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

バーバリージャパン　取締役社長
小田切 賢太郎　講師（経済学部卒業）
講義テーマ「ファッション、百貨店、流通業界の現状と将来」

【予習】講義テーマを確認し、講師の会社や業界について予備知識を得ておく。
【復習】授業内容を要約し、感想を著し、レポートとして提出する。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第4回

第5回

第2回

日本たばこ産業たはこ事業本部CRM推進部長
藤原 卓　講師（経済学部卒業）
講義テーマ「ビジネスとしてのマーケティング」

【予習】講義テーマを確認し、講師の会社や業界について予備知識を得ておく。
【復習】授業内容を要約し、感想を著し、レポートとして提出する。

60

成蹊学園 学園長付　
三嶋 偉一　講師（経済学部卒業）
講義テーマ「総合商社に於ける海外事業の現場にて」

【予習】講義テーマを確認し、講師の会社や業界について予備知識を得ておく。
【復習】授業内容を要約し、感想を著し、レポートとして提出する。

60

ぱど
幸脇 麻由子　講師（経済学部卒業）
講義テーマ「人の心を動かす、企画力」

ジェットスター・ジャパン取締役常務執行役員　
藤岡　秀多　講師（法学部卒業）
講義テーマ「LCCジェットスター・ジャパンの戦略と挑戦」

【予習】講義テーマを確認し、講師の会社や業界について予備知識を得ておく。
【復習】授業内容を要約し、感想を著し、レポートとして提出する。

60

テーマ・概要
　この授業は，現在社会で実務家として活躍中である14名の本学OB・OGを講師に迎え、各講師の実務経験を活かして、各産業界の実態と将
来の展望、求められる人材・人間像について講義する。社会人として生き抜いてきた経験談を交えながら、社会経済の実情と、履修者であ
る学生それぞれの10年後、20年後に予想される社会人像を描く。
　なお、2010年度〜2013年度入学生がこの授業科目を履修した場合、科目名は「基盤特殊講義D （OB・OGが語るビジネス最前線）」とな
る。
　また、諸般の事情により、担当講師、講義内容が変更される場合がある。

DP1（教養の修得）を実現するため、以下の到達目標を掲げる。
(1)OB・OGの活躍するビジネスの状況を理解し、文章として表現できる。
(2)将来、社会に出ていく者として、「社会で働く」ということを主体的に考え、現状・課題等を文章として表現できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

社会理解実践講義 （OB・OGが語るビジネス最前線）

義村　敦子、廣野　研一、安岡　譲治、小田切　賢太郎、石坂　信也、田島　弓子、山崎　紅、諏訪　貴子、幸脇　
麻由子、冨永　悟司、藤岡　秀多、藤原　卓、平竹　雅人、三嶋　偉一、田中　誠人

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21211464305

2 2019年度 前期
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第6回

60

【予習】パネルディスカッションのテーマについてあらかじめ自分の考えをまとめておく。
【復習】パネルディスカッションを通じて得た知見をふまえて、自分の考えが変わった点と変わらな
かった点を確認する（パネルディスカッションに関する感想等を著したレポートは授業終了時に提出す
る）。

60

三菱商事
平竹 雅人　講師（経済学部卒業）
講義テーマ「新しい未来を作り出そう」

【予習】講義テーマを確認し、講師の会社や業界について予備知識を得ておく。
【復習】授業内容を要約し、感想を著し、レポートとして提出する。

60

第9回

第10回

パネルディスカッション
パネラー　
ぱど
　幸脇 麻由子　講師（経済学部卒業）
ブラマンテ社長
　田島　弓子　講師（文学部卒業）
人材開発コンサルタント
　山﨑 紅　講師（法学部卒業）
パークコーポレーション
　冨永　悟司　講師（工学部卒業）
国際フォーラム
　廣野　研一　講師（経済学部卒業）
オリエンタルランド
　安岡　譲治　講師（経済学部卒業）
テーマ「最前線で活躍するOBOG達から学ぶ20代の生き方働き方」

第7回

第8回

【予習】講義テーマを確認し、講師の会社や業界について予備知識を得ておく。
【復習】授業内容を要約し、感想を著し、レポートとして提出する。

人材開発コンサルタント
山﨑 紅　講師（法学部卒業）
講義テーマ「働き方・生き方を考える－企業の人事・人材開発担当として、先輩としてお伝えしたいこと－」

【予習】講義テーマを確認し、講師の会社や業界について予備知識を得ておく。
【復習】授業内容を要約し、感想を著し、レポートとして提出する。

60

ブラマンテ 社長　
田島 弓子　講師（文学部卒業）
講義手ーマ「ス不安定な時代を生き抜くキャリアの考える」

60

【予習】講義テーマを確認し、講師の会社や業界について予備知識を得ておく。
【復習】授業内容を要約し、感想を著し、レポートとして提出する。

60

東京国際フォーラム取締役広報部長 
廣野 研一　講師（経済学部卒業）
講義テーマ「地域活性化のまちづくり　東京・丸の内　大阪・梅田」

【予習】講義テーマを確認し、講師の会社や業界について予備知識を得ておく。
【復習】授業内容を要約し、感想を著し、レポートとして提出する。
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60

第11回

第12回

第13回

ゴルフダイジェスト　オンライン 社長
石坂 信也　講師（経済学部卒業）
講義テーマ「スポーツビジネスのケーススタディ」

【予習】講義テーマを確認し、講師の会社や業界について予備知識を得ておく。
【復習】授業内容を要約し、感想を著し、レポートとして提出する。

三菱UFJ銀行
田中 誠人　講師（法学部卒業）
講義テーマ「銀行の社会的役割について」

【予習】講義テーマを確認し、講師の会社や業界について予備知識を得ておく。
【復習】授業内容を要約し、感想を著し、レポートとして提出する。

授業の方法
教室における講義とする。
ただし、第9回の授業は、講師陣によるパネルディスカッションとする。
毎回、授業終了前に、質疑応答を行なう。
上で示された準備学修の時間はあくまでも目安であって、各自の理解度等に応じて取り組むこと。
５回以上の講義（パネルディスカッションを含む）について、講義内容のまとめと感想等を記述したレポートを提出すること。提出回数４
回以下は単位を不可とする。
通常の講義の場合は、授業終了後2週間以内に、講義内容のまとめと感想を著し、「Seikei Portal」を介してレポートを提出する。パネル
ディスカッションについては、感想等を記述したレポートを当該授業中に提出する予定である。
レポートの主なねらいは次のとおりである。
(1) OB・OGの活躍するビジネスの状況を客観的に理解する。
(2)  「社会で働く」ということを主体的にとらえ、現状・課題を理解する。
なお、講義出席に際し、講義内容を記すためのノートやPC等の持参を強く推奨する。

成績評価の方法

60

ダイヤ精機 社長
諏訪 貴子　講師（工学部卒業）
講義テーマ「セルフマネージメント」

60

60

第15回

【予習】講義テーマを確認し、講師の会社や業界について予備知識を得ておく。
【復習】授業内容を要約し、感想を著し、レポートとして提出する。

60

パーク・コーポレーション　専務取締役 COO
冨永 悟司　講師（工学部卒業）
講義テーマ「花業界における青山フラワーマーケットの独自性」

【予習】講義テーマを確認し、講師の会社や業界について予備知識を得ておく。
【復習】授業内容を要約し、感想を著し、レポートとして提出する。

オリエンタルランド　シアトリカル事業部理事　舞浜アンフィシアター支配人
安岡 譲治　講師（経済学部卒業）
講義テーマ「東京ディズニーランドリゾートのホスピタリティについて」

【予習】講義テーマを確認し、講師の会社や業界について予備知識を得ておく。
【復習】授業内容を要約し、感想を著し、レポートとして提出する。

第14回
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各回担当講師については、授業終了後に教室で受け付ける。
コーディネーター役の義村については、ポータルサイトで周知する。

レポートの提出状況及びその内容に基づき総合的に評価する。評価ウェイトはレポートの提出状況が60%、レポートの内容が40%を目安とす
る予定である。ただし、提出回数４回以下は単位を不可とする。
なお、提出されたレポートは、
(1) OB・OGの活躍するビジネスの状況を理解できているか、
(2) 「社会で働く」ということを主体的にとらえ、現状・課題を具体的に理解できているか、
を重点的に評価することによって、その内容の良否を判断する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
以下の達成度から判断する。
(1)OB・OGの活躍するビジネスの状況を授業の内容から理解し、文章として表現できる。
(2)将来、社会に出ていく者として、「社会で働く」ということを主体的に考え、現状・課題等を文章として表現できる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
必要な予備知識，先修科目は特になし。
関連科目は成蹊教養カリキュラムのキャリア教育科目など。

テキスト
特に指定しない。

参考書
授業中に適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・演習の内容、進め方、課題研究の仕方などを説明する。
・グループ分けをする。
・各自およびグループの研究課題を決める。

【予習・復習】
・シラバスを読んで、演習の進め方を理解する。

【プレゼンの準備】
・各自の研究テーマにつき調査・プレゼンの準備

６０

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

「信託」制度の概要
・信託の仕組み（目的・機能・種類・関係人）を学修する。
・信託法・信託業法を学修する。
・信託に関連するその他の法規制など（税法・登記）を学修する。

【予習・復習】
・信託の仕組みの基本を再確認する。

【プレゼンの準備】
・各自の研究テーマにつき調査・プレゼンの準備

６０

「信託」制度の概要
・信託の歴史を学ぶ。
・信託の仕組み（目的・機能・種類・関係人）を学修する。

【予習・復習】
・信託の仕組みの基本を確認する。

【プレゼンの準備】
・各自の研究テーマにつき調査・プレゼンの準備

６０

テーマ・概要
「信託」とは？　　現在の金融業界で注目の信託業務。「信託」は、これから金融業界を目指すものの必修知識です。
また、一般社会人の常識として理解しておきたいテーマの一つです。
本科目は、元信託銀行員の本校OBを講師に、とにかく分かりやすいを第一に、実際の信託実務を織り交ぜながら、「信託」の理論と実際を
学びます。

現代の経済・金融活動の分野において、資金運用ニーズに対応し、投資信託など「信託」が活用され、また財産権の流動化・証券化などの
「信託」を使ったさまざまな金融商品が誕生しています。
また、2004年に信託業法、2006年には信託法が改正され、新たな信託の活用分野が広がる一方、高齢化社会の進展により財産管理・承継の
ための「信託」の活用が提唱され、少しずつ浸透し始めたところです。

本講義では、信託の仕組み・歴史・法規制などの基礎的知識を学修し、その上で、実際に営業信託を取り扱う信託銀行の業務・商品などを
調査・理解することで、信託の活用事例の実態を学びます。
更に、相続・事業承継の実態を学修・理解し、現代の高齢化社会に対処する手法・対策などをグループで討議し、更なる民事信託の活用範
囲などを探ります。

ＤＰ１（教養の修得）　を実現するため、以下を到達目標とする。
①信託の仕組み・機能・種類・法制度などをしっかりと理解する。
②信託が現代社会でどのように活用されているかを理解する。
③信託銀行が行っている信託実務を学修し、探究した業務・商品について、わかりやすく説明できるようにする。
④資産承継・相続の実態を学修し、基礎的な対応力を備える。

到達目標

授業の計画と準備学修

社会理解実践演習 （信託の理論と実際）

永井　勝巳

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21111464402

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

「信託」制度の概要
・信託制度の仕組みのまとめ、補足、質疑応答

信託銀行とは
・信託銀行の歴史・現状・業務内容などを学ぶ。
・各自の研究課題の調査発表・質疑応答
【予習・復習】
・信託制度の概要を再確認する。

【プレゼンの準備】
・各自の研究テーマにつき調査・プレゼンの準備

９０

信託銀行の業務・商品
・信託銀行の商品分類と特徴を学修する。
・各自の研究課題の調査発表・質疑応答

９０

【予習・復習】
・相続法の基本的規定を事前学習しておくと理解しやすい。

６０

第9回 相続・贈与の基礎
・相続・贈与に関する法律（民法）を学修する。
・現実の相続のトラブルなどの実態を学ぶ。

第7回

第8回

【予習・復習】
・金融業界における信託銀行の位置づけを確認する。

【プレゼンの準備】
・各自の研究テーマにつき調査・プレゼンの準備

信託銀行の業務・商品
・信託銀行を取り巻く環境（高齢化・企業戦略・信託代理店制度）を学ぶ。
・各自の研究課題の調査発表・質疑応答

【予習・復習】
・信託銀行の業務内容を調査しておく。

【プレゼンの準備】
・各自の研究テーマにつき調査・プレゼンの準備

６０

信託銀行の業務・商品
・信託型のプライベートバンキングの実態を学ぶ。
・ファイナンシャルプランニングの基礎を学ぶ。
・各自の研究課題の調査発表・質疑応答

６０

【予習・復習】
・信託銀行の取扱う金融商品を調査しておく。

【プレゼンの準備】
・各自の研究テーマにつき調査・プレゼンの準備

６０

信託銀行の業務・商品
・信託銀行の実態のまとめ・補足説明（証券代行業務・不動産業務など）
・各自の研究課題の調査発表・質疑応答

【予習・復習】
・信託銀行での金融商品を通じ、信託機能の活用の仕組みを再確認する。
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６０

第11回

第12回

第13回

相続・贈与の基礎
・相続・贈与に関する税金（相続税・贈与税）の知識を学修する。
・具体的な事例に基づき相続税対策を学ぶ。

【予習・復習】
・相続税制の基本的規定を事前学習しておくと理解しやすい。

具体的な相続対策
・遺言の作成ルールを学修する。
・相続対策としての遺言の書き方を検討する。
・信託を使った具体的な相続対策を学ぶ。

【予習・復習】
・遺言の基本的規定を事前学習しておくと理解しやすい。

事業承継対策
・事業承継の現状を学ぶ。
・事業承継の具体的対策を学ぶ。
・事業承継に対する信託の活用を検討する。

【予習・復習】
・事業承継の現状を調査しておくと理解がしやすい。

６０

第10回

６０

高齢化社会への対応
・高齢化社会の問題点を学ぶ。
・成年後見制度の概要および現状を学修する。
・信託ができる社会貢献をグループで検討する。
・成年後見制度と信託の関係を学ぶ。

６０

６０

第15回

【予習・復習】
・高齢化社会の現状を調査しておくと理解がしやすい。

６０

高齢化社会への対応
・民事信託（家族信託）の仕組みを学修する。
・民事信託の活用をグループで検討する。

【予習・復習】
・過去の授業での信託の活用事例を再確認しておく。

授業のまとめ・振り返り
・講義全体を通じた補足説明、質疑応答
・課題発表やレポートに対する改善点など解説
・実社会での経験に基づくアドバイス、質疑応答

【予習・復習】
・授業全体で理解できていない点を洗い出して質問できるようにしておく。

第14回
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随時、電子メールで受け付ける。

授業の方法
授業の前半は、信託の仕組み・歴史・法規制などの基礎的知識を学修するための講義を中心とする。
中盤は、営業信託の実態・活用事例を学ぶため、信託銀行の業務・商品について、各自が調査した課題を発表する。また、それに対する質
疑応答により更に実態把握を深める。
後半は、相続・事業承継の実態を学修した上で、現代の高齢化社会に対処する手法・対策などをグループ討議を中心に考察する。
なお、学修の進捗・理解度に応じて、授業内容・進め方を変更することがあります。

