
授業科目名 マネジメント入門 

担当教員 
佐藤 善信 
小熊 英国 

必修の区分 必修 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 １年第１クォーター 

講義内容 

マネジメント入門は、組織がどのような目的で形成され、どのようにして存続
してゆくのかを理解することを授業の目的としている。従来の位置づけでは
「経営学」に相当するが、科目体系としてのマネジメントと経営学とではかな
りアプローチ方法が異なる。ドラッカーによると、マネジメントの仕事には３
つの機能がある。「事業をマネジメントすること」、「経営管理者をマネジメン
トすること」、そして「人と仕事をマネジメントすること」である。この授業
では、ドラッカーの体系に従って授業内容を構成してゆく。 

到達目標 

マネジメント入門を履修することにより、以下の能力が身につく。 
１．事業（営利や非営利を問わず）をマネジメントすることがどのようなこと
なのかを説明することができる。 
２．経営管理者をマネジメントすることを説明することができる。 
３．人と仕事をマネジメントするための計画を立てることができる。 
４．自分がプロジェクトリーダーになった時に、プロジェクトを成功裏に推進
するために必要なマネジメントの大まかな計画を立てることができる。 

授業計画 

１． マネジメントの概要  

２． 宇宙ビジネスのマネジメント（事例 スペース X） 

３． ホテルのマネジメント（星野リゾート,リッツカールトン等） 

４． リーダーシップ理論 

５． スターバックスのマネジメント 

６.  マネジメント イシューと枠組み 

７． AMAZON とセブンイレブンのマネジメント 

８． モチベーション理論 

９． サービス業のマネジメント 

10． AIRLINES のマネジメント 

11． ディズニーリゾートと USJ マネジメント 

12． マネジメントの総括 

 

（令和 3年度は小熊英国、令和 4年度以降は佐藤善信が担当） 

事前･事後 
学習 

予習内容：授業で指示する箇所、内容について予習すること 
復習内容：授業で指示する箇所、内容について復習すること 

テキスト なし 

参考文献 

小倉行雄, 佐藤善信編『ケースで学ぶ現代〔改訂版〕』放送大学教育振興会, 2014
年.  
岩崎夏海『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの「マネジメント」
を読んだら 』新潮文庫, 2015 年（初版, 2009 年）. 
その他、授業中に適宜紹介する。 

成績評価 
の 基 準 

授業態度（出席・発言等）（50%）、期末レポート（50%） 



 

履修上の注意

履修要件  

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



 
 

授業科目名 アカウンティング入門 

担当教員 福嶋 幸太郎 

必修の区分 必修 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 １年第３クォーター 

講義内容 

 
経理や会計関連の職に就くか否かに係わらず、会社の利益やコスト意識に対す
る理解は、ビジネスマンに必要なリテラシーのひとつである。営業部門なら、
売上に加えて原価や粗利についての理解が必要である。製造部門なら、減価償
却費や原価計算は当然理解していなければならない。また、ビジネスマンとし
て、出張旅費や立替交際費の精算などは避けて通ることはできない。 
したがって、決算書が読めるだけではなく、基礎からしっかりとした会計の知
識を身につけておくことが重要となる。本講義は会計の初学者を対象とし、網
羅的に基礎から会計の知識を学ぶ。 
 

到達目標 

 
・ 企業の経理部門では、コンピュータを活用した効率化が飛躍的な進化を遂

げている。しかし、コンピュータは計算・集計の道具であり、データを基
に分析し、その会計処理を決定するのは、簿記を始めとする会計知識を持
った人である。ビジネスマンにとって、最低限の会計基礎知識を身に付け
る。 

・ 本講義履修後には、日本商工会議所が主催する日商簿記検定 3 級に合格で
きる力を身に付ける。 

 

授業計画 

 
第１回：「オリエンテーション・簿記の基礎・記帳ルール」、簿記とは何か、財

務諸表と簿記の 5 要素、簿記の手続きと処理、仕訳とは何か、記帳手続と処

理を理解する。 
 
第２回：「簿記一巡の手続きと商品売買Ⅰ」、簿記一巡の手続きとは何か、商品

売買取引の内容、分記法と三分法による商品売買取引の記帳方法の違いと記帳

方法を理解する。 
 
第３回：「商品売買Ⅱ」、現金・掛けによる売買の記帳方法、手付金・内金・返

品・値引きがあった場合の仕入や売上の会計仕訳、他人振出小切手・約束手形

があった場合の仕入や売上の会計仕訳、手形の譲渡とは何かを理解する。 
 
第４回：「商品売買Ⅲ、その他取引Ⅰ」、送料等の会計仕訳、主要簿・補助簿（補

助記入帳・補助元帳）はどのような役割を果たすのか、商品有高帳の記帳方法、

小口現金と各種銀行預金の違い、金銭の貸付と借入及び利息・手形割引の会計

仕訳を理解する。 
 
第５回：「その他取引Ⅱ」、商品券の受領・発行の会計仕訳、従業員への立替払

いや預り金の会計仕訳、内容が不明な場合の支払・入金の会計仕訳、有形固定

資産の売却の場合の会計仕訳、租税公課・有価証券・株式配当・公社債の利息

の内容と会計仕訳を理解する。 
 



 
 

 

