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令和４年６月 10 日 

 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 殿 

 

 

兵庫県公立大学法人 

                     理事長 五百旗頭 真 

 

 

大学等における修学の支援に関する法律第７条第１項の確認に係る申請書 

 

 

○申請者に関する情報 

大学等の名称 芸術文化観光専門職大学 

大学等の種類 

（いずれかに○を付すこと） 
（大学・短期大学・高等専門学校・専門学校） 

大学等の所在地 豊岡市山王町７番５２号 

学長又は校長の氏名 学長 平田 オリザ 

設置者の名称 兵庫県公立大学法人 

設置者の主たる事務所の所在地 神戸市西区学園西町８－２－１ 

設置者の代表者の氏名 五百旗頭 真 

申請書を公表する予定のホーム

ページアドレス 
https://www. at-hyogo.jp 

 
※ 以下のいずれかの□にレ点（☑）を付けて下さい。 
 
□ 確認申請 

大学等における修学の支援に関する法律施行規則第５条第１項に基づき確

認申請書を提出します。 
 
☑ 更新確認申請 

大学等における修学の支援に関する法律施行規則第５条第３項に基づき更

新確認申請書を提出します。 
 
 
※ 以下の事項を必ず確認の上、すべての□にレ点（☑）を付けて下さい。  
☑ この申請書（添付書類を含む。）の記載内容は、事実に相違ありません。 
 
☑ 確認を受けた大学等は、大学等における修学の支援に関する法律（以下「大

学等修学支援法」という。）に基づき、基準を満たす学生等を減免対象者とし

て認定し、その授業料及び入学金を減免する義務があることを承知していま

す。 
 
☑ 大学等が確認を取り消されたり、確認を辞退した場合も、減免対象者が卒業

するまでの間、その授業料等を減免する義務があることを承知しています。 
 



☑ この申請書に虚偽の記載をするなど、不正な行為をした場合には、確認を取

り消されたり、交付された減免費用の返還を命じられる場合があるとともに、

減免対象者が卒業するまでの間、自らが費用を負担して、その授業料等を減免

する義務があることを承知しています。 
 
☑ 申請する大学等及びその設置者は、大学等修学支援法第７条第２項第３号

及び第４号に該当します。 

 

○各様式の担当者名と連絡先一覧 
様式番号 所属部署・担当者名 電話番号 電子メールアドレス 

第１号 教育企画課 谷隈俊幸 0796(34)8125 toshiyuki_yaguma@ofc.u-hyogo.ac.jp 

第２号の１ 教育企画課 谷隈俊幸 0796(34)8125 toshiyuki_yaguma@ofc.u-hyogo.ac.jp 

第２号の２ 教育企画課 谷隈俊幸 0796(34)8125 toshiyuki_yaguma@ofc.u-hyogo.ac.jp 

第２号の３ 教育企画課 谷隈俊幸 0796(34)8125 toshiyuki_yaguma@ofc.u-hyogo.ac.jp 

第２号の４ 教育企画課 谷隈俊幸 0796(34)8125 toshiyuki_yaguma@ofc.u-hyogo.ac.jp 

 

○添付書類 
 
※ 以下の事項を必ず確認し、必要な書類の□にレ点（☑）を付けた上で、これ

らの書類を添付してください。（設置者の法人類型ごとに添付する資料が異な

ることに注意してください。） 
 
「⑴実務経験のある教員等による授業科目の配置」関係 
 
☑ 実務経験のある教員等による授業科目の一覧表《省令で定める単位数等の

基準数相当分》 
 
☑ 実務経験のある教員等による授業科目の授業計画書（シラバス）《省令で定

める単位数等の基準数相当分》 
 
「⑵-①学外者である理事の複数配置」関係 
 
☑ 《一部の設置者のみ》大学等の設置者の理事（役員）名簿 
 
「⑵-②外部の意見を反映することができる組織への外部人材の複数配置」関係  
□ 《一部の設置者のみ》大学等の教育について外部人材の意見を反映すること

ができる組織に関する規程とその構成員の名簿 
 
「⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表」関係 
 
☑ 客観的な指標に基づく成績の分布状況を示す資料 

 
 
☑ 実務経験のある教員等による授業科目の授業計画書（シラバス）《省令で定

める単位数等の基準数相当分》【再掲】 
 
その他 
  
☑ 確認申請を行う年度において設置している学部等の一覧 

 



  

様式第２号の１－①【⑴実務経験のある教員等による授業科目の配置】 
 
 
学校名 芸術文化観光専門職大学 

設置者名 兵庫県公立大学法人 

 

 

１．「実務経験のある教員等による授業科目」の数 

学部名 学科名 

夜間･

通信

制の

場合 

実務経験のある 

教員等による 

授業科目の単位数 

省令

で定

める

基準

単位

数 

配

置

困

難 
全学

共通

科目 

学部

等 

共通

科目 

専門

科目 
合計 

芸術文化・観光学部 芸術文化・観光学科    146 146 13  

（備考） 

 

 

２．「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表の公表方法 

https://www.at-hyogo.jp/admission/tuition.html 

※添付資料１ 参照 

 

 

３．要件を満たすことが困難である学部等 

学部等名  該当なし 

（困難である理由） 

 
  



  

様式第２号の２－①【⑵-①学外者である理事の複数配置】 
 
 

学校名 芸術文化観光専門職大学 

設置者名 兵庫県公立大学法人 

 

 

１．理事（役員）名簿の公表方法 
https://www.u-hyogo.ac.jp/outline/houjin/meibo.html 

 

 

２．学外者である理事の一覧表 

常勤・非常勤の別 前職又は現職 任期 
担当する職務内容 

や期待する役割 

非常勤 
株式会社みなと銀行 

特別顧問 

2020.4 

 ～2023.3 
特命事項 

非常勤 
株式会社ダイセル 

顧問 

2020.4 

 ～2023.3 
特命事項 

非常勤 
学校法人甲南学園 

理事 

2021.4 

 ～2024.3 
特命事項 

（備考） 

※ 添付資料２ 参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

様式第２号の３【⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】 

 

学校名 芸術文化観光専門職大学 

設置者名 兵庫県公立大学法人 

 

 

○厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表の概要 

１．授業科目について、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法

や基準その他の事項を記載した授業計画書(シラバス)を作成し、公表し

ていること。 
（授業計画書の作成・公表に係る取組の概要） 

○授業の方法及び講義内容、到達目標、成績評価の基準等を記載したシラ

バスを作成している。 

・教員への作成依頼時に統一のシラバス記載要領とフォーマットを配布

し、統一性のあるシラバスを作成している。 

・シラバス記載要領において、授業の方法及び内容、到達目標、成績評

価の方法や基準等の記載方針を明示している。 

○教員から提出されたシラバスデータをＰＤＦ化する。 

○４月上旬に当該年度のシラバスについて、履修登録期間前までに学内シ

ステムで学生に公開した後、大学ホームページで公表する。 

授業計画書の公表方法  https://www.at-hyogo.jp/academics/ 

２．学修意欲の把握、試験やレポート、卒業論文などの適切な方法により、

学修成果を厳格かつ適正に評価して単位を与え、又は、履修を認定して

いること。 
（授業科目の学修成果の評価に係る取組の概要） 

○単位認定方針について、以下のとおり学生に明示し実施している。 

・学則に基づいた成績の評価方法及び成績標語に対応した評価基準を規定

し、公表するとともに、入学時に全学生に配布する「履修の手引き」に

掲載している。 

・「講義内容」及び「到達目標」に対応した「成績評価の基準」を記載する

こととし、記載要領に従って各教員がシラバスを作成し、成績評価を行

っている。 

・成績に関する不服申立てが組織的な対応となるよう、「成績に対する確認

及び不服申立てに関する要綱」を開学時から施行・運用している。 



  

３．成績評価において、ＧＰＡ等の客観的な指標を設定し、公表するとと

もに、成績の分布状況の把握をはじめ、適切に実施していること。 
（客観的な指標の設定・公表及び成績評価の適切な実施に係る取組の概要） 

○ＧＰＡ制度を導入しており、算出方法については、ＧＰＡ制度要綱を策

定し、公表している。 

○ＧＰＡ制度要綱で定める算出方法を成績管理システムに登録し、全学生

のＧＰＡデータを確認できるようにしている。 

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 
https://www.at-

hyogo.jp/academics/uploads/risyuutetudukikitei.pdf 

４．卒業の認定に関する方針を定め、公表するとともに、適切に実施して

いること。 
（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要） 

○全学及び学部毎にディプロマポリシーを大学ホームページで公表すると

ともに、入学時に全学生に配布する「履修の手引き」に掲載している。 

○卒業認定方針については、各学部規程において、学則に基づいた卒業要

件（必要単位数）を規定し公表するとともに、入学時に全学生に配布す

る「履修の手引き」に掲載している。 

〇卒業認定は、学生の単位取得状況に関するデータを教務委員会が詳細に

確認し、教授会で最終確認している。 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 
https://www.at-

hyogo.jp/academics/uploads/gakusoku%2026jou.pdf 

 

  



  

様式第２号の４－①【⑷財務・経営情報の公表(大学・短期大学・高等専門学校)】 
 
※大学・短期大学・高等専門学校は、この様式を用いること。専門学校は、様式第２号の４

－②を用いること。 

学校名 芸術文化観光専門職大学 

設置者名 兵庫県公立大学法人 
 

 

１．財務諸表等 

財務諸表等 公表方法 

貸借対照表 

https://puc-hyogo.ac.jp/public/zaimu/ 
収支計算書又は損益計算書 

財産目録 

事業報告書 

監事による監査報告（書） 

 

 

２．事業計画（任意記載事項） 

単年度計画（名称：令和４年度 年度計画  対象年度：令和４年度） 

公表方法：https://www.at-hyogo.jp/about/goal.html 

中長期計画（名称：第二期中期計画（変更後）対象年度：平成 31 年度～令和６年度） 

公表方法：https://www.at-hyogo.jp/about/goal.html 

 

 

３．教育活動に係る情報 

（１）自己点検・評価の結果 

公表方法：https://www.at-hyogo.jp/about/goal.html 

 

 

（２）認証評価の結果（任意記載事項） 

公表方法：※新設大学のため機関別認証評価未実施 

 

  



  

（３）学校教育法施行規則第 172 条の２第 1項に掲げる情報の概要 

 

①教育研究上の目的、卒業の認定に関する方針、教育課程の編成及び実施に関す

る方針、入学者の受入れに関する方針の概要 

学部等名 芸術文化・観光学部 

教育研究上の目的 

（公表方法： https://www.at-hyogo.jp/about/kohyo.html） 
（概要） 

地域活性化における芸術文化と観光の果たす役割を理解し、両分野の視

点を生かし、芸術文化と観光に関する事業活動を推進することで地域の新

たな活力を創出する専門職業人を養成する。 

卒業の認定に関する方針 

（公表方法：https://www.at-hyogo.jp/academics/uploads/gakusoku%2026jou.pdf） 

（概要） 

本学のディプロマ・ポリシーについては、所定の規定に基づき、４年以上

在学し、134 単位の取得をし、次に掲げる能力・資質を備えた学生に学位を

授与する。 

 

ア 各専攻に共通するディプロマ・ポリシー 

対話的コミュニケーションを厭わず、他者と協調・協働して行動するこ

とができること。また、地域活性化における芸術文化と観光の果たす役割

を理解したうえで、地域と協働し、ユニバーサルな視点で社会的な課題に

取り組み、地域に新たな活力を創出しようとする意欲を持っていること。

これらは、いずれの分野を主たる専攻とする学生においても共通に求め

られる能力である。 

具体的な共通するディプロマ・ポリシーとしては、 

(ｱ) 基礎的な知識・技能及び対話的コミュニケーション能力 

ａ 学士（専門職）として必要となる教養、言語・情報リテラシーを身に

付け、状況に応じて活用することができる。 

ｂ 多様なステークホルダーの考え方や立場を理解した上、対話を通じ

て合意形成に導く技能を身に付けている。 

(ｲ) 価値創造の能力 

ａ 芸術文化及び観光が地域の活性化にどのような役割を果たすかにつ

いて問題意識を持ち、それを追究していく強い意志を持っている。 

ｂ マネジメント、アカウンティング、事業創造に関する基礎的な理論・

知識を身に付け、事業活動について継続性を担保する手法や、新たな価

値を生み出していく意義について理解している。 

ｃ 芸術文化及び観光に関する知見を生かし、芸術文化と観光に関する

事業活動を通じて交流人口を拡大し、地域を活性化する方策を考える

ことができる。 

(ｳ) 地域においてユニバーサルな社会づくりを推進する能力 

ａ 多様性を理解し、共感し、他者と協調・協働して行動することができ、



  

相互に支え合い、一人ひとりが持てる力を発揮し、活動できる社会づく

りに取り組む姿勢を有している。 

ｂ 率先して、安心・安全の確保、環境の保全・改善に取り組む姿勢を有

している。 

 

イ 主となる専攻が芸術文化分野の学生のディプロマ・ポリシー 

演劇を中心とした舞台芸術の学修によって培われる物語をつくる創話

性、合意を形成する協働性を基盤に、さまざまな芸術文化と地域社会をコ

ーディネートし、地域社会の課題を解決できる能力を身につける。また、

その際に観光分野に蓄積されている知見を活用することで、芸術文化の

新たな展開とそれに基づく地域の課題解決をより一層強く進めることが

できる者に学位を授与する。 

(ｱ) 芸術文化マネジメント能力 

ａ 文化施設の運営及び舞台芸術を中心に芸術文化に関する専門的知識

を身に付け、芸術文化の力を広く社会に開き、地域の活性化に生かそう

とする態度を有している。 

ｂ 地域固有の文化資源を芸術的観点から再発見し、芸術によって生み

出される価値を付与することで、その芸術文化資源の発見・活用・発信

の実務に適用していくことができる。 

ｃ 独創的かつ先端的な芸術文化の創造に取り組む姿勢を有している。 

ｄ 地域社会の課題を芸術文化の視点から見つけ、解決しようとするリ

ーダーとしての姿勢を有している。 

(ｲ) 芸術文化学士（専門職）に求められる観光マネジメント能力 

ａ 芸術文化活動を社会に広く発信するための基礎的なマーケティング

能力を身に付けている。 

ｂ 観光地域づくりや観光産業を取り巻く現状や課題を理解し、芸術文

化による地域の活性化の実務に適用できる。 

ｃ 地域の観光関連事業者の考え方や立場を理解し、連携することがで

きる。 

 

ウ 主となる専攻が観光分野の学生のディプロマ・ポリシー 

豊かな地域の資源と世界の多様な価値観への理解を礎に、観光による

地域の活性化に主体的に取り組む協働能力、観光業界で活躍するための

多角的な思考能力を身につける。また、芸術文化分野での知見をいかし観

光分野での新たな価値をつくり出す創造性の開発を進めることができる

者に学位を授与する。 

(ｱ) 観光マネジメント能力 

ａ 観光の事業特性を理解し、他産業とのマネジメントの違いが理解で

きる。 

ｂ 観光地域づくりの意義を理解し、観光を通じて地域の活性化を図っ

ていこうとする態度を有する。 

ｃ マーケティング、経営学の基礎的な知識・理論を身につけ、観光事業

の実務に適用していくことができる。 



  

ｄ 観光ビジネスにおける現実の課題を解決するための総合的判断がで

きる 

(ｲ) 観光学士（専門職）に求められる芸術文化マネジメント能力 

ａ 文化施設の運営及び舞台芸術を中心に芸術文化に関する基礎的な知

識を身に付けて、芸術文化を観光に生かし、地域の活性化を図ろうとす

る態度を有している。 

ｂ 日本における文化政策や芸術文化を取り巻く現状や課題を理解した

うえで、観光産業における実務に適用できる。 

ｃ 芸術文化が社会に果たす役割を理解して、地域の魅力づくりにつな

げようとする姿勢を有している。 

教育課程の編成及び実施に関する方針 
（公表方法：https://www.at-hyogo.jp/about/policy.html） 

（概要） 

ア 基礎科目 

① 生涯にわたり自らの資質を向上させ、社会的及び職業的自立を図る

ための基礎となるリテラシーを身に付けさせる科目で構成する。そこ

で、語学力を強化する科目、情報処理能力を養成する科目を配置する。 

② 特に重要なリテラシーとして対話的コミュニケーション能力を身に

付けさせる科目として、コミュニケーション演習を配置する。 

③ 新たな価値創造につながる着想や思考を喚起する創造性を喚起させ

るための科目で構成する。そこで、知的創造性科目を配置する。 

 

イ 職業専門科目 

（芸術文化分野を主となる専攻とする場合） 

① 芸術文化マネジメント能力を養成する科目 

・文化施設の運営及び舞台芸術を中心に芸術文化に関する専門的知識・

技能を身に付けさせるとともに、舞台芸術を中心とした活動を通じ

て芸術文化の振興及び地域の活性化に寄与する実践的な方法論を修

得させる科目 

・芸術文化に関する幅広い知識・技能を身に付けさせるとともに、芸術

文化が社会に果たす役割を考察させる科目 

② 観光マネジメント能力を養成する科目 

・観光におけるマネジメントの基礎的な専門知識・技能を身に付けさせ

るとともに、観光地域づくりや観光産業を取り巻く現状や課題を考

察させる科目 

 

（観光分野を主となる専攻とする場合） 

① 観光マネジメント能力を養成する科目 

・観光に関する幅広い知識を身に付けさせるとともに、観光地域づくり

や観光産業を取り巻く現状や課題を考察させる科目 

・観光地域及び観光産業におけるマーケティング、マネジメントに関す

る専門的な知識・技能を身に付けさせ、観光産業の生産性と地域にお

ける観光の活性化の向上のための方法論や、課題解決の能力を修得



  

させる科目 

② 芸術文化マネジメント能力を養成する科目 

・文化施設の運営及び舞台芸術を中心に芸術文化に関する基礎的な専

門知識・技能を身に付けさせるとともに、芸術文化が社会に果たす役

割を考察させる科目 

 