成績評価の方法
講義中の発言や質問、グループ討議への参加など授業への積極的な参加（70%）、課題発表（30%）などを基本とした総合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し、その達成度により評価する。
①信託の仕組み・機能・種類・法制度などをしっかりと理解できているか。
②信託が現代社会でどのように活用されているかを理解できているか。
③信託銀行が行っている信託実務を学修し、探究した業務・商品について、わかりやすく説明できるか。
④資産承継・相続の実態を学修し、基礎的な対応力を備えられたか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
特になし。
必要な資料等は授業にて配布する。

参考書
テキストには指定しないが、次の書籍などが授業の参考になる。
①信託法講義　　神田秀樹・折原誠著　弘文堂　
②要点解説100信託実務がわかる　鯖田豊則著　税務経理協会
③オーダーメード信託のすすめ　　加藤浩ほか著　金融財政事情研究会
④新信託法の実務  高垣勲著 財経詳報社

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
・授業内容、進め方、評価方法についての説明を行う
・ブランドの基本概念についての説明を行う

【予習】　
シラバスをよくよんで、授業のすすめ方について十分理解しておく

【復習】　
商品ブランドと企業ブランドの違い他、ブランドのごく基本的なことについて理解できるようにする

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第4回

第2回

ワークショップの基礎②

・ブレインストーミング、ＫＪ法などブランディングのワークショップを進める上で必要な基礎的な発想法を理解し体験する

【予習】　
ワークショップ作業用に指定された基礎情報収集を行う

【復習】　
発想の基本について理解し、説明できるようにしておく

90

ブランドの本質と意義

・ブランドの本質やブランドの意義を通じて、ブランドに関する基本的な理解をすすめる

ワークショップの基礎①

・チームワーク、グループディスカッション作法などブランディングのワークショップに必要な基礎的知識を理解し体験する

【予習】　
ワークショップ作業用に指定された基礎情報収集を行う

【復習】　
ディスカッションの基本ルールについて理解し、説明できるようにする

90

テーマ・概要
本授業では、ビジネスにおいて必要不可欠な”ブランド”に関する基本概念把握、および昨今のビジネス実践において欠くことのできない
ワークショップ技法についての習得を目的とするゼミ形式の『参加型実践演習授業』です。
一方通行型の講義ではなく、最先端のアクティブラーニング手法を用いながら双方向形式かつより実践的な授業を進めるのが最大の特徴で
す。
本授業においては、まず「ブランド」がどのように作られるのか、といったブランド構築の基本的な流れについて理論だけでなく、ワーク
ショップの手法を学んだり、学外コンテストに参加することで、より実践的に学んでもらいます。さらに、各回において、ビジネス手法の
理解を深めることに加え、それが今後の社会を生きる上で各受講生にとってどのような意味があるのかの応用方法についても同時に考えて
いきます。

ＤＰ１（教養の修得）　を実現するため、以下を到達目標とする。
①「ブランド」とは何かについての基礎的な理解を深めることができる。
②その上で「ブランド」がどのように作られるのか、といったブランド構築の基本的な流れについて習得することができる。
③ブランド構築に必要なワークショップ手法及びプレゼンテーションの基本的な作法を身につけることができる。　
④今後の人生における活用・応用方法についての自分なりの示唆を得ることができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

社会理解実践演習 （ブランドの理論と実際）

宮澤　正憲

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21011464403

2 2019年度 後期
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第5回

第6回

【予習】　
講義用に指定された事前課題を作業しておく

【復習】　
ブランド構築のメリットについて説明できるようにしておく

90

ブランド構築の基本フロー理解

・実際のブランド構築を流れケースを通じて学び、基本的なプロセス（リボン思考）の基本概念を理解する

90

【予習】　
演習について指定された事前課題を作業しておく

90〜120

第9回 ブランド実践実習①

・与えられたブランディング課題に関して、具体的な作業方法、ワークデザインについての方針をグループごとに考え、まとめ
る

第7回

第8回

【予習】　
講義用に指定された事前課題を作業しておく

【復習】　
ブランディングの基本プロセスである「リボン思考」について理解し、説明できるようにしておく

ブランディング基本構造の理解①

・ブランド構築の最初のステップである”インプット”について基本的な理解をすすめる

・また知識として吸収するだけでなく、実際にインプットを体験し理解を深める

【予習】　
指定された事前課題を作業しておく　

【復習】　
インプット方法について理解し、説明できるようにしておく

90

ブランディング基本構造の理解②

・ブランド構築の根幹をなす”コンセプト”について基本的な理解をすすめる

・その中でも基本要素となるブランド価値構造及び価値規定についての理解をすすめる

90

【予習】　
指定された事前課題を作業しておく　

【復習】　
コンセプト方法について理解し、説明できるようにしておく

90

ブランディング基本構造の理解③

・ブランド構築ステップである”アウトプット”について基本的な理解をすすめる

【予習】　
指定された事前課題を作業しておく　

【復習】　
アウトプット方法について理解し、説明できるようにしておく
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90〜120

第11回

第12回

第13回

ブランド実践実習②

・ブランディングのインプットについての方法についてグループごとに考える

【予習】　
演習について指定された事前課題を作業しておく　

【復習】
グループごとに設定したインプット方法について実際にリサーチやフィールドワークを行う

ブランド実践実習③

・ブランディングのコンセプトについてのアイデアをグループごとに考える

【予習】　
演習について指定された事前課題を作業しておく　

【復習】　
コンセプトに対する理解を深め、グループごとに企画のブラッシュアップを行う

ブランド実践実習④

・ブランディングのアウトプットについてのアイデアをグループごとに考える

【予習】　
演習について指定された事前課題を作業しておく　

【復習】　
アウトプットに対する理解を深め、グループごとに企画のブラッシュアップを行う

90〜120

第10回

授業の方法

90〜120

ブランド実践実習⑤

・ブランディングの企画立案をまとめ、プレゼンテーションに向けての準備を行う

90

120

第15回

【予習】　
演習について指定された事前課題を作業しておく

【復習】　
プレゼンテーションに対する理解を深め、企画のブラッシュアップを行う

90〜120

ブランド実践実習⑥

・グループごとに実践としてのプレゼンテーションを行う

【予習】
発表にむけてグループごとにプレゼンテーション資料を準備・作成する

まとめ

・授業全体の振り返り及び授業のまとめ

【復習】　この授業を振り返り、不足している知識等を学習する

第14回
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質問等は、授業終了後に教室で受け付けると同時に随時電子メールでも受け付けます。

本授業はディスカッションや課題提出等を随時実施しながら、アクティブラーニング手法を応用した共創型演習授業です。授業は双方向の
コミュニケーションをしながら進めていきます。

そのため受講者には、通常のゼミ以上に主体的な授業への参加が強く求められます。

*******************  【注意事項】 ************************************

本授業は出席に加え、毎回の宿題やグループワークがある負荷が大きい“ゼミ形式”の授業です。通常の講義タイプの授業ではありません
ので、注意した上で履修してください。

そのため出席して受身で聴くだけでなく、ディスカッションへの参加や授業中の発言、課題作成など授業への主体的な参加・貢献が強く求
められます。
以下の点を確認してください。

＊ディスカッション形式を中心にすすめる演習授業です
＊毎回出席が求められます。
＊また単に出席していても発言などの自主的な授業貢献が少ない場合は単位の取得は困難になります。
＊同様に、毎回実施する課題やアンケートなどの提出が十分でない場合も単位を取得することができません。
＊一回目（オリエンテーション）への出席は必須です

成績評価の方法
以下を基準に総合的に判断します。

○基礎点（出席、毎回の課題提出　等）　50％
○授業貢献点（授業中の発言や質問、ディスカッション貢献等）　50％ 
  
  
  
 　
＊注意：
出席と課題提出、課題作業は必須です。欠席や遅刻が多い場合は、単位取得は難しいと考えてください。
加えて、単に出席しているだけでも十分な得点になりません。単位取得のためには授業への積極的な参加が求められます。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

次の点に着目し、その達成度により評価する。
−「ブランド」についての基礎的な理解を深めるたかどうか
−ブランド構築に必要な、グループディスカッションやプレゼンテーションの基本的な作法を身につけたかどうか
−グループワーク等を通じて、他の受講者に対してポジティブな影響を与えたかどうか

必要な予備知識／先修科目／関連科目
必要な予備知識は特にありません。

テキスト
必要な資料は印刷物を配布しますので、特定のテキストは必要ありません。

参考書
『東大教養学部「考える力」の教室』宮澤 正憲著 、SBクリエイティブ、1400円、ISBN-10: 4797392649
『ブランドらしさのつくり方−五感ブランディングの実践』博報堂ブランドデザイン著、ダイヤモンド社、1800円、ISBN4-478-50272-2
『応援したくなる企業の時代』博報堂ブランドデザイン著、アスキー・メディアワークス、780円、ISBN-13: 978-4048703734
『ブランドマーケティング』博報堂ブランドコンサルティング著、日本能率協会マネジメントセンター、1600円、ISBN 4-8207-1544-5

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の全体像、進め方、予習・復習の仕方等を説明する。
・授業を進めていく上での基本的な方針を説明する。

【予習】シラバスを読み、あらかじめ講義の内容を把握する。 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

課題１の提示
・ブレーンストーミングを用いた課題解決
・グループディスカッションを通してブレーンストーミングの確認。

【予習】特性要因図の描き方について理解しておく。
【復習】要因間の関係を把握し、図解する。

90分

議論の仕方を学ぶ１
・ブレーンストーミングの基礎を修得する。
・問題点の見つけ方について理解する。

【予習】ブレーンストーミングのキーワードについて理解しておく。
【復習】ブレーンストーミングの手順を確認する。

90分

テーマ・概要
　情報分析プログラムの必修科目として位置づけられています。この授業では、積極性を重視し、様々な発想を要求します．
受け身の授業でなく、他者との議論を通して、考える力を養うことを目的とします。グループを作り、様々な話し合いを重ねながら、プロ
グラム参加メンバーの友好を深めることをねらいとしたいと思います。
　授業では，ブレーンストーミング等の議論のやり方を基盤に置き、品質管理で用いられる役に立ついくつかの道具を学びます。グループ
ごとに与えられた課題に取り組む中で、これらの道具がどのように適用されていくかを実感してもらいます。各課題は当日説明します。課
題が与えられたときから、グループ内で意見交換をすること。
また、工場見学（レガッタ開催日）も予定しています（予定）。

DP2(課題の発見と解決)、DP3(他者との協議)、DP5(表現力、発信力)、DP7(総合マネジメント力)を実現するため、以下を到達目標とする。
１．意見の出し方、聞き方、まとめ方が理解できる。
２．問題解決の際に重要なことは何かが理解できる。
３．品質管理の基本的な流れが理解できる．
４．企画，情報収集，データ分析，プレゼンテーションの流れが理解できる．

到達目標

授業の計画と準備学修

情報分析演習Ｉ

井上　潔司

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21011471101

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

課題１に対するプレゼン
・班ごとの調査結果を報告する。
・報告に対する質疑応答と総括

【予習】プレゼンに向けてメンバーとの打合せをしておく。
【復習】プレゼン後の改善点をメンバーと確認する。

90分

課題１に対するプレゼン
・班ごとの調査結果を報告する。
・報告に対する質疑応答と総括

90分

【予習】プレゼンに向けてメンバーとの打合せをしておく。
【復習】プレゼン後の改善点をメンバーと確認する。

90分

第9回 課題２に対するプレゼン
・班ごとの調査結果を報告する。
・報告に対する質疑応答と総括。

第7回

第8回

【予習】プレゼンに向けてメンバーとの打合せをしておく。
【復習】プレゼン後の改善点をメンバーと確認する。

議論の仕方を学ぶ２
・ブレーンストーミングの応用を学ぶ。
・ＳＷＯＴ分析の理解

【予習】ＳＷＯＴ分析のキーワードについて理解しておく。
【復習】ＳＷＯＴ分析の手順を確認する。

90分

課題２の提示
・課題２についての議論。
・グループディスカッションを通してＳＷＯＴ分析の確認。

90分

【予習】４つの要因の意味について理解しておく。
【復習】要因を詳細に把握し、改善策を提案する。

90分

課題２に対するプレゼン
・班ごとの調査結果を報告する。
・報告に対する質疑応答と総括。

【予習】プレゼンに向けてメンバーとの打合せをしておく。
【復習】プレゼン後の改善点をメンバーと確認する。
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90分

第11回

第12回

第13回

市場調査
・市場調査の基本を学ぶ。
・調査対象を明確にし、問題点を把握する。

【予習】市場調査の重要事項について理解しておく。
【復習】調査対象について班員と話し合い、手順を確認する。

課題３の提示
・コンサルティングの基本を学ぶ。
・問題点の整理の仕方、まとめ方を学ぶ。

【予習】コンサルティングの手順について理解しておく。
【復習】調査対象の問題点について班員と話し合い、要因を探る。

今まで習ったことを使っての応用問題解決
・班ごとに役割分担を決め、問題解決する。
・お店を視察し、問題点を整理する。

【予習】大まかな役割分担を決定し、解決手順を確認する。
【復習】現地調査を行い、問題点について確認する。

90分

第10回

90分

課題３に対するプレゼン
・班ごとの調査結果を報告する。
・報告に対する質疑応答と総括。

60分

90分

第15回

【予習】プレゼンに向けてメンバーとの打合せをしておく。
【復習】プレゼン後の改善点をメンバーと確認する。

90分

課題３に対するプレゼン
・班ごとの調査結果を報告する。
・報告に対する質疑応答と総括。

【予習】プレゼンに向けてメンバーとの打合せをしておく。
【復習】プレゼン後の改善点をメンバーと確認する。

まとめ等
・授業のまとめ

【復習】この授業を振り返り、到達目標と自分の理解度とを点検し、不足している知識等を確認し、学
修する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
グループ活動を中心に様々な内容を議論します。グループは各課題ごとに変更する予定です。

成績評価の方法
出席点（40％）＋平常点（30％）＋最終レポート（30％）で評価します。
平常点は授業中だけでなく多面的に判断します。授業への積極性を重要視します。
欠席や遅刻は減点対象となります。
詳細については初回のガイダンスで説明するので、必ず出席すること。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
・議論の仕方が修得できているか。
・問題点の見つけ方、その解決方法を体系的に学んでいるかどうか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
情報分析プログラムすべての科目の先修科目です．

テキスト
授業内で随時紹介します。

参考書
『文科系のための品質管理』　山田雄愛他　日科技連　\2200　ISBN4-8171-0354-X
『ＱＣ七つ道具100問100答』　細谷克也　日科技連　\2400　ISBN4-8171-0386-8

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

グループワーク (テーマその1: 調査)
　i)　データの収集
　ii)　発表資料の作成

【課題】PowerPointなどで発表資料を作成し、教員に送付する。 60 分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

グループワーク (テーマその2: 比較)
　i)　データの収集
　ii)　発表資料の作成

【復習】グループワークの内容についてまとめておく。 60 分

グループワーク (テーマその1: 調査)
　i)　発表
　ii)　発表内容についての討論

【復習】発表で受けた質問やコメントについて考察する。 60 分

テーマ・概要
この授業の前半では、いくつかのテーマを取り上げて、それらについてグループワークによる討論・発表を行ってもらう。
また、授業の後半では、各グループごとに自由なテーマに取り組んでもらい、得られた結果についてプレゼンテーションを行ってもらう。 
グループワークにおける他者との積極的な議論を通して、情報の収集・分析・発信能力と問題解決に対する発想力を高めることが目標であ
る。