第６回：「その他取引Ⅲ」、開業時の資本金の元入れ・引出しの会計仕訳、仕訳

の訂正方法、試算表の作成手順、決算・決算整理・未処理事項とは何か、精算

表の作成方法を理解する。 
 
第７回：「決算整理Ⅰ」、期中・決算時の現金過不足の発生と整理とは何か、消

耗品の購入・整理の会計仕訳を理解する。 
 
第８回：「決算整理Ⅱ」、売上原価・売上総利益の計算方法、売上原価を算定す

る会計仕訳、売上債権の貸倒れ処理と貸倒れの見積方法（差額補充法）、前期

以前に貸倒れ処理した債権の回収処理を理解する。 
 
第９回：「決算整理Ⅲ」、有形固定資産の減価償却方法、有形固定資産売却の会

計仕訳、収益及び費用の記録方法、費用収益の繰延べとの見越しを理解する。 
 
第１０回：「精算表・帳簿の締切り（英米式決算）」、精算表の作成方法、帳簿

（勘定）を締切る方法を理解する。 
 
第１１回：「損益計算書と貸借対照表」、損益計算書と貸借対照表の作成方法、

証憑・伝票の種類、三伝票性とは何か、総勘定元帳への転記方法、得意先元帳・

仕入先元帳への転記方法を理解する。 
 
第１２回：「復習」、第 1 回～第 11 回までの重要な部分を振り返り、アカウン

ティング入門の復習を行い、理解度テストを実施する。 
 

事前･事後 
学習 

（事前学習）予め担当教員が指定したテキストに目を通し、受講者の疑問点や

質問事項を整理しておくこと。 
（事後学習）テキストに収録されている例題を解答すること。 

テキスト 『合格テキスト日商簿記 3 級 Ver.9』TAC，2018 年 4 月 

参考文献 桜井勝久『財務会計講義（第 16 版）』中央経済社，2015 年 5 月 

成績評価 
の 基 準  

理解度テスト（最終回第 12 回目）70％、受講態度 30％を基に評価する。詳細

は、授業中に伝達する。 

履修上の注意

履修要件 授業には、電卓・筆記具を持参すること。 

実践的教育 
経営分野の実務経験を持つ教員が、その実務経験を生かして教授することか

ら、実践的教育に該当する。 

備考欄 
本講義では、事前学習と事後学習が重要となる。難しい例題は、授業中に分か

りやすく解説する。 



授業科目名 事業創造入門 

担当教員 

細海 真二 

瓶内 栄作 

佐藤 善信 

必修の区分 必修 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ２年第１クオーター 

講義内容 

新規事業の創造に関する基本的な理論を、大企業の新規事業開発、中小企業、 
ファミリービジネス、ベンチャービジネスにわけ、どのような視点で事業創造
がされてきたか、アイデアの着眼点や起業のプロセス、経営戦略に関する理解
を深めることを目的とする。日本国内だけではなく、米国や中国の起業スタイ
ルに関しても理解し、多様化する価値観や社会の急速な変化に対応できる俊敏
性と持続性を有する起業とはどのようなものか理解を図る。さらに、地域金融
機関による財務支援や自治体の産業クラスター形成による地域活性化の取組
みなど、事業創造に関する総括的な知識の習得を目的とする。 

到達目標 

本学の開学そのものが事業創造である。既成概念にとらわれず、新たな価値創
造を起こす役割を認識し、それがどのように周囲に変化をもたらすか、という
視点を常に意識しながら事業創造を考え、革新のリーダーとなることを目指
す。 

 ①事業創造に必要な基本的スキルを取得できる。 
 ②大企業の新規事業や、M&A による事業拡大など、実業界の現場で発生する基
礎知識を取得できる。 

 ③ファミリービジネスの第二創業を支える自治体や地元金融機関による支援
インフラを含めた基礎的知識を取得できる。 

授業計画 

第１回 オリエンテーション、授業の全体像と進め方（佐藤） 

第２回 イノベーションの基礎と但馬における起業テーマ（細海） 

第３回 SDGs の課題とベンチャービジネス（細海） 

第４回 ファミリービジネスの事業承継と第二創業（瓶内） 

第５回 ケーススタディ① グループ討議（細海・瓶内） 

第６回 起業の事例研究・日本（細海） 

第７回 起業の事例研究・米国シリコンバレー（細海） 

第８回 起業の事例研究・中国深圳（細海） 

第９回 オープンイノベーションと活用事例（細海）  

第１０回 ケーススタディ② グループ討議（細海・瓶内） 

第１１回 ケース①②を通してのグループ発表（細海・瓶内） 

第１２回 発表の講評、到達度確認（佐藤）  

事前･事後 

学習 

ケーススタディを 2回実施する（第 5回と第 10回）。課題は事前に配布するの

で予習をし、自分ならどうするかという視点で考えをまとめグループ討議に備

えること。また、グループ討議では役割分担を考え、時間内に一定の結論をま

とめること。 

テキスト 特定の教科書は使用せず、各回プリント教材を配布する。 

参考文献 
・『経営学』小倉昌男、日経 BP、1999 年 

・『ゼロからの挑戦』 稲盛和夫、PHP ビジネス新書、2012 年 



 

成績評価 

の 基 準  

① 各回の講義での発言やクラス貢献度(30%) 

② グループ発表(30%) 

③ 課題レポート(40%) 

履修上の注意

履修要件 

日頃からベンチャー企業に関する新聞や雑誌記事に関心を持つようにするこ

と。また、自己表現力、プレゼンのスキルについて意識して考えるようにする

こと。 

実践的教育 
経営分野の実務経験を持つ教員が、その実務経験を生かして教授することか

ら、実践的教育に該当する。 

備考欄 質問等は講義前後、またメールにて受付する。（講義初回に周知） 



 

授業科目名 観光事業概論 

担当教員 
小熊 英国 
大社  充 
髙橋 伸佳 

必修の区分 必修 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 １年第１クォーター 

講義内容 

インバウンドツーリズムによる消費額が 4兆 5189 億円（2018 年）となり、イ
ンバウンド消費額を輸出とみた場合、既に自動車、化学製品に次ぐ第 3 位の輸
出額となっている。観光事業は国を支える産業の柱に成長したといえる。 
この講義では、「グローバル」「イノベーション」「マーケティング」をキーワ

ードに事例を紹介し、その事例がなぜうまくいっているのかを経営やマーケテ
ィングの理論を中心に紹介する。そして、興味が高まり関心が深まるようであ
れば、それを支える理論や学問についてより専門的に学ぶきっかけとして欲し
い。低学年時に学ぶべき学問の気づきを示し本学における有意義な学生生活の
道筋を示していくことをすることを目的とする。 

到達目標 

１．観光の効果とは何かを理解する  
２．観光の主要産業について理解する  
３．地域主体の観光事業について理解する  
ことを通じ、期待される人材になるためには何を学ぶべきかを考える。 