（各専攻に共通） 

① 価値創造の能力を養成する科目で構成する。そこで、次に掲げる科目

を配置する。 

・地域を取り巻く現状や課題を考察させるとともに、地域創生に関する

知識・技能、課題解決のための方法論を身に付けさせる科目 

・基礎的な経営の知識・技能を身に付けさせる科目 

・芸術文化と観光による新たな価値創造の好循環が地域創生に果たす

役割、意義を理解させ、芸術文化及び観光の視点を生かして地域活性

化に取り組む能力を養成する科目 

 

ウ 展開科目 

① 専門職業人として創造的役割を果たすための応用能力として、地域

においてユニバーサルな社会づくりを推進する能力を養成する科目で

構成する。そこで、次に掲げる科目を配置する。 

・年齢層、障害の有無、文化や風土、国籍の違いなどにかかわりなく、

全ての人々が地域社会の一員として尊重され、お互いに支え合い一

人ひとりが持てる力を発揮し、自分らしく生き抜くことができる社

会づくりに関する知識を身に付けさせる科目 

・環境保全にも配意した安全で安心な暮らしが確保され、全ての人々に

とって利用しやすく、質が高い、持続可能な社会づくりに関する知識

を身に付けさせる科目 

 

エ 総合科目 

① 基礎科目、職業専門科目、展開科目の学修内容を総合し、芸術文化及

び観光の双方の視点を生かして新たな価値を創造し、地域の活力を創

出する方策を考える力を養成する科目を配置する。 

演習を通じて芸術文化と観光に関する諸課題を設定し、その解決策

を立案し、発表、成果をとりまとめさせ、専門職業人として実践的かつ

応用的な能力を総合的に養成する。 

入学者の受入れに関する方針 
（公表方法：https://www.at-hyogo.jp/about/uploads/acceptance-of-students.pdf） 

（概要） 

本学の教育目標に理解を示し、学修に取り組もうとする、次のような資

質・能力・態度を備えた者を受け入れることとする。 

① 高等学校で習得すべき基礎学力を身に付けている人（知識・技能） 

② 専門職大学での学修に必要となる柔軟な思考による創造力、判断力、

リーダーシップ、コミュニケーション能力を身に付けている人（思考



  

力・判断力・表現力） 

③ 芸術文化及び観光に関する専門的知識・技能を身に付けた上、その知

見を生かして新たな価値創造に挑戦し、地域の活性化を図りたいとい

う強い意欲を持っている人（主体性・協働性） 

④ 多様な価値観に対する理解を深め、自分と異なる価値観や文化的な

背景を持った人々とも交流を促進しようとする強い意欲と、相互に支

え合いながら他者と協働して行動しようとする寛容性を持っている人

（主体性・多様性・協働性） 

 

 

②教育研究上の基本組織に関すること 

公表方法：https://www.at-hyogo.jp/about/kohyo.html 

 

  



  

③教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 

a.教員数（本務者） 

学部等の組織の名称 
学長・ 

副学長 
教授 准教授 講師 助教 

助手 

その他 
計 

－ 3 人 － 3 人

芸術文化・観光学部 － 11 人 7 人 12 人 7人 1人 38 人

 － 人 人 人 人 人 人

b.教員数（兼務者） 

学長・副学長 学長・副学長以外の教員 計 

人 0人 0人

各教員の有する学位及び業績 

（教員データベース等） 

公表方法： 

https://www.at-hyogo.jp/facility/uploads/2021-seeds.pdf 

c.ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）の状況（任意記載事項） 

・全ての授業を対象とする教員間の授業参観を実施し、授業改善につなげるなど、教育の質の向上に取り

組んでいる。 

 

 

 

④入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに

進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること 
a.入学者の数、収容定員、在学する学生の数等 

学部等名 
入学定員 

（a） 

入学者数 

（b） 

b/a 収容定員 

（c） 

在学生数 

（d） 

d/c 編入学 

定員 

編入学 

者数 

芸術文化・ 

観光学部 80 人 84 人 105％ 320 人 166 人 51.9％ －人 －人

合計 80 人 84 人 105％ 320 人 166 人 51.9％ －人 －人

（備考） 

令和３年４月開学のため学年進行期間２年目 

 

 

b.卒業者数、進学者数、就職者数 

学部等名 

 

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 
人

（100％）

人

（  ％）

人

（  ％）

人

（  ％）

 
人

（100％）

人

（  ％）

人

（  ％）

人

（  ％）

合計 
人

（100％）

人

（  ％）

人

（  ％）

人

（  ％）

（主な進学先・就職先）（任意記載事項） 

（備考） 

   

 

  

※新設大学のため記載不要 



  

c.修業年限期間内に卒業する学生の割合、留年者数、中途退学者数（任意記載事項） 

学部等名 
入学者数 

修業年限期間内 

卒業者数 
留年者数 中途退学者数 その他 

 
人

（100％）

人

（  ％）

人

（  ％）

人

（  ％）

人

（  ％）

 
人

（100％）

人

（  ％）

人

（  ％）

人

（  ％）

人

（  ％）

合計 
人

（100％）

人

（  ％）

人

（  ％）

人

（  ％）

人

（  ％）

（備考） 

 

 

⑤授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること 
（概要） 

○授業の方法及び講義内容、到達目標、成績評価の基準等を記載したシラバスを作成している。

・教員への作成依頼時に統一のシラバス記載要領とフォーマットを配布し、統一性のあるシ

ラバスを作成している。 

・シラバス記載要領において、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法や基準等の

記載方針を明示している。 

○教員から提出されたシラバスデータをＰＤＦ化する。 

○４月上旬に当該年度のシラバスについて、履修登録期間前までに学内システムで学生に公開

した後、大学ホームページで公表する。 

 

 

⑥学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること 
（概要） 

○ディプロマポリシーを大学ホームページで公表するとともに、入学時に全学生に配布す

る「履修の手引き」に掲載している。 

○卒業認定方針については、学則に基づいた卒業要件（必要単位数）を規定し公表すると

ともに、入学時に全学生に配布する「履修の手引き」に掲載している。 

〇卒業認定は、学生の単位取得状況に関するデータを教務委員会が詳細に確認し、教授会

で最終確認する予定。 

学部名 学科名 
卒業に必要となる 

単位数 

ＧＰＡ制度の採用 

（任意記載事項） 

履修単位の登録上限 

（任意記載事項） 

芸術文化・観光 

学部 

芸術文化・観光 

学科 
134 単位 有・無 48 単位

 単位 有・無 単位

 
 単位 有・無 単位

 単位 有・無 単位

ＧＰＡの活用状況（任意記載事項） 

・「ＧＰＡ制度要綱」を作成のうえ、入学時に全学生に配

布する「履修の手引き」に掲載し、ガイダンスで説明し

ている。 
公表方法：  

学生の学修状況に係る参考情報 

（任意記載事項）
公表方法： 

 

 

 



  

⑦校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること 

公表方法：https://www.at-hyogo.jp/facility/campus.html 

 

 

⑧授業料、入学金その他の大学等が徴収する費用に関すること 

学部名 学科名 
授業料 

（年間） 
入学金 その他 備考（任意記載事項） 

芸術文化・

観光学部 

芸術文化・

観光学科 
535,800 円 282,000 円 － 円県外者の入学金は 423,000 円 

 

 

⑨大学等が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 
a.学生の修学に係る支援に関する取組 

（概要） 

・学生情報システムを導入し、学生が web 上でシラバス検索・閲覧、履修登録、単位修得状

況の確認などができる。 

・経済的な事情等により、授業料等の納付が困難である学生の修学を支援するための措置と

して、学則、授業料等に関する規程等に基づき、授業料の免除等（全額免除・半額免除・

延納・分納）を実施（国制度の対象外の学生） 

〔主な対象者〕 

生活保護法に規定する生活扶助を受けるものと同一世帯内にある者 

経済的事情により学費の負担が著しく困難な者 

学資を主として負担している者が天災その他の災害により授業料の納付が困難な者 等 

b.進路選択に係る支援に関する取組 

（概要） 

キャリアガイダンスや各種就職対策講座の開催、業界研究や企業説明会の開催、就職関連

情報（求人・企業情報、インターンシップ情報、ＯＢＯＧ情報など）の発信、個別相談の実

施など、就職に関する様々な支援を実施する。 

地元企業を中心としたマッチングイベントの開催、各種就職支援システムの活用による情

報発信力の強化、卒業生への就職支援等、学生に対する総合的なキャリア形成・就職支援を

展開する予定。 

c.学生の心身の健康等に係る支援に関する取組 

（概要） 

全学生に対し健康診断に併せて健康調査（アンケート）を実施するなど、学生の健康状態

等の把握に努めるとともに、教員と職員による学生相談及び支援体制の強化、心理的な問題

を抱える学生に対するカウンセリング事業の拡充、障害学生の支援体制の構築など、学生の

多様なニーズに対応する学生生活支援の充実に努めている。 

 

 

⑩教育研究活動等の状況についての情報の公表の方法 

公表方法：https://www.at-hyogo.jp/about/kohyo.html 

 

 

 

 



（別紙）

※ この別紙は、更新確認申請書を提出する場合に提出すること。

※

１．前年度の授業料等減免対象者及び給付奨学生の数

※

※ 備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

学校コード F128210111906

（備考）

内
訳

―

―

家計急変による
支援対象者（年間）

0人

25人

第Ⅱ区分

第Ⅲ区分

合計（年間）

（２）適格認定における学業成績の判定の結果、学業成績が廃止の区分に該当したこ
とにより認定の取消しを受けた者の数

年間 0人

以下に掲げる人数を記載すべき全ての欄について、該当する人数が1人以上10人以下の場合に
は、当該欄に「－」を記載すること。該当する人数が0人の場合には、「0人」と記載するこ
と。

本表において、第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分とは、それぞれ大学等における修学の支
援に関する法律施行令（令和元年政令第４９号）第２条第１項第１号、第２号、第３号
に掲げる区分をいう。

２．前年度に授業料等減免対象者としての認定の取消しを受けた者及び給付奨学生認
定の取消しを受けた者の数

（１）偽りその他不正の手段により授業料等減免又は学資支給金の支給を受けたこと
により認定の取消しを受けた者の数

年間

25人

後半期

12人

―

―

―

学校名

設置者名

芸術文化観光専門職大学

兵庫県公立大学法人

前半期

支援対象者（家計急変
による者を除く）

13人

―第Ⅰ区分



※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

年間 前半期 後半期

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

（備考）

（備考）

短期大学（修業年限が２年のものに限り、認定専
攻科を含む。）、高等専門学校（認定専攻科を含
む。）及び専門学校（修業年限が２年以下のもの

に限る。）

右以外の大学等

後半期前半期年間

修業年限で卒業又は修
了できないことが確定

修得単位数が標準単位
数の５割以下

（単位制によらない専門学校
にあっては、履修科目の単位
時間数が標準時間数の５割以

下）

出席率が５割以下その
他学修意欲が著しく低

い状況

0人

0人

「警告」の区分に連続
して該当

（３）退学又は停学（期間の定めのないもの又は３月以上の期間のものに限る。）の
処分を受けたことにより認定の取消しを受けた者の数

計

0人

0人

0人

退学 0人

３月以上の停学 0人

年間計 0人

上記の（２）のうち、学業成績が著しく不良であると認められる者であって、当該学業成
績が著しく不良であることについて災害、傷病その他やむを得ない事由があると認められ
ず、遡って認定の効力を失った者の数

右以外の大学等
短期大学（修業年限が２年のものに限り、認定専攻科を含

む。）、高等専門学校（認定専攻科を含む。）及び専門学校（修
業年限が２年以下のものに限る。）

0人



※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

４．適格認定における学業成績の判定の結果、警告を受けた者の数

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

（備考）

（備考）

訓告 0人

年間計 0人

３．前年度に授業料等減免対象者としての認定の効力の停止を受けた者及び給付奨学
生認定の効力の停止を受けた者の数

停学（３月未満の期間のものに限る。）又は訓告の処分を受けたことにより認定の
効力の停止を受けた者の数

３月未満の停学 0人

修得単位数が標準単位
数の６割以下

（単位制によらない専門学校
にあっては、履修科目の単位
時間数が標準時間数の６割以

下）

0人

ＧＰＡ等が下位４分の
１

―

右以外の大学等

短期大学（修業年限が２年のものに限り、認定専
攻科を含む。）、高等専門学校（認定専攻科を含
む。）及び専門学校（修業年限が２年以下のもの

に限る。）

年間 前半期 後半期

計 ―

出席率が８割以下その
他学修意欲が低い状況

0人



教員氏名 単位数

平田オリザ、杉山至、石井路子、山内健司、田上豊、河村竜也 3

野津直樹 2

野津直樹 2

小熊英国 2

福嶋幸太郎 2

瓶内栄作、細海真二 2

大社充、小熊英国、髙橋伸佳 2

小熊英国 2

児玉北斗 2

尾西教彰、近藤のぞみ 2

平田オリザ 1

尾西教彰、近藤のぞみ、野津直樹、石井路子、田上豊、河村竜也 2

尾西教彰、近藤のぞみ、野津直樹、石井路子、田上豊、河村竜也 2

大社充、近藤のぞみ、野津直樹 2

大社充、近藤のぞみ、野津直樹 2

山中俊之 2

福嶋幸太郎 2

福嶋幸太郎 2

瓶内栄作、三浦健太 2

山中俊之、中村嘉雄 2

福嶋幸太郎、瓶内栄作、三浦健太、中村嘉雄、細海真二 2

瓶内栄作、三浦健太、中村嘉雄 2

野津直樹 2

髙橋伸佳 2

小熊英国 2

髙橋伸佳 2

髙橋伸佳 2

大社充 2

山中俊之 2

小熊英国、中村嘉雄 2

小熊英国、中村嘉雄 2

小熊英国 2

小熊英国 2

髙橋伸佳 4

髙橋伸佳 4

小熊英国、髙橋伸佳 8

髙橋伸佳 2

大社充、髙橋伸佳、中村嘉雄 2

野津直樹 2

大社充 2

近藤のぞみ 2

杉山至、河村竜也 2

平田オリザ 2

杉山至 2

石井路子 2

木田真理子、山内健司 2

児玉北斗 2

児玉北斗 2

杉山至 2

石井路子 2

杉山至、尾西教彰、木田真理子、近藤のぞみ、児玉北斗、石井路子、山内健司、田上豊、河村竜也
2

杉山至、尾西教彰、木田真理子、近藤のぞみ、児玉北斗、石井路子、山内健司、田上豊、河村竜也
2

杉山至、尾西教彰、木田真理子、近藤のぞみ、児玉北斗、石井路子、山内健司、田上豊、河村竜也
2

杉山至、尾西教彰、木田真理子、近藤のぞみ、児玉北斗、石井路子、山内健司、田上豊、河村竜也
2

杉山至、尾西教彰、木田真理子、近藤のぞみ、児玉北斗、石井路子、山内健司、田上豊、河村竜也
2

尾西教彰、近藤のぞみ 2

尾西教彰、近藤のぞみ 2

近藤のぞみ 2

尾西教彰、近藤のぞみ 4

実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

舞台美術論

演劇教育論

舞台芸術実習Ｄ

劇場プロデュース実習１

劇場プロデュース実習２

芸
術
文
化
系
科
目
群

職
業
理
論
科
目

世界の文化政策

舞台芸術入門

演劇入門

文化政策実習

総合芸術文化実習

職
業
実
践
科
目

舞台芸術基礎実習

舞台芸術実習Ａ

舞台芸術実習Ｂ

舞台芸術実習Ｃ

空間デザイン入門

演劇教育入門

演技論

身体表現論

舞台芸術論

宿泊産業論

エリアマネジメント論

デスティネーションマネジメント論

マネジメントキャリア英語

宿泊業実習２

観光交通業実習２

旅行事業実習１

旅行事業実習２

宿泊業実習１

観光プロジェクト立案演習

ホスピタリティ実習

観光プロモーション演習

デスティネーション実習

観光情報演習

地域創生実習

創造性開発演習

地域イノベーション実習

地域連携実習

②
職
業
専
門
科
目

観
光
系
科
目
群

職
業
理
論
科
目

観光交通論

ニューツーリズム論

旅行産業論

②
職
業
専
門
科
目

パフォーミングアーツ概論

文化施設運営論

芸術文化と観光

職
業
実
践
科
目

観光交通業実習１

芸術文化・観光プロジェクト実習１

芸術文化・観光プロジェクト実習２

芸術文化・観光プロジェクト実習３

芸術文化・観光プロジェクト実習４

共
通

職
業
理
論

科
目

リーダーシップ論

アントレプレナーシップ論

ビジネスアカウンティング論

職
業
実
践

科
目

コ
ア
科
目
群

マネジメント入門

アカウンティング入門

事業創造入門

観光事業概論

観光サービスマネジメント論

科目区分 科目名

①
基
礎

科
目

リ

テ

ラ

シ

❘

科

目

コミュニケーション演習

情報処理演習

ICT演習



木田真理子、児玉北斗 2

山内健司、田上豊 2

石井路子、田上豊 2

山内健司、田上豊 2

田上豊 2

木田真理子 2

児玉北斗 2

木田真理子 2

山中俊之 2
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ダンスワークショップ実習Ａ

ダンスワークショップ実習Ｂ

ダンスワークショップ実習Ｃ

③
展
開
科
目

世界を知る

合計単位数

②
職
業
専
門
科
目

芸
術
文
化
系
科
目
群

職
業
実
践
科
目

身体コミュニケーション実習

演劇ワークショップ実習Ａ

演劇ワークショップ実習Ｂ

演劇ワークショップ実習Ｃ

演劇ワークショップ実習Ｄ



教員氏名

平田オリザ、杉山至、石井路子、山内健司、田上豊、河村竜也

野津直樹

野津直樹

福嶋幸太郎

瓶内栄作

大社充、小熊英国、髙橋伸佳

小熊英国

児玉北斗

尾西教彰、近藤のぞみ

平田オリザ

尾西教彰、近藤のぞみ、野津直樹、石井路子、田上豊、河村竜也

尾西教彰、近藤のぞみ、野津直樹、石井路子、田上豊、河村竜也

大社充、近藤のぞみ、野津直樹

大社充、近藤のぞみ、野津直樹

山中俊之

福嶋幸太郎

福嶋幸太郎

瓶内栄作

山中俊之、中村嘉雄

福嶋幸太郎、瓶内栄作、中村嘉雄

瓶内栄作、中村嘉雄

野津直樹

髙橋伸佳

実務経験のある教員等による授業科目の一覧表
科目区分 科目名

①
基
礎

科
目

リ
テ
ラ
シ
❘

科
目

コミュニケーション演習

情報処理演習

ICT演習

芸術文化・観光プロジェクト実習１

芸術文化・観光プロジェクト実習２

芸術文化・観光プロジェクト実習３

芸術文化・観光プロジェクト実習４

共
通

職
業
理
論

科
目

リーダーシップ論

アントレプレナーシップ論

ビジネスアカウンティング論

職
業
実
践

科
目

アカウンティング入門

事業創造入門

観光事業概論

観光サービスマネジメント論

地域創生実習

創造性開発演習

地域イノベーション実習

地域連携実習

 