DP2(課題の発見と解決), DP3(他者との協働),  DP5(表現力, 発信力), DP7(総合マネジメント力)を実現するため、以下を到達目標とす
る。
1)　意見の出し方、聞き方、まとめ方が理解できる。 
2)　企画、情報収集・分析・発信、プレゼンテーションの流れが理解できる。 
3)　問題解決の流れを理解し実践できる。
4)　目的に応じた分析手法、分析手法に応じたツールを適切に選択・利用できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

情報分析演習II

田中　研太郎

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21011471102

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

グループワーク (テーマその2: 比較)
　i)　データの収集
　ii)　発表資料の作成

【課題】PowerPointなどで発表資料を作成し、教員に送付する。 120 分

グループワーク (テーマその2: 比較)
　i)　発表
　ii)　発表内容についての討論

60 分

【復習】発表で受けた質問やコメントについて考察する。 60 分

第9回 グループワーク (テーマその3: 分析)
　i)　発表
　ii)　発表内容についての討論

第7回

第8回

【復習】発表で受けた質問やコメントについて考察する。

授業の後半に向けて
　i)　問題解決の流れについて
　ii)　プレゼンテーションの流れについて

【復習】PowerPointを使った発表資料の作成方法について復習する。 60 分

グループワーク (テーマその3: 分析)
　i)　データの収集
　ii)　発表資料の作成

120 分

【復習】グループワークの内容についてまとめておく。 60 分

グループワーク (テーマその3: 分析)
　i)　データの分析
　ii)　発表資料の作成

【課題】PowerPointなどで発表資料を作成し、教員に送付する。
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60 分

第11回

第12回

第13回

グループワーク (テーマ自由）
 i) テーマの選定
 ii) データ収集

【復習】グループワークで得られた内容についてまとめる。

プレゼンテーションとデザイン (聞き手に効果的に情報を伝えるためのデザインについて)

【課題】PowerPointなどで発表資料を作成し、教員に送付する。

グループワーク (テーマ自由): 
中間発表

【復習】質問やコメントについて考察する。

120 分

第10回

60 分

グループワーク (テーマ自由): 
最終発表の準備

60 分

60 分

第15回

【課題】PowerPointなどで発表資料を作成し、教員に送付する。 120 分

グループワーク (テーマ自由): 
最終発表 その1

【復習】最終レポートのために、発表についてレビューを考えておく。

グループワーク (テーマ自由): 
最終発表 その2

【復習】最終レポートのために、発表についてレビューを考えておく。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
授業の前半はテーマに沿った内容について取り組み、プレゼンテーションの方法などを学んでいく。
後半はグループごとに自由なテーマに取り組んでもらい、それらについて発表してもらう。

成績評価の方法
配点は、授業への参加状況などの平常点60％、グループ点20％、レポート20％を目安とする。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

     次の点に着目し、その達成度により評価する。
     i) 積極的に議論を進めることができる。

     ii) グループで協調性を持って作業ができる。
     iii) 適切な情報収集と活用ができる。

iv) 効果的なプレゼンテーションができる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
情報分析演習I

テキスト
適宜プリントなどを配布する。

参考書
適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

以下の予定だが、外部団体の都合や授業の進行の状況で変わることがあるので、ポータルの連絡に注意すること。

イントロダクション
①履修に関する日程、評価などの連絡事項
②エクセルの利用　履修者のエクセル技術を知るため、ごく簡単なレベルチェックテストを実施。
③武蔵野市役所や武蔵野市内の企業、団体を想定したアンケート調査や現地調査について討論する。
エクセルの簡単な操作確認
習得度の差があっても、当初の段階では問題にならない。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

アンケート調査の課題（１）
・観光に関する各種のアンケート調査を比較し、課題をグループワークで考える。

ポータル掲示資料を読み、課題テーマに関する情報をＨＰなど集めておく。 60

社会調査の基礎知識
・社会調査における手法について
・アンケート調査の企画
・基本仮説と作業仮説
・調査手法と費用

ポータル掲示資料を読んでおく。
また実際にやってみたいアンケート調査、インターネット調査を考えておく

60

テーマ・概要
『社会調査の基礎と実践』観光に関する調査を中心として

社会経済問題に関する研究の多くは、何が問題になっているか、そもそも問題があるかどうかすら分からない、漠然とした状態から始まる
ことがほとんどです。この場合社会調査によって、客観的に現状を把握し、分析を行い、解決策を提案していくことになります。

社会調査には、インタビューや観察、そしてアンケート調査等が含まれます。いずれの場合も、仮説を立てて調査目的を決め、目的に会っ
た調査方法を選んで実施し、分析して報告書をまとめるという、調査の企画設計と実施、分析、報告という一連のプロセスで構成されてい
ます。

代表的手法であるアンケート調査は、企業のマーケティングだけでなく内閣支持率にいたるまで幅広く実施され、その内容と方法によって
は世論を左右することもできる「両刃の刃」です。近年、公的調査で不適切な事例が発覚し、社会問題となっています。では適切な調査と
何なのか、今年度は観光をテーマに、実際に行われた観光に関するアンケート調査のデータ、ならびにインタビューや観察などのフィール
ドワークなどを実施しながら、実践的に学びます。

ＤＰ２（課題の発見と解決）、ＤＰ３（他者との協働）、ＤＰ５（表現力、発信力）、ＤＰ７（総合マネジメント力）を実現するため、以
下を到達目標とする。
１）社会調査に関する基礎知識として、仮説を立てて調査目的を明らかにし、社会調査の企画、設計、実施、分析、報告という一連の手順
の基本を習得できる。
２）エクセルで大量データの集計ができて、標本抽出における無作為抽出や信頼区間などを理解できる。
３）アンケート調査やインタビュー調査の企画と設計、関連するテーマでのフィールドワークを体験することで、調査における課題を理解
し、客観的な提案をおこなうことができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

総合分析Ａ

井出　多加子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21011471105

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

アンケート調査の課題（２）
実地調査の下調べアンケート調査の課題
・観光に関する各種のアンケート調査を比較し、課題をグループワークで考える。

ポータル掲示資料を読み、課題テーマに関する情報をＨＰなど集めておく。 60

アンケート調査の実務（１）
・無作為抽出の理論を学ぶ
・過去のアンケート調査を利用して実際に無作為抽出（層化二段無作為抽出まで）をエクセルで作業する。

60

調査実施のための調査票の手配やスタッフのスケジュール調整などをおこなう 60

第9回 インタビュー調査とフィールドワーク（１）
・インタビュー調査の企画と設計：学内外でのインタビュー調査を企画する。

第7回

第8回

ポータル配布の説明資料とエクセルファイルを確認しておく。

アンケート調査の実務（２）
・過去のアンケート調査を利用して実際に無作為抽出（層化二段無作為抽出まで）をエクセルで作業する。
・信頼できる調査を行うための標本抽出について学ぶ

ポータル配布の説明資料とエクセルファイルを確認しておく。 60

アンケート調査の実務（３）
・過去のアンケート調査を利用して実際に無作為抽出（層化二段無作為抽出まで）をエクセルで作業する。
・信頼できる調査を行うための標本抽出について学ぶ

90

当該テーマの事業者や産業が抱える課題をＨＰなどで調査 60

アンケート調査の実務（４）
・過去のアンケート調査を利用して実際に無作為抽出（層化二段無作為抽出まで）をエクセルで作業する。
エクセルのＰＩＶＯＴテーブル機能で、集計を行う。
・信頼できる調査を行うための標本抽出について学ぶ

※エクセルの課題提出
各自が行ったプレ調査の結果を、クラスで紹介できるようにまとめておく
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90

第11回

第12回

第13回

インタビュー調査とフィールドワーク（２）
・学内外でインタビューを設計、実施し、結果をまとめる。

調査結果を事前チェック

調査結果の分析と報告（１）
アンケート調査やインタビューなどで得られたデータをもとに分析を行い、発表用のＰＰをグループで作成

調査結果のエクセルファイルで、担当部分を集計

調査結果の分析と報告（２）
集計と分析を引き続き行い、発表用のＰＰをグループで作成

調査結果のエクセルファイルで、集計結果のグラフ作成やＰＰ作成をおこなう

60

第10回

60

グループ別最終プレゼンテーション（１）
学内でグループ別発表と質疑応答、ならびに相互評価

90

90

第15回

最終プレゼンテーションに向けて資料の準備 60

グループ別最終プレゼンテーション（２）
学内でグループ別発表と質疑応答、ならびに相互評価

最終プレゼンテーションに向けて資料の準備

学外への最終プレゼンテーション
学外の企業または団体にたいして、調査内容と提案を行い、コメントを頂く。

グループ発表で受けた指摘やコメントを反映し、最終プレゼンテーションに向けて資料を完成させてお
く。先方の企業または団体に質問したい事柄を整理しておく。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
毎回パソコン教室において実施する参加型の実習形式。
ほぼ毎回授業内容に関するミニクイズをWEBCLASSで行う。また、実際に行われたアンケート調査のデータが配布されるので、その集計に関
する課題が提示される。
グループで調査や発表を行い、実地調査は学内外で授業時間を利用して実施する。

成績評価の方法
以下の3つの達成度にもとづき、総合的に評価する。
①平常点（授業中の発言とグループへの貢献度）（30％）
②エクセルによる課題提出（30％）
③最終発表と発表ファイルの提出（40％）
他のグループへの建設的評価を含む。また教員からのアドバイスを受けて、修正したファイルを最終提出することを含む。
※期末試験は実施しない。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
上記、到達目標の達成度に基づいて評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
関連科目：情報基礎

テキスト
授業中配布するプリント

参考書
『新・社会調査へのアプローチ』論理と方法
大谷信介他　ミネルヴァ書房ISBN978-4-623-06654-4

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション　
・本授業の目的や方法などについて理解する。
・研究倫理について理解する。

【予習・復習】シラバスをよく読んで、講座の進め方を理解しておく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

調査方法、結果分析、結果提示方法（１）
・実証分析の一連のプロセスについて理解する。

【予習】統計入門で学修した基本的な概念を整理しておく。
【復習】配布資料を完全に理解できるようにしておく。

60

調査方法、結果分析、結果提示方法（１）
・実証分析の一連のプロセスについて学修する。

【予習】統計入門で学修した基本的な概念を整理しておく。
【復習】配布資料を完全に理解できるようにしておく。

60

テーマ・概要
テーマ：アンケート調査プロセスの理解と実施。
情報分析プログラム履修者を対象に、自分たちの関心をいかに統計的な調査として実施していくかを総合的に学んでいくための講座です。
特にこの講座では、実際に調査されたデータを借用して、それに基づいて、自分たちで仮説を作り上げて統計的な分析を行って、統計的調
査研究のプロセスを学んでいきます。

DP2（課題の発見と解決）、DP3（他者との協働）、DP5（表現力、発信力）、DP7（総合マネジメント力）を実現するために以下の３点を到
達目標とする。

⑴現実の人間社会の問題を分析するための基本的な統計処理の方法を理解する。
⑵調査目標の設定からアンケート実施と分析、さらに調査報告に至る一連のプロセスを理解する。
⑶SPSSの基本的な使い方を理解する。

到達目標

授業の計画と準備学修

総合分析Ｂ

上田　泰

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21011471106

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

グルーピングと、データベースの解説
・分析のための小グループを作る。
・利用するデータベースについて解説する。

【予習】自分の関心をまとめておく。
【復習】グループで行われた議論をまとめておく。

60

利用データベースの選定
・利用可能なデータベースの中から、自分たちが分析で利用するものを決定する。

60

【予習】当日の発表の準備をする。
【復習】発表時に行われた議論をしっかりとまとめておく。

60

第9回 中間発表会
・グループごとに自分たちの分析計画についてプレゼンを行う。
・その内容について全員で議論する。

第7回

第8回

【予習】自分の関心をまとめておく。
【復習】グループで行われた議論をまとめておく。

グループごとでの分析計画（１）
・グループごとに自分たちが提示する仮説、分析方法などを検討し、分析計画を立案する。

【予習】自分たちの関心を整理して、どのような分析が可能かを考えておく。
【復習】グループで行われた議論をしっかりとまとめておく。

60

グループごとでの分析計画（２）
・グループごとに自分たちが提示する仮説、分析方法などを検討し、分析計画を立案する。

60

【予習】自分たちの関心を整理して、どのような分析が可能かを考えておく。
【復習】グループで行われた議論をしっかりとまとめておく。

60

グループごとでの分析計画（３）
・グループごとに自分たちが提示する仮説、分析方法などを検討し、分析計画を立案する。

【予習】自分たちの関心を整理して、どのような分析が可能かを考えておく。
【復習】グループで行われた議論をしっかりとまとめておく。
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60

第11回

第12回

第13回

グループによる分析（１）
・グループごとに分析計画に沿って分析を行う。

【予習】グループでこれまで行われた議論を整理しておき、当日の話し合いで何を議論すべきかを考え
ておく。
【復習】グループで行われた議論をしっかりとまとめておく。

グループによる分析（２）
・グループごとに分析計画に沿って分析を行う。

【予習】グループでこれまで行われた議論を整理しておき、当日の話し合いで何を議論すべきかを考え
ておく。
【復習】グループで行われた議論をしっかりとまとめておく。

グループによる分析（３）
・グループごとに分析計画に沿って分析を行う。

【予習】グループでこれまで行われた議論を整理しておき、当日の話し合いで何を議論すべきかを考え
ておく。
【復習】グループで行われた議論をしっかりとまとめておく。

60

第10回

60

分析結果の発表会（１）
・グループごとに分析結果を発表する。

60

60

第15回

【予習】当日の発表の準備をする。
【復習】発表時に行われた議論をしっかりとまとめておく。

60

分析結果の発表会（２）
・グループごとに分析結果を発表する。

【予習】当日の発表の準備をする。
【復習】発表時に行われた議論をしっかりとまとめておく。

全体のまとめ
・各グループの発表内容を総括する。
・反省や今後の課題などについて検討する。

【予習】これまでの授業を振り返っておく。
【復習】反省点をしっかりとまとめて、今後の分析に生かす。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
グループワークが中心となります。

成績評価の方法
授業参画の積極性、および報告内容などに基づき平常点100％評価します。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

以下の３点に着目し、その到達度によって評価する。
⑴現実の人間社会の問題を分析するための基本的な統計処理の方法を理解している。
⑵調査目標の設定からアンケート実施と分析、さらに調査報告に至る一連のプロセスを理解している。
⑶SPSSの基本的な使い方を理解している。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
授業で指示します。

テキスト
授業開始前に指定します。

参考書
適宜指摘します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

オリエンテーション
授業の計画や進め方について説明する。グループ分けを行う。

【予習】パソコンの基本操作について、情報基礎で学んだ内容を十分に復習し、ファイルの保存・読み
込み等が確実にできるようにしておく。
【復習】授業計画を復習し、全体の流れを理解しておく。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

文字入力と書式設定
テキスト2章（指定箇所）をグループ・ティーチング(GT)により学習する。

【予習】テキスト第1、2章を読み、内容を理解しておく。GT担当者は第2章の内容を、PCを操作しなが
ら十分に説明できるようにしておく。
【復習】テキスト第2章、課題の内容を復習し、確実に理解しておく。

60
(GT120)