授業計画 

１ ケーススタディ）東京ディズニーリゾートの経営の凄さはどこにある？（小熊） 

２ 授業 1の議論をもとに理論解説（観光のマネジメント特性）（小熊） 

３ ケーススタディ）JAL の観光事業（小熊） 

４ 授業 3の議論をもとに理論解説（JAL の観光事業）（小熊） 

５ ケーススタディ）JTB の旅行事業（髙橋） 

６ 授業 5の議論をもとに理論解説（従来型の旅行産業とビジネスモデル）（髙橋） 

７ ケーススタディ）岩手県遠野市の観光マーケティング（大社） 

８ 授業 7の議論をもとに理論解説（観光のマーケティング・マネジメント）（大社） 

９ ケーススタディ）楽天トラベルによるオンライン旅行販売（髙橋） 

10 授業 9の議論をもとに理論解説（WEB マーケティングと旅行ビジネス）（髙橋） 

11 ケーススタディ）豊岡市出石の観光まちづくり（大社） 

12 授業 11 の議論をもとに理論解説（観光とまちづくりの近接）（大社） 
事前･事後 

学習 
予習内容：授業で指示する箇所、内容について予習すること 
復習内容：授業で指示する箇所、内容について復習すること 

テキスト 高橋一夫他編著『１からの観光事業論』碩学舎、2016 年 

参考文献 北川宗忠編著『観光・旅行用語辞典』ミネルヴァ書房 2008 年 

成績評価 
の 基 準 

授業出席・発言等の態度 50％、期末レポート課題 50％ 

履修上の注意

履修要件 特になし 

実践的教育 
観光分野の実務経験を持つ教員が、その実務経験を生かして教授することから、

実践的教育に該当する。 

備考欄 
毎回、60 分授業を 2 回連続で理解を深めるため、ケーススタディと理論解説を

セットで受講すること。 



授業科目名 観光産業マーケティング論 

担当教員 直井 岳人 

必修の区分 必修 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ２年第１クォーター 

講義内容 

本講義では、観光関連産業における観光振興に特有のマーケティングについ
て、マーケティングの基礎理論を基に詳細に学ぶ。講義では、まずマーケティ
ングの基礎理論について述べたのちに観光産業マーケティング（産業、商品、
需要）の特殊性について述べ、その後、マーケティングの理論の観光産業への
応用について論じるという内容とする。なお、本講義では、あくまで基本的な
マーケティングの基礎理論を基にした観光産業のマーケティングの特性の理
解に焦点を当てるが、オンライン予約やソーシャルメディアを利用した近年の
マーケティングに関しても、各論の事例として取り上げる。なお、観光地に観
光旅行者を誘致するためのマーケティングであるデスティネーションマーケ
ティングについては、高次学年配当の専門科目があるが、観光産業マーケティ
ングを形成する一部として、本講義でもその基本的な概要について講義する。 

到達目標 
・観光産業マーケティングに関わる概念，理論を説明できる 
・観光関連商品および観光者需要の特性と，両者間の関係性を説明できる 
・観光マーケティングに関わる主体とその関係性を説明できる 

授業計画 

1．イントロダクション 

2．マーケティングの基礎理論 

3．観光関連産業 

4．観光商品の特性 

5．観光旅行者需要：マーケットセグメンテーション 

6．マーケティングミックス：観光産業における商品のポジショニング 

7．マーケティングミックス：観光産業における価格設定 

8．マーケティングミックス：観光産業における流通チャネル 

9．マーケティングミックス：観光産業におけるプロモーション 

10．宿泊業におけるマーケティング 

11．旅行業におけるマーケティング 

12．デスティネーションマーケティング 

事前･事後 
学習 

・予習に関しては、次回の授業のキーワードについて、参考文献を参照し、意

味を理解しておくこと。 
・復習に関しては、主要概念に関する理解度を問う小クイズ（問い）を毎週出

題するので、その次の授業までに提出すること（提出方法は別途指示）。 

テキスト 
・フィリップ コトラー・ジェームス マーキンズ・ジョン ボーエン（1997） 

ホスピタリティと観光のマーケティング 

参考文献 

以下のうち英書は講義資料中に講師が和訳して要点を示すが、興味のある受講

生は参考にされたし： 
・Kotler, P., Makens, J., Bowen, J., & Baloglu, S. (1997). , Marketing for 

Hospitality and Tourism. Essex, UK: Pearson. 
・レス・ラムズドン（2004）観光のマーケティング 多賀出版 



 

成績評価 
の 基 準  

定期試験（80％）、小クイズへの回答（20％）を基に評価する。定期試験では、

講義中に説明した概念と観光産業マーケティングの施策に関する理解につい

て評価する。小クイズでは主要概念に関する理解について評価する。 

履修上の注意

履修要件 

3 年次に配当されている「デスティネーションマーケティング論」はこの講義

の内容の理解を前提としているので、この科目の配当年次での履修を推奨す

る。また、同じく 2 年次配当の「観光マーケティング分析論」の内容の観光産

業マーケティング上の理解の為にも、この講義の内容の理解が必要であるた

め、その意味でも今科目の配当次中の履修が望ましい。 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



 

授業科目名 観光サービスマネジメント論 

担当教員 小熊 英国 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ２年第１クォーター 

講義内容 

我が国において観光サービス業は今後の成長が期待されている。 
本科目では、観光産業の広い現場を想定した議論を行う。重要なのは「ヒト」
の関与である。多様なニーズの顧客とスキルが一様ではない従業員が接点を持
つのがサービスの特徴の１つであり、「人」は重要なテーマである。 
また、サービスの戦略的ビジョンの設計や成長を支える仕組み、現場が直面す
る課題と解決策を考えていく。 
サービスの特徴を加味した、業態の特性に応じたマネジメントのアプローチ、
サービス・プロフィット・チェーンのようなサービス特有の考え方をふまえ、
観光サービスマネジメントの実務に資する力を養う。 

到達目標 

将来、旅行産業・観光産業において経営者等中核的な役割を担う人材の育成を
目標として、サービスマネジメントの基本的なフレームワークの理解を踏ま
え、サービスマネジメントの観点での観光産業の課題の特定と実務的な課題解
決プロセスを理解する。 

授業計画 

１．オリエンテーション   

２．サービスとホスピタリィティ 

３．サービスの特徴 

４．社員満足(ES)と顧客満足(CS)、 

５．サービスプロフィットチェーン（SPC） 

６．顧客満足ピラミッドと顧客ロイヤルティについて 

７． サティスファクションミラーとサービストライアングル 

８． Service Production System（サーバクション） 

９．サービスマネジメントにおける企業文化と価値観（事例 JAL と ANA） 

１０．戦略的サービスビジョン（事例 リッツカールトン等） 

１１．サービスコンセプト（事例 星野リゾート等） 

１２. 総括 

事前･事後 
学習 

前回の授業内容を復習し、授業に臨むこと 

テキスト 特に指定しない 

参考文献 特に指定しない 

成績評価 
の 基 準  

定期試験 50% 、発言・ディスカッションの質・量等授業態度 50% により評

価する 

履修上の注意

履修要件  

実践的教育 
観光分野の実務経験を持つ教員が、その実務経験を生かして教授することか

ら、実践的教育に該当する。 

備考欄  



授業科目名 アートマネジメント概論 

担当教員 
古賀 弥生 
藤野 一夫 
井原 麗奈 

必修の区分 必修 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 １年第１クォーター 

講義内容 

アートマネジメントは、狭義では文化施設、文化団体、文化イベントの運営の

あり方、広義では芸術・文化を活用した地域活性化や地域共生社会の構築など

芸術・文化と社会をつなぐ領域全般を指す。この授業では、文化施設や文化イ

ベント運営の実務につながる基本的な知識の習得とともに、現代社会のさまざ

まな分野と芸術・文化とのつながりについて理解することを目指す。 

到達目標 

・アートマネジメントの狭義・広義の定義について説明できる。 
・アートマネージャーの仕事について、文化施設運営や文化団体の具体的な活
動事例をもとに説明することができる。 
・芸術・文化を活用した地域活性化や地域共生社会の構築について、事例を挙
げてその概念を説明することができる。 