観光交通論

ニューツーリズム論

パフォーミングアーツ概論

文化施設運営論

芸術文化と観光



小熊英国

髙橋伸佳

髙橋伸佳

大社充

山中俊之

小熊英国、中村嘉雄

小熊英国、中村嘉雄

小熊英国

小熊英国

髙橋伸佳

髙橋伸佳

小熊英国、髙橋伸佳

髙橋伸佳

大社充、髙橋伸佳、中村嘉雄

野津直樹

大社充

近藤のぞみ

杉山至、河村竜也

平田オリザ

杉山至

石井路子

木田真理子、山内健司

児玉北斗

児玉北斗

杉山至

石井路子

②
職
業
専
門
科
目

観
光
系
科
目
群

 
 
 
職
業
理
論
科
目

旅行産業論

職
業
実
践
科
目

観光交通業実習１

観光プロジェクト立案演習

ホスピタリティ実習

観光プロモーション演習

デスティネーション実習

観光情報演習

宿泊産業論

エリアマネジメント論

デスティネーションマネジメント論

マネジメントキャリア英語

宿泊業実習２

観光交通業実習２

旅行事業実習１

旅行事業実習２

宿泊業実習１

職
業
理
論
科
目

世界の文化政策

舞台芸術入門

演劇入門

空間デザイン入門

演劇教育入門

舞台芸術論

舞台美術論

演劇教育論

 
 
 
 
 
 
 
芸
術
文
化
系
科
目
群

演技論

身体表現論



杉山至、尾西教彰、木田真理子、近藤のぞみ、児玉北斗、
石井路子、山内健司、田上豊、河村竜也

杉山至、尾西教彰、木田真理子、近藤のぞみ、児玉北斗、
石井路子、山内健司、田上豊、河村竜也

杉山至、尾西教彰、木田真理子、近藤のぞみ、児玉北斗、
石井路子、山内健司、田上豊、河村竜也

杉山至、尾西教彰、木田真理子、近藤のぞみ、児玉北斗、
石井路子、山内健司、田上豊、河村竜也

杉山至、尾西教彰、木田真理子、近藤のぞみ、児玉北斗、
石井路子、山内健司、田上豊、河村竜也

尾西教彰、近藤のぞみ

尾西教彰、近藤のぞみ

近藤のぞみ

尾西教彰、近藤のぞみ

木田真理子、児玉北斗

山内健司、田上豊

石井路子、田上豊

山内健司、田上豊

田上豊

木田真理子

児玉北斗

木田真理子

山中俊之

職
業
実
践
科
目

舞台芸術基礎実習

舞台芸術実習Ａ

舞台芸術実習Ｂ

舞台芸術実習Ｃ

舞台芸術実習Ｄ

劇場プロデュース実習１

劇場プロデュース実習２

文化政策実習

ダンスワークショップ実習Ａ

ダンスワークショップ実習Ｂ

ダンスワークショップ実習Ｃ

③
展
開
科
目

世界を知る

合計単位数

総合芸術文化実習

②
職
業
専
門
科
目

芸
術
文
化
系
科
目
群

職
業
実
践
科
目

身体コミュニケーション実習

演劇ワークショップ実習Ａ

演劇ワークショップ実習Ｂ

演劇ワークショップ実習Ｃ

演劇ワークショップ実習Ｄ



単位数

3

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2



2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

8

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2



2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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授業科目名 コミュニケーション演習 

担当教員 

平田 オリザ  
杉山 至 
平田 知之 
石井 路子 
山内 健司 
田上 豊 
河村 竜也  

必修の区分 必修 

単位数 ３単位 

授業の方法 演習 

開講年次 １年第１・３クォーター 

講義内容 

  本講座は､メタワークショップと呼ばれる手法を用いて､実際に身体を動か

す演劇やダンスのワークショップと、パフォーミングアーツの基礎的な理論に

関する講義を交互に行い、大学での学び、特に本学での学びに必要とされるコ

ミュニケーション能力を、実践を通じて身につけてもらうことを主眼としてい

る。 

  また、この講座は、本学の学びの根幹をなすことから、受講した全学生が、

観光、マネジメント、アートマネジメント、演劇・ダンスの全方向に広い関心

と好奇心を持つことを目標とし、各分野が横断的に関連していることを体得さ

せることを目的としている。 

  講義は、複数教員のオムニバスとし、授業によっては複数の教員で運営され
る。 

到達目標 

・受講した学生は、演劇やダンスを通じて、言語コミュニケーションと身体コ

ミュニケーションの双方について基礎的な能力を身につける。 

・受講した学生は、パフォーミングアーツ、観光、マネジメント、アートマネ

ジメントの連関について強い好奇心を持つようになる。 

・受講した学生は、グループワークの基礎を体得し、四年間のアクティブラー

ニングについて積極的な態度や役割分担を身につける。 

・社会における芸術の役割を理解する。 

授業計画 

第 1 クォーター 

1.  演劇コミュニケーションゲーム（平田オリザ） 

    簡単なコミュニケーションゲームを通じて、集団でイメージを共有する困 

難と喜びを理解する。 

2.  グループ創作 1 （平田オリザ） 

    「場所」「背景」「問題」といった演劇を構成する概念を解説し、グルー 

プ創作に向けての課題を課す。 

3. 身体ワークショップ 1 （石井） 

   ダンスやインプロビゼーションを通じて、身体表現の基礎を学ぶ 

4.  演劇教育について （平田知之） 

    テキストを使ったワークショップを通じて、なぜ、演劇が現在の教育に必

要なのかを考える。 

5.  コンテクストのすりあわせ（平田オリザ） 

  テキストを使ったワークショップを通じて、異なる価値観や文化的な背景

を持った人々と同コミュニケーションをとっていくか、「コンテクスト」と 

いう言葉をキーワードにグループワークを行う。 



6.  グループ創作２ （平田オリザ） 

    課題の提出を受けて、グループを編成し登場人物を考える。 

7. 身体ワークショップ 2 （石井） 

    ダンスやインプロビゼーションを通じて、グループワークを通じて創造性

を育む。 

8.  相手の想像力を意識する （平田オリザ） 

  テキストを使ったワークショップを通じて、相手の想像力を意識するプレ

ゼン方法などを学ぶ。 

9.  グループ創作 3  （平田オリザ） 

    課題に沿って、プロットを考える。 

10. 物語の構造 （平田オリザ） 

  テキストを使ったワークショップを通じて、物語の構造などを学ぶ。 

11､12 グループ創作 4,5 （平田オリザ） 

       学年合同発表会 

 

第 3 クォーター 

1.  戯曲に基づいた演技 （平田オリザ） 

    実際の戯曲を使って演技を行ってみる。 

2.  身体ワークショップ 3 （石井） 

    ダンスやインプロビゼーションを通じて、より高度な身体感覚を身につけ

る。 

3.  演劇マネジメントの基礎 1 （平田オリザ） 

  グループワークを通じてパフォーミングアーツの制作を実際にシミュレ

ーションしてみる。 

4. 俳優の仕事を理解する 1 （山内） 

    テキストを使って、俳優が実際に行っている思考をシミュレーションす

る。 

5. グループ創作 6 （平田オリザ） 

    課題にあった戯曲を探しグループを編成する。 

6.  グループワークの基礎 （平田オリザ） 

  テキストを使ったワークショップを通じて、グループワークの基礎を学

ぶ。 

7. 舞台スタッフの仕事 1 （杉山） 

    舞台美術、照明、音響など「表現」を支える技術について、その応用を学

ぶ。 

8.  身体ワークショップ 4 （石井） 

    ダンスやインプロビゼーションを通じて、より高度な集団による身体感覚

を身につけ。 

 



 

9. グループ創作 7 （平田オリザ） 

    課題戯曲への取り組みについて、役割分担や発表の形式を決める。 

10. ワークショップを構想する （平田オリザ） 

    これまでの授業を踏まえ、自らワークショップゲームを企画、構想する。 

11. 演劇マネジメントの基礎  2 （平田オリザ） 

  グループワークを通じてパフォーミングアーツの広報を実際にシミュレ

ーションしてみる。 

12. 俳優の仕事を理解する 2 （山内） 

    テキストを使って、俳優が実際に行っている思考をシミュレーションし、

グループワークで実践する。 

13. 演劇教育を体験する （平田知之） 

    実際に、小中学校で使われているテキストを使用し、その課題などを検討

する。 

14. グループ創作 8 （平田オリザ） 

     課題戯曲に取り組み発表の準備を進める 

15. 身体ワークショップ 5 （石井） 

    ダンスやインプロビゼーションを通じて、より高度な集団による創作を経

験する。 

16. 演劇マネジメントの基礎  3  （平田オリザ） 

  グループワークを通じてパフォーミングアーツの企画立案を実際にシミ

ュレーションしてみる。 

17. 俳優の仕事を理解する 3 （山内） 

    テキストを使って、俳優が実際に行っている思考をシミュレーションし、

グループワークでの創作を体験する。 

18. グループ創作 9 （平田オリザ） 

     課題戯曲に取り組み発表の準備を進める 

19. 身体ワークショップ 6 （石井） 

    ダンスやインプロビゼーションの簡単な発表。 

20. 演劇マネジメントの基礎  4 （平田オリザ） 

  グループワークを通じてパフォーミングアーツの企画立案のプレゼン。 

21. 俳優の仕事を理解する 4 （山内） 

    テキストを使った発表。 

22. グループ創作 10 （平田オリザ） 

     課題戯曲に取り組み発表の準備を進める 

23.24.  合同発表会（全員） 

 

 



 

事前･事後 
学習 

各回、個人、グループ対象の課題が出されるので、次回の講義までに準備をし

てくること。 

グループワークが多く取り入れられるので、事前事後に時間を調整し課題に取

り組むこと。 
第 1 クォーター、第 3 クォーターに学習した内容を、次のクォーターで実

践すること 

テキスト 授業ごとに配布する 

参考文献 『演劇入門』平田オリザ（講談社現代新書 1997 年） 

『わかりあえないことから』平田オリザ（講談社現代新書 2013 年） 

成績評価 
の 基 準  

授業への貢献度・発言 30％ 課題への取り組み 30％ レポート 40％ 

履修上の注意

履修要件 

演劇。ダンスの経験はまったく必要ない 

動きやすい格好で参加すること 

身体的な障害がある場合は配慮するので事前に連絡をすること 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



授業科目名 知と表現のデザイン 

担当教員 

佐藤 善信 
西﨑 伸子 
平田 知之 
野津 直樹 
近藤 のぞみ 
井原 麗奈 

必修の区分 必修 

単位数 ２単位 

授業の方法 演習 

開講年次 １年第１・３クォーター 

講義内容 

高校までの学習と大学での研究の違いを意識して、主体的に協働して学ぶ技術
と態度を育てる。情報収集、発信、リスクマネジメントの一般的な知識と技術
を習得するとともに、チームで協働して、地域の課題を発見し、実際に足を運
んで情報を収集し、考察を加え、報告書や発表会などで発信するプロジェクト
型の学習を通して、学んだ知識や技術を、将来のキャリアに活かすための実践
的な体験をする。 

到達目標 

以下のようなアカデミックスキルを身につけ、大学生として必要な、自ら課題
を発見して適切に情報を収集し、的確に発信する態度と能力を培う。 
 
・大学での学習方法（ノートテイキング、学習環境整備、リスクマネジメント） 
・データや文献の検索、収集、読解、集計、整理の方法 
・協働学習の方法 
・発信の方法（レポートの書き方、プレゼンテーション） 

授業計画 

第１回 大学で学ぶということ（受動的な学習から主体的な研究へ） 

第２回 講義の活用法、ノートの作り方、学習環境の整備、情報機器の使い方 

第３回 データや資料の検索、収集法 図書館の使い方、文献一覧の作成 

第４回 アカデミックリーディング（事実・推測・意見／主張・解説の区別） 

第５回 アカデミックリーディング（パラグラフの構造、接続、配列、要約） 

第６回 アカデミックリーディング（理由、原因、根拠、批判的読解） 

第７回 大学でのリスクマネジメント（ハラスメント、研究倫理、悪質商法） 

第８回 但馬地域研究（地域の概要を知る） 

第９回 但馬地域研究（問を立てる） 

第 10回 但馬地域研究（フィールドワークを企画する） 

第 11回 但馬地域研究（訪問先への質問を考え、アポイントメントをとる） 

第 12回 中間発表、前期まとめ 

第 13回 但馬地域研究（フィールドワークの口頭報告） 

第 14回 但馬地域研究（資料の整理） 

第 15回 アカデミックライティング（レポートの構成、データの整理集計） 

第 16回 アカデミックライティング（引用の仕方、注のつけ方、データ活用） 

第 17回 但馬地域研究（報告書の作成） 

第 18回 但馬地域研究（報告書の仕上げ） 

第 19回 アカデミックプレゼンテーション（口頭発表の仕方） 

第 20回 アカデミックプレゼンテーション（ポスターの作成法） 

第 21回 但馬地域研究（プレゼンテーションの準備） 

第 22回 但馬地域研究（プレゼンテーションの仕上げ） 

第 23回 但馬地域研究発表会 

第 24回 全体振り返り、将来のキャリアへの展望 

事前･事後 
学習 

担当教員より適宜指示するが、予習・復習として、事前調査や事後課題、レポ

ートの提出を行うこと。 



 

テキスト 
担当教員より適宜指示する。例）『アカデミックスキルズ 第 3 版』佐藤望ほ

か 3 名編著、慶應義塾大学出版会,2020 

参考文献 担当教員より適宜指示する。 

成績評価 
の 基 準  

授業・グループワークへの主体的、協同的な参加（50％）、レポート提出（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 情報処理演習 

担当教員 
藤本 悠 
野津 直樹 

必修の区分 必修 

単位数 ２単位 

授業の方法 演習 

開講年次 １年第１・３クォーター 

講義内容 

本授業は情報処理を行う上での基礎的な知識と技能を習得することを目的

とする授業であり、情報社会に生きるために不可欠となる倫理観と情報処理

技術の基礎となる論理的思考の醸成をはかる。第１クォーター（1～12 回）

では「情報倫理」に焦点を当て、特に 1〜5 回には、現代社会における「情

報」の持つ意味に加えて、著作権や個人情報の取り扱いなどの法令に関わる

知識、「炎上」問題に関する知識、オープンソース・ライセンスの知識などを

実践を通して学ぶ。また情報倫理に関連して、6〜12 回には適切な情報発信

のための基礎的な表現技法に加えて、バージョン管理といった情報通信技術

の基礎についても学ぶ。 
一方、第３クォーター（13～24 回）では「情報論理」に焦点を当て、13〜

14 回にはマインドマップや UML によるシステムの設計、15〜18 回には

RDBMS を通してデータ型や SQL の基礎を学ぶ。さらに、19〜24 回には

Python によるプログラミングを通して、システム設計の基礎を学ぶととも

に、プログラミング技術についても実践する。 
本授業では授業の前半に情報処理に関する基礎知識を座学形式で学び、授

業の後半には座学で学んだ内容に対応した実技を通して知識を深めるととも

に、技能スキルの獲得と向上を目指す。 

到達目標 

 本授業においては以下の知識および技能の習得を目指す。 
 情報倫理 
◦ 適切な情報発信の方法を知り、実践することができる 
◦ 著作権や肖像権の意味と重要性を正しく述べることができる 
◦ オープンソース・ライセンスを適切に使い分けることができる 
◦ 様々な WebAPI の機能を使いこなすことができる 
◦ バージョン管理の仕組みを理解し、実践することができる 

 情報論理 
◦ マインドマップを使って情報の整理ができる 
◦ クラスとインスタンスの違いを理解できる 
◦ RDBMS の構造や仕組みを理解できる 
◦ SQL文によるデータの定義・操作・制御を理解できる 
◦ フローチャートを書くことができる 
◦ 簡単なプログラムを書くことができる 

授業計画 

1. SNS の特性と危険性 → 危険な情報発信の事例を探す 
2. SNS の特性と有効性 → 適切なメール送信と SNS による情報発信 
3. 情報に関わる法律と規則 → パブリックドメインと CC ライセンス 
4. コピーライトとコピーレフト → ライセンスの確認方法 
5. 学術情報の検索と取得 → CiNii や OPAC の利用方法を知る 
6. デジタルデータの仕組み → 二進数によるデータの表現 
7. 構造化言語の特徴 → HTML文書の作成 
8. ユニバーサルデザインの重要性 → CSS によるレイアウト調整 
9. 非構造化言語の特徴 → Markdown による文書作成 
10. 通信プロトコルの仕組み → WebAPI の利用 



 