Presentation skill & know-how
効果的なプレゼンテーションを行うには何が大切かを説明する（講義）。

【復習】講義内容について復習し、理解を深めておく。 60

テーマ・概要
マルチメディア・プレゼンテーション（Multi-Media Presentation，略してMMP）とは，パソコン/ネットワークを使用したプレゼンテー
ションのことです。情報化の進む現代社会では，コミュニケーション手段は大きく変わりつつあります。手紙やファックスがeメールやSNS
に代表されるオンラインのコミュニケーションに，紙の印刷物がデジタル情報（PDF文書やWebページ等）に置き換えられています。
　これにともない，自分のアイデアや主張を他人に伝える方法も多様化してきています。従来のプリントの配布やスライドから，パソコ
ン、タブレット端末などのICT機器を利用したマルチメディア・プレゼンテーションにその主流が移っているのです。
マルチメディア・プレゼンテーションの技術を的確に使いこなすことは，現代のビジネス社会を生き抜き，キャリア・アップを図るための
必須条件と言えましょう。

DP2（課題の発見と解決）、DP3（他者との協働）、DP5（表現力、発信力）、DP7（総合マネジメント力）を実現するため、次の3点を到達
目標とする。
1. ビジネス・プレゼンテーションを効果的におこなうための基礎知識を習得している。
2. 課題の発見から解決、プレゼンテーションに至るプロセスをグループの一員として管理・運営することができる。
3. パワーポイント（PowerPoint）を中心に，その関連ソフトウェアの使用法をマスターし，説得力のあるプレゼンテーションを行なうた
めの技術を身につけている。

到達目標

授業の計画と準備学修

マルチメディアプレゼンテーションＡ

川越　俊彦

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21011471107

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

スライド操作とデザイン
テキスト3章（指定箇所）をGTにより学習する。

【予習】テキスト第3章を読み、内容を理解しておく。GT担当者は第3章の内容を、PCを操作しながら十
分に説明できるようにしておく。
【復習】テキスト第3章、課題の内容を復習し、確実に理解しておく。

60
(GT120)

画像と図形処理1
テキスト4章前半（指定箇所）をGTにより学習する。

60
(GT120)

【予習】テキスト第6章前半を読み、内容を理解しておく。GT担当者は第6章前半の内容を、PCを操作し
ながら十分に説明できるようにしておく。
【復習】テキスト第6章前半の内容を復習し、確実に理解しておく。

60
(GT120)

第9回 アニメーション1
テキスト6章前半（指定箇所）をGTにより学習する。

第7回

第8回

【予習】テキスト第4章前半を読み、内容を理解しておく。GT担当者は第4章前半の内容を、PCを操作し
ながら十分に説明できるようにしておく。
【復習】テキスト第4章前半、課題の内容を復習し、確実に理解しておく。

画像と図形処理2
テキスト4章後半（指定箇所）をGTにより学習する。

【予習】テキスト第4章後半を読み、内容を理解しておく。GT担当者は第4章後半の内容を、PCを操作し
ながら十分に説明できるようにしておく。
【復習】テキスト第4章全体、課題の内容を復習し、確実に理解しておく。

60
(GT120)

チャート作成（データのビジュアル化）のノウハウ（講義）
数値データをどのような図に変換すれば説得効果が発揮できるかを学ぶ。

60
(GT120)

【復習】講義内容について復習し、理解を深めておく。 60

表とグラフ
テキスト5章（指定箇所）をGTにより学習する。

【予習】テキスト第5章を読み、内容を理解しておく。GT担当者は第5章の内容を、PCを操作しながら十
分に説明できるようにしておく。
【復習】テキスト第5章、課題の内容を復習し、確実に理解しておく。
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120

第11回

第12回

第13回

アニメーション2
テキスト6章後半（指定箇所）をGTにより学習する。

予習】テキスト第6章後半を読み、内容を理解しておく。GT担当者は第6章後半の内容を、PCを操作しな
がら十分に説明できるようにしておく。
【復習】テキスト第6章全体、課題の内容を復習し、確実に理解しておく。

プレゼンテーション直前検討会
次週からのプレゼンに備え、各グループで最終調整を行なう。

【予習・復習】プレゼンテーション準備

プレゼンテーション1
グループによるプレゼンテーションの実施とレビュー。

【予習・復習】グループ・プレゼンテーションの準備とレビューを行う。

60
(GT120)

第10回

60～120

プレゼンテーション2
グループによるプレゼンテーションの実施とレビュー。

60

60～120

第15回

【予習・復習】グループ・プレゼンテーションの準備とレビューを行う。 60～120

プレゼンテーション3
グループによるプレゼンテーションの実施とレビュー。

【予習・復習】グループ・プレゼンテーションの準備とレビューを行う。

授業のまとめ
○授業のまとめを行い、理解を確認する。
○プレゼンテーションのレビューを行う。

【予習・復習】グループ・プレゼンテーションのレビューに備え、レビュー内容を整理しておく。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
毎回パソコン教室での講義と実習となります。実習の後，各グループで特定のテーマに基づくプロジェクトに取り組み，その成果をプレゼ
ンテーションします（終了課題）。また，ソフトウェア実習は、グループ・ティーチング（GT、グループによるプレゼンテーション形式）
で学んだ後、応用問題の実習に取り組みます。ソフトウェア実習の内容は毎回確実に理解しておかないと、次の実習・課題に取り組むのが
困難となりますので、毎回の復習で内容を十分に理解しておくことが特に大切です。
なお、各課題、GT、終了課題、プレゼンテーションの狙いは以下のとおり。
○ 課題（6回程度を予定）：各回で取り上げた内容を理解し、求められている作業を行うことができるかを確認する。
○ GT（グループ・ティーチング）：テキストの担当箇所の内容を理解し、わかりやすく説明ができているかを確認する。
○ 終了課題：ソフトウェア実習で学んだ内容を理解し、主張したいメッセージを表現できているかを確認する。

成績評価の方法
授業への貢献及びグループ・ティーチング（30%）、課題（30%）、終了課題（40%）に基づく総合評価。定期試験は実施しない。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠しつつ、次の点に着目し、その達成度により評価する。
①　ビジネス・プレゼンテーションを効果的におこなうための基礎知識を習得している。
②　課題の発見から解決、プレゼンテーションに至るプロセスをグループの一員として管理・運営することができる。
③　PowerPointの使用法をマスターし，説得力のあるプレゼンテーションを行なうための技術を身につけている。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
情報基礎で学んだパソコンの基本操作が十分にできることを前提とします。

テキスト
稲村暢子著『PowerPoint 2016 プロ技 BESTセレクション』技術評論社、ISBN 978-4-7741-8537-8、1,580円＋税

参考書
特になし

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス:
授業の内容、進め方、予習･復習の仕方等を説明する。成績評価方法を確認する。メンバーの自己紹介とグループ編成。
※次回までの課題の確認

【予習・復習】シラバスをよく読み、演習のテーマや進め方を理解する。
出された課題を行う。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

HTML文書作成の練習#1:
HTML文書上のマルチメディア表現方法を中心に、これまで修得した技術を用いてWebページを作成する。
※次回までの課題の確認

【予習・復習】前回のキーワードについて説明できるようにする。
学修したHTML言語の技法を用いて簡単なページを作成できるようにする。

90

INET／WWWの仕組み、HTMLの基本構造:
さまざまなWebページを閲覧し、HTMLの基本構造を理解する。HTML言語の基礎を学修する。
※次回までの課題の確認

【予習・復習】前回のキーワードについて説明できるようにする。
HTML言語の基本構造を踏まえて簡単なページを作成できるようにする。

60

テーマ・概要
＜テーマ＞自分のWebページ（ホームページ）を作る。
本授業では、インターネットを通じて不特定多数の人に情報発信をする一手法として、自分自身のWebページの作成&公開技術を学修する。
特定のWebページ作成アプリケーションを利用せず、HTML文書を直接作成することによって、WWWの仕組みを理解する。また、画像や音声な
どのマルチ電子メディアや、ビジュアルデザイン（レイアウト）技術としてのCSSも学ぶ。さらに、作成したWebページの魅力を皆にアピー
ルし、互いに評価し合うことで、より有効的な情報提示方法を修得する。情報の公開･発信にあたって極めて重要な情報倫理・ネチケット
について学び、考えていくことも重視する。

ＤＰ２（課題の発見と解決）、ＤＰ３（他者との協働）、ＤＰ５（表現力、発信力）、ＤＰ７（総合マネジメント力）　を実現するため、
以下を到達目標とする。
1. Webページの作成を通じて、コミュニケーション力、自己表現（プレゼンテーション）力を身につける。
2. INET、WWW、HTML5、CSS、マルチメディアを理解する。
3. HTML言語を修得する。
4. 情報の倫理的利用方法、著作権、INET上のマナーを学修する。

到達目標

授業の計画と準備学修

マルチメディアプレゼンテーションＢ

山崎　由香里

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21011471108

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

HTML文書作成の練習#2:
HTML文書上のマルチメディア表現方法を中心に、これまで修得した技術を用いてWebページを作成する。
※次回までの課題の確認

【予習・復習】前回のキーワードについて説明できるようにする。
学修したHTML言語の技法を用いて簡単なページを作成できるようにする。

60

テーブルの活用:
HTML文書を整形するためのテーブル技法を学修する。
※次回までの課題の確認

60

【予習・復習】前回のキーワードについて説明できるようにする。
Web上で利用できるマルチメディアを自分で作成し、自分のページに活用できるようにする。

60

第9回 CSS（Cascading Style Sheets）の活用#1:
カスケーディングスタイルシートについて学修する。

第7回

第8回

【予習・復習】前回のキーワードについて説明できるようにする。
学修したHTML言語の技法を用いて簡単なページを作成できるようにする。

Webページの企画　〜仮テーマの立案:
自分が制作するWebページの仮テーマとレイアウトをプレゼンテーションする。

【予習】Webページのレイアウトを描く。仮テーマについてのプレゼンを作成する。 120

マルチメディア（画像など）の活用#1:Photoshopの利用
マルチメディアとして画像の種類や加工方法、使用上の注意などを学修する。

60

【予習・復習】前回のキーワードについて説明できるようにする。
学修したHTML言語の技法を用いて簡単なページを作成できるようにする。

60

マルチメディア（画像など）の活用#2:Photoshopの利用
マルチメディアとして画像の制作、編集技法を学修する。
※次回までの課題の確認

【予習・復習】前回のキーワードについて説明できるようにする。
学修したマルチメディアの技法を用いて簡単なページを作成できるようにする。
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90

第11回

第12回

第13回

CSS（Cascading Style Sheets）の活用#2:
カスケーディングスタイルシートについて学修する。

【予習・復習】前回のキーワードについて説明できるようにする。
自分でWebページの公開ができるようにする。

CSS（Cascading Style Sheets）の活用#3:
カスケーディングスタイルシートについて学修する。

【予習・復習】前回のキーワードについて説明できるようにする。
学修した知識や技術を用いて、自分のWebページをブラッシュアップしていく。

Webページの公開（FTP）:
制作したWebページをINET上へ公開する技法を修得する。成蹊大学のサーバへのファイル転送方法を学ぶ。
※次回までの課題の確認

【予習・復習】前回のキーワードについて説明できるようにする。
学修した知識や技術を用いて、自分のWebページをブラッシュアップしていく。

60

第10回

90

情報倫理、アクセスシビリティ・ユーザビリティ:
マルチメディアのWeb上での活用方法、情報倫理やネチケットを学び、著作権・肖像権に配慮する。
学修した知識や技術を用いて、自分のWebページをブラッシュアップしていく。

120

90

第15回

【予習・復習】学修した知識や技術を用いて、自分のWebページをブラッシュアップしていく。 90

学修した知識や技術を用いて、自分のWebページをブラッシュアップする。

【予習・復習】自分のWebページのプレゼンテーションに向けて準備する。

総括:
制作したWebページをプレゼンし，提出する。

【予習・復習】完成したWebページを踏まえ、到達目標と自分の理解度をチェックし、不足知識を学修
する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　授業はPC教室での実習形式で進む。各回の前半に教員が説明を行い、後半で課題を行う。提出課題は、ほぼ毎回出される。不明点はグ
ループで相互補完しながら進めていく。授業終了後、配布資料を見直して理解できなかったことや疑問点を確認し、次回の授業やメールな
どで質問をするように心がけること。
　授業では、画像編集・加工技術の修得も重視する。専門ソフトウェアである「Adobe Photoshop」を利用する。
　上で示された準備学修の時間はあくまで目安なので、各自の理解度に応じて取り組むこと。なお、取り上げる内容は、学生の理解度に応
じて変更する可能性がある。

成績評価の方法
※単位修得には、個人のWebページを制作し、INET上に公開することが必須である。
平常点（授業への参加状況や課題の提出内容）（40%）、授業態度・貢献度（他者との協力等）（10%）、提出課題（50%）を基準に、総合
的に評価する。なお、最終課題として、授業で示す基準を満たすWebページを提出しなければならない。学期末試験は実施しない予定であ
る。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し、その達成度により評価する。
①Webページを通じて、不特定多数に発信すべき有益な情報を提供できているか。
②INET、WWW、マルチメディア、CSSの構造等を理解しているか。
③HTML言語を修得できているか。
④情報財の倫理的利用方法（著作権・肖像権等）を理解し、INET上のマナーに配慮できているか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
PowerPoint, Photoshopの基本技術／特になし／マルチメディアプレゼンテーションA

テキスト
授業で配布する資料

参考書
『HTMLタグ辞典 第7版＋CSS』，翔泳社，ISBN-10: 4798125180

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Excelで統計を扱うとき最初にやるべき10の事柄
SPSSのすごさを実感する。

序の舞。
まずは授業で習ったExcelによる統計の作法をマスターすること。復習が中心になる。
またSPSSを実際に動かしてみて、そのパワーを実感する。

予習0分
復習90分

回数

準備学修(予習･復習等)

第4回

第2回

多変量解析に触れる
多変量解析事始め：それぞれの分析で何が分かるのか。どの分析はどういうときにどう使うと説得的か。

予習は、第2回の授業の内容の再復習をしておくこと。
復習は、どのようなときにどのような手法を用いればいいのか、そのパターンを覚えてしまうこと。

予習としてテキストの事
前読みに60分
復習としては授業で学ん
だ分析手法のマスターに
90分

順位相関・相関係数を求める 
相関係数へのイントロダクション。実はスピアマンの順位相関を理解できている人は驚くほど少なく、しかもまちがって理解し
てしまっている。順位相関の延長線上により便利な数値である相関係数があることを理解する。

Excel Tips & SPSS Tips
Excelでデータを加工するとき便利な小技(Tips)。
ExcelのデータをSPSSに読み込ませるにはどうするか。
SPSSの計算結果はどういうふうに理解するのか。

予習は、第1回の授業の内容の再復習をしておくこと。
復習は、Excelで統計を加工して、SPSSにエクスポートする方法をマスターすること。

予習60分
復習90分

テーマ・概要
ハル・ヴァリアン博士を知っているだろうか？　彼はUCB（カリフォルニア大学バークレー校）の教授で、揺るぎのない名声を得ていた超
一流の理論経済学者だった。けれど、彼はUCBを離れてGoogleに移籍し、そこでチーフ・エコノミストを務め始めて、周囲を大いに驚かせ
た。そのヴァリアン博士の最近の主張によると
            「統計学は最強の学問である。そしてこれからの10年で最もセクシーな職業は統計家である」
とのことである。数字を読み、その背後から重要な事実を読み取れる人物は、確かに大きなアドバンテージを持つ人物になりうるだろう。
この授業のテーマは、「最強かつ最もセクシーな学問である」統計学は、どのような場合にどのような手法を使えばいいのかを――これを
多変量解析を行うというが――ExcelとSPSS（総合統計ソフトウェア）を実際に操作しながら実践的に学んでいくことである。
真摯に学ぶ者だけに統計学は微笑むだろう。