授業計画 

１．イントロダクション/アートマネジメントとは何か（古賀）（藤野） 

  狭義と広義のアートマネジメントの概念を整理する 

２．アートプロジェクトの運営（井原） 

  全国で展開されているアートプロジェクトについて、その成果や課題を考 

える 

３．公立文化施設の運営①国内事例から（井原） 

  公設の文化施設運営について国内事例をもとに概観する 

４．公立文化施設の運営②海外事例との対比（井原） 

  国内外の事例の対比により、日本の公立文化施設運営の課題を抽出する 

５．芸術文化の法（井原） 

  芸術文化に関わる法律制定の背景、著作権について学ぶ 

６．アートマーケティング（井原） 

  文化事業や文化施設運営に必要なマーケティングの基礎知識を、一般的な 

ビジネスにおけるマーケティングとの違いに即して学ぶ 

７．アートマネージャーの活動（井原） 

  前半のまとめとして、文化施設や文化イベントの運営に関わるアートマネ 

ージャーの仕事について整理する。 

８．芸術・文化による地域課題へのアプローチ（古賀）（藤野） 

  地域課題へのアプローチに関わる領域について、広義のアートマネジメン 

トの機能を考える 

９．障害と芸術・文化（古賀）（藤野） 

  社会包摂、地域共生社会の概念について、障害のある人々と芸術・文化の 

関わりを通して考える 

10．高齢化・貧困問題と芸術・文化（古賀）（藤野） 

  社会包摂・地域共生社会の概念について、高齢者、ホームレスなどの芸術・ 

文化活動を通して考える 

11．災害と芸術・文化（古賀）（藤野） 

  災害時、復興期において芸術・文化が果たすことのできる役割を考える 



 

12．総括/芸術・文化と社会をつなぐアートマネジメントの意義（古賀）（藤野） 

 狭義・広義のアートマネジメントの概念を再整理し、社会におけるアートマ 

ネジメントの意義を確認する。 

         （令和 3年度は藤野、令和 4年度以降は古賀が担当） 

事前･事後 
学習 

・毎回の授業テーマに関連したキーワードについて事前に文献等で学習するこ 
と。 
・次の講義の前に、配布したプリントや参考資料を用いて前回の授業内容を復 
習のこと。 

テキスト 『基礎自治体の文化政策 まちにアートが必要なわけ』（藤野編著、水曜社） 

参考文献 授業内で適宜紹介する 

成績評価 
の 基 準  

授業内で実施する小レポート（40％）、課題レポート（60％）により評価する 

履修上の注意

履修要件  

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



 

授業科目名 パフォーミングアーツ概論 

担当教員 

富田 大介 
藤野 一夫 
児玉 北斗 
李  知映 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 １年第１クォーター 

講義内容 

この授業の目的は、「パフォーミングアーツ」についての視野を広げ、それぞ
れの文脈や背景を含めて、その初歩的な理解を得ることである。内容は、ショ
ービジネスや舞台芸術から、民俗芸能、政治演説・示威運動（デモ）にいたる
まで、人が人前で振る舞う際の技を、そのコンテキストとともに紹介・考察し
てゆく。 

到達目標 ジャンルを問わず、いくつかの事例を、そのコンテキストも含めて説明するこ
とができる。 

授業計画 

01：オリエンテーション（パフォーマンスとパフォーミングアーツ）【富田】 

02：ショービジネス【富田】 

03：舞台芸術【富田】 

04：民俗芸能【富田】 

05：大道芸・ストリートパフォーマンス・政治演説・示威運動【富田】 

06：課外授業（城崎国際アートセンター） & レポート【富田】 

07：レポートの講評と解説、質疑応答、フランスの宮廷バレエ【富田】 

08：ドイツの楽劇【藤野】  

09：韓国の演劇【李】  

10：北米や北欧の現代舞踊【児玉】  

11：復習と理解度チェック（授業内試験）【富田】 

12：試験の講評と解説、質疑応答、総まとめ【富田】 

事前･事後 
学習 

授業毎に指示する（事前・事後学習として週 2 時間程度） 

テキスト 特に指定しない 

参考文献 高橋雄一郎、鈴木健編『パフォーマンス研究のキーワード〜批判的ュラル・ス

タディーズ入門』、世界思想社、2011 年（初版）ほか、適宜紹介する 

成績評価 
の 基 準  

平常点 40%：毎回の授業中の様子や発言、およびリアクションペーパーの質

をもとに判定 
平常試験 60%：授業内試験とレポート（各 30×2） 

履修上の注意

履修要件 初回のオリエンテーション時に授業の進め方や成績評価などの説明をする 

実践的教育 該当しない。 

備考欄 
この授業は富田と児玉、藤野、李のオムニバス（1-7,11-12 が富田、8 が藤野、

9 が李、10 が児玉）である 



授業科目名 文化施設運営論 

担当教員 
尾西 教彰 
近藤 のぞみ 

必修の区分 必修 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ２年第１クォーター 

講義内容 

この科目は、アートマネジャーの最も大切な職能の一つでもある、文化施設
の企画と管理運営のスキル、舞台機構などの技術に関する知識、法規などの制
度面、経営面、ホスピタリティなどの諸側面から論じ、実践に出るための土台
を養成する。 
また、劇場や音楽堂等の文化施設が、地域の文化拠点および社会基盤として

果たすべき役割、今日的課題、将来の可能性について、劇場や創造団体のプロ
デューサー、アーティストといった多様な視点から、グループワークなども取
り入れながら具体的に考え、議論する。 

到達目標 

①文化施設の歴史、運営の仕組みを説明できる。 
②文化施設内の仕事を理解し、専門知識を得る。 
③文化施設の社会的役割について、議論できる。 
④事業企画の立て方について理解し、企画することができる。 
⑤文化施設の機構や設備、活用法について説明できる。 

授業計画 

①ガイダンス（尾西、近藤） 

 

■組織と運営、制作業務について（演劇制作実務を中心に） 

②文化施設という存在 ―歩みと現状、使命と役割―（尾西） 

③文化施設運営の基本 ―財源、組織、施設管理―（尾西） 

④文化施設の事業展開 ―創造、鑑賞、普及、育成―（尾西） 

⑤演劇制作業務の実際 ―兵庫県立劇場の事業を例に―（尾西） 

■事業企画を考える（音楽制作実務を中心に） 

⑥制作実務について１ ―企画の視点（近藤） 

⑦制作実務について２ ―企画・予算の立て方－（近藤） 

⑧制作実務について３ ―広報・宣伝―（近藤） 

⑨制作実務について４ ―営業・票券・表方―（近藤） 

■文化施設を活かす（アーティスト、施設利用者の視点で考える） 

⑩劇場の機構と設備 ―学内劇場を巡って機能・用途・安全を考える― 

（尾西・近藤） 

⑪劇場を活かす、地域を活かす ―地域状況を踏まえた劇場活用を考える― 

（尾西・近藤） 

 