11. Crowd sourcing の概要 → GitHub によるデータ共有の方法 
12. Cloud service の概要 → クラウドの利点と欠点 
13. 情報の分類と階層化 → マインドマップの利用 
14. クラスとインスタンス → UMLクラス図による設計 
15. SQLによるデータ定義 → DDLによるデータ定義 
16. SQLによるデータ操作（1） → DMLによるデータ実装の基礎 
17. SQLによるデータ操作（2） → DMLによるデータ実装の応用 
18. SQLによるデータ制御 → DCLによる構造変更 
19. システムの要件定義 → UMLユースケース図の設計 
20. システムのワークフロー → UMLアクティビティ図の設計 
21. プログラミングの重要性 → Python の基本操作 
22. 処理の分岐 → IF文による処理の分岐 
23. 処理の反復 → LOOP 文による処理の反復 
24. 外部ライブラリの利用 → Python による分析レポートの自動生成 

事前･事後 
学習 

 本授業では知識と技能を身につけることを目的としている。したがって、

授業中に紹介された技術については必ず実践し、自分のスキルとして身につ

けるように心がけること。また、毎週のレポート課題を通して、授業で得ら

れた知識をしっかりと振り返ること。 

テキスト 特に指定しない 

参考文献 適宜紹介する 

成績評価 
の基準  

 本授業においては毎回 800 字〜1600 字程度のレポートを課し、文章の書き

方（60％）と文章の内容（40％）をルーブリックで評価する。最終的な成績

評価は全レポートの点数を各回で調整した上で総合する。 

履修上の注意

履修要件 

 本授業は他の情報系の演習授業（ICT 演習、データサイエンス演習）を受

講する上での重要な基礎である。得られた知識と技能は日常的に使って忘れ

ないように心がけること。 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



授業科目名 ICT 演習 

担当教員 藤本 悠 
野津 直樹 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 演習 

開講年次 ２年第１・３クォーター 

講義内容 

本授業は情報通信技術（ICT）を駆使し、情報を発信するための技能を習

得することを目的とする授業であり、主としてマルチメディア情報を活用し

た情報発信技術の方法を学ぶ。第 1 クォーター（1～12 回）ではハードウェ

アの仕組みに加えて（1～5 回）、画像と音声に関する情報の取得と加工の基

礎を学ぶ（6～12 回）。一方、第 3 クォーターでは動画や地理情報といったよ

り複雑な情報の取得と加工の基礎について学ぶとともに（13～20 回）、得ら

れた情報を総合し、インターネットや紙媒体によって公開する方法について

学ぶ（21～24 回）。 
一連の講義と演習を通して、デジタルカメラやバイノーラルマイク、

GPS、スマートデバイスなどの使い方や、使う上での技術的な視点による注

意事項を知ると同時に、原理や理論に裏付けられた機器の設定や設置方法を

修得する。また、実際の技術スキルとして、画像処理ソフト（GIMP / 
RawTherapee）や音声編集ソフト（Audacity）、動画編集ソフト（Kdenlive）、
地理情報システム（QGIS）、プレゼンテーションソフト（LibreOffice Impress / 
Prezi）の使い方も習得するほか、「情報処理演習」で学んだ基礎をベースに、

より高度な情報表現の手法を学ぶ。 

到達目標 

 本授業においては情報社会における情報発信の方法として不可欠となる、
以下の知識および技能を習得することを目標とする。 

 情報の取得方法 
◦ イメージセンサの特性を理解した上で機器の設定を行うことがで

きる 
◦ マイク特性を理解した上で機器の設定を行うことができる 
◦ メタデータの重要性と利用方法を理解している 
◦ 状況に合わせて適切なビットレートを選択することができる 
◦ 状況に合わせて適切なファイル形式を選択することができる 

 情報の加工方法 
◦ RGB と HSV の特性を理解して、画像のレタッチや変換ができる 
◦ 音声データのノイズ除去ができる 
◦ 様々な機器を用いて高度な動画編集を行うことができる 
◦ GIS ソフトを使って基礎的な空間データの構築と表現ができる 

 情報の表現方法 
◦ 静的表現と動的表現の利点と欠点を理解している 
◦ Web に特化した情報の総合と表現ができる 
◦ Web による情報公開の効果の測定とその対策ができる 

授業計画 

1. ハードウェアの仕組み → PC の分解と組立 
2. OS とアプリケーション → 仮想マシンの仕組み 
3. ソフトウェアの仕組み → コンパイラ言語とインタープリタ言語 
4. ネットワークの仕組み → TCP/IP によるデータ通信の仕組み 
5. Saas/PaaS/IaaS の特徴 → PaaS によるアプリ開発 
6. マーケティング戦略と ICT → マルチメディアによる広告戦略の実

践 
7. イメージセンサの仕組み → メタデータの取得と編集 
8. ラスタデータの構造 → バンド合成とラスタ演算 



 

9. 画像フォーマットの特徴 → 画像の圧縮方式と画像データの形式 
10. マイクロフォンの仕組み → バイノーラルマイクの有効性の検討 
11. 音声データの構造 → サンプリング周波数と量子化ビット数 
12. 音声フォーマットの特徴 → 音声フォーマットの比較 
13. 静止画と動画の違い → 動画撮影の種類と方法 
14. 動画フォーマットの構造 → レイヤ構造と画像フィルタ 
15. 動画フォーマットの選択 → 動画のレンダリング 
16. 数値による位置情報表現 → 測地系と座標系の設定 
17. 地理情報システムの概要 → レクティファイとトレース 
18. 地理情報システムによる空間分析 → ポイントパターン分析 
19. 統計データの入手と可視化 → テーブル結合 
20. 主題図の作成と公開の方法 → Leaflet による主題図の作成と公開 
21. プレゼンテーションの種類と効果 → 広告戦略のストーリー作り 
22. 様々なプレゼンテーション手法 → 非スライド型プレゼンの作成 
23. スタイルシートを用いた高度な表現 → Bootstrap の利用方法 
24. Web による情報公開と効果の分析 → 離脱率対策の種類と方法 

事前･事後 
学習 

 本授業では知識と技能を身につけることを目的としている。したがって、

授業中に紹介された技術については必ず実践し、自分のスキルとして身につ

けるように心がけること。また、毎週のレポート課題を通して、授業で得ら

れた知識をしっかりと振り返ること。 

テキスト 特に指定しない 

参考文献 適宜紹介する 

成績評価 
の基準  

 本授業においては毎回 800 字〜1600 字程度のレポートを課し、文章の書

き方（60％）と文章の内容（40％）をルーブリックで評価する。最終的な成

績評価は全レポートの点数を各回で調整した上で総合し（60％）、さらに、

本講義および演習を通して制作された成果物をルーブリックで評価して

（40％）加える。 

履修上の注意

履修要件  本授業は「情報処理演習」を履修済みであることを前提とする。 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



授業科目名 データサイエンス演習 

担当教員 藤本 悠 

必修の区分 選択 

単位数 １単位 

授業の方法 演習 

開講年次 ３年第１クォーター 

講義内容 

 本授業は高度な情報技術を用いて情報を分析し、意思決定支援を行うため
の技能を習得することを目的とする授業であり、データを通して実世界にお
ける様々な課題を解決する方法について学ぶ。具体的には、データベースの
設計と実装、SQL によるデータベースへの問合せ、多次元データ解析、ネッ
トワーク分析、自然言語処理、地理空間データ解析の方法の基礎について学
ぶ。また、一連の技能習得に加えて、プログラミングに関する基礎的技能や
データの可視化手法の習得も目指す。 

到達目標 

 本授業を通してはデータサイエンティストとして最低限のスキルとして以
下の基本技能を習得することを目標とする。 

 他のプログラミング言語から RDBMS に接続できる 
 基本統計量について説明することができる 
 相関係数行列を計算し、出力結果の意味を適切に理解することができ

る 
 重回帰分析の出力結果の意味を適切に理解することができる 
 クラスタ分析によってデータを分類することができる 
 ネットワークを構築し、ネットワーク中心性を計算することができる 
 文章から単語を切り出し、単語ごとの頻出傾向を分析することができ

る 
 点分布を分析し、出力結果を適切に理解することができる 
 オーバーレイ分析によって地理的事象を読み取ることができる 

授業計画 

1. RDBMS の Dump と Restore の機能 → データベースの再構築 
2. RDBMS への接続方法 → R の基本操作と RDBMS への接続 
3. スクリプト言語上での SQL の実行 → R での SQL の実行とデータ

取得 
4. 多次元データの構造 → 基本統計量の計算 
5. 分散共分散行列と相関係数の検定 → 相関係数の計算と T 検定 
6. 予測モデルと変数選択 → 重回帰分析とステップワイズ法 
7. クラスタ分析と分類基数 → 階層的分類と非階層的分類 
8. グラフ理論とネットワーク分析 → 中心性の計算 
9. テキストマイニングの基礎 → ワードクラウドの構築 
10. 空間分析手法と地理空間表現 → カーネル密度推定と空間分割 
11. 空間検索と域内集計を行う → オーバーレイとジオプロセッシング 
12. 分析レポートの作成 → 分析レポートの作成 

事前･事後 
学習 

 本授業では知識と技能を身につけることを目的としている。したがって、

授業中に紹介された技術については必ず実践し、自分のスキルとして身につ

けるように心がけること。また、毎週のレポート課題を通して、授業で得ら

れた知識をしっかりと振り返ること。 

テキスト 特に指定しない 

参考文献 適宜紹介する 



 

成績評価 
の基準  

 本授業においては毎回 800 字〜1600 字程度のレポートを課し、文章の書き

方（60％）と文章の内容（40％）をルーブリックで評価する。最終的な成績

評価は全レポートの点数を各回で調整した上で総合し（60％）、成果物として

提出された報告書をルーブリックで評価して（40％）加える。 

履修上の注意

履修要件  本授業は「情報処理演習」を履修済みであることを前提とする。 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



授業科目名 英語１A 

担当教員 
傅 建良 

Adam  Crosby 
瞿 琦 

必修の区分 必修 

単位数 ３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 

英語の 4 技能をバランスよく習得することを目的とする。英語が苦手な
学習者も興味を持って取り組めるように授業を進める。具体的には、文法
の練習問題だけでなく、歌やチャンツによる英語のリズム練習、ビデオ視
聴によるリスニングの練習、英語ニュースの読解、日常場面のスキット練
習など様々な活動を組み合わせて行う。また、映画の視聴、シナリオやエ
ッセイの読解を通して、自分の考えをまとめたり発表する活動を行う。社
会問題に関心を持ち、異文化に対する理解を深める機会をもつ。 

到達目標 

・4 技能の基礎力とコミュニケーションに向かう素地を身につける 
・英語に特徴的な音、リズム、イントネーションに慣れる 
・語順を理解し、辞書を使って短い文章を読み通すことができる 
・読んだ内容について、口頭での Q&A ができる  
・パートナーと協力して会話を続ける態度を身につける 

授業計画 

1． Introduction, Class Rules and Self Check of your English   
2． Conversation: Unit 1 Hi, is this seat taken? (1) 話しかける表現  
  Writing: Word Order, English Composition 
3．Conversation: Unit 1 Hi, is this seat taken? (2) Pair Practice 

Reading & Writing: Substantive Verb 
4．Conversation :Unit 1 Hi, is this seat taken? (3) Listening Quiz 

Reading & Writing: General Verb (Present Tense) 
5．Conversation :Unit 2 That’s a lovely T-shirt. (1) 相手を褒める表現 

Reading & Writing: General Verb (Past Tense) 
6．Conversation :Unit 2 That’s a lovely T-shirt. (2) Pair Practice 

Reading & Writing: General Verb ( Irregular Conjugation 1) 
7．Conversation :Unit 2 That’s a lovely T-shirt. (3) Listening Quiz 

Reading & Writing: General Verb ( Irregular Conjugation 2) 
8．Conversation :Unit 3 Pardon? (1) 聞き返し表現 

Reading & Writing: Imperatives sentence, There is(are),it の特別用法 
9．Conversation :Unit 3 Pardon? (2) Pair Practice 

Reading & Writing: Interrogatives 
10．Conversation :Unit 3 Pardon? (3) Listening Quiz 

Reading & Writing: Progressive Form 
11．Conversation :Unit 4: I really enjoyed it. (1) 一言付加する表現 

Reading & Writing: Future Form 
12．Conversation :Unit 4: I really enjoyed it. (2) Pair Practice 

Reading & Writing: Auxiliary Verb (1) 
13．Conversation :Unit 4: I really enjoyed it. (3) Listening Quiz 

Reading & Writing: Auxiliary Verb (2) 
14．Performing a Play: Review on the Model Conversation (Unit1 ～Unit4) 

and Writing Scenario  
15．Performing a Play: Presentation and Feedback  



16．Conversation :Unit 5: Is that right? (1) あいづちを打つ表現 
Reading & Writing: Noun, Article 

17．Conversation :Unit 5: Is that right? (2) Pair Practice 
Reading & Writing: Pronoun 

18．Conversation :Unit 5: Is that right? (3) Listening Quiz  
Reading & Writing: Preposition (1) 

19．Conversation :Unit 6: How about you?(1) 相手に興味を示す表現 
Reading & Writing: Preposition (2) 

20．Conversation :Unit 6: How about you?(2) Pair Practice 
Reading & Writing: Adjectives 

21．Conversation :Unit 6: How about you?(3) Listening Quiz 
Reading & Writing: Adverbs 

22．Conversation :Unit 7 : Thank you so much!(1) お礼表現 
Reading & Writing: Comparison (1) 

23．Conversation :Unit 7 : Thank you so much!(2) Pair Practice 
Reading & Writing: Comparison (2) 

24．Conversation :Unit 7 : Thank you so much!(3) Listening Quiz 
Reading & Writing: Comparison (3) 

25．Conversation :Unit 8 : Excuse me, but...(1) 苦情表現 
Reading & Writing: Conjunctions 

26．Conversation :Unit 8 : Excuse me, but...(2) Pair Practice 
Reading & Writing: Passive 

27．Conversation :Unit 8 : Excuse me, but...(3) Listening Quiz 
Reading & Writing: Infinitive 

28．Performing a Play: Review on the Model Conversation (Unit5 ～
Unit8)and Writing Scenario 

29．Performing a Play: Presentation and Feedback   
30．Movie (1) “Pay It Forward” Listening :Q&A  Reading: Summary 
    Understanding the School System and the School life in U.S.  
31．Movie (2) Listening :Q&A  Reading: the First Part of Scenario 
    Understanding the Social Problem in U.S. such as D.V., Drug Abuse 

and Poverty. 
32．Movie (3)  Listening :Q&A  Reading the Second Part of Scenario 
    Understanding the Power of Social Movements in the World. 
33．Movie (4)  Listening: Q&A  Reading The Last Part of Scenario 
    Considering the Way to Solve the Issue around You 
34．Presentation: Making Memo, Oral Presentation Practice 
35．Presentation: Presentation and Feedback 
36．Review on This Semester, Self-Evaluation 

事前学習・ 
事後学習 

授業前に、授業予定範囲のテキスト問題を全てやり、未習語彙表現を調べてお

くこと。授業後に、課された課題をやること。 

テキスト 

『Keep Talking』（桐原書店）K. Murata, M. Otani ほか 
『Everyday English Grammar』（南雲堂）K. Mizushima, R. Pattimore  
『Pay It Forward』 (Warner Bros. Pictures)  
『Step Up With Movie English』(金星堂) 井村誠ほか編著 



 

参考文献 授業内で紹介する 

成績評価 
の 基 準  

パフォーマンステスト 40%、平常点(小テスト、プレゼンテーション、提

出物など）60%により総合的に評価する。 

履修上の注意

履修要件 
英和辞典または英英辞書を持参すること（電子辞書、辞書アプリも可） 
単位取得のための最低出席率要件あり 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



授業科目名 英語１Ｂ 

担当教員 
傅 建良 

Adam  Crosby 
瞿 琦 

必修の区分 必修 

単位数 ３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 

英語１A の学習をさらに進め、英語の四技能をバランスよく習得し、積
極的にコミュニケーションに向かう態度を涵養する。英語が苦手な学習者
にとっても興味を持って取り組めるように授業を進める。具体的には、文
法の練習問題だけでなく、歌やチャンツによる英語のリズム練習、映像を
用いたリスニングの練習、ニュース記事や映画シナリオの読解、日常場面
のスキット練習など様々な活動を組み合わせて行う。また、映画の視聴、
シナリオやエッセイの読解を通して、自分の考えをまとめたり発表する活
動を行う。社会問題に関心を持ち、異文化に対する理解を深める機会をも
つ。 

到達目標 

・四技能をバランスよく習得しコミュニケーションに向かうことができる 
・英語に特徴的な音、リズム、イントネーションを模倣できる 
・辞書を使用しまとまった量の英文を速度を上げて読み通すことができる 
・読んだ内容について、口頭やライティングでの要約ができる 
・パートナーと協力して会話を続けることができる 

授業計画 

1．Introduction, Class Rules and Self Evaluation of your English 
2．Conversation: Unit 9 This is my fault.(1) 謝罪表現 
  Reading & Writing: Review on Self Evaluation Quiz 
3． Conversation: Unit 9 This is my fault. (2) Pair Practice 

Reading & Writing: Gerunds 
4. Conversation: Unit 9 This is my fault. (3) Listening Quiz 

Reading & Writing: Participles (1) 
5． Conversation: Unit 10 I’d rather not say.(1) 返答を回避する表現 

Reading & Writing: Participles (2) 
6． Conversation: Unit 10 I’d rather not say. (2) Pair Practice 

Reading & Writing: Present Perfect Tense (1) 
7． Conversation: Unit 10 I’d rather not say. (3) Listening Quiz 

Reading & Writing: Present Perfect Tense (2) 
8． Conversation: Unit 11 Could you tell me the way to the station? (1) 丁

寧な依頼表現 
  Reading & Writing: News Article (1) First Half 
9． Conversation: Unit 11 Could you tell me the way to the station? (2) 

Pair Practice 
   Reading & Writing: News Article (1) Second Half 
10．Conversation: Unit 11 Could you tell me the way to the station? (3) 

Listening Quiz 
Reading & Writing: News Article (2) Summary of First Half 

11．Conversation: Unit 12 How about next Sunday?(1) 勧誘表現 
Reading & Writing: News Article (2) Summary of Second Half 