ＤＰ２（課題の発見と解決）、ＤＰ３（他者との協働）、ＤＰ５（表現力、発信力）、ＤＰ７（総合マネジメント力）　を実現するため、
以下を到達目標とする。
この講義の到達目標は、受講生に「最強かつ最もセクシーな学問」の実践的スキルを習得してもらい、将来「最強かつ最もセクシー」な多
変量解析のさまざまな手法を繰り出せるようになってもらうことである。
授業で取り上げる事例は身近なデータであるが、そこで使われる統計手法は多彩である。この講義では、「こうすれば、小さなデータ･
セットからはもちろんビッグデータからも、こんな事実が読み取れるのか」という、驚くこと請け合いの手法を習得するために、Excelと
SPSSを用いて実践的授業が行われる。これらをマスターすれば、受講生が「最強かつ最もセクシー」に統計を操れる人物になれるだろう。

到達目標

授業の計画と準備学修

情報分析特殊講義Ａ （ExcelとSPSSで始める多変量解析）

松本　貴典

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21011471203

2 2019年度 前期
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第5回

第6回

予習は、第3回の授業の内容の再復習をしておくこと。
復習は、順位相関の考え方のすぐ先に相関係数があるのだということを理解しておくこと。

予習としてテキストの事
前読みに60分
復習としては授業で学ん
だ分析手法のマスターに
90分

相関係数
ExcelデータをSPSSにエクスポートして、相関係数を実際に計算するトレーニングを行う。そして、その数値の読み方と、相関が
あるからといって、そこに因果関係があるわけではないことをはじめ、その意味を学修する。相関係数は多変量解析の基本中の
基本である。

予習としてテキストの事
前読みに60分
復習としては授業で学ん
だ分析手法のマスターに
90分

予習としては、授業で参照するテキストの章は事前に読んでくること。
復習としては、授業で習った手法を別のデータに当てはめてみて、分析手法を毎回毎回マスターできて
いるか、自己点検を行なうこと。

予習としてテキストの事
前読みに60分
復習としては授業で学ん
だ分析手法のマスターに
90分

第9回 因子分析
因子分析とは、ビッグデータに潜む共通因子を探り出すための手法でり、要約のための手法である。因子分析の最大の強みは、
ビッグデータを少数の説明要因に要約してしまえる点である。授業ではSPSSで因子分析を行い、その結果をどう読むかを学修す
る。

第7回

第8回

予習としては、第4回の授業の内容の再復習をしておくこと。
復習としては、授業で習った手法を別のデータに当てはめてみて、分析手法を毎回毎回マスターできて
いるか、自己点検を行なうこと。

回帰分析（直線で回帰する）
まずは二つのデータ群の間にどのような関係があるかを、回帰分析を用いて理解することを学修する。そして、変数に付属する
パラメータがプラスかマイナスかで何が分かるかということ以外に、決定係数、t値などの意味を理解することへと学修を進め
る。

予習としては、授業で参照するテキストの章は事前に読んでくること。
復習としては、授業で習った手法を別のデータに当てはめてみて、分析手法を毎回毎回マスターできて
いるか、自己点検を行なうこと。

予習としてテキストの事
前読みに60分
復習としては授業で学ん
だ分析手法のマスターに
90分

重回帰分析
ある事象を決定する事項は一つであるとは限らない。むしろ複数の事項がある方が一般的である。
一つに事象を複数の事項を用いた回帰分析で説明する手法を重回帰分析というが、SPSSを用いて、その計算手法を実践的に学修
する。単回帰分析では得られないスマートさと分析力の高さは、受講者を魅了するだろう。

予習としてそれまでの授
業の総復習のために90分
復習としては授業で解け
なかった分析手法の再復
習に60分

予習としては、授業で参照するテキストの章は事前に読んでくること。
復習としては、授業で習った手法を別のデータに当てはめてみて、分析手法を毎回毎回マスターできて
いるか、自己点検を行なうこと。

予習としてテキストの事
前読みに60分
復習としては授業で学ん
だ分析手法のマスターに
90分

今までの授業内容の理解度の確認。

5～7回の授業で学んだ分析手法をちゃんと身につけているか十分に予習してくること。
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予習としてテキストの事
前読みに60分
復習としては授業で学ん
だ分析手法のマスターに
90分

第11回

第12回

第13回

主成分分析
主成分分析とは、多変量データを統合し、できれば2つのできるだけ多くの情報をもつ合成変数(主成分)を作り出すための手法で
ある。
2つの主成分にデータをまとめ上げるのは、それらを縦軸と横軸にして二次元平面を描き、その平面上にデータをプロットして、
データの性質を目に見える形にするためである。これができるのが主成分分析の強みである。
授業ではSPSSで主成分分析を行い、その二次元表面にデータをプロットして、データを4つのカテゴリーに分類して、個々のデー
タの特徴を読み取ることを学修する。

予習としては、授業で参照するテキストの章は事前に読んでくること。
復習としては、授業で習った手法を別のデータに当てはめてみて、分析手法を毎回毎回マスターできて
いるか、自己点検を行なうこと。

クラスター分析
クラスター分析とは、似たものを同士を集めて群(クラスター)を作り――ちょうど家系図を作るように図にまとめ上げ――デー
タをを分類しようという方法である。
クラスター分析を用いると客観的な基準にしたがってデータを分類できるため、マーケティングリサーチにおいては、ブラン
ド・イメージを分類したり、その購入者の所得階層を分類したりするときに用いるなど、大活躍する手法である。
この授業ではSPSSでクラスター分析を行い、個々のデータの親近さ読み取ることを学修する。

予習としては、授業で参照するテキストの章は事前に読んでくること。
復習としては、授業で習った手法を別のデータに当てはめてみて、分析手法を毎回毎回マスターできて
いるか、自己点検を行なうこと。

9～11回の授業内容の理解度の確認を行う。
因子分析と主成分分析とクラスター分析はは、前者が細分化を試みるのに対して、中者は統合化を指向し、後者は親近さを基準
にデータを分類していく点で,
データを大きく把握しようとする点で似ている。
この回は、この3つの分析がマスターできているか確認する。

9～11回の授業で学んだ分析手法をちゃんと身につけているか十分に予習してくること。

予習としてテキストの事
前読みに60分
復習としては授業で学ん
だ分析手法のマスターに
90分

第10回

予習としてそれまでの授
業の総復習のために90分
復習としては授業で解け
なかった分析手法の再復
習に60分

判別分析
判別分析は、質的データ（好き／嫌いとか、男／女とか、恋人がいる／いないとかの数字で表せない性質）から、そのデータに
当てはまる対象者がどの群に属するかを判別する手法である。つまり、判別分析は、質的変数を説明変数がする重回帰分析とも
いえる。
質的データをどのようにデータ化して、ExcelとSPSSでどのように分析し、その結果をどう読むのかを、ここでは学修する。

予習としてテキストの事
前読みに60分
復習としては授業で学ん
だ分析手法のマスターに
90分

予習としては、授業で参照するテキストの章は事前に読んでくることで。
復習としては、授業で習った手法を別のデータに当てはめてみて、分析手法を毎回毎回マスターできて
いるか、自己点検を行なうこと。

予習としてテキストの事
前読みに60分
復習としては授業で学ん
だ分析手法のマスターに
90分

多変量解析と数量化理論
判別分析をさらに一歩進めて、質的データの扱いを進化させたのが、数量化理論である。
質的データが面白いようにPCで分析できる、知的興奮に溢れる分析手法を学ぶ。
今までPCが分析できなかった嗜好や性格などをどのように数値に置き換えて、SPSSで分析するのかを、この回の授業では学修す
る。

予習としては、授業で参照するテキストの章は事前に読んでくることで。
復習としては、授業で習った手法を別のデータに当てはめてみて、分析手法を毎回毎回マスターできて
いるか、自己点検を行なうこと。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
Seikei Portal 経由で分析用のデータを配布し、授業中はそれをExcelやSPSSで分析していくという、実践方式で行う。データを実際に分
析できることこそ、多変量解析の楽しみであり、それができることがセクシーなので。

クラス全体の理解度によって、授業内容や授業スピードが変化することはありうる。とくに、重回帰分析の壁を越えられるかが大きなハー
ドルなので、重回帰分析マスターには十分時間が取られるだろう。逆に、重回帰分析をマスターできれば、それ以降の手法の習得は比較的
たやすい。

成績評価の方法
受講態度や授業における理解の深さに40％の点数を割り当て、途中で3回行われる中間チェックや課題の達成度に60％の点数を割り振っ
て、その総合点で評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
上記、到達目標の達成度に基づいて評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
とくになし。ただし、Excelの――ごく基本的な――操作ができることが望ましい。SPSSについては何ら予備知識は必要がない。ただし、
真摯に学ぶ姿勢は不可欠である。

テキスト
適宜指示する。

参考書
西内 啓『統計学が最強の学問である』ダイヤモンド社、2013年
西内 啓『統計学が最強の学問である[実践編]――データ分析のための思想と方法 』ダイヤモンド社、2014年
西内 啓『統計学が最強の学問である[ビジネス編]――データを利益に変える知恵とデザイン』ダイヤモンド社、2016年
菅 民郎『Excelで学ぶ多変量解析入門―Excel2013/2010対応版―』 オーム社、2013年
涌井良幸・涌井貞美『多変量解析がわかる (ファーストブック)』 技術評論社、2011年
菅 民郎『Excelで学ぶ多変量解析入門 [第2版]』 オーム社、2007年
村瀬洋一・高田 洋・廣瀬毅士『SPSSによる多変量解析』 オーム社、2007年
石村貞夫・石村友二郎『SPSSによる多変量データ解析の手順 [第4版]』 東京図書、2011年、ほか

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

予習としてそれまでの授
業の総復習のために90分
復習としては授業で解け
なかった分析手法の再復
習に60分

第15回 13～14回の授業内容の理解度の確認を行う。それらの授業で質的データを扱うので、質的データを上手く分析できるようになっ
ているか確認する。

13～14回の授業で学んだ分析手法をちゃんと身につけているか十分に予習してくること。
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Office の基本操作
(さまざまなグラフの作成)

【復習】Officeの基本操作(グラフの作成方法など)についてまとめておく。 60 分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

R の基本操作
(データ入力, グラフ作成)

【復習】Rの基本操作(グラフの作成方法)についてまとめておく。 60 分

Office の基本操作
(絵グラフの作成)

【復習】Officeの基本操作(絵グラフの作成方法など)についてまとめておく。 60 分

テーマ・概要
時々刻々と変わっていく状況の中で、将来を見据えた意思決定を行うことが現実社会では求められる。
判断材料となる大量のデータが得られたとしても、それらを眺めるだけでは予測に役立てることはできない。
目的に合った分析をすることではじめて有用な知見が得られる。
また、適切なビジュアリゼーション(可視化)によって効果的な情報伝達が可能になる。
この授業では、いくつかのデータ分析手法を「R」という統計処理環境で実行する方法について学ぶ。
その分析結果について、「Office」やさまざまなフリーソフトウェアを使って加工するビジュアリゼーションについても学ぶ。

DP2(課題の発見と解決), DP3(他者との協働), DP5(表現力, 発信力), DP7(総合マネジメント力)を実現するため、以下を到達目標とする。
1)　意見の出し方、聞き方、まとめ方が理解できる。 
2)　企画、情報収集・分析・発信、プレゼンテーションの流れが理解できる。 
3)　問題解決の流れを理解し実践できる。
4)　目的に応じた分析手法、分析手法に応じたツールを適切に選択・利用できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

情報分析特殊講義Ａ （データの可視化）

田中　研太郎

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21011471204

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

クロス集計表の分析と可視化 その1
(OfficeとRによるクロス集計表の分析と可視化について)

【復習】クロス集計表の作成方法と可視化の方法についてまとめておく。 60 分

クロス集計表の分析と可視化 その2
(OfficeとRによるクロス集計表の分析と可視化について)

60 分

【復習】グループワークで得られた内容につ
いてまとめる。

60 分

第9回 グループワーク #2
(時系列データの分析・可視化・予測)

第7回

第8回

【復習】クロス集計表の作成方法と可視化の方法についてまとめておく。

グループワーク#1
(SNSにおけるデータの収集)

【復習】グループワークで得られた内容につ
いてまとめる。

60 分

グループワーク#1
(収集したSNSデータの可視化)

60 分

【課題】PowerPointなどで発表資料を作成し教員に送付する。 60 分

グループワーク#1
(SNSデータの分析結果の発表)

【復習】質問やコメントについて考察する。
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60 分

第11回

第12回

第13回

グループワーク #2
(時系列データの分析・可視化・予測)

【課題】PowerPointなどで発表資料を作成し教員に送付する。

グループワーク #2
(時系列データの分析結果の発表)

【復習】質問やコメントについて考察する。

グループワーク #3
(従来の可視化手法についてのサーベイ)

【復習】グループワークで得られた内容につ
いてまとめる。

60 分

第10回

60 分

グループワーク #3
(新しい可視化手法の提案)

60 分

60 分

第15回

【復習】グループワークで得られた内容につ
いてまとめる。

60 分

グループワーク #3
(最終発表 その1)

【復習】質問やコメントについて考察する。

グループワーク #3
(最終発表 その2)

【復習】質問やコメントについて考察する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
各回、講義とコンピューターを用いた演習を行う。
グループワークの回にはグループのメンバーで課題に取り組んでその成果を発表してもらう。

成績評価の方法
成績の配点は、授業への参加状況などの平常点60％、グループ点20％、レポート20％を目安とする。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

     次の点に着目し、その達成度により評価する。
     i) 積極的に議論を進めることができる。

     ii) グループで協調性を持って作業ができる。
     iii) 適切な情報収集と活用ができる。

iv) 効果的なプレゼンテーションができる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
情報分析演習I, II

テキスト
適宜プリントなどを配布する。

参考書
特になし。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

◇オリエンテーション
・授業の計画や進め方について説明する。
・Photoshopでできることのデモンストレーション

【予習】PCの基本操作について、情報基礎で学んだ内容を十分に復習し、ファイルの保存・読み込み等
の作業が確実にできるようにしておく。テキスト6～22ページを十分に予習して、Photoshopの基本操作
について理解しておく。
【復習】授業計画を復習し、全体の流れを理解しておく。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

◇Photoshop実習
・テキスト2章 写真の加工、を学ぶ。
・発展実習：選択ツールによる画像加工と合成
【課題1】の提出

【予習】テキスト第2章を読み、内容を理解しておく。
【復習】テキスト第2章、発展実習の内容を復習し、確実に理解しておく。

60

◇Photoshop基礎実習
・テキスト第1章を参照しつつ、Photoshopの基本操作を学ぶ。
・発展実習：切り抜きと画像合成の基礎

【復習】講義内容について復習し、理解を深めておく。 60

テーマ・概要
Photoshopを使いこなす
  現代のネット－ワーク社会において、画像（写真、グラフィクス）の果たす役割は非常に大きくなっています。画像のないPowerPointを
用いたプレゼンテーションやホームページは考えられませんし、SNSでも画像が主役に登場しています。それらの画像の大半が何らかの処
理を施されていることにお気づきですか。自ら発信し、アピールするときに、適切に処理された画像を用いることは、とても有効なことな
のです。
　この授業では世界中のプロのデザイナーが使用しているグラフィックス処理の定番ソフトであるAdobe Photoshop（以下Photoshopと呼
ぶ）の基本的な操作方法を学びます。その機能の多彩さと画像処理の奥深さに驚くはずです。
更に、学んだ技術に基づいて個別のプロジェクト（グリーティングカードのデザイン）に取り組みプレゼンテーションします。