⑫全体のまとめ ―文化施設の役割と課題―（尾西、近藤）  

グループ別発表、試験、レポート 

 

事前･事後 
学習 

事前リサーチや、授業中に配布する資料等による振り返りが求められる。 

テキスト 特になし。 



 

参考文献 適宜指示する。 

成績評価 
の 基 準  

授業への取り組み（40％）、レポート・発表（30％）、テスト（30％） 

履修上の注意

履修要件 劇場プロデュース実習１・２の受講希望者は当科目を受講しておくこと。 

実践的教育 
芸術文化分野の実務経験を持つ教員が、その実務経験を生かして教授すること

から、実践的教育に該当する。 

備考欄 グループワーク及びプレゼンテーションがあります。（⑥－⑫） 



授業科目名 芸術文化と観光 

担当教員 
平田 オリザ 
藤野 一夫 
高橋 一夫 

必修の区分 必修 

単位数 １単位 

授業の方法 講義 

開講年次 １年第１クォーター 

講義内容 

本学での４年間の学びの出発点となる重要な科目である。観光分野と芸

術文化分野という、一般的な通念からすると、その関係性の具体像がなか

なかイメージしにくい二つの分野について、両分野を架橋することが、交

流人口の多い活性化した地域像を創造する源泉になることを学修する。両

分野の政策的な動向、諸外国では当然のように行われている両分野を架橋

する取組み事例、そして国内で一つの象徴的な取組みとなりつつある国際

芸術祭等を取り上げ、両分野の基礎的な理解とともに、それを架橋する意

義を理解できるものとする。 

到達目標 

①地域における、観光分野と芸術文化分野各々の産業的、公共的な意味に 
ついて理解している。 

②両分野の架橋が、地域に新たな価値創造の源泉になることを理解してい 
る。 

③価値創造の考え方とともに、その具体的な展開事例について理解してい 
る。 

④自らが、地域の価値創造に対して、両分野を併せ持った視点から問題意 
識を持つことが出来ている。 

授業計画 

１ 公共政策としての文化観光政策（平田） 

２ 街づくりと観光文化政策（平田） 

３ 観光とエンタテイメント（平田） 

４ 芸術家から見た観光の意味（平田） 

５ 観光事業と観光産業（高橋） 
－地域主体の観光とそれに関わる観光産業－ 

６ 旅行商品の構成要素とそれが消費者に届くまで（高橋） 
－マーケティングのはじめの一歩－ 

７ 観光からみた文化・芸術（高橋） 
－観光と「文化の真正性」について考える－ 

８ フェスティバルにおける観光の役割（高橋） 
－瀬戸内国際芸術祭を事例として－ 

９ 芸術文化政策と観光政策の連携のしくみ（藤野） 
10 文化芸術と観光の同根性と新しい社会システム（藤野） 
11 ドイツ語圏における芸術文化政策と観光政策のしくみ（藤野） 

12 日本における芸術文化政策と観光政策の構築（藤野） 
 

事前･事後 
学習 

 



 

テキスト 授業中に配布 

参考文献 『新しい広場を作る』（岩波書店・平田オリザ） 

成績評価 
の 基 準  

授業での発言・貢献（４０％）、レポート（６０％） 

履修上の注意

履修要件  

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



授業科目名 建築関連法令と著作権 

担当教員 
西村 正喜 
松田 典之 

必修の区分 選択 

単位数 １単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ２年第２クォーター 

講義内容 

本講座では、芸術・文化・観光と建築・著作権についての関わりと、各分野
を運営していくうえで必要となる、建築と各分野の施設に関連する法規制・著
作権に関連する法規制の基礎知識を学ぶものとする。前半では、建築関連法令
を扱う。大きくは「建築基準法」と「消防法」が中心と考え、各施設への法規
制の概要を学ぶ。また、「ハートビル」や「旅館営業」など、他の関係法令に
より建築への対応が求められている事案についても、法規定と併せ「バリアフ
リー」「衛生的な施設」などについて解説する。後半では、著作権を扱う。前
半との関連も意識しつつ「建築の著作物」・観光写真撮影の限界という観点か
ら「写真の著作物」を中心に扱う。また観光案内等作成の必要性から著作者の
権利と何が著作権侵害にあたるかを検討する。更に国際観光を鑑み、著作権の
国際的利用についても解説する。前半・後半を通じて具体的事例を挙げて学生
の理解を深めるようにする。 

到達目標  

授業計画 

１ 芸術・文化・観光と建築の関わりと施設について（概要説明） 

２ 具体的事例の紹介（施設規模・用途・内部に関わる法規定） 

３ その他の関連する法規について（概要説明） 

４ 消防法による規定と具体的事例 

５ 福祉関連・観光業施設営業に関する規定と具体的事例 

６ 前半の総括 

７ 著作権について 

８ 著作物の意義と建築の著作物」・「写真の著作物」 

９ 著作者とその権利の内容 

10 著作者の権利の制限と著作権侵害になる行為 

11 著作権の国際的利用について 

12 後半の総括 

事前･事後 
学習 

 

テキスト  

参考文献  

成績評価 
の 基 準  

 

履修上の注意

履修要件  



    

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



授業科目名 地域創生論 

担当教員 
古賀 弥生 
井上 芳郎 

必修の区分 必修 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ２年第３クォーター 

講義内容 

地域創生とは、人口減少と都市への人口集中、少子高齢化など地域社会が抱え
る課題に対応し、地域がその個性を活かしながら魅力を高めていく取り組みを
指す。地域創生の取り組みは、経済と文化芸術の両面からのアプローチが考え
られ、地域に関わる人々の主体的な活動により支えられるものである。この授
業では、兵庫県内はもとより全国、海外も含めた地域創生事例を取り上げ、経
済と文化を両輪とした地域の持続可能な発展を支える活動について学ぶ。 

到達目標 
・日本各地及び但馬地域における地域課題について、概要を説明できる。 
・地域経済の活性化と芸術文化の関わりについて、事例を挙げて説明できる。 
・特定の地域について、課題の分析とその解決策の提案ができる。 