12．Conversation: Unit 12 How about next Sunday? (2)  Pair Practice  
Reading & Writing: News Article (2)  Summary of the Whole Article 



13．Conversation: Unit 12 How about next Sunday?  (3) Listening Quiz 
Reading & Writing: News Article (2) Q&A 

14．Performing a Play: Review on the Model Conversation (Unit9 ～
Unit12) and Writing Scenario 

15.  Performing a Play: Presentation and Feedback  
16．Conversation: Unit 13 I’m thinking about it.(1) 上手な断り表現 

Reading & Writing: News Article (3) First Half 
17．Conversation: Unit 13 I’m thinking about it. (2) Pair Practice 

Reading & Writing: News Article (3) Second Half 
18．Conversation: Unit 13 I’m thinking about it. (3) Listening Quiz  

Reading & Writing: News Article (3)  Summary of First Half 
19．Conversation: Unit 14 That’s a good idea, but...(1) 話の流れを変える

表現 
   Reading & Writing: News Article (3) Summary of Second Half 
20． Conversation: Unit 14 That’s a good idea, but...(2) Pair Practice 
     Reading & Writing: News Article (3) Summary of the Whole Article 
21． Conversation: Unit 14 That’s a good idea, but…(3) Listening Quiz 

Reading & Writing: News Article (3) Q&A 
22． Conversation: Unit 15  I’d better be going.(1) 話を切り上げるときの

表現 
   Reading & Writing: Essay Writing (1)  
23． Conversation: Unit 15 I’d better be going.(2) Pair Practice 
   Reading & Writing: Essay Writing (2) 
24． Conversation: Unit 15 I’d better be going.(3) Listening Quiz  

Reading & Writing: Essay Writing (3) 
25． Critical Review of Essay Writing and Feedback 
26． Movie: “Freedom Wrtiters” Q&A First Half 
            Understanding the Problems of Underclass Youth in U.S.    
27． Movie: Freedom Wrtiters  Q&A Second Half  

Considering the Meaning of Writing and How It Relates to  
Self- Discloser, Self-Development and Community Building 

28． Movie (1) Listening :Quiz  Reading: Summary 
29． Movie (2) Listening :Quiz  Reading: the First Part of Scenario 
30． Movie (3)  Listening :Q&A  Reading the Second Part of Scenario 
31． Movie (4)  Listening: Q&A  Reading The Third Part of Scenario 
32． Movie (5)  Listening: Q&A  Reading The Fourth Part of Scenario 
33． Movie (6)  Listening: Q&A  Reading The Last Part of Scenario 
34． Performing a Play: Review on the Model Conversation(Unit13 ～

Unit15) and Writing Scenario 
35． Performing a Play: Presentation and Feedback 
36． Review on this semester, Self-Evaluation   

事前学習・事

後学習 
授業前に、授業予定範囲のテキスト問題や語彙表現を調べておくこと。授業後

に、課された課題をやること。 

テキスト 
K. Murata, M. Otani ほか『Keep Talking』（桐原書店） 
K. Mizushima, R. Pattimore 『Everyday English Grammar』（南雲堂） 
O. Tanaka, H. Honda ほか『Freedom Writers』(鶴見書店) 



 
 

参考文献 授業で紹介する 

成績評価 
の 基 準  

パフォーマンステスト 40%、平常点(小テスト、プレゼンテーション、提

出物など）60%により総合的に評価する。 

履修上の注意

履修要件 
英和辞典または英英辞書を持参すること（電子辞書、辞書アプリも可） 
単位取得のための最低出席率要件あり 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



授業科目名 英語２A 

担当教員 
山口 修 

Adam  Crosby 

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 

英語 1A、1B の内容を発展させた必修科目である。アートマネージメン
トや観光・経営分野におけるコミュニケーションにも繋がる様々な場面で
求められる英語リテラシーの涵養をめざす。具体的には、生活場面を想定
した会話練習のほか、会話の聞き取りとノートティキングの方法、メール
文の読解やネット上で情報を検索する際に必要となる英語語彙表現、芸
術・観光・経営の分野ビジネス用語も合わせて習得する。 

到達目標 

・会話の定型表現を利用して、口頭でのやりとりを続けることができる 
・アートマネージメントや、観光・経営分野に関連のある英語語彙と表現

を学ぶ 
・インターネット上での情報収集やメールのやりとりに必要な英語語彙を

習得する 
・まとまった量の英文を要点をおさえて読むことができる 

授業計画 

1． Introduction, Class Rules and Self Check of your English 
2． Conversation: Unit 1 May I help you? (1) 困っている人に話しかける 

Reading & Writing: 習熟度テストの振り返り 
3． Conversation: Unit 1 May I help you? (2) 問題解決編 

Reading & Writing: Word Quiz, Essay Reading 
4． Conversation: Unit 2 What do you do on the weekend? (1) 初対面の

人との会話継続 
Reading & Writing: Word Quiz, Essay Reading 

5． Conversation: Unit 2 What do you do on the weekend? (2) 問題解決編 
Reading & Writing : Dictation, Essay Reading 

6． Conversation: Unit 3 That sounds interesting! (1) 意見を述べる 
Reading & Writing: Word Quiz, Essay Reading 

7． Conversation: Unit 3 That sounds interesting! (2) 問題解決編 
Reading & Writing: Dictation, Essay Reading 

8． Conversation: Unit 4 I’m not feeling well. (1) 体調を伝える 
Reading & Writing: Word Quiz, Essay Reading 

9． Conversation: Unit 4 I’m not feeling well. (2) 問題解決編 
Reading & Writing: Dictation, Essay Reading 

10.  Performing a Play: Review on the Model Conversation (Unit1 ～
Unit4) and Writing Original Scenario  

11.  Performing a Play: Presentation and Feedback 
12．Conversation: Unit 5 You shouldn’t step there! (1) 注意する 

Reading & Writing: Word Quiz, Essay Reading 
13．Conversation: Unit 5 You shouldn’t step there! (2) 問題解決編 

Reading & Writing: Dictation, Essay Reading 
14．Conversation: Unit 6 Why don’t we buy potatoes, too? (1) 提案する 

Reading & Writing: Word Quiz, Essay Reading 



 

15．Unit 6: Why don’t we buy potatoes, too? (2) 問題解決編 
Reading & Writing: Dictation, Essay Reading 

16．Unit 7: Would 5pm be convenient for you?(1) スケジュールの調整 
Reading & Writing: Word Quiz, Essay Reading   

17  Unit 7: Would 5pm be convenient for you?(2) 問題解決編 
Reading & Writing: Dictation, Essay Reading 

18.  Unit 8: I’ll have to pass.(1) 依頼を断る  
Reading & Writing: Word Quiz, Essay Reading 

19.  Unit 8: I’ll have to pass.(2) 問題解決編 
Reading & Writing: Dictation, Essay Reading 

20.  Performing a Play: Review on the Model Conversation (Unit5 ～
Unit8) and Writing Original Scenario 

21.  Performing a Play: Presentation and Feedback 
22.  Writing: Business Mail (1) Useful Expressions, Rules of mail writing 
23.  Writing: Business Mail (2) Email writing and Response 
24.  Review on this semester, Self-Evaluation 

  
授業前に、授業予定範囲のテキスト問題を全てやり、未習語彙表現を調べてお

くこと。授業後に、課された課題をやること。 

テキスト 
S. Shibata 他『MUST-HAVE ENGLISH SKILLS for GLOBAL 
COMMUNICATION』 (金星堂) そのほか必要な資料は授業で配布する。 

参考文献 授業内で案内する 

成績評価 
の 基 準  

パフォーマンステスト 40%、授業参加度(小テスト、授業内活動)40%、課

題の提出 20%により総合的に評価する。 

履修上の注意

履修要件 
英和辞書または英英辞書を持参すること（電子辞書、辞書アプリも可） 
単位取得のための最低出席率要件あり 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



授業科目名 英語２Ｂ 

担当教員 
山口 修 

Adam  Crosby 

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 

英語 2A をもとに、その内容を発展させた授業である。アートマネージ
メントや観光・経営分野におけるコミュニケーションにも繋がる様々な場
面で求められる英語リテラシーの涵養をめざす。具体的には、生活場面を
想定した会話練習のほか、インターネットや文献から必要な情報を得てそ
れをまとめる力や、そのときに必要となる語彙表現の習得もすすめる。 

到達目標 

・会話の定型表現を利用して、口頭でのやりとりを続けることができる 
・アートマネージメントや、観光・経営分野に関連のある英語語彙と表現

を学び、関心のある事柄について、文献やインターネットから情報を得

てまとめることができる 
・まとまった量の英文を読み、それについて自分の考えを表明したり、人

の考えを尋ねたりすることができる 

授業計画 

1．Introduction, Class Rules and Self Check of your English 
2． Conversation: Unit 9 I have an idea. (1)  解決策を提案する/協働作業

する 
  Reading & Writing: Review on Self Evaluation Quiz 
3．Conversation: Unit 9 I have an idea. (2) 問題解決編 

Reading & Writing: Word Quiz, Essay Reading 
4．Conversation: Unit10 Could you do me a favor? (1) お願いをする 

Reading & Writing: Word Quiz, Essay Reading 
5．Conversation: Unit10 Could you do me a favor? (2) 問題解決編 

Reading & Writing: Dictation, Essay Reading 
6．Conversation: Unit11 I think you could explain this more.(1) アドバイス

をする 
Reading & Writing: Word Quiz, Essay Reading 

7．Conversation: Unit11 I think you could explain this more. (2) 問題解決編 
Reading & Writing: Dictation, Essay Reading 

8．Conversation: Unit12 I don’t get what you mean.(1) 発言を聞き返す 
Reading & Writing: Word Quiz, Essay Reading 

9．Conversation: Unit12 I don’t get what you mean.(2) 問題解決編 
Reading & Writing: Dictation, Essay Reading 

10. Performing a Play: Review on the Model Conversation (Unit9 ～
Unit12) and Writing Original Scenario 

11．Performing a Play: Presentation and Feedback 
12．Conversation: Unit 13 I’m sorry to hear that.(1) 相手を励ます 

Reading & Writing: Word Quiz, Essay Reading 
13．Conversation: Unit 13: I’m sorry to hear that. (2) 問題解決編 
    Reading & Writing: Dictation, Essay Reading 
14．Conversation: Unit 14 That’s not what I meant. (1) 誤解を解く/真意を

伝える 



 

Reading & Writing: Word Quiz, Essay Reading 
15．Conversation: Unit 14 That’s not what I meant. (2) 問題解決編 

Reading & Writing: Dictation, Essay Reading 
16．Conversation: Unit 15 Let’s keep in touch! (1) 別れの挨拶/感謝を伝え

る 
Reading & Writing: Word Quiz, Essay Reading 

17．Conversation: Unit 15 Let’s keep in touch! (2) 問題解決編 
Reading & Writing: Dictation, Essay Reading 

18.  Performing a Play: Review on the Model Conversation (Unit13 ～
Unit15) and Writing Original Scenario 

19.  Performing a Play: Presentation and Feedback 
20.  Reading: Various Method for the Investigation, Moral and Rules of 

Investigation 
21.  Reading: Investigation by Interview and Questionnaire 
22.  Preparation for the Presentation 
23.  Presentation & Feedback 
24.  Review on this semester, Self-Evaluation 

事前･事後 
学習 

授業前に、授業予定範囲のテキスト問題を全てやり、未習語彙表現を調べてお

くこと。授業後に、課された課題をやること。 

テキスト 
S. Shibata 他『MUST-HAVE ENGLISH SKILLS for GLOBAL 
COMMUNICATION』(金星堂) そのほか必要な資料は授業内で配布する 

参考文献 授業で紹介する 

成績評価 
の 基 準  

パフォーマンステスト 40%、授業参加度(小テスト、授業内活動)40%、課

題の提出 20%により総合的に評価する。 

履修上の注意

履修要件 
英和辞書または英英辞書を持参すること（電子辞書、辞書アプリも可） 
単位取得のための最低出席率要件あり 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



授業科目 中国語 

担当教員 姚 瑶 

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 

この講義は、中国語を初めて学ぶ人のための基礎的クラスであり、「聞く力」

と「話す力」の向上をさせるためのものである。 
①日常生活でよく出会う場面を取り上げて、適切な言い方ができるように、更

に初心者でも中国人とコミュニケーションが取れるように演劇的手法を取り

入れた会話練習を行う。 
②会話文例で学んだ表現を使い、多くの練習問題を通して、口慣らしをし、 
会話の基礎を固める。 
③耳の練習を重ね、耳から覚えることによって、コミュニケーション能力を高

める。 
④普段のスピードで話す中国人の会話を取り入れることによって、入門段階か

ら自然な中国語に対応できるようになる。 

到達目標 
①中国語の母音と子音を正しく発音・聞き取りができ、ピンインを用いて 
表記できる。 
②初歩的な中国語でコミュニケーションができるようになる。 

授業計画 

第 1 回 ①オリエンテーション 

②発音編（声調、単母音）子音 

第 2 回 ①発音編（子音、複母音、鼻母音） 

②ピンイン練習 

第 3 回 発音編の復習 

（チェックポイント：正しく発音でき、正しく聞くことができるか） 

第 4 回 第１課 自己紹介 

    学習内容：①人称代名詞②動詞「是」③助詞「呢」④副詞「也」⑤请 

第 5 回 第 2 課 これは何ですか 

学習内容：①指示代名詞Ⅰ②疑問を表す「吗」③否定を表す「不」 

④疑問詞「什么」⑤的 

第 6 回 第 3 課 これはいかがですか 

学習内容：①指示代名詞Ⅱ②形容詞述語文④疑問詞「怎么样」 

第 7 回  第 1～3 課の復習（練習問題、ロールプレイ） 

第 8 回  第 4 課 買い物 

学習内容：①数詞②助詞「吧」③数量を表す語 

第 9 回 第 5 課 どこにありますか 

学習内容：①場所指示代名詞②動詞「在」③助動詞「想」 

第 10回  第 6課 何がありますか 

学習内容：①助詞「有」②「什么」＋名詞③助数詞 

第 11回 第 4～6 課の復習（練習問題、ロールプレイ） 

第 12回 第 7課 ホテルにチェックイン 

学習内容：①完了を表す「了」②選択疑問文「～还是…」 



 

第 13回  第 7課の復習（練習問題、ロールプレイ） 

第 14回 第 8課 何時に行きますか 

学習内容：①経験を表す「过」②時を表す語 

第 15回  第 8課の復習（練習問題、ロールプレイ） 

第 16回 第 9課 タクシーに乗る 

学習内容：①前置詞「从～到…」②時間の長さを表す語③2 つの目

的語を持つ動詞「给」 

第 17回 第 9課の復習（練習問題、ロールプレイ） 

第 18回 第 10 課 試着と支払い 

学習内容：①助動詞「可以」「能」「会」②前置詞「在」 

③動詞の重ね 

第 19回 第 10 課の復習（練習問題、ロールプレイ） 

第 20回 第 11 課 苦情を訴える 

学習内容：①前置詞「给」②「是」の省略③「去」「来」＋動詞 

第 21回 11 課の復習（練習問題、ロールプレイ） 

第 22回 第 12 課 紛失届を出す 

学習内容：①「是…的」構文②「～的时候」 

第 23回 12 課の復習（練習問題、ロールプレイ） 

第 24回 第 1～12 課の総復習（練習問題、ロールプレイ） 

事前･事後 
学習 

・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。 
・毎回、授業の開始時に 10 分程度の小テストを実施する。前回の授業内容に

ついて復習しておくこと。 

テキスト 

『〈最新版〉1年生のコミュニケーション中国語』 

著者：劉頴 

監修：塚本慶一 

出版年：2016 年 
出版社： 白水社 

参考文献  

成績評価 
の 基 準  

授業態度(出席・発言等) (30%) 小テスト（30％）定期試験（40％） 

履修上の注意

履修要件 
原則として、20 分を超える遅刻の場合は、欠席扱いとする。 
欠席回数が 5 回以上の学生は成績評価の対象外とし、単位を修得できない。 

実践的教育 該当しない。 

備考欄 受講者のレベルや人数によって講義の内容や計画が変わることがある。 



授業科目名 韓国語 

担当教員 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 ２年第３クォーター 

講義内容 

この授業は、韓国語を初めて学ぶ人のための基礎クラスである。初めて学習す

る言語なので、ハングルの文字と発音そして単語と基本文法を学び、 
「書く・読む」に重点をおいて進める。文法事項に関してはテキストに沿って

バランスよく学習する。韓国語の発音に慣れるため、読む練習を繰り返し行う。

新しく習った単語を用いて日常的で頻繁に使う表現を作文しながら学習する。 
授業中に作文したものについては、ペアで練習する。また、多様な文章を読み、

韓国語に特有の表現を使えるようにする。副教材として映像や音楽を積極的に

用いる。 

到達目標 

① ハングル文字と発音を修得し、韓国語の仕組みが理解できる。 
② 韓国語で日常会話ができる。 
③ 韓国語の特有な表現が学び、その背景である文化や歴史が理解できる。  

授業計画 

1. イントロダクション 

・今後の授業計画と進め方、成績評価方法などについて説明する  

・自己紹介、ハングルについて  

2. 基本母音 

3. 基本子音、子音ー濃音 

4. 合成母音 

5. パッチム 

6. 基本的な発音ルール  

7. 第１課    

8. 中間テスト①、韓国映画観賞  

9.  

10. 第３課  ?  

11. 第４課   ? 

12. 第５課   ? 

13. 第６課   ? 

14. 第７課   . 