DP2（課題の発見と解決）、DP3（他者との協働）、DP5（表現力、発信力）、DP7（総合マネジメント力）を実現するため、次の3点を到達
目標とする。
1. 画像処理を的確に行なうための基礎知識を習得している。
2. 自らのアイデアを、画像処理ソフトを用いて表現し、発信することができる。
3. 課題の発見から解決、プレゼンテーションに至るプロセスを管理・運営することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

情報分析特殊講義Ａ （画像処理基礎）

川越　俊彦

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21011471205

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

◇Photoshop実習
・発展実習：　画像加工（不要なものを消す）

【予習・復習】発展実習の内容を復習し、確実に理解しておく。 60

◇Photoshop実習
・テキスト3章 合成写真、を学ぶ。
・発展実習：画像加工（不要なものを消す）続き
【課題2】の提出

60

【予習・復習】総合課題の内容について検討する。 60

第9回 ◇総合課題実習1
・総合課題に取り組む。

第7回

第8回

【予習】テキスト第3章を読み、内容を理解しておく。
【復習】テキスト第3章、発展実習の内容を復習し、確実に理解しておく。

◇Photoshop実習
・テキスト4章 ロゴマーク作成、を学ぶ。
・発展実習：画像加工（スピード感を出す）
【課題3】の提出

【予習】テキスト第4章を読み、内容を理解しておく。
【復習】テキスト第4章、発展実習の内容を復習し、確実に理解しておく。

60

◇Photoshop実習
・テキスト5章 ポストカードの作成、を学ぶ。
・発展実習：文字の処理（文字の合成）
【課題4】の提出

60

【予習】テキスト第5章を読み、内容を理解しておく。
【復習】テキスト第5章、発展実習の内容を復習し、確実に理解しておく。

60

◇Photoshop実習（レイヤー、レイヤー効果の応用）
・発展実習：レイヤー効果の応用（フォト・リアリスティックなテキスト表現）　
・総合課題の内容について説明する。
【課題5】の提出

【予習・復習】発展実習の内容を復習し、確実に理解しておく。
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60

第11回

第12回

第13回

◇総合課題実習2
・総合課題に取り組む。

【予習・復習】総合課題の準備をする。

◇総合課題実習3
・総合課題に取り組む。

【予習・復習】総合課題の準備をする。

◇プレゼンテーション1
・総合課題をプレゼンテーションする。

【予習・復習】プレゼンの準備をする。

60

第10回

60

◇プレゼンテーション2
・総合課題をプレゼンテーションする。

60

60

第15回

【予習・復習】プレゼンの準備をする。 60

◇総合課題のレビュー
・プレゼンテーション結果に基づきレビューをおこなう。

【予習・復習】プレゼンの結果を復習しておく。

◇授業のまとめ
・授業のまとめをおこない、理解を確認する。

【予習・復習】グループ・プレゼンテーションのレビューに備え、レビュー内容を整理しておく。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
毎回パソコン教室での実習となります。ソフトウェア実習の後，プロジェクトに取り組み，最後にその成果をプレゼンテーションします。
また，ソフトウェア実習は、テキストに基づき実習のほか、発展実習としてより高度な課題の実習に取り組みます。ソフトウェア実習の内
容は毎回確実に理解しておかないと、次の実習・課題に取り組むのが困難となりますので、毎回の復習で内容を十分に理解しておくことが
特に大切です。
なお、各課題、プレゼンテーションの狙いは以下のとおり。
・課題（全5回を予定）：各回で取り上げた操作方法の内容を理解し、求められている画像処理を行うことができるかを確認する。
・総合課題：ソフトウェア実習で学んだ内容を理解し、主張したいメッセージを画像で表現できているかを確認する。
・プレゼンテーション：総合課題の内容をわかりやすく説明できているかを確認する。

成績評価の方法
授業への貢献（20%）、課題5回（50%）、総合課題（20%）、プレゼンテーション（10%）に基づく総合評価。定期試験は実施しない。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠しつつ、次の点に着目し、その達成度により評価する。
1. 各実習の内容を理解し、画像の処理が的確にできる（課題で確認）。
2. Photoshopの機能を的確に使用して画像処理が行える（課題・総合課題で確認）。
3. プロジェクトの成果をわかりやすくプレゼンテーションすることができる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
Photoshopの予備知識は特に必要としないが、情報基礎で学んだパソコンの基本操作、PowerPointによるプレゼンテーションの作成が十分
にできることを前提とする。

テキスト
I&D宮川千春・木俣カイ著『デザインの学校　これからはじめるPhotoshopの本：CS6対応版』、技術評論社、ISBN: 978-4-7741-5368-1 
C3055、1880円+税

参考書
特になし

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

オリエンテーション
・1分間自己紹介

【予習】自分のことを知ってもらえる効果的な1分間自己紹介を考えてくる 120

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

事業機会の発見②：
調査方法

【予習】事前に与えられた課題をとりくむこと
【復習】学んだ内容を整理し、次回以降の課題に活かすこと

90

事業機会の発見①：
チームビルディング

【予習】事前に与えられた課題をとりくむこと
【復習】学んだ内容を整理し、次回以降の課題に活かすこと

60

テーマ・概要
起業家的なものの考え方を「アントレプレナーシップ」と言います。問題だと思うことを自ら見つけ、解決へ向けて行動するために必要と
なるもの、それがアントレプレナーシップです。
本授業は、アントレプレナーシップの理論を、「自分のプロジェクトを作り上げる」実践を通して学ぶプロジェクト型授業となります。
授業の前半では、与えられた課題を解くことを通じて学びます。最終的には自分の時間を投入して解決すべき課題に取り組んでもらいま
す。直接人と会ってインタビューを行ったり、本や雑誌、新聞などから、解くべき課題の解決策を探求します。
ほぼ毎週、課題が出されますので、事前の授業の準備は必須となります。講義外でのチームミーティングや準備など、かなり大変です。
しかし、考えたり行動した時間を投入すればするほど、「一歩踏み出す勇気」が身につくでしょう。
授業では、起業家やビジネスマンに来ていただいてお話いただいたり、課題をいただく予定です。

DP2（課題の発見と解決）、DP3（他者と協働）、DP4（自発性、積極性）、DP5（表現力、発信力）、DP7（総合マネジメント力）を実現す
るため、以下を達成目標とする。
（１）必要な情報を収集し整理することができる
（２）ゴールを設定し、必要な行動をする逆算思考を持つことができる
（３）自分の伝えたい内容を、他人にわかりやすく伝えることができる
（４）チームで協同できる
（５）解くべき重要な課題を見つけることが出来る

到達目標

授業の計画と準備学修

情報分析特殊講義A （アントレプレナーシップの理論と実践）

浜松　翔平

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21011471207

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

事業機会の発見③：
プレゼンテーションの方法

【予習】事前に与えられた課題をとりくむこと
【復習】学んだ内容を整理し、次回以降の課題に活かすこと

90

第一回成果発表会

90

【予習】事前に与えられた課題をとりくむこと
【復習】学んだ内容を整理し、次回以降の課題に活かすこと

90

第9回 ビジネスプランの作成④：
ビジネスモデルキャンバス

第7回

第8回

【予習】与えられた課題に対するプレゼンテーションを準備すること
【復習】学んだ内容を整理し、次回以降の課題に活かすこと

ビジネスプランの作成①：
リーンスタートアップ

【予習】事前に与えられた課題をとりくむこと
【復習】学んだ内容を整理し、次回以降の課題に活かすこと

90

ビジネスプランの作成②：
資金調達

90

【予習】事前に与えられた課題をとりくむこと
【復習】学んだ内容を整理し、次回以降の課題に活かすこと

90

ビジネスプランの作成③：
ビジネスプラン

【予習】事前に与えられた課題をとりくむこと
【復習】学んだ内容を整理し、次回以降の課題に活かすこと
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90

第11回

第12回

第13回

第二回成果発表会

【予習】与えられた課題に対するプレゼンテーションを準備すること
【復習】学んだ内容を整理し、次回以降の課題に活かすこと

実践①：
インタビューの方法

【予習】事前に与えられた課題をとりくむこと
【復習】学んだ内容を整理し、次回以降の課題に活かすこと

実践②：
交渉の方法

【予習】事前に与えられた課題をとりくむこと
【復習】学んだ内容を整理し、次回以降の課題に活かすこと

90

第10回

90

実践③：
情報発信の方法

90

90

第15回

【予習】事前に与えられた課題をとりくむこと
【復習】学んだ内容を整理し、次回以降の課題に活かすこと

90

最終発表の準備

【予習】学生時代に取り組む自分のプロジェクトについて整理すること。
【復習】他の受講生の発表を聞いて、感想をまとめ整理する

最終成果報告会

【予習】これまでの演習を通じて成果をまとめプレゼンテーションを準備すること
【復習】必要なし

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
　授業は、事前に与えられた課題に対するプレゼンテーション、講義、グループワークで構成されます。成果報告会を3回行います。初回
と二回目は、与えられた課題にして解決策をプレゼンテーションします。最終成果報告会では、学生時代に取り組みたいプロジェクトを発
表します。

成績評価の方法
授業内での発表50％、平常点（授業での発言、コメントシート等）50％とし、積極的な授業への参加をプラスとして加味して評価します。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
到達目標の達成度に基づいて評価する。
（１）必要な情報を収集し整理することができる
（２）ゴールを設定し、必要な行動をする逆算思考を持つことができる
（３）自分の伝えたい内容を、他人にわかりやすく伝えることができる
（４）チームで協同できる
（５）解くべき重要な課題を見つけることが出来る

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特に必要ありません

テキスト
テキストは、演習内のイントロダクションで告知します。

参考書
必要があれば、適宜紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の全体像、進め方、予習・復習の仕方等を説明する。
・授業を進めていく上での基本的な方針を説明する。

【予習】シラバスを読み、あらかじめ講義の内容を把握する。 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

課題１の提示
・分析方法の習得。
・データ分析による課題解決。
・グループディスカッションを通してのデータ整理。
・Power Point の使い方を学ぶ。

【予習】データ分析の手順について理解しておく。Power Point の基本を理解しておく。
【復習】データ分析結果の読み取りを理解する。

90分

データのまとめ方を学ぶ１
・データ分析の基礎を修得する。
・データのグラフ表現を理解する。

【予習】Excel関数の扱いについて理解しておく。
【復習】Excelを用いたグラフ作成手順を確認する。

90分

テーマ・概要
　最近では社会のいたるところでデータの入手が可能なものとなっており、同時にデータに関する正確な理解、その的確な解析方法の習得
もあわせて要求されています。インターネットの普及や情報公開の潮流、さらには高速で安価なパソコンの普及を背景にこの傾向はさらに
続いていくものと考えられます。データとは、ただぼんやりと眺めているだけでは単なる無意味な数値でしかありません。そのためデータ
を科学するという姿勢が必要となってきます。そこで、本授業では、「データの中から、いかに有益な情報を抽出するか」を目標とし、
様々なタイプのデータの整理方法、様々な解析方法の習得や、導き出された結果の解釈方法を学習します。
　前半は基本的なExcel関数の使い方とデータのまとめ方、Power Point の使い方を時間をかけて学習します。後半は、グループワークを
通して、データ分析方法を学習し、身の回りの現実問題の解決につなげたいと考えています。授業内で提示される各課題を通して、各班が
独自のテーマを選び、最後に発表とレポートの作成を行います。テーマの選択については、学生達の自主性に任せています。もちろん相談
には応じます。

DP2(課題の発見と解決)、DP3(他者との協議)、DP5(表現力、発信力)、DP7(総合マネジメント力)を実現するため、以下を到達目標とする。
・Excel関数の初歩を学ぶ。
・Power Point の使い方を学ぶ。
・データの整理方法を学ぶ。
・統計学という視点を通して自然や社会を眺められるようになる。
・データ解析結果の解釈ができるようになる。

到達目標

授業の計画と準備学修

情報分析演習III ＜１＞

井上　潔司

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21011471103

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

課題１に対するプレゼン
・班ごとの分析結果を報告する。
・報告に対する質疑応答と総括。

【予習】プレゼンに向けてメンバーとの打合せをしておく。
【復習】プレゼン後の改善点をメンバーと確認する。

90分

課題１に対するプレゼン
・班ごとの分析結果を報告する。
・報告に対する質疑応答と総括

90分

【予習】プレゼンに向けてメンバーとの打合せをしておく。
【復習】プレゼン後の改善点をメンバーと確認する。

90分

第9回 課題２に対するプレゼン
・班ごとの分析結果を報告する。
・報告に対する質疑応答と総括。

第7回

第8回

【予習】プレゼンに向けてメンバーとの打合せをしておく。
【復習】プレゼン後の改善点をメンバーと確認する。

データのまとめ方を学ぶ２
・データ分析の応用を修得する。
・データの代表値を理解する。

【予習】様々な種類のデータについて理解しておく。
【復習】データ分析の手順を確認する。

90分

課題２の提示
・分析方法の習得。
・データ分析による課題解決。
・グループディスカッションを通してのデータ整理。

90分

【予習】基本統計量の導出方法について理解しておく。
【復習】基本統計量の意味について確認しておく。

90分

課題２に対するプレゼン
・班ごとの分析結果を報告する。
・報告に対する質疑応答と総括。

【予習】プレゼンに向けてメンバーとの打合せをしておく。
【復習】プレゼン後の改善点をメンバーと確認する。
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90分

第11回

第12回

第13回

業界分析
・業界の現状を把握する。
・対象業界を明確にし、データを取得する。

【予習】業界分析の重要事項について理解しておく。
【復習】対象業界について班員と話し合い、作業手順を確認する。

課題３の提示
・業界分析の基本を学ぶ。
・業界を代表するデータの分析、まとめ方を学ぶ。

【予習】分析の手順について理解しておく。
【復習】対象業界の現状を明らかにし、班員と問題点を共有する。

今まで習ったことを使っての問題解決
・班ごとに役割分担を決め、問題解決する。
・班の中で問題点を共有する。

【予習】大まかな役割分担を決定し、解決手順を確認する。
【復習】データ分析を行い、問題点を解決する。

90分

第10回

90分

課題３に対するプレゼン
・班ごとの分析結果を報告する。
・報告に対する質疑応答と総括。

60分

90分

第15回

【予習】プレゼンに向けてメンバーとの打合せをしておく。
【復習】プレゼン後の改善点をメンバーと確認する。

90分

課題３に対するプレゼン
・班ごとの分析結果を報告する。
・報告に対する質疑応答と総括。

【予習】プレゼンに向けてメンバーとの打合せをしておく。
【復習】プレゼン後の改善点をメンバーと確認する。

まとめ等
・授業のまとめ

【復習】この授業を振り返り、到達目標と自分の理解度とを点検し、不足している知識等を確認し、学
修する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
グループ活動を中心に様々な内容を議論します。グループは各課題ごとに変更する予定です。各テーマは当日説明します。課題が与えられ
たときから、グループ内で意見交換をすること。

成績評価の方法
授業への意欲（40％）＋平常点（30％）＋最終レポート（30％）で評価します。
平常点は授業中だけでなく多面的に判断します。授業への積極性を重要視します。
欠席や遅刻は減点対象となります。
詳細については初回のガイダンスで説明するので、必ず出席すること。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
・議論を通して問題の発見ができているか。
・問題点の解決方法を体系的に学んでいるかどうか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
統計入門、Excel関数、Power Point の知識があることが望ましい。

テキスト
授業内で随時紹介します。

参考書
授業内で随時紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス、PBL 紹介およびプロジェクト検討