授業計画 

１．地域創生とはなにか（古賀・井上） 

  言葉の定義と地域創生に関するキーワードを知る 

２．まち・ひと・しごと創生総合戦略について（井上） 

  行政による地域創生施策の現状と課題を学ぶ 

３．地域創生とまちづくり（井上） 

  地域産業振興、企業誘致等による地域創生の事例とその背景を学ぶ 

４．地域創生とひとづくり（井上） 

  大学の役割と地域創生の担い手育成の重要性を学ぶ 

５．地域創生としごとづくり（井上） 

  地域企業、金融機関による地域創生への関わりについて知る 

６．文化芸術の取り組みと地域創生（古賀） 

  「創造的な地域」の事例から、文化芸術の力を活用した地域創生策につい

て学ぶ。 

７．創造都市論（古賀） 

地域政策の中核に文化芸術のクリエイティビティを位置付ける創造都市

論の概念を学び、経済活性化にとどまらない地域発展のあり方を考える 

８．地域創生における連携・協働の重要性（古賀） 

  官・民・学の連携・協働による取り組みの状況とその重要性を知る 

９．但馬地域の地域課題と地域資源（古賀・井上） 

  但馬地域における課題と資源に関する情報収集と整理を行う（グループワ 

ーク） 

１０．但馬地域の地域創生を考える①（古賀・井上） 

  但馬地域における特定の課題にフォーカスし、その解決策に関する提案を 

  行う（グループワーク） 

１１．但馬地域の地域創生を考える②（古賀・井上） 

  但馬地域における地域課題とその解決策に関するプレゼンテーションの 

準備を行う（グループワーク） 

１２．但馬地域の地域創生を考える③・総括（古賀・井上） 

  グループで取り組んだ活動のプレゼンテーションを行い、地域創生に取り 

組むためのポイントをまとめる 



 

事前･事後 
学習 

・毎回の授業テーマに関連したキーワードを提示するので事前に文献等で学習

すること。 
・次の講義の前に、配布したプリントや参考資料を用いて前回の授業内容を復 
習のこと。 

テキスト なし。各回の授業において資料を配付する 

参考文献 授業内で適宜紹介する 

成績評価 
の 基 準  

授業内で実施する小レポート（60％）、プレゼンテーション（20％）、グループ

ワークへの貢献度（20％）により評価する 

履修上の注意

履修要件  

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



 

授業科目名 芸術文化・観光プロジェクト実習１ 

担当教員 

桑原浩   尾西教彰 
近藤のぞみ 小林瑠音 
石井路子  野津直樹 
河村竜也  飛田勘文 
田上豊   中村敏 

必修の区分 必修 

単位数 ２単位 

授業の方法 実習 

開講年次 １年第２クォーター 

講義内容 

芸術文化・観光プロジェクト実習１では、芸術文化と観光の双方の視点を生
かした演劇祭(豊岡演劇祭、鳥の演劇祭、利賀フェスティバル)に係る実習を通
じて、地域における芸術文化・観光プロジェクトの全体像を把握し、企画・運
営の仕方、住民および観客との関わり方等を知る。これによって国際的フェス
ティバルにおける芸術文化と観光との関連性を実感するとともに、両分野の連
携に関する課題を発見し、その解決と新たな展開へ向けての視点を獲得する。
具体的には運営のスタッフとして、国内外からの来場者や海外のアーティスト
の宿泊施設、移動手段における対応など、芸術文化および観光の実務を通じて
演劇祭の全体像を把握する。 

到達目標 

① 国際的な演劇祭における企画・運営の仕方、住民および観客との関わり方
等を通じて、地域における芸術文化・観光プロジェクトの全体像を把握で
きる。 

② 国際的な演劇祭を通じて、交流人口の拡大という観光視点を含め、その課
題を理解することができる。 

③ 国際的な演劇祭を通じて、パフォーミングアーツと結びつくことで生まれ
る観光の新たな価値に気づくことができる。 

授業計画 

実習前の事前学習として、専任教員の指導のもと演劇祭を調査し、実習計画

書を作成する。これを基に専任教員と学生が面談を行い、実務の種類ごとに適

切なグループ分けを行う。実務の種類は、芸術文化分野と観光分野に分かれ、

原則として一定期間ごとにグループ間で実務を交代する。 

実習中は、演劇祭の運営実務に従事し、実習指導者および実習施設職員によ

るレクチャーを受けることによって、各実務の性質や技能を理解し、演劇祭が

持つローカルかつグローバルな意義を学ぶ。期間中は担当する実務を交代する

ことで、幅広く仕事内容を経験し、演劇祭全体を理解できるようにする。 

中間時点及び最終日には、芸術文化と観光の双方の視点から学生による報告

会を実施するほか、最終日には演劇祭主催者等との意見交換会を実施する。 

事後学習として、学生は完了報告書を作成し、芸術文化・観光プロジェクト

の全体像をより深く理解できるように、専任教員による助言・指導を行う。 

事前･事後 
学習 

参加する学生は必ず事前研修を受け、事後に報告会での実習報告を行うこと。 

テキスト 特になし。 

参考文献 適宜指示する。 

成績評価 
の 基 準  

実習の態度（60％）、日誌・レポート（10％）、実習報告（30％） 

履修上の注意

履修要件  

実践的教育 
学外の臨地実務実習先の実習指導者から、実践的な指導を受けながら実習をす

ることから、実践的教育に該当する。 

備考欄  



 

授業科目名 芸術文化・観光プロジェクト実習２ 

担当教員 

桑原浩   尾西教彰 
近藤のぞみ 小林瑠音 
石井路子  野津直樹 
河村竜也  飛田勘文 
田上豊   中村敏 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 実習 

開講年次 ２年第２クォーター 

講義内容 

芸術文化・観光プロジェクト実習１において把握した全体像をふまえ、グル
ープに分かれて基礎的な知識・技能を学ぶ。具体的には、国際的な演劇祭の運
営スタッフとして、個別公演の企画運営、招へい公演の調整、演劇鑑賞者の観
光周遊を促進する広報宣伝業務等の実務を行う。また、中間時点で定期的に各
グループが課題等を共有する場を設定し、芸術文化と観光の双方の視点を生か
した技法についてアイディアを出し合う。これによって、芸術文化・観光プロ
ジェクトが生み出す新たな価値への理解を深め、スタッフワークの実践力の向
上を図る。 

到達目標 

① 演劇祭の全体像をふまえ、アートマネジメント、舞台芸術・技術、観光・
情報など芸術文化分野と観光分野の各実務について基礎的な知識・技能を
身につけることができる。 