15. 中間テスト②、韓国映画観賞 

16. 第８課  

17. 第９課  

18. 第 10 課  

19. 第 11 課  

20. 第 12 課  

21. 第 13 課  

22. 第 14 課  

23. 第 15 課  

24. まとめ、期末テスト 



 
 

事前･事後 
学習 

① 習った文字を、声を出して読む。 

② 授業で扱う課に目を通す。    

テキスト 
新大久保語学院・李志暎著、『できる韓国語』初級Ⅰ、アスク; 新装版 

(2010/1/1) 

参考文献 梨花女子大学校言語教育院、『Essence Ewha Korean 1 (Japanese) 』2017-01-20 

他、授業中に適宜紹介する。 

成績評価 
の 基 準  

1)課題、授業への参加度 60％ 

2)中間テスト及び期末テスト 40％   

履修上の注意

履修要件 

より詳細な授業計画や方法については授業にて直接指示するが、準備学修（予

習・復習、授業外の課題）は韓国語学習において必要不可欠な要素である。授

業外での学習にも積極的な取り組みが必要である。 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



授業科目名 日本語 

担当教員 姚 瑶 

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 

この講義は「聞く力」と「話す力」を伸ばすための授業である。 
 
①留学生が苦手な発音を音読練習で矯正し、母語の影響を受けた発音のために

日本語が不自然に聞こえるという問題を克服する。 
 
②留学生が学校や日常生活でよく出会う場面やトラブルを取り上げて、適切な

言い方ができるように、更に日本語で円滑なコミュニケーションが取れるよう

になることを目指す。留学生が生活の中でよりよい人間関係を築くために演劇

的手法を取り入れた会話練習を行う。 

到達目標 
①日本語を正しく聞き取り、分かりやすい発音ができるようになる。 
②依頼、謝罪、問い合わせ、苦情などの言語機能を達成しつつ、日常生活で場

面、相手に応じた話し方ができるようになる。 

授業計画 

第 1 回  ①オリエンテーション②1課 クラスで自己紹介をする 

第 2 回  2 課 自分の国の料理の作り方を教える 

第 3 回  3 課 先生を飲み会に誘う 

第 4 回  4 課 先生の誘いを断る 

第 5 回  5 課 友達を慰める・励ます 

第 6 回  6 課 パーティーで初対面の人と話す 

第 7 回  7 課 電話をかけて伝言を頼む 

第 8 回  8 課 医者に症状を説明する 

第 9 回  9 課 財布をなくして説明する 

第 10回  10 課 希望の部屋を探す 

第 11回  11 課 電話でアルバイトに応募する 

第 12回  12 課 日にち変更の許可を求める 

第 13回 13 課 日常生活でいろいろなことを頼む 

第 14回 14 課 先生に訂正を求める 

第 15回 15 課 手伝いを申し出る 

第 16回 16 課 注文の間違いを言う 

第 17回 17 課 ごみの出し方を注意されて謝る 

第 18回  18 課 交通事故の状況を説明する 

第 19回 19 課  合宿場所の相談をする 

第 20回  20 課 面接の練習をする 

第 21回 21 課 進学について教えてもらう 

第 22回 22 課 友達と意見を出し合う 

第 23回 場面会話作り 

第 24回 場面会話発表 



 

事前･事後 
学習 

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 

『会話に挑戦！中級前期からの日本語ロールプレイ』 

著者：中居順子他 

出版年：2005 年㋈1 日 
出版社：スリーエーネットワーク 

参考文献 

『コミュニケーションのための日本語発音レッスン』 

著者：戸田貴子 

出版年：2004 年 
出版社：スリーエーネットワーク 

成績評価 
の 基 準  

授業態度(出席・発言等) (50%)  定期試験（50％） 

履修上の注意

履修要件 
原則として、20 分を超える遅刻の場合は、欠席扱いとする。 
欠席回数が 5 回以上の学生は成績評価の対象外とし、単位を修得できない。 

実践的教育 該当しない。 

備考欄 受講者のレベルや人数によって講義の内容や計画が変わることがある。 



授業科目名 英語合宿 

担当教員 傅 建良 

必修の区分 選択 

単位数 １単位 

授業の方法 講義 

開講年次 １年第２クォーター 

講義内容 

 
学外施設において受講者が寝食を共にしながら、集中的にタスク活動を英語

で行うことによって、総合的な英語力とコミュニケーション力を涵養すること
を目的とする。特に他者と協働し、対話や交渉を繰り返す機会を多く体験する
ことによって、外国語である英語を自分（たち）らしいことばとして共有し、
創造的に使用できる人になることをめざす。 
 

到達目標 

 
・将来、仕事や生活の中で英語を使うときに必要な態度とは何かを考えること

ができる 
・シンプルで簡単な表現を使って、活動をやりとおすことができる 
・ペアやグループのなかで、アイデアを出したり議論を進めるための方法を学

び、英語での対話を継続させることができる 

授業計画 

 

本プログラムは、学外の施設において2泊3日で行われる英語短期集中プログ

ラムである。 

合宿に先立って、受講者用ガイダンスを行うほか、合宿後にはレポートなど課題提

出が求められ、合宿への参加度と合わせて評価の対象となる。 

合宿では、グループが活動単位となり様々なタスク活動を行うほか、芸術や観光を

専門とする教員も参加し、英語でのレクチャーや質疑応答も考えられる。 

 （合宿1日目） 

・オリエンテーション 

・グループ決定  

・英語ドラマ・ワークショップ（全体、グループ） 

（合宿2日目） 

・ゲストスピーカーによるレクチャー① 質疑応答 

・プロジェクト① 

・グループごとの発表① 

（合宿3日目） 

・ゲストスピーカーによるレクチャー② 質疑応答 

・プロジェクト② 

・グループでの発表② 

事前･事後 
学習 

合宿前に指示する 

テキスト 
必要資料は合宿前、あるいは合宿内で配布する 



 

参考文献 合宿内で適宜紹介する 

成績評価 
の 基 準  

合宿での活動参加度・課題達成度（70％）合宿後のレポート（30％） 

履修上の注意

履修要件 

 履修生には、合宿前のガイダンスから合宿後のレポート作成までをやり抜く

強い意欲と、学外施設での研修に耐えうる協調性が求められる 
単位取得のための最低出席率要件あり 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



 

授業科目名 海外語学研修Ａ 

担当教員 
傅 建良 
桑原 浩  

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・２・３年第４クォーター 

講義内容 

受講者が各々の海外提携校による英語学習コースの中で、実践的に英語を使

う機会を得てコミュニケーション力の涵養をめざすと同時に、現地の文化や社

会のしくみを理解することを目的とする。 

到達目標 ・海外生活に必要な英語に触れ、使うことができる 
・米国の文化に興味を持ち、生活体験の中でその理解を深めることができる 

授業計画 

本研修は、３週間の短期語学プログラムである。 

研修先は以下の大学が予定されている。 

・ University of Hawaii at Manoa (ホノルル, ハワイ, アメリカ)  

 

・大学の語学コースでは、言語と文化の両面を学ぶ。語彙やイディオムの習得

を含め、英語の4技能をバランスよく習得するほか、現地の人々との実際の触

れ合いの中で、英語文化圏の人々の文化や社会生活を学ぶ。 

・研修前には、海外渡航や現地での生活についてのガイダンスを受けること、

また研修後には、研修の成果をまとめた公開プレゼンテーションの実施が求め

られる。 

事前･事後 
学習 

派遣前ガイダンスで指示する 

テキスト 語学コースの授業の中で指示を受ける 

参考文献  

成績評価 
の 基 準  

派遣前ガイダンス等での事前準備（10％）現地語学コース授業への参加度・課

題達成度（60％）派遣後プレゼンテーション（30％） 

履修上の注意

履修要件 
・研修前ガイダンスから、研修後プレゼンテーションまでをやり抜く強い意欲

と、海外で共同生活を送るための協調性があること 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



 

授業科目名 海外語学研修 B 

担当教員 
傅 建良 
桑原 浩 

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・２・３年第２クォーター 

講義内容 

受講者が各々の海外提携校による英語学習コースの中で、実践的に英語を使

う機会を得てコミュニケーション力の涵養をめざすと同時に、現地の文化や社

会のしくみを理解することを目的とする。 

到達目標 ・海外生活に必要な英語に触れ、使うことができる 
・米国の文化に興味を持ち、生活体験の中でその理解を深めることができる 

授業計画 

本研修は、３週間の短期語学プログラムである。 

研修先は以下の大学が予定されている 

 

・ University of Washington (シアトル, ワシントン州, アメリカ)  

 

・大学の語学コースでは、言語と文化の両面を学ぶ。語彙やイディオムの習得

を含め、英語の4技能をバランスよく習得するほか、現地の人々との実際の触

れ合いの中で、英語文化圏の人々の文化や社会生活を学ぶ。 

・研修前には、海外渡航や現地での生活についてのガイダンスを受けること、

また研修後には、研修の成果をまとめた公開プレゼンテーションの実施が求め

られる 

事前･事後 
学習 

派遣前ガイダンスで指示する 

テキスト 語学コースの授業の中で指示を受ける 

参考文献  

成績評価 
の 基 準  

派遣前ガイダンス等での事前準備（10％）現地語学コース授業への参加度・課

題達成度（60％）派遣後プレゼンテーション（30％） 

履修上の注意

履修要件 
・研修前ガイダンスから、研修後プレゼンテーションまでをやり抜く強い意欲

と、海外で共同生活を送るための協調性があること 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



 

授業科目名 海外語学研修Ｃ 

担当教員 
傅 建良 
桑原 浩 

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・２・３年第２クォーター 

講義内容 

受講者が各々の海外提携校による英語学習コースの中で、実践的に英語を使

う機会を得てコミュニケーション力の涵養をめざすと同時に、現地の文化や社

会のしくみを理解することを目的とする。 

到達目標 ・海外生活に必要な英語に触れ、使うことができる 
・英国の文化に興味を持ち、生活体験の中でその理解を深めることができる 

授業計画 

本研修は、３週間の短期語学プログラムである。 

研修先は以下の3つの大学が予定されている。 

 

・ University of Sussex (ブライトン, サセックス, 英国)  

 

・大学の語学コースでは、言語と文化の両面を学ぶ。語彙やイディオムの習得

を含め、英語の4技能をバランスよく習得するほか、現地の人々との実際の触

れ合いの中で、英語文化圏の人々の文化や社会生活を学ぶ。 

・研修前には、海外渡航や現地での生活についてのガイダンスを受けること、

また研修後には、研修の成果をまとめた公開プレゼンテーションの実施が求め

られる。 

事前･事後 
学習 

派遣前ガイダンスで指示する 

テキスト 語学コースの授業の中で指示を受ける 

参考文献  

成績評価 
の 基 準  

派遣前ガイダンス等での事前準備（10％）現地語学コース授業への参加度・課

題達成度（60％）派遣後プレゼンテーション（30％） 

履修上の注意

履修要件 
・研修前ガイダンスから、研修後プレゼンテーションまでをやり抜く強い意欲

と、海外で共同生活を送るための協調性があること 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



 

授業科目名 統計学 

担当教員 倉本 到 

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 

 現代社会において、人は数字に取り巻かれて生活している。数量をより分か
り易く理解し、説得力のある説明をするための手段の一つが統計学である。本
講義では、統計の考え方に基づいて、身の回りの値を読み取り、意思決定に結
びつける基礎的方法を学ぶ。データのまとめ方や客観的な活用技術は、これか
ら学ぶ専門科目の理解、さらに社会に出てから必要なものとなる。 

到達目標 

・記述統計と推測統計の違いを理解し、必要に応じて適切にデータを処理する
ことができる。 

・代表値・平均値と分散などの数値の表現方法を理解し、その適切な取り扱い
ができる。 

・仮説検定の考え方を説明するとともに、コンピュータを利用して運用するこ
とができる。 

授業計画 

１ データの要約：平均と分散，代表値と散らばり 

２ データの表現：度数分布表の活用 

３ 確率分布（１）：二項分布・ポアソン分布 

４ 確率分布（２）：正規分布 

５ 標本分布と中心極限定理 

６ 中間まとめと理解度確認 

７ 統計的推測（１）：点推定 

８ 統計的推測（２）：区間推定 

９ 仮説検定（１）：検定の考え方 

１０ 仮説検定（２）：母平均の差の検定（t検定） 

１１ 相関と回帰 

１２ カテゴリデータに対する検定 

事前･事後 
学習 

・新しい用語や考え方が数多く出てくるので、不明な点は次週の講義までに教

科書・参考書・質問などで明らかにしておくこと。 
・週ごとに提示される課題に回答し、提出すること。 

テキスト 
統計学への招待，日本経営数学会監修，税務経理協会(2018) 
なお講義資料は PDF にてダウンロード可能とする（予定）。 

参考文献 やさしく学べる心理統計法入門，鈴木公啓，ナカニシヤ出版(2018) 
マンガでわかる統計学，高橋信，トレンドプロ，オーム社(2004) 

成績評価 
の 基 準  

・中間まとめ時の理解度確認（４０％） 
・学期末試験（５０％） 
・週ごとに提示される課題（１０％） 
これらの単純合計による。 

履修上の注意

履修要件 

・欠席・遅刻は成績に加味しない。課題提出遅れは減点対象。 
・携帯電話等の使用は自己責任。他の受講生に迷惑をかけないこと。 
・質問は歓迎、随時可。電子メールでの質問も受け付ける。 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



 

授業科目名 社会調査学 

担当教員 西﨑 伸子 

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 

この授業では、人類学的な調査(フィールドワーク) の基本的な理論と方法を習
得することを目的とする。問題設定、調査の計画と準備、実施(資料・データ収集)、
分析、調査倫理などの調査の一連の流れを説明し、おもに質的調査(参与観察，イ
ンタビュー)と文献調査の基本的技法の習得を目指す。 

到達目標 社会調査に関する基礎的な考え方・知識を理解することができる 

授業計画 

1. ガイダンス：授業の目的・進め方の確認 

2.   フィールドワークとは：野外科学としてのフィールドワーク 

3. 文献研究の技法(1) 文献・Web 情報の収集 

4. 文献研究の技法(2) 文献・Web 情報の活用 

5. フィールドワークの方法：質的調査と量的調査 

6. インタビュー調査の技法(1)調査計画 

7. インタビュー調査の技法(2)事例 

8.   参与観察の技法(1)：観察について 

9.   参与観察の技法(2)：事例 

10.   調査データの整理：フィールドノートの整理 

11.   調査データの分析：先行研究・データ・分析 

12.   社会調査の倫理、まとめのテスト 

事前･事後 
学習 

・毎回の授業のテーマに関連する書籍などの情報を収集し、目を通しておくこと 
・各講義実施後、必要に応じてレポート課題を与えるのでとりくむこと 

テキスト 初回の授業で紹介する 

参考文献 

菅原和孝『フィールドワークへの挑戦―“実践”人類学入門』世界思想社，2006 
年 
佐藤郁哉『フィールドワークの技法―問いを育てる、仮説をきたえる』新曜社，

2002 年 
好井裕明『「あたりまえ」を疑う社会学－質的調査のセンス』光文社新書，2006 年 
岸政彦、石岡丈昇、丸山里美『質的社会調査の方法―他者の合理性の理解社会学』

有斐閣，2016 年 
清水展・小國和子編著『職場・学校で活かす現場グラフィー  これから出る本 
ダイバーシティ時代の可能性をひらくために』明石書店，2021 

成績評価 
の 基 準 

授業時に出す課題（レポート）とまとめのテストで評価する 

履修上の注意

履修要件 履修学生は、社会調査演習をあわせて履修することが望ましい 

実践的教育 該当しない。 

備考欄   



 

授業科目名 社会学 

担当教員 宮台 真司 

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・２年第２クォーター 

講義内容 

本講座では、社会学とは何かについて多面的な考察を行う。社会は、われわれ

が日常接する集団や組織、あるいはもっと小さな人間関係などからも形成されて

いる。社会学とは、こういった組織や集団を研究対象とし、その仕組みやはたら

き（システム）を理解する学問である。本講座では前半でシステム理論の基礎概

念を学ぶ。後半では、それらを踏まえて、「近代社会の全体性の把握」をテーマ

に、より広範な社会学的なものの見方を学ぶ。 

到達目標 

１．「社会」とはなにか、「社会学」とはどのような学問かを理解する。 
２．社会システム理論の基礎的な概念を学び、社会をシステムの側から読み解
く視点を得る。 

３．「近代社会の全体性の把握」、すなわち部分の総和として全体を考えるので
はなく、社会を一つの有機体としてとらえる視点を身に着ける。 

４．宗教、政治、法など、社会を構成し制御する様々なシステムについての基
本的な概念を身につける。 

授業計画 

１社会とは何か(反啓蒙の思考伝統) 

２一般性とは何か(文脈自由としての近代) 

３システムとは何か(均衡システムと定常システム)／秩序とは何か(統計熱力学の思考) 

４意味システムとは何か(意味の４機能) 

５社会システムとは何か(生物有機体システムとの違い) 

６制度とは何か(予期ならびに二重の偶発性) 

７社会統合とは何か(合意モデルと信頼モデル) 

８パーソンシステムとは何か(意識と心理) 

９宗教システムとは何か(前提を欠いた偶発性の馴致による｢不条理処理｣) 

10 法システムとは何か(公認された手打ちによる｢紛争処理｣) 

11 政治システムとは何か(奪人称化メカニズムを介した｢集合的決定｣) 

12 性愛システムとは何か(ロマン主義の歴史を介した｢偶然の必然化｣)／全体のまとめ 

事前･事後 
学習 

ウェブサイト｢ミヤダイドットコム｣ (http://www.miyadai.com/)の｢連載・社会学入門｣

（ http://www.miyadai.com/?blogid=1&catid=7/）を事前･事後に読む。 

テキスト ウェブサイト｢ミヤダイドットコム｣の｢連載･社会学入門｣(上記リンク) 

参考文献 
宮台真司の以下の著作。『14 歳からの社会学』『私たちはどこから来てどこへ行くのか』『正

義から享楽へ』『絶望･断念･福音･映画』『世界はそもそもデタラメである』 

成績評価 
の 基 準  

全授業の終了後に提出するレポートで評価する。、80 点の基準点から、一般性のなさ・具体

性のなさ・難易度の低さを減点要因とし、授業忠実性の高さ・独創性の高さを加点要因と

して採点する。レポートの課題は最終回に提示する。 
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 言語表現論 