【予習】これまで習得した情報系スキルの復習
【復習】今期の目標をまとめる

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

第一企画のキックオフ

【予習】第一企画の先行調査の整理
【復習】第一企画のテーマの確認と方針検討、調査準備

60

第一企画のプレミーティング

【予習】グループワークの効果的な実施方法について確認
【復習】第一企画の先行調査

60

テーマ・概要
知識情報基盤社会では「ビックデータ」と呼ばれるほどの大規模でさまざまな形のデータ取得可能となり、これらを有効に使える人材は今
後ますます必要となっています。データの規模の大小や形式を問わず必要な情報を適切に収集し、多面的に分析し、現実社会における有効
なアウトカムを提示することが大切です。

このことに対して、これまでの情報に関する授業や演習で培った知識やスキルを踏まえ、現実社会で対面する課題や問題に具体的に取り組
める力の向上を目指します。本演習ではグループワークにて、与えられた課題に対して「情報収集能力、情報分析能力、情報発信能力」を
基本に「オープンデータの利活用」を中心に展開していきます。特に実践力を試すために、外部コンクールへの参加等も視野に入れながら
学内外での演習活動を行います。

ＤＰ２（課題の発見と解決）、ＤＰ３（他者との協働）、ＤＰ５（表現力、発信力）、ＤＰ７（総合マネジメント力）　を実現するため、
以下を到達目標とする。
これまでの情報系の授業や演習の内容を含め、総合的な統計的問題解決力の習得を目指します。特にオープンデータ・公的統計の調べ方、
活用の仕方について、企画力、計画力、調査力、分析力、発信力、協働力の向上を目標とします。加えて仮説の立て方（仮説構築）や仮説
の検証の仕方（仮説検証）などの科学的アプローチも身に着けます。

到達目標

授業の計画と準備学修

情報分析演習III ＜２＞

竹内　光悦

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21011471103

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

第一企画の前半ミーティング

【予習】第一企画の調査実施、情報整理、仮説検討
【復習】第一企画の中間発表の準備、情報分析

60

第一企画の中間発表

120

【予習】第二企画の調査実施、情報整理、仮説検討
【復習】第二企画の中間発表の準備、情報分析

60

第9回 第二企画のキックオフ

第7回

第8回

【予習】第一企画の中間発表の最終調整
【復習】第一企画の中間発表の振り返り、追加調査の検討

第一企画の後半ミーティング

【予習】第一企画の方針再検討、情報分析、追加調査の実施
【復習】第一企画のデータ分析、最終発表の準備

60

第一企画の最終発表

60

【予習】第一企画の最終発表の最終調整
【復習】第一企画の最終発表の振り返り

120

第一企画のリフレクション、第二企画のプレミーティング

【予習】第二企画の先行調査の整理
【復習】第二企画のテーマの確認と方針検討、調査準備
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120

第11回

第12回

第13回

第二企画の前半ミーティング

【予習】第二企画の調査実施、情報整理、仮説検討
【復習】第二企画の中間発表の準備、情報分析

第二企画の中間発表

【予習】第二企画の中間発表の最終調整
【復習】第二企画の中間発表の振り返り、追加調査の検討

第二企画の後半ミーティング

【予習】第二企画の方針再検討、情報分析、追加調査の実施
【復習】第二企画のデータ分析、最終発表の準備

60

第10回

60

第二企画の最終発表

60

60

第15回

【予習】第二企画の最終発表の最終調整
【復習】第二企画の最終発表の振り返り

120

第二企画のリフレクション

【予習】第二企画に対する行動の自己分析
【復習】第一企画、第二企画による自己成長の確認

オープンデータを利用した PBL のまとめ

【予習】PBL による自己成長の自己分析と今後の行動計画
【復習】最終課題への取り組みと提出

第14回
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授業内のグループワークの時間や終了後に教室で受け付けます。また随時、メールによる質問も受け付けます。また毎回使用するスライド
（動画形式に変換します）や各回の授業後のコメント等も Portal で公開しますので、参考にしてください。

授業の方法
全体を通じて、テーマにそってグループワークを中心に進めていきます。具体的には各回の前半に必要な知識やスキルの復習を行い、それ
らを踏まえ後半にグループワークにて、最終的な成果物の作成を目指します。特に社会で活躍するための力を育てるために、課題に対する
一連の問題解決のフレームを意識し、全体を通じて、企画キックオフ→第一ミーティング→中間発表→第二ミーティング→最終発表→リフ
レクションを基本に進めていき、受講生が主体的に学んでいくことに力を入れていきます。また可能であれば外部の団体・組織からの課題
を受けたり、外部で行われているコンテストに参加し、学内にとどまらない実践力の習得を目指します。特にリフレクションを重視し、自
身の成長過程を感じるような授業展開を努めます。

成績評価の方法
個人評価（個人演習・最終レポートなど 60％）およびグループ評価（グループワークへの貢献度、調査結果発表、など 40％）で総合的に
評価。また適宜、授業中の積極的な発言に対する加点も行います。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第 39 条）に準拠する。特にグループワーク力、調査力、分析力、情報収集・活用・発信能力、を踏まえた
総合的な問題解決力が身についたかを総合的に評価します。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特に前提とはしませんが、情報リテラシー系やデータ分析系の科目を履修しておくと理解が深まります。リサーチ系の科目も参考になりま
す。

テキスト
毎回 Portal にて資料を配布します。テキストは指定しませんが、調査系、情報リテラシー系、リサーチ系の資料等は参考になります。

参考書
調査系、情報リテラシー系、リサーチ系の資料等は参考になります。また適宜、授業内でも紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Office の基本操作
(Officeを使った簡単な分析について)

【復習】Officeの基本操作についてまとめておく。 60 分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

多変数間の関係を捉えるための統計分析その1
(回帰分析, 主成分分析など)

【復習】多変量データのための統計分析の手法について復習する。 60 分

R の基本操作
(変数の扱い方とデータの読み込み、など)

【復習】Rの基本操作についてまとめておく。 60 分

テーマ・概要
テーマ：RとOfficeを用いたデータ分析　～データに基づく予測＆データビジュアリゼーション～
時々刻々と変わっていく状況の中で、将来を見据えた意思決定を行うことが現実社会では求められる。
判断材料となる大量のデータが得られたとしても、それらを眺めるだけでは予測に役立てることはできない。
目的に合った分析をすることではじめて有用な知見が得られる。
また、適切なビジュアリゼーション(可視化)によって効果的な情報伝達が可能になる。
この授業では、いくつかのデータ分析手法を「R」という統計処理環境で実行する方法について学ぶ。
その分析結果について、「Office」やさまざまなフリーソフトウェアを使って加工するビジュアリゼーションについても学ぶ。
われわれの身の回りにはさまざまなデータがある。数多くのデータを多面的な角度から分析して、有益な情報として利用していくことが重
要である。この授業では、「Office」や「R」などのさまざまなソフトウェアを使ったデータ分析手法について学ぶ。

DP2(課題の発見と解決), DP3(他者との協働), DP5(表現力, 発信力), DP7(総合マネジメント力)を実現するため、以下を到達目標とする。
1)　意見の出し方、聞き方、まとめ方が理解できる。 
2)　企画、情報収集・分析・発信、プレゼンテーションの流れが理解できる。 
3)　問題解決の流れを理解し実践できる。
4)　目的に応じた分析手法、分析手法に応じたツールを適切に選択・利用できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

情報分析演習IV ＜１＞

田中　研太郎

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21011471104

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

グループワーク #1
(多変量データの収集)

【復習】グループワークで得られた内容につ
いてまとめる。

60 分

グループワーク #1
(収集したデータの分析)

120 分

課題】PowerPointなどで発表資料を作成し教員に送付する。 120 分

第9回 グループワーク #2
(収集したデータの分析)

第7回

第8回

【課題】PowerPointなどで発表資料を作成し教員に送付する。

グループワーク #1
(分析結果の発表)

【復習】質問やコメントについて考察する。 60 分

多変数間の関係を捉えるための統計分析 その2
(クラスター分析, 決定木など)

60 分

【復習】多変量データのための統計分析の手法について復習する。 120 分

グループワーク #2
(多変量データの収集)

【復習】グループワークで得られた内容につ
いてまとめる。
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60 分

第11回

第12回

第13回

グループワーク #2
(分析結果の発表)

【復習】質問やコメントについて考察する。

グループワーク #3: 
(何らかの成果物を作るような課題を設定する)

【復習】 授業時間内にできなかった部分について取り組む。

グループワーク #3
(設定した課題に取り組む)

【復習】 授業時間内にできなかった部分について取り組む。

60 分

第10回

60 分

グループワーク #3
(成果物を完成させる)

60 分

60 分

第15回

【課題】 成果物またはそれに準ずるものを何らかの方法で教員に送付する。 120 分

グループワーク #3
(最終発表 その1)

【復習】質問やコメントについて考察する。

グループワーク#3
(最終発表 その2)

【復習】質問やコメントについて考察する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
各回、講義とコンピューターを用いた演習を行う。
グループワークの回にはグループメンバーで課題に取り組んで発表してもらう。

成績評価の方法
配点は、授業への参加状況などの平常点60％、グループ点20％、レポート20％を目安とする。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

     次の点に着目し、その達成度により評価する。
     i) 積極的に議論を進めることができる。

     ii) グループで協調性を持って作業ができる。
     iii) 適切な情報収集と活用ができる。

iv) 効果的なプレゼンテーションができる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
情報分析演習I, II, III

テキスト
適宜プリントなどを配布する。

参考書
適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス、PBL 紹介およびプロジェクト検討

【予習】これまで習得した情報系スキルの復習
【復習】今期の目標をまとめる

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

第三企画のキックオフ

【予習】第三企画の先行調査の整理
【復習】第三企画のテーマの確認と方針検討、調査準備

60

第三企画のプレミーティング

【予習】グループワークの効果的な実施方法について確認
【復習】第三企画の先行調査

60

テーマ・概要
高度情報化社会においては、ウェブ調査を始め、ICT を活用した情報収集、データ分析力が期待され、一方でフィールドワークやエスノグ
ラフィなどによる定性データを含めた総合的な調査・分析力が必要とされ、これらを有効に使える人材は今後ますます必要となっていま
す。さまざまな調査方法を活用し必要な情報を適切に収集し、多面的に分析し、現実社会における有効なアウトカムを提示することが大切
です。

このことに対して、これまでの情報に関する授業や演習で培った知識やスキルを踏まえ、現実社会で対面する課題や問題に具体的に取り組
める力の向上を目指します。本演習ではグループワークにて、与えられた課題に対して「情報収集能力、情報分析能力、情報発信能力」を
基本に「リサーチデータの利活用」を中心に展開していきます。特にこれまでの関連科目の知識や技術を踏まえ、データ分析などによる問
題解決力の育成を目指します。

ＤＰ２（課題の発見と解決）、ＤＰ３（他者との協働）、ＤＰ５（表現力、発信力）、ＤＰ７（総合マネジメント力）　を実現するため、
以下を到達目標とする。
これまでの情報系の授業や演習の内容を含め、総合的な統計的問題解決力の習得を目指します。特に質的調査となるフィールドワークや量
的調査となるアンケート調査等による調べ方、活用の仕方について、企画力、計画力、調査力、分析力、発信力、協働力の向上を目標とす
る。特にビジネス的な立場での提案、企画の進め方など、一連の企画研究を踏まえながら身に着ける。

到達目標

授業の計画と準備学修

情報分析演習IV ＜２＞

竹内　光悦

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21011471104

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

第三企画の前半ミーティング

【予習】第三企画の調査実施、情報整理、仮説検討
【復習】第三企画の中間発表の準備、情報分析

60

第三企画の中間発表

120

【予習】第四企画の先行調査の整理
【復習】第四企画のテーマの確認と方針検討、調査準備

60

第9回 第四企画のキックオフ

第7回

第8回

【予習】第三企画の中間発表の最終調整
【復習】第三企画の中間発表の振り返り、追加調査の検討

第三企画の後半ミーティング

【予習】第三企画の方針再検討、情報分析、追加調査の実施
【復習】第三企画のデータ分析、最終発表の準備

60

第三企画の最終発表

60

【予習】第三企画の最終発表の最終調整
【復習】第三企画の最終発表の振り返り

120

第三企画のリフレクション、第四企画のプレミーティング

【予習】第三企画に対する行動の自己分析
【復習】第四企画の先行調査
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120

第11回

第12回

第13回

第四企画の前半ミーティング

【予習】第四企画の調査実施、情報整理、仮説検討
【復習】第四企画の中間発表の準備、情報分析

第四企画の中間発表

【予習】第四企画の中間発表の最終調整
【復習】第四企画の中間発表の振り返り、追加調査の検討

第四企画の後半ミーティング

【予習】第四企画の方針再検討、情報分析、追加調査の実施
【復習】第四企画のデータ分析、最終発表の準備

60

第10回

60

第四企画の最終発表

60

60

第15回

【予習】第四企画の最終発表の最終調整
【復習】第四企画の最終発表の振り返り

120

第四企画のリフレクション

【予習】第四企画に対する行動の自己分析
【復習】第三企画、第四企画による自己成長の確認

フィールドワークを利用した PBL のまとめ

【予習】PBL による自己成長の自己分析と今後の行動計画
【復習】最終課題への取り組みと提出

第14回
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授業内のグループワークの時間や終了後に教室で受け付けます。また随時、メールによる質問も受け付けます。また毎回使用するスライド
（動画形式に変換します）や各回の授業後のコメント等も Portal で公開しますので、参考にしてください。

授業の方法
全体を通じて、テーマにそってグループワークを中心に進めていきます。具体的には各回の前半に必要な知識やスキルの復習を行い、それ
らを踏まえ後半にグループワークにて、最終的な成果物の作成を目指します。特に社会で活躍するための力を育てるために、課題に対する
一連の問題解決のフレームを意識し、全体を通じて、企画キックオフ→第一ミーティング→中間発表→第二ミーティング→最終発表→リフ
レクションを基本に進めていき、受講生が主体的に学んでいくことに力を入れていきます。また可能であれば外部の団体・組織からの課題
を受けたり、外部で行われているコンテストに参加し、学内にとどまらない実践力の習得を目指します。特にリフレクションを重視し、自
身の成長過程を感じるような授業展開を努めます。

成績評価の方法
個人評価（個人演習・最終レポートなど 60％）およびグループ評価（グループワークへの貢献度、調査結果発表、など 40％）で総合的に
評価。また適宜、授業中の積極的な発言に対する加点も行います。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第 39 条）に準拠する。特にグループワーク力、調査力、分析力、情報収集・活用・発信能力、を踏まえた
総合的な問題解決力が身についたかを総合的に評価します。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特に前提とはしませんが、情報リテラシー系やデータ分析系の科目を履修しておくと理解が深まります。リサーチ系の科目も参考になりま
す。

テキスト
毎回 Portal にて資料を配布します。テキストは指定しませんが、調査系、情報リテラシー系、リサーチ系の資料等は参考になります。

参考書
調査系、情報リテラシー系、リサーチ系の資料等は参考になります。また適宜、授業内でも紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス・旧石器時代
・授業内容，進め方，予習・復習の仕方などについて解説する。
・歴史認識・時代区分，研究方法などの，歴史学・考古学の基本的考え方を整理する。
・旧石器時代研究の難しさを理解する。

〔予習〕最低限，高校日本史の知識レヴェルは習得しておく。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。