② 芸術文化分野と観光分野それぞれの立場から他の実務との連携について
イメージし、芸術文化・観光プロジェクトが生み出す新たな価値を認識す
ることができる。 

授業計画 

実習前の事前学習として、芸術文化・観光プロジェクト実習１において把握

した演劇祭の全体像をふまえ、自分の関心分野を絞り込み、芸術文化分野と観

光分野双方の教員の指導を受けながら実習計画書を作成する。 

実習中は、演劇祭の運営実務に従事し、実習指導者および実習施設職員によ

る指導・助言を受けながら、基礎的な知識・技能を学ぶ。芸術文化分野と観光

分野双方の視点を生かし、運営についてシミュレーションし、具体的な実務や

リスクを予想して対応を考えたり、観客に対して観光情報を提供する仕組みを

考え、実践する。 

中間時点及び最終日には、芸術文化と観光の視点から、学生による報告会を

実施するほか、最終日には演劇祭主催者等との意見交換会を実施する。 

事後学習として、学生は完了報告書を作成し、芸術文化・観光プロジェクト

が生み出す新たな価値を認識することができるように、専任教員による助言・

指導を行う。 

事前･事後 
学習 

参加する学生は必ず事前研修を受け、事後に報告会での実習報告を行うこ

と。 

テキスト 特になし。 

参考文献 適宜指示する。 
成績評価 
の 基 準  

実習の態度（60％）、日誌・レポート（10％）、実習報告（30％） 

履修上の注意

履修要件 芸術文化・観光プロジェクト実習１を履修済であること。 

実践的教育 
学外の臨地実務実習先の実習指導者から、実践的な指導を受けながら実習をす

ることから、実践的教育に該当する。 

備考欄  



授業科目名 芸術文化・観光プロジェクト実習３ 

担当教員 
桑原浩   大社充 
近藤のぞみ 小林瑠音 
野津直樹  飛田勘文 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 実習 

開講年次 ３年第２クォーター 

講義内容 

芸術文化・観光プロジェクト実習２または海外実習で修得した基礎的知識・
技能を踏まえて、芸術文化・観光プロジェクト実習３では、芸術分野および観
光分野を関連させたプロジェクトに、企画運営スタッフの中心として参画す
る。これにより、芸術文化および観光の両分野に必要な知識と技能を修得し、
さらに専門演習や将来の進路と結びつけ、自らの関心分野に即して新たな企画
提案ができるように、専任教員が助言・指導を行う。 
すなわち、実習指導者および実習施設職員が専任教員と協力して企画する芸

術文化・観光プロジェクトに、その中心的運営スタッフとして参画し、実習１
および実習２の実習生のコーディネートを行う。そこで得られた主体的な共創
の経験をもとに、芸術文化と観光の双方の視点から新たな企画提案を行えるよ
うに導く。 

到達目標 

① 芸術文化および観光の両分野に必要な専門的知識と技能を身につけるこ
とができる。 

② 国際的な演劇祭の企画運営スタッフとしてリーダー的な役割を務めるこ
とができる。 

③ 自らの関心、強みを生かし、次年度に向けて芸術文化と観光の双方の視点
から新たな企画を提案できる。 

授業計画 

・実習前の事前学習：実習指導者および実習施設職員が専任教員と協力して企

画する芸術文化・観光プロジェクトに関して概要を理解した上、実習計画を作

成する。実習計画の内容については専任教員による個別面談を行い、適切なグ

ループ分けをする。 

・当該プロジェクトについては、芸術文化分野と観光に分けて立案するが、各

プロジェクトに個別に参画するだけでなく、各プロジェクト間を媒介するアイ

ディアと、それを実現するスキルの発見および開発に最大限の関心を払う。 

・実習中：実習指導者および実習施設職員による指導を受けることで、現場の

中心スタッフとしてプロジェクト運営に従事し、芸術文化と観光の双方の視点

から主体的な提案を行いながら、具体的な実務を行う。その際、実習１および

実習２の学生のコーディネートを行い、プロジェクトリーダーのための資質を

磨く。その間、研修日誌を記録し、適宜実習指導者および専任教員から個別指

導を受ける。いずれのプロジェクトにも、芸術文化分野と観光分野の双方の専

任教員が指導し、実習生が各プロジェクト間を媒介するアイディアを具体化で

きるように導く。 

・中間時点および最終日には、芸術文化と観光の双方の視点から学生による報

告会を実施し、演劇祭主催者や地域住民、他のボランティアとの意見交換会を

実施する。 

・実習後：研修報告書を作成し、実習で得た経験と知識を総括し、次年度に向

けて芸術文化と観光の双方の視点を生かした新たな企画提案ができるよう、専

任教員による助言・指導を行う。 

事前･事後 
学習 

実習計画の作成、実習日報の記録をふまえて中間・最終報告を行う。 



 

テキスト 特になし 

参考文献 授業内で適宜紹介する。 

成績評価 
の 基 準  

実習の態度(40%)、実習日報(20%)、中間・最終報告(20%) 
実習報告書(20%) 

履修上の注意

履修要件 芸術文化・観光プロジェクト実習２又は海外実習を履修済みであること。 

実践的教育 
学外の臨地実務実習先の実習指導者から、実践的な指導を受けながら実習をす

ることから、実践的教育に該当する。 

備考欄  



授業科目名 芸術文化・観光プロジェクト実習４ 

担当教員 
桑原浩   大社充 
近藤のぞみ 小林瑠音 
野津直樹  飛田勘文 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 実習 

開講年次 ４年第２クォーター 

講義内容 

芸術文化・観光プロジェクト実習４は、芸術文化と観光の双方の視点から芸
術文化に磨きをかけ、それを観光に生かすことで地域活力の創出につなげる実
践能力を養う実習である。本プロジェクトに求められる能力は、演劇祭などの
舞台芸術を観光のコンテンツとして活用することだけではない。この能力に
は、観光の視点に立って新たな芸術作品や企画を生み出す創造力も含まれる。 
実習３では、実習指導者および実習施設職員が専任教員と協力して企画した

プロジェクトの中心的運営を担った。その経験から得られた構想をもとに、実
習４では、総合演習とも結びつけ、自らの関心と強みを生かし、芸術文化と観
光の双方の視点を生かした新たな企画を実現するために、学生主体の実習を行
う。 