担当教員 内田 樹 

必修の区分 選択 

単位数 １単位 

授業の方法 講義 

開講年次 １・２年第２クォーター 

講義内容 

言語とは何か、表現とは何かについて、実際にいろいろな文章を素材にして、

できるだけ根源的に考えてみたいと思います。できれば記号論や言語学につい

ての基礎的な知見も見につけて欲しいと思います。受講生にも適宜課題を出し

て、表現することを実践してもらうつもりです。 

到達目標 
「自分のヴォイスを見出すこと」、それが到達目標です。もちろん、遠く高い
目標なので、授業を聴いただけで「はい、見つけました」というような簡単な
話にはなりません。でも、それが目標です。 

授業計画 

１この授業の目的について（オリエンテーション） 

２理論編１（言語学と記号論の学説史など） 

３理論編２（ソシュールのアナグラム論など） 

４理論編３（バルトのエクリチュール論など） 

５理論編４（村上春樹の「地下二階」論と「世界文学」の条件についてなど） 

６理論編５（身体と言語） 

７実践編１（説明すること） 

８実践編２（主語と人称） 

９実践編３（「彼／彼女」をして語らせること フェミニズム言語論） 

10 実践編４（物語を書いてみる） 

11 実践編５（voice とコミュニケーション） 

12 総括 

ここに書いたのは「とりあえずそういうトピックから授業を始めるつもり」と

いうひとつの目安です。受講生の関心や進度に即してそこから話はたぶんあら

ぬ彼方に広がってゆきます。 

事前･事後 
学習 

できたら下に掲げた参考文献を読んでおいてください。 

テキスト 特にありません。 

参考文献 
僕が言語表現について最も影響を受けたのは橋本治・村上春樹・高橋源一郎の

三人です。この三人の書いたものなら何でもいいです。読んでおいてくれると

うれしいです。 

成績評価 
の 基 準  

「自分の声」を見出す作業は相対的な優劣を競うものではないので、受講姿勢

と課題への取り組みについて評価したいと思います。 

履修上の注意

履修要件 特にありません。 

実践的教育 該当しない。 

備考欄 
 



 

授業科目名 地域とつながる歴史学 

担当教員 桃木 至朗 

必修の区分 選択 

単位数 １単位 

授業の方法 講義 

開講年次 １・２年第２クォーター 

講義内容 

①歴史とは何でそれを知ったり考えることは現代人にとってどんな意味があるの
か、歴史学とは何をどうする学問か、それは歴史小説などの創作や「トンデモ史
学」とどこで区別されるかなどの基礎について講義する。②文化や芸術・芸能を
主な例として、地域の歴史、日本の歴史、世界の歴史などを別物として切り離さ
ず一体のものとして、しかも地域の未来など現代社会のいろいろな課題につなが
ったものとして講義する。③それらについて課題を提示し、受講生のグループワ
ーク・発表や討論をおこなう。 

到達目標 

①歴史はわかってしまった過去のことをただ暗記するだけだ、そんなものは現代
の役に立たないし金にもならない、などの「都市伝説」の間違いを理解する。②
創作やフェイクとしての「物語」と、事実にもとづく解釈の一種としての「歴史」
を区別する力を身につける。③それらの土台の上で、地域の歴史、日本の歴史、
世界の歴史などを結びつけて理解したり、歴史と文化・芸能を材料にして地域・
日本・世界の人々をつなげる方法を考える。 

授業計画 

１ イントロダクション：歴史を学ぶとは何を何のために学ぶのか？ 

２ 歴史学とは何をどうする学問か？ 

３ 歴史学と文学・ドラマや「トンデモ史学」はどこが違うか？ 

４ 練習問題：ドラマと「トンデモ史学」の見方、扱い方 

５ 世界史（グローバルヒストリー）は地域に関係ないか？  

６ 地域の歴史は単なる日本史の一部か？ 

７ 外国人イコール英語を話す金髪青い目の白人？ 

８ 東アジア諸国民はなぜ歴史をめぐって対立するのか？ 

９ 練習問題：われわれは東アジアの歴史と文化をどんなに知らないか？ 

10 文化・芸術・芸能史は歴史の何を明らかにできるのか？ 

11 文化・芸術・芸能は世界と地域に何をもたらすか？ 

12 まとめ：観光・地域と文化・芸能を歴史から考える 

事前･事後 
学習 

(事前)授業開始前に、簡単でいいので地元の歴史遺跡とか博物館などの概要を調べ

ておく。指定教科書の序章と終章に目を通しておく。（事後）その日の内容を翌日

までに要約・整理しておく。全体終了後に、講義内容の印象に残った部分を選び、

文化・芸術など地域での活動に結びつけるシナリオ（イベントの企画書、劇のシ

ナリオなど何でもよい）を書いてみよう。 

テキスト 大阪大学歴史教育研究会（編）『市民のための世界史』（大阪大学出版会、2014 年） 

参考文献 中学校歴史、高校の世界史・日本史の教科書や資料集はどれでも役立つでしょう。 

成績評価 
の 基 準  

授業参加（発言・討論・コメントシートなど）を 50％、授業後のレポート（上の

「事後学習」に関連したテーマ・形式を講義中に指示します）を 50％の割合で評

価します。 
履修上の注意

履修要件 
高校世界史を履修したかどうかは問いません。むしろ中学レベルの日本史と世界

史の知識の確認がしばしば必要になります。 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



授業科目名 政治学 

担当教員 鈴木 寛 

必修の区分 選択 

単位数 １単位 

授業の方法 講義 

開講年次 １・２年第２クォーター 

講義内容 

授業の目標：法令などの諸規則、予算、税制などの概要の調べた方を理解する
とともに、それらの制定や改正のプロセスとダイナミズムを理解する。 
 
授業形態：①政策形成のプロセスとダイナミズムを、国政・県政・市政のレベ
ルを認識しながら概説する講義 ②政策提案力と政策実現力を獲得するため
のグループワークと発表 による。 
 
授業計画：①政策の提案（現場関係者・シンクタンク・アカデミア）→政策の
立案（行政府）→政策の制定（立法府・メディア・選挙）→政策の実施（行政
府・現場関係者・コンサルタント・アカデミア・司法府）のそれぞれの概要を
理解するための講義、②個々の学生が現行の文化芸術振興政策（文化芸術に関
する初等中等高等教育政策、著作権政策を含む）の概要と課題を探究するため
の個人ワーク ③文化芸術政策についての具体的政策の提案（様々な関係者へ
の効果の提示も含む）と様々な関係者への働きかけの行動プランについてのグ
ループワーク ④政策案と実現プランについて、学生によるプレゼンテーショ
ンと教員からの講評 等によって構成する。 

到達目標 

① 学生が、政策や政治に関するニュース・リリースを理解できるようになる。 
② 学生が、国や都道府県や市町村が定める法律・政令・省令・規則・条例や

予算の概要について理解できるようになる。（省庁や県庁・市役所等の HP
の参照の仕方を含む） 

③ 学生が、政策が現場にどのような具体的な影響を与えるのかを理解できる
ようになり、現場での諸問題を解決する政策を提案できるようになる。 

④ 学生が、政策の立案・制定に関与している多様な関係者の行動パターンを
理解し、それぞれの関係者への説明・説得・交渉の方法を理解できるよう
になる。 

授業計画 

１ 講義：政策形成過程の概要（プレイヤー、プロセス） 政策の提案・要望 

２ 講義：政策の立案 

３ 講義：政策の制定 

４ 講義：政策の実施 

５ 個人ワーク：文化芸術政策の概要の理解 

６ 個人ワーク：文化芸術政策の課題の発見 

７ グループワーク：文化芸術に関する具体的政策案の考案 

８ グループワーク：その政策案を実現するための行動プランの考案 

９ 発表と講評：政策案と実現プランの発表 

10 発表と講評：政策案と実現プランの発表 

11 発表と講評：政策案と実現プランの発表 

12 レポート作成：政策案と実現プランの提案 

事前･事後 
学習 

教育、舞台芸術、芸術祭、街づくり、地域おこしなどに関し、過去に自分が経

験した、法律や予算制度上の不便や不満について、まとめておくこと。授業内

で終了できなかったレポートについては事後に書き上げ・提出すること 

テキスト 
平田オリザ「新しい広場をつくる」岩波書店 2013 年 10 月 
平田オリザ「芸術立国論」集英社 2001 年 10 月 



 

参考文献 

鈴木寛、城山英明、細野助博「中央省庁の政策形成過程」中央大学出版部 1999
年 1 月 
飯尾潤「日本の統治構造」中央公論新社 2007 年 7 月 
鈴木寛「ドラえもん社会ワールド 政治のしくみ」小学館 2015 年 8 月 

成績評価 
の 基 準  

出席の回数、グループワークへの積極的貢献、発表内容、提出レポートをそれ

ぞれ同程度の割合で勘案し、その総合で評価する 

履修上の注意

履修要件 特になし 

実践的教育 該当しない。 

備考欄 
 



 

授業科目名 文学 

担当教員 高橋 源一郎 

必修の区分 選択 

単位数 １単位 

授業の方法 講義 

開講年次 １・２年第２クォーター 

講義内容 

「文学」とは何か、それがなぜ人間にとって、社会にとって必要なものなの
かを根源的に考察する。本講座では、日本文学、海外文学といった区分をする
ことなく、ダイレクトに文学とは何かについて考えていく。そのため、講義は、
様々な文学に触れることと、実際にそれを書いてみることの両面で構成され、
相互補完的に、文学とは何かについての探求を行う。 

到達目標 

１．文学とは何かについての理解する。 
２．文学を単なる娯楽や芸術ではなく、人間が生きていく上での重要なツール
として「文学的手法」を身につける。 

３．文学と呼ばれるものの範囲の想像以上の広さを理解し、多角的、多面的な
「文学観」を手に入れる。 

授業計画 

ここで述べる「文学」の定義は講義で行なう。それを講義前に明かすことは、

講義の妨げになるのでできない。理解されたし。 

１とりあえず「文学」に対面してみる 

２それから「文学」に触ってみる 

３その次は「文学」のあちこちを観察する 

４時には「文学」を凝視して、知らないうちに変化するかどうかチェックして

みるのもいいかも 

５「文学」に慣れた頃だから、そろそろ「文学」と友だちになってみる 

６「文学」に「わたしたち、友だちだよね？」と訊いてみる 

７「文学」が「うん、友だちだよ」といったら、次に進む。「えっ、そうだっ

け？」といわれたら、もう一回、１からやり直し 

８「文学」と友だちになったのだから一緒に何かをやってみる 

９「文学」と一緒に何かをやった結果がどうだったかを考える 

10 そろそろ準備ができた頃なので何かを書いてみる 

11 書いたものをこっそり「文学」に見せてみる 

12「文学」と共同発表をする 

事前･事後 
学習 

講義前には、できるだけ自分が「文学」と思うものを読んでおく 
講義後も、同じ 

テキスト 世界中の本 

参考文献 世界中の本 

成績評価 
の 基 準  

どの程度「文学」と友だちになれたか 

履修上の注意

履修要件 なし 

実践的教育 該当しない。 

備考欄 
 



 

授業科目名 経済学 

担当教員 水野 和夫 

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・２年次第２クォーター 

講義内容 

授業は講義形式を中心に行う。世界と日本が抱える課題を経済の観点から解
明していくことを授業の目標とする。従来「例外」だと考えていたことが、21
世紀になって「常態」化しつつある。その代表例が日本やドイツのマイナス金
利が長期化したり、米国のトランプ大統領が国際機関を通ずることなく、二国
間協議を重視し各国と対立が深まったりしている。こうした事態の水面下で何
が起きているのかを学生と一緒に考えていく。 

到達目標 

学生は「例外」状態が起きている背景を考えることで、21 世紀という時代
の方向性を見定めることができる。過去の延長線で考えると、様々な現象が「想
定外」の事態が起きると、慌てたり、いずれ元に戻ると考えたりする。学生は
「例外」状況の原因を理解することで将来生ずるであろう困難な事態に遭遇し
ても適切に対処することができる。 

授業計画 

１ 近代とはいかなかる時代か・・・「より遠く、より速く、より合理的に」 

２ ゼロ金利はなぜ生じているのか・・・資本の充実と投資機会の消滅 

３ ゼロ金利社会の課題・・・「利子生活者の安楽死」と「貨幣愛」の克服 

４ 利子とは・・・利子はどこから生まれるのか 

５ 資本とは・・・「神秘性」、「無限性」 

６ グローバリゼーションとは・・・「過剰」の解消 

７ 21 世紀はいかなる時代か・・・国民国家と帝国 

８ 21 世紀はいかなる時代か・・・新中世主義 

９ 米中新冷戦の背景にあるもの・・・全世界の債権者はだれか 

10 日本の課題・・・①巨額の国家債務 

11 日本の課題・・・②エネルギー問題 

12 日本の課題・・・③望ましい日本の姿 

事前･事後 
学習 

復習を重視する。二日目および三日目の授業の時に前日の講義内容に関するレ

ポートを提出して（2 回レポート提出）、理解度を確認すること。 

テキスト 
『次なる 100 年 歴史の危機から学ぶこと』2022 年、東洋経済新報社、著者

水野和夫 

参考文献 
『資本主義の終焉と歴史の危機』2014 年、集英社新書、水野和夫 

成績評価 
の 基 準  

計２回のレポートの内容で評価。 

履修上の注意

履修要件 

とくになし。 

備考欄 
 



 

授業科目名 美学 

担当教員 熊倉 敬聡 

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３クォーター 

講義内容 

「美学＝感性学(エステティック)」を単なる知識の学習のみならず、五感を用
いる「美」の経験とその知的理解として会得できるようになることを目的とす
る。芸術のジャンル的にも、絵画、音楽から、映像、舞台芸術に至るまで、そ
れぞれのジャンルにおける美的経験の共通点と相違点を探っていく。さらに、
文化圏（特に西洋と東洋）によって美の感じ方・作り方が異なることを理解し
ていく。最終的には、人間にとって美の経験と理解には普遍性があるか否かを
問うていく。 

到達目標 

学生は「美」という事象を、単に漠然とした印象あるいは紋切り型のイメージ
から離れ、自らの感性、そして五感を通した経験かつ知的理解として学ぶこと
ができる。また、学生は、芸術のジャンルや文化圏によって、「美」の在り方
が異なることを、実際に作品などを比較することによって理解することができ
る。さらに、学生は、小発表やディスカッションを通して、自らの「美」につ
いての理解を表現し、また他の学生たちの理解によって相対化されることによ
って、より客観視できるようになる。 

授業計画 

１.「美学＝感性学(エステティック)」とは何か 

２.感性と美⑴：視覚を中心に 

３.感性と美⑵：聴覚を中心に 

４.感性と美⑶：味覚を中心に 

５.感性と美⑷：触覚を中心に 

６.感性と美⑸：臭覚を中心に 

７.五感を感じる 

８.自分を感じる 

９.他者を感じる 

10.西洋の美と東洋の美⑴ 

11.西洋の美と東洋の美⑵ 

12.改めて「美」とは何か 

事前･事後 
学習 

・事前に授業で取り上げるテーマに関して自分なりに調べ考えてくること。 
・各授業の冒頭、学生たちに前回の内容を振り返る作業を行ってもらう。 
・各授業の最後、その回の授業内容を振り返り、ミニレポートを書いてもらう。 

テキスト 資料に関しては、必要に応じて配付する。 

参考文献 適宜紹介する。 

成績評価 
の 基 準 

レポート（50％）、授業内のミニレポートおよび小発表（50％）で評価する。 

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 芸術学 

担当教員 
藤野 一夫 
熊倉 敬聡 

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３クォーター 

講義内容 

芸術学とは「芸術とは何か」を考える学問であると同時に、美術・音楽・演
劇・舞踊・写真・映画・文学など、さまざまな芸術ジャンルの特性を理解する
学問でもある。この講義では「芸術が生まれる場」という観点から、さまざま
な芸術を捉えてみたいと思う。「芸術が生まれる場」には、それに立ち会う人
が必要だからである。人と人との関係の中に成立する芸術は、人と人をつなげ
るコミュニケーションの媒体ともなる。つまりモノとしての芸術作品だけでな
く、社会的な形成力、あるいは文芸的な公共性が立ち現れる場として「芸術」
を考えてみたい。ミュージアム、文化ホール、劇場、コミュニティ・カフェな
どを例に、芸術の社会的機能（役割）を探り、アートマネジメントや舞台芸術
への理解を深めたいと思う。 

到達目標 

・「芸術とは何か」を、さまざまな「芸術が生まれる場」から考え、芸術の社
会形成力と文芸的公共性について理解する。 
・美術・音楽・演劇・舞踊・写真・映画・文学など、さまざまな芸術のジャン
ルの特性を理解する。 
・芸術の社会的機能（役割）を探り、アートマネジメントや舞台芸術への理解
を深める基礎とする。 

授業計画 

１．「芸術」とは何か？：芸術？アート？Art？（熊倉） 

２．「芸術」が生まれる場（熊倉） 

３．Art とカフェ①（熊倉） 

４．Art とカフェ②（熊倉） 

５．藝道と茶室①（熊倉） 

６．藝道と茶室②（熊倉） 

７.演劇祭が生まれる場とそこから生まれる芸術のルール(藤野) 

８.綜合芸術が生まれる場「バイロイト祝祭」への道と『タンホイザー』のロ

マン主義的革命性①(藤野)。 

９.『タンホイザー』のロマン主義的革命性②(藤野) 

10.『タンホイザー』のロマン主義的革命性③(藤野) 

11.現代ダンスが生まれる場としての『タンホイザー』、その演出と振付の多様

性(藤野) 

12.日本舞踊とノイエタンツ（ドイツの新舞踏）が交わる場から生まれたもの

(藤野) 

事前･事後 
学習 

・各授業の冒頭、学生たちに前回の内容を振り返る作業を行ってもらう。 
・各授業の最後、その回の授業内容を振り返り、ミニレポートを書いてもらう。 

テキスト 資料に関しては、必要に応じて配付する。 

参考文献 適宜紹介する。 
成績評価 
の 基 準  

レポート（50％）、授業内のミニレポート（50％）で評価する。 

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 マネジメント入門 

担当教員 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 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． 「もしドラ」でドラッカーのマネジメントを学習する 