90分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

ヤマト政権の成立
・B.C.1C〜A.D.5C後半にかけてのヤマト政権の成立過程を，中国史書を正確に読解することにより理解する。

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。

90分

縄文時代・弥生時代
・縄文時代・弥生時代の同質性と異質性を正確に理解する。

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。

90分

テーマ・概要
・日本史学習の中でも特に手薄になりがちな前近代史を対象とし，学習する上での各事項のポイント，史（資）料を始めとする教材の取り
扱い方を中心に講義します。
・歴史＝暗記科目という認識を持っている学生が大半かと思われますので，史（資）料の取り扱い方を丁寧に解説し，受講生が自主的に教
材研究を行い，解説できるようになることを目指します。
・旧石器時代から平氏政権までを対象とします。

◎日本史教育を行う上での幅広い知識や，資（史）料の取り扱い方を習得している。
◎歴史的思考力を身につけ，それを授業実践で論理的に表現できる能力を身につけている。
〇歴史的思考力を持ち，それを現代社会に適切に活用する意欲を有している。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本史概論Ｉ

松田　行彦

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21191421011

カリキュラムにより異なります。 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

ヤマト政権の構造・展開とその動揺
・氏姓制度・部民制・屯倉・田荘制など，ヤマト政権の構造とその限界を理解する。

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。

90分

推古期の内政と外交
・中国における久々の統一王朝である隋の成立と，その脅威に対処することを課題とする7C初頭の倭国の政権構造を理解する。

90分

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。

90分

第9回 律令制国家の構造（2）
・律令制国家として完成した日本の古代国家の展開過程を理解する。

第7回

第8回

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。

乙巳の変と大化改新
・唐の成立によってさらに矛盾の激化した東アジア世界と，それに対処しなければならない倭国の政権構造を理解する。

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。

90分

律令制国家への道
・最終的に律令制国家として完成する，日本の古代国家の成立過程を理解する。

90分

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。

90分

律令制国家の構造（1）
・律令制国家として完成した日本の古代国家の構造を理解する。

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。
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90分

第11回

第12回

第13回

律令制国家の変容と摂関政治（1）
・律令制国家が，どのような過程を経て摂関政治に移行するかを理解する。

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。

律令制国家の変容と摂関政治（2）
・摂関政治が，中国律令を継受して成立した日本的律令制国家であることを理解する。

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。

院政・平氏政権と荘園公領制（1）
・院政は天皇の父が家父長権を行使する政治形態であるとともに，荘園・知行国が経済基盤であったことを理解する。

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。

90分

第10回

90分

院政・平氏政権と荘園公領制（2）
・武士で最初の政権である平氏政権が，部分的な目新しさを見せながらも，最終的には古代的政権であったことを理解する。

90分

90分

第15回

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。

90分

院政・平氏政権と荘園公領制（3）
・院政，平氏政権，そして後の鎌倉幕府の経済基盤である荘園公領制を理解する。

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。

まとめ
学期末試験

〔予習〕これまでの単元内容を振り返り，内容をまとめる。
〔復習〕学習内容を振り返る。

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
・授業ごとに根拠となる史（資）料を提示し，解説を加える方法で講義を行います。
・その時代・その社会がどのようなものであったかを，グローバルな視点から理解できるよう心掛けたいと思います。
・最低限，事前に高等学校の日本史Bの教科書，『シリーズ日本の古代史』（岩波新書），『JR.日本の歴史』（小学館）を読んでから講義
に臨んでください。後二者は最新の研究成果を盛り込み，平易に叙述しているので，極めて参考になると思います。

成績評価の方法
・授業終了後，毎回，授業内容について課題を出し，答えてもらいます（【A4判】）。これを成績評価の一部とします（30％）。
・学期末試験（70％）。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
上記、到達目標の達成度に基づいて評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
日本史概論Ⅱに継続します。

テキスト
・授業ごとに，必要なレジュメ,史（資）料を配布します。
・文献を取り扱う時代になると，講義内容を理解するためには，史料の読解力が要求されます。漢文・古文の復習を行っておいてくださ
い。なお，日本史史料研究会監修苅込一志著『日本史を学ぶための古文書・古記録訓読法』（吉川弘文館，2015年）を参考図書に挙げてお
きます。

参考書
・高等学校日本史B教科書（前提）
・『岩波講座日本歴史』（岩波書店）
・『日本史史料1古代』（岩波書店）
・『岩波講座日本通史』（岩波書店）
・『日本の時代史』（吉川弘文館）
・『シリーズ日本の古代史①〜⑥』（岩波新書）
・『JR（ジュニア）.日本の歴史①〜⑦』（小学館）
その他，授業時に随時提示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

治承・寿永の内乱と鎌倉幕府の成立
・内乱を経て成立した鎌倉幕府がどのような政権であったかを理解する。

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。

90分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

蒙古襲来と鎌倉幕府の動揺
・蒙古襲来が鎌倉幕府の成立基盤である御家人制に与えた影響を理解する。

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。

90分

執権政治の成立と鎌倉幕府政治の展開
・源氏が3代で滅んだ後，北条氏による執権政治がどのように展開したかを理解する。

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。

90分

テーマ・概要
・日本史学習の中でも特に手薄になりがちな前近代史を対象とし，学習する上での各事項のポイント，史（資）料を始めとする教材の取り
扱い方を中心に講義します。
・歴史＝暗記科目という認識を持っている学生が大半かと思われますので，史（資）料の扱い方を丁寧に解説し，受講生が自主的に教材研
究を行い，解説できるようになることを目指します。
・鎌倉時代から江戸時代を対象とします。

◎日本史教育を行う上での幅広い知識や，資（史）料の取り扱い方を習得している。
◎歴史的思考力を身につけ，それを授業実践で論理的に表現できる能力を身につけている。
〇歴史的思考力を持ち，それを現代社会に適切に活用する意欲を有している。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本史概論II

松田　行彦

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21191421012

カリキュラムにより異なります。 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

南北朝の内乱と室町幕府の成立
・鎌倉幕府滅亡の必然性と，南北朝の内乱を経て室町幕府が成立する過程を理解する。

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。

90分

室町幕府政治の展開（1）
・室町幕府の構造と，幕府政治の展開過程を理解する。

90分

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。

90分

第9回 ヨーロッパ人の来航と織田信長（1）
・宗教改革後のヨーロッパ人の来航と，それを受け入れた戦国期のあり方を理解する。

第7回

第8回

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。

室町幕府政治の展開（2）
・幕府政治の展開過程と，動揺のあり方を理解する。

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。

90分

庶民の台頭と一揆
・惣（村）の成立と，この時代の特色である一揆の諸形態を理解する。

90分

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。

90分

戦国大名と分国法
・明応の政変後，各地に自立する戦国大名と，支配の基本である分国法を理解する。

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。
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90分

第11回

第12回

第13回

ヨーロッパ人の来航と織田信長（2）
・織田信長の先進性とその限界を理解する。

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。

豊臣政権の成立と展開（1）
・豊臣秀吉の業績を通じて，信長とは異なる秀吉の画期性を理解する。

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。

豊臣政権の成立と展開（2）
・近世の扉を開いた秀吉の画期性とその限界，それを見抜いていた徳川家康の先見性を理解する。

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。

90分

第10回

90分

江戸幕府の成立と展開
・幕藩体制の構造と，幕府政治の展開について理解する。

90分

90分

第15回

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。

90分

江戸幕府政治の展開と動揺
・幕藩体制がどのような理由で動揺し始めるかを理解する。

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。

まとめ
学期末試験

〔予習〕これまでの単元内容を振り返り，内容をまとめる。
〔復習〕学習内容を振り返る。

第14回
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授業終了後に教室で受ける。

授業の方法
・授業ごとに根拠となる史（資）料を提示し，解説を加える方法で授業を展開します。
・その時代・その社会がどのようであったかを，グローバルな視点から理解できるよう心掛けたいと思います。
・最低限，事前に高等学校の日本史Ｂの教科書，『シリーズ日本中世史』（岩波新書），『シリーズ日本近世史』（岩波新書），『JR.日
本の歴史①〜⑦』（小学館）を読んでから講義に臨んでください。後2者は最新の研究成果を盛り込み，平易に叙述しているので，極めて
参考になると思います。

成績評価の方法
・授業終了後，毎回，授業内容について課題を出し，答えてもらいます（【B5判】）。これを成績評価の一部とします（30％）。
・学期末試験（70％）。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
上記、到達目標の達成度に基づいて評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
日本史概論Ⅰから継続します。

テキスト
・授業ごとに，レジュメ，史（資）料を配付します。
・講義内容を理解するためには，史料の読解が要求されることになります。漢文・古文の復習を行っておいてください。なお，日本史史料
研究会監修苅込一志著『日本史を学ぶための古文書・古記録訓読法』（吉川弘文館，2015年）を参考図書に挙げておきます。

参考書
・高等学校日本史B教科書（前提）
・『日本史史料2中世』（岩波書店）
・『岩波講座日本歴史』（岩波書店）
・『岩波講座日本通史』（岩波書店）
・『日本の時代史』（吉川弘文館）
・『JR.（ジュニア）日本の歴史①〜⑦』（小学館）
・『シリーズ日本中世史①〜④』（岩波新書）
・『シリーズ日本近世史①〜⑤』（岩波新書）
その他，授業時に随時提示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

地理学とは何か、人文地理学とは何か：学習指導要領を手掛かりに

・図書館で地理学に関わる概説書を手にとってみる。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

地図の活用と「地域」の捉え方

・前回の復習 60

人文地理学の見方・考え方

・前回の復習 60

テーマ・概要
人文地理学は人間活動の空間的諸相に関わる学問分野である。本授業科目は、教職課程の受講者に人文地理学の見方・考え方を身につけて
もらうことを狙いとする。今日の人文地理学の研究対象、またアプローチは多様性に満ちているが、本科目は、地図の種類と活用法を学ん
だ上で、とくに景観的視点、空間構造視点を理解するために、集落・都市地理学、人口地理学、農業地理学といった系統地理学の各分野に
おける古典的アプローチを中心に概説する。

DP1（教養の修得）を実現するため、以下を到達目標とする。
・人文地理学を構成する各々の研究分野の初歩的な諸概念を活用できる。
・多様な地図資料等を用いて、また自ら作成することによって、景観・立地・空間構造といった人文地理学の視点から地表上の諸事象を理
解できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

人文地理学

小田　宏信

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21391421031

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

平野の地形と土地利用

・前回の復習 60

村落の成立と諸形態

60

・前回の復習 60

第9回 20世紀の開発と地形改変

第7回

第8回

・前回の復習

ヨーロッパの都市形成

・前回の復習 60

日本の都市形成

60

・前回の復習 60

産業化の地域的条件

・前回の復習
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60

第11回

第12回

第13回

人口動態と人口移動

・前回の復習

都市の類型と都市システム

・前回の復習

都市構造とその動態

・前回の復習

60

第10回

60

農業活動の地域性

120

60

第15回

・前回の復習 60

日本の園芸農業とグローバル化

・前回の復習

まとめ

・これまでの復習

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義形式で進める。一部、実習形式で行う場合もある。

成績評価の方法
原則全回出席原則の上で、課題提出40%、期末試験60%。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価する。
　(1) 人文地理学の各分科の基本概念を理解できているか。
　(2) 主題図を作成し、それを読み取る力が身に付いたか。
　(3) 地理学的思考力を身につけたか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
予備知識・先修科目はとくに必要としないが、教養カリの地理学関連科目、経済学部開講の「産業と立地」および「経済地理」の履修を推
奨。

テキスト
本年度は使用しません。

参考書
『地理学入門＜改訂版＞』浮田典良。原書房，2200円，ISBN4-5620-9139-8．
『地理学概論（地理学基礎シリーズ１）』上野和彦ほか編，朝倉書店，3465円．
『自然地理学概論 （地理学基礎シリーズ２）』矢ヶ崎典隆ほか編，朝倉書店，3465円．
『地誌学概論（地理学基礎シリーズ３）』高橋日出男ほか編，朝倉書店，3465円．
『ジオ・パルNEO─地理学・地域調査便利帖』野間晴雄・香川貴志ほか，海青社．2625円， ISBN4-8609-9265-2
『人文地理学』竹中克行ほか編，ミネルヴァ書房，3000円，ISBN4-6230-5539-6
『地理学への招待』中村和郎ほか編，古今書院，2400円，ISBN4-7722-1227-2
『地域と景観』中村和郎ほか編，古今書院，2800円，ISBN4-7722-1230-2
『人口地理学入門』小笠原節夫，原書房，2100円，ISBN4-562-09026-X
『文化地理学入門』高橋伸夫ほか，東洋書林，2625円，ISBN4-8872-1086-8
『現代都市地理学』北川健次編，古今書院，2600円，ISBN4-7722-3044-0
『新しい都市地理学』高橋伸夫ほか，東洋書林，2625円，ISBN4-8872-1302-6
『商業地理学入門』奥野隆史ほか，東洋書林，2625円，ISBN4-8872-1349-2
『グローバル化に対抗する農林水産業』高柳長直ほか，農林統計出版，2300円，ISBN4-8973-2204-9
『フードシステムの空間構造論—グローバル化の中の農産物産地振興』高柳長直，筑波書房，3500円，ISBN4-8119-0295-5

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

講義ガイダンス
・研究倫理について
・講義計画の確認

シラバスを読んで授業計画を確認してくること 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

地球環境の基礎１−大気（2）

前回の内容確認 60

地球環境の基礎１−大気（1）

前回の内容確認 60

テーマ・概要
自然地理学（地形，気候，植生など）の基本的な知識を得ることを目標とする．講義では，地球上で起こっている様々な時空間スケールの
環境変化について，現象の説明だけでなく，メカニズムや人々の生活に対する影響まで，映像や写真，図表を多く取り入れて解説してい
く．

DP1（教養の修得）を実現するため，以下を到達目標とする．
自然地理に関する様々な地図やグラフから，自然と人間の相互作用を読み取る力を身に付けます．

到達目標

授業の計画と準備学修

自然地理学 ＜2＞

財城　真寿美

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21391421032

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

地球環境の基礎２−固体地球

前回の内容確認 60

地球環境の基礎３−地図・図表の読解

60

前回の内容確認 60

第9回 後期更新世以降の気候変動

第7回

第8回

前回の内容確認

世界の気候とその分布

前回の内容確認 60

エルニーニョ・ラニーニャ現象

60

前回の内容確認 60

日本の天気と気候

前回の内容確認
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60

第11回

第12回

第13回

関東地方の地形

前回の内容確認

後期更新世以降の地形発達（関東の地形発達）

前回の内容確認

ヒートアイランドと緑地の冷却効果
都市型集中豪雨と気象災害

前回の内容確認

60

第10回

60

地球温暖化の現状

60

60

第15回

前回の内容確認 60

大学入試センター試験「地理A/B」研究

前回の内容確認

学期末到達度確認テスト

到達度確認テストに向けた、講義内容すべての復習

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
配布プリントとPCプロジェクタを使用して講義を行います．

成績評価の方法
学期末到達度確認テスト（80％）＋平常点（出席・提出物・発言など）（20％）

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し，その達成度により評価する．
自然地理に関する様々な地図やグラフから，自然と人間の相互作用を読み取るスキルを習得したかどうか．

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特に必要な予備知識は求めません．
また，暗記を強要するようなこともありません．

テキスト
1) 新詳地理資料　「COMPLETE」：帝国書院，ISBN-10: 4807163701
2) 中学校や高等学校で使用した地図帳

参考書
新詳資料「地理の研究」：帝国書院，ISBN-10: 4807163728

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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