到達目標 

① 芸術文化と観光の双方の視点を生かし、実現可能な企画を考案することがで

きる。 

② フェスティバルを担う様々な職種の中から、自らのこれまでの学修、関心
と強みをベースに将来のキャリアイメージを描くことができる。 

授業計画 

実習前の事前学習：個別もしくはチームで作成した企画内容について、芸術

文化分野および観光分野の複数の専任教員による助言指導を受けながら、その

運営・実施へ向けて綿密な計画を立てる。 

実習中：実習指導者、実習施設職員および専任教員による助言指導を受けな

がら、企画を運営・実施する。その際に、実習 1〜３の履修学生を可能な範囲

で巻き込み、運営上のリーダーシップをとれるようにする。いずれの企画にも、

芸術文化分野および観光分野双方の専任教員が指導し、各企画が、芸術文化と

観光との相互作用から新たな価値を生み、それを地域経営に活かせるように、

学生を導く。 

中間時点および最終日には、芸術文化と観光の双方の視点から学生による報

告会を実施し、各企画間の情報共有を行う。また、演劇祭主催者や地域住民、

他のボランティアとの意見交換会を実施する。 

実習後：研修報告書を作成し、実習で得た経験と知識を総括し、地域社会へ

向けて芸術文化と観光の双方の視点から新たな企画提案ができるよう、専任教

員による助言・指導を行う。これにより、芸術文化と観光を結びつけたプロジ

ェクトが、コミュニティ再生と経済活性化に寄与する新たな地域システムづく

りを、具体的に提案できるようにする。 

事前･事後 
学習 

実習終了後に、記録等を参考に 1 年間の記録集を作成する。 

テキスト 特になし 

参考文献 授業内で適宜紹介する。 



 

成績評価 
の 基 準  

プレゼンテーション作成資料（30％） 実習日報（30％） 実習報告（40％） 

履修上の注意

履修要件 芸術文化・観光プロジェクト実習３を履修済であること。 

実践的教育 
学外の臨地実務実習先の実習指導者から、実践的な指導を受けながら実習をす

ることから、実践的教育に該当する。 

備考欄  



授業科目名 専門演習 

担当教員 

中尾 清  佐藤善信 

藤野一夫  桑原浩 

熊倉敬聡  古賀弥生 

西﨑伸子  直井岳人 

富田大介  塩川太郎 

大社充   藤本悠 

尾西教彰  杉山至 

福嶋幸太郎 木田真理子 

山中俊之  小熊英国 

髙橋伸佳  細海真二 

必修の区分 必修 

単位数 ４単位 

授業の方法 演習 

開講年次 ３年第１・３クォーター 

講義内容 

 学生が分野の異なる複数の教員による指導を受けながら、芸術文化と観光を
生かして地域活性化につなげる専門的知識の理解を深めるとともに、実行力を
高める。学生は、研究課題の収集や研究方法の検討などをグループで協働して
取り組むことを通じて、意見を調整しながら様々な研究手法を試みるととも
に、課題解決の方策を考える能力の修得を目指す。 
 総合演習を見据えて、学生が関心を抱いた研究テーマに基づき専門演習を選
択し、芸術文化と観光の双方の視点から学修する。具体的には、芸術文化系の
教員と観光系の教員がそれぞれ主指導と副指導のペアーで行うが、グループの
テーマや人数に応じては 3 名以上の教員体制とする。指導教員は適正や能力
を把握した上で、様々な課題を提示し、学生が課題に取り組み、グループワー
クを行った後にとりまとめを行う。 

到達目標 
･芸術文化と観光を生かし、地域活性化や課題解決につながる方策を考えるこ

とができる。 
･総合演習で自身が取り組む課題の方向性を考えることができる。 

授業計画 

第 1クオーター  

1 回  オリエンテーション、テーマ毎にグループ編成 

2 回 先行事例の研究①  

    文化芸術推進計画、舞台芸術、観光事業等に関する文献調査 

3 回 先行事例の研究② 

    事例毎に調査研究を継続して課題の発見 

4 回 グループワーク解析方法の修得① 

    先行事例の研究から発見された課題を解析する方法を、芸術文化及び

観光の観点から解析  

5 回 グループワーク解析方法の修得② 

    課題の解析方法を複眼的に修得 

6 回 グループワーク 

    これまで発見した課題と修得した解析方法をもとに、新たな気づきを

促すと同時に課題を整理 

7 回 研究手法の修得① 

    課題の研究手法を精査し、主指導教員からグループ指導 

8 回 研究手法の修得② 

    課題の研究手法を精査し、副指導教員からグループ指導 

9 回 グループワーク 

    これまで発見した課題と修得した研究手法をもとに、視点を変えて課

題を整理 

 

10 回 研究課題発見方法の修得① 



    新課題についての研究手法を精査し、主指導教員からグループ指導 

11 回 研究課題発見方法の修得② 

    新課題についての研究手法を精査し、副指導教員からグループ指導 

12 回 グループワーク 

    視点を変えた課題の整理 

 

第 3 クオーター 

1 回 先行文献の解読① 

    事例毎に文献の解読を進め、第１クォーターで析出した課題の解決方

法の検討 

2 回 先行文献の解読② 

    さらに事例毎に文献の解読を進め、第１クォーターで析出した課題の

解決方法の検討 

3 回 グループワーク 

    これまでの演習で得られた知見をもとに、課題の解決方法を共同検討 

4 回 情報分析の修得① 

    主指導からグループ指導を受けながら、課題の解決方法の精度を上

げ、アウトプットのための情報を分析 

5 回 情報分析の修得② 

    副指導からグループ指導を受けながら、課題の解決方法の精度を上

げ、アウトプットのための情報を分析 

6 回 グループワーク 

    これまでに修得した課題の解決方法について、解決方法を共有 

7 回 研究成果の取りまとめ方法の修得① 

    課題発見から課題解決に至る研究過程について、グループ全員が協力

して取りまとめ 

8 回 研究成果の取りまとめ方法の修得② 

    課題発見から課題解決に至る研究過程について、グループ全員が協力

して取りまとめ、発表に向けた準備 

9 回 グループワーク 

    グループ全員が協力して発表方法等の検討 

10 回 研究課題の成果発表① 

グループ毎に課題分析結果を発表 

11 回 研究課題の成果発表② 

グループ毎に課題分析結果を発表 

12 回 研究課題の成果発表③ 

グループ毎に課題分析結果を発表、全体講評の実施 

    専門演習を総括し、総合演習に向けて、必要な視点を講評 

 

事前･事後 
学習 

あらかじめ担当教員が指示した資料を読み込み、疑問点や発言内容を整理して

おくこと。 

テキスト 事前に適宜指示する。 

参考文献 事前に適宜指示する。 



 
  

成績評価 
の 基 準  

・グループワークでの貢献度（50パーセント） 

・研究成果の内容（50パーセント） 

評価にあたっては、次の点を重視する。 

芸術文化分野の研究課題においては、観光・経営分野の視点が反映・応用さ

れているか、他方、観光・経営分野の研究課題においては、芸術文化分野の視

点が反映・応用されているか。 

履修上の注意

履修要件 

特になし。 
原則として、専門演習で履修した研究テーマを踏まえ、総合演習の研究テーマ

を選択すること。 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



 
 