２． 経営学とマネジメントとの異同性 

３． 事業の目的とは何か？ 

４． マーケティングとイノベーションをケースで学習する 

５． 組織コミュニケーションとソーシャル・スタイル理論 

６.  ソーシャル・スタイル理論をケースで学習する 

７． リーダーシップとフォロワーシップ 

８． ケースでリーダーシップとフォロワーシップを学習する 

９． サービス業と製造業のマネジメントの異同性 

10． ケースでサービス業と製造業のマネジメントの違いを学習する 

11． ソーシャル・イノベーション（社会的課題の解決）のマネジメント 

12． ケースでソーシャル・イノベーションを学習する 

事前･事後 
学習 

事前に配布するケースをケースの課題に従って分析してくること。授業中にケ

ースについてのディスカッションをするので、自分の発言用の分析結果のメモ

を作成すること。授業後には、講義内容を踏まえてケースについての分析レポ

ートを提出すること。 

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 

ケース分析レポート（50%）、授業中の発言（20%）、期末レポート（30%) 



 

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、民間組織の利益やコストに対す
る理解は、組織人に必要なリテラシーのひとつです。民間企業の営業部門なら、
売上に加えて原価や粗利についての理解が必要です。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りません。また、組織人として、出
張旅費や交際費の精算などは避けて通ることはできません。 
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ります。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基礎知識を学びます。 

到達目標 

（1）民間組織の経理部門では、コンピュータを活用した効率化が飛躍的な進
化を遂げています。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
った人です。組織人にとって、最低限の会計基礎知識を身に付けます。 
（2）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ます。 

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

理を理解します。 
 
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

方法を理解します。 
 
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します。 
 
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

仕訳を理解します。 
 
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します。 
 
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します。 
 



 
 

 

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します。 
 
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します。 
 
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します。 
 
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します。 
 
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します。 
 
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ます。 

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ようにしてください。 
（事後学習）テキストに収録されている例題を解答してください。 

テキスト 『合格テキスト日商簿記 3 級 Ver.12』TAC，2021 年 3 月 

参考文献 『2021 年度版スッキリうかる日商簿記 3 級本試験予想問題集』TAC 出版,2021
年 7 月 

成績評価 
の 基 準  

理解度テスト（期末テスト）70％、受講態度（出席）30％を基に評価します。

詳細は、授業中に伝達します。 

履修上の注意

履修要件 授業・テストには、必ず電卓・筆記具を持参してください。 

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

践的教育に該当します。 

備考欄 
本講義では、事前学習と事後学習が重要となります。特に、事後学習を必ず行

うようにしてください。 



授業科目名 事業創造入門 

担当教員 

佐藤 善信 

瓶内 栄作 

千賀 喜史 

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 

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 

第３回 SDGs の課題とベンチャービジネス 

第４回 ファミリービジネスの事業承継と第二創業 

第５回 ケーススタディ① グループ討議 

第６回 起業の事例研究・日本 

第７回 起業の事例研究・米国シリコンバレー 

第８回 起業の事例研究・中国深圳 

第９回 オープンイノベーションと活用事例  

第１０回 ケーススタディ② グループ討議 

第１１回 ケース①②を通してのグループ発表 

第１２回 発表の講評、到達度確認 

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 
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） 

  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） 

  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） 

  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） 

  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） 

  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） 

  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。 

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。 
・事前学習には『基礎自治体の文化政策 まちにアートが必要なわけ』（藤野

一夫編著、水曜社）を参考のこと。 

テキスト  

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ながら、
その諸事例に生命的な脈絡を見出すことで、このアーツ（技芸）に関する基礎
的な理解を得ることです。授業の内容は、主として前半に、生き物の求愛や威
嚇、人のデモや演説、パフォーマンスを、後半に、伝統芸能や舞台芸術を扱う
予定です。ある存在が他の存在を意識して営む技芸を、そのコンテキストとと
もに紹介・考察してゆきます。 

到達目標 ある表現が「パフォーミングアーツ」と言われるに際してのポイントや、諸事
例の個別性について説こうとする意欲を持つことができる。 

授業計画 

01：オリエンテーション【富田】（【児玉】【李】【藤野】） 

02：動物や昆虫の振る舞い【富田】 

03：人間の踊りや演技【富田】 

04：示威運動、政治演説【富田】 

05：（ポスト）パフォーマンスアート【富田】 

06：現代社会とコンテンポラリーダンス【富田】 

07：映像としてのパフォーミングアーツ【富田】 

08：復習と到達度チェック（授業内試験）【富田】  

09：試験の講評と解説、質疑応答、フランスの宮廷バレエ【富田】  

10：北米や北欧の現代舞踊【児玉】  

11：韓国の伝統芸能【李】 

12：ドイツの楽劇【藤野】 

事前･事後 
学習 

授業毎に指示します（事前・事後学習として週 2 時間程度） 

テキスト 特に指定しません 

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、適宜紹介します 

成績評価 
の 基 準  

平常点 60%：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 40%：授業内試験 

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します 

実践的教育 該当しない。 

備考欄 
この授業は富田と児玉、李、藤野のオムニバス（1-9 が富田、10 が児玉、11
が李、12 が藤野の予定）です 



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 芸術・文化・観光を研究するにあたり、必要となる建築・著作権について
の知識を習得することが出来る。 

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 

事前にレジュメを配布するので、それを講義前に読んでおくこと。また、講義

後復習の上、分からない点については質問すること。 

テキスト 指定しない 

参考文献 講義中適宜指示する 

成績評価 
の 基 準  

建築（前半）：授業参加 15％、レポート 35％ 
著作権（後半）：授業参加 15％、レポート 35％ 

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．各地での地域創生の取り組み（古賀） 

  受講生の地元における地域創生と文化芸術に関する取り組みを調査する。 

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   

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  



 
 



授業科目名 リーダーシップ論 

担当教員 山中 俊之 

必修の区分 選択 

単位数 ２ 

授業の方法 講義 

開講年次 ２年第１クォーター 

講義内容 

グループ討論やロールプレイを通じて、リーダーシップに関する実践的な能力
を身に付けてもらうことを目標とする。リーダーシップは、どんな職業におい
ても、地域社会においても、肩書等に関係なく必要な能力であり、また後天的
に身に付けることができる。学生時代に必要なリーダーシップ及び社会人にな
ってから特に重要なリーダーシップのそれぞれにおいて一緒に考えながら習
得してもらう。単に机上の討論になることなく、学生生活の日常においても活
用しながら考え方とスキルの向上を目指す。ゲストスピーカー講演も入れて実
践的な内容を目指す。なお、シラバスの内容は、今後の検討状況や学生の皆さ
んの要望に応じて変更があり得ます。 

到達目標 

・自分にとってのリーダー像を確立する（各自リーダ像が違うことは前提）。 
・リーダーシップをとるための必要な行動要素を知り、それを基に自分の強み
や弱みについて分析することができる。 
・自らのビジョンを明確に立案できる。 
・他者を動かすための方法論を理解して、状況に応じて、実践できる。 
・リーダーとして重要なファシリテーションについて理解して実践できる。 
・リーダーとして重要なプレゼンテーションについて理解して実践できる。 
・稲盛和夫氏など卓越したリーダーの実例について知識を蓄積して、自らが必
要な時にそれら知識を思い出して必要に応じて活用できる。 

授業計画 

第 1 回：リーダーシップとは何か、なぜ重要なのかー世界ではリーダーシップ

は基礎的素養 

第２回：リーダーシップを取るために必要な行動要素とは何かー状況対応型リ

ーダーシップ 

第３回：リーダーにとって重要なビジョンとゴールとは 

第４回：変化の時代の引っ張らないサーバントリーダーシップ 

第５回：他人からのフィードバックを受けて考えるーリーダーズインデグレー

ション 

第６回：他者を動かすために必要なパワー理論とはなにか、いかにしてパワー

理論を使って他者を動かすのか 

第７回：他者を動かすために必要な与える力―稲盛和夫氏の利他の精神から学

ぶ 

第８回：リーダーに必要なファシリテーションのスキル 

第９回：ゲストスピーカー講演 

第１０回：リーダーに必要なプレゼンテーションのスキル 

第１１回：改めて、自らのリーダースタイルを考える 

第１２回：自らのリーダーとしてのアクションプランを考える 

（注）今後の検討状況や学生の皆さんの要望等によって変更がありえます。 

事前･事後 
学習 

・毎回 1 週間で実践したリーダーシップ行動について発表してもらいます 

テキスト 特になし 



 

参考文献 

・稲盛和夫「生き方」 
・（将来行政職員希望であれば）山中俊之「自治体職員のための人材開発ハン

ドブック」 
必要に応じて配布。 

成績評価 
の 基 準  

レポート（50％）、授業中の発言及び積極性（50％） 

履修上の注意

履修要件 
双方向のやり取りやグループ討論が多いので、その前提で参加していただけれ

ば幸いです。 

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 なし 



授業科目名 グローバルリーダー入門 

担当教員 千賀 喜史 

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 

グローバルリーダーとは自国と相手国の両者の歴史や文化、社会を理解し、双
方にとって互恵的な意思決定をおこなうことができる人材と本講義では定義
する。語学力も重要であるが、異文化への理解がさらに上位の素養といえる。
また、多文化的価値観を理解する受容力をもつことが必須である。多文化主義
的感性をもち、そのうえで複雑な課題を主体的に考え、実践できることを目指
していく。そのために、ビジネスの現場で直面したさまざまな実例を教材とし、
リーダーシップとともに、フォロワーシップの重要性について受講者と一緒に
考えていく。次世代リーダーに必須の知識であり、異文化を知ること、自文化
の当たり前を取りはらうことが、自らを客観視することにつながるものであ
る。また、心の知能指数「EQ」のトレーニングもおこなう。なお、授業のため
に指定した資料を事前に読む宿題形式を前提とし、講義中は主に双方向型で活
発な討議をおこなう。 

到達目標 

① 地域社会における多様な課題について考え、行動するための対話力が身に
つく。（虫の目視点） 

② 分野を超え物事を観察する俯瞰力を得ることができる。（鳥の目視点） 
③ 異文化や異なる価値観を理解する態度や力が身につく。（魚の目視点） 
④ リーダーシップ発揮の経験学習プロセスを通して、自身の成長に繋げる習

慣がつく。（全ての視点） 

授業計画 

異文化理解とコミュニケーションがキーワードとなる。また知的好奇心や幅広

い教養が求められる。グローバルリーダーのハウツーではなく、基本的な心構

えについて考えていく。 

第１回 オリエンテーション、授業の全体像と進め方 

第２回 リーダーシップとマネジメントの違い 

第３回 事象理解のための多角的視点 

第４回 ケーススタディ① グループ討議 

第５回 ビジョン共有のためのリーダーの役割 

第６回 高い目標を達成するためのリーダーの役割 

第７回 仲間のために尽くすサーバントリーダーシップ 

第８回 ケーススタディ② グループ討議 

第９回 壁を突破するためのリーダーの役割 

第１０回 新しいことに挑戦するためのリーダーの資質 

第１１回 心の知能指数「ＥＱ」のトレーニング法  

第１２回 リーダーシップとフォロワーシップ、求められる資質 

事前･事後 

学習 

ケーススタディを２回実施する（第４回と第８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ること。 

テキスト 特定の教科書は利用せず、各回プリント教材を配布する。 



 

参考文献 

『異文化理解力』エリン・メイヤー（田岡恵監訳）、英治出版、2015 年 

『奇妙なアメリカ－神と正義のミュージアム－』矢口祐人、新潮社、2014 年 

『リーダーシップ入門』金井 寿宏、日本経済新聞出版、2005 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 グループ討議での貢献(30%) 

③ 課題レポート(40%) 

履修上の注意

履修要件 

歴史・文化・社会・政治・経済について知識と問題意識を深めながら、国際社

会で必要とされるリーダーシップの素養を身につけることを目指すので、関心

のある学生は履修することが望ましい。 

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 アントレプレナーシップ論 

担当教員 福嶋 幸太郎 

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３クォーター 

講義内容 

アントレプレナーシップは企業家精神、アントレプレナーは企業家と訳されま
す。一方で、アントレプレナーシップの本来の意義は、時代と社会の変化に対
応して、リスク・テイキングを厭わず、能動的に新たな事業に取り組み、行動
する企業家活動と考えられます。 
地方の人口減少が進行する中、経済活性化を図るには、ビジネス・モデルのイ
ノベーション（革新）が求められます。アントレプレナーシップの知識を体系
的に習得するため、企業事例を参照しながら、アントレプレナーシップの理論
を一緒に学びます。 

到達目標 

（1）アントレプレナーシップの意義を、自分の言葉で説明できるようになり
ます。 
（2）アントレプレナーの類型（独立型・ファミリー型・アカデミック型・ソ
ーシャル型・グローバル型など）があることを理解し、事例を含めて自分の言
葉で説明できるようになります。 
（3）ビジネスプランを作成し、他者に説明できるようになります。 
（4）社会の課題解決に、アントレプレナーシップをどのように生かすのかに
ついて、他者と議論ができるようになります。 

授業計画 

第１回：「オリエンテーション、アントレプレナーシップの基礎理論」、イノベ

ーションを遂行するシュンペーターとカナーズの企業家像、起業経験と企業家

のタイプ、アントレプレナーシップと経営戦略とは何かを理解します。 

 

第２回：「アントレプレナーシップの社会的意義、倫理教育」、産業の新陳代謝

と顧客価値の創造、社会的課題の解決、出光佐三と実践力重視の経営、ビジネ

ススクールの教育、経営倫理とは何かを理解します。 

 

第３回：「独立アントレプレナー」、イケアのビジネス・モデルの高度化と成長、

アントレプレナーシップの要件、経営資源の獲得と展開とは何かを理解しま

す。 

 

第４回：「ファミリー・アントレプレナー」、Samsung Group 発展の歴史、革新

性に富むファミリー・ビジネス、ファミリー・ビジネスの革新パターンとは何

かを理解します。 

 

第５回：ビジネスプランの作成方法を理解し、作成できる知識を身に付けます。

また、グループ別にビジネスプランの議論を開始します。 

 

第６回：グループ別に、分担してビジネスプランを作成します。 

 

第７回：グループ別に作成したビジネスプランを発表し、他のグループの履修

者と議論をします。 



 

第８回：「誕生期・成長期のアントレプレナーシップと外部資源・内部資源」

Twitter の収益モデル、事業機会の認識・事業コンセプト・ビジネスモデルの

設計、トヨタグループのアントレプレナーシップ、M&A のメリットとデメリッ

ト、M&A の 3 つのプロセス、DeNA 発展の歴史、経営資源の蓄積と活用とは何か

を理解します。 

 

第９回：「長寿企業とアントレプレナーシップ」、彦根仏壇産業、技能承継のビ

ジネス、長寿企業の制度的叡智とは何かを理解します。 

 

第 10 回：「地域とアントレプレナーシップ」、神戸長田ケミカルシューズ産業、

エスニック・アントレプレナーシップとは何かを理解します。 

 

第 11 回：「グローバル・アントレプレナーシップ」、ハイアール発展の歴史、

国内事業基盤とグローバル化、資金調達と買収、シリコンバレーと Facebook、

アントレプレナーとベンチャー・キャピタルの役割とは何かを理解します。 

 

第 12 回：「復習」、第 1回～第 11 回までの重要な部分を振り返り、アントレプ

レナーシップ論の復習を行います。 

事前･事後 
学習 

予め担当教員が作成したテキスト（パワーポイント）に目を通し、受講者の疑

問点や質問事項を整理してください。 

テキスト 
担当教員が作成したパワーポイントを、テキストとして使用します。このパワ

ーポイントをダウンロードし、授業に参加してください。 

参考文献 山田幸三・江島由裕『1からのアントレプレナーシップ』碩学舎・中央経済社，

2017 年 4月 

成績評価 
の 基 準 

理解度テスト（期末テスト）70％、受講態度（出席及びビジネスプランの完成

度）30％を基に評価します。詳細は、授業中に伝達する。 

履修上の注意

履修要件 電卓を持参してください。 

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  



授業科目名 ビジネスアカウンティング論 

担当教員 福嶋 幸太郎 

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３クォーター 

講義内容 

企業の経営活動が複雑化、多様化する中で、自社や取引先あるいは投資先など
の経営実態を正しく把握するための手段として、代表的な企業情報である会計
情報（貸借対照表や損益計算書などの財務諸表）を理解できる能力（会計リテ
ラシー）が求められます。 
簿記を知らなくても、財務諸表の構造や諸法令などの知識と分析力を基に、企
業の財務状態、経営成績、キャッシュ・フローの状況などを判断することがで
きます。これらの能力を身に付け、会計リテラシーを持つ人材を育成します。 

到達目標 

（1）会計の用語、財務諸表の構造・読み方・分析等を理解するための基礎的
な力を身に付けます。 
（2）企業の経営戦略や事業戦略を理解するため、財務諸表を分析する力を身
に付けます。 
（3）本講義履修後には、大阪商工会議所が主催するビジネス会計検定 3級に
合格する力を身に付けます。 

授業計画 

第１回：「オリエンテーション、企業会計の意義と制度」、利害調整・投資判断

情報の提供機能、金融商品取引法の会計制度、会社法の会計制度、金融商品取

引所の開示規制とは何かを理解します。 

 

第２回：「財務諸表」、財務諸表の種類、子会社・関連会社、連結財務諸表の作

成方法、計算書の相互関係とは何かを理解します。 

 

第３回：「貸借対照表 B/S」、連結貸借対照表、資産・負債・純資産の意義と分

類とは何かを理解します。 

 

第４回：「損益計算書 P/L①」、連結損益計算書、損益計算書の表示ルール、売

上総利益・営業利益・経常利益・税金等調整前当期純利益の計算とは何かを理

解します。 

 

第５回：「「損益計算書 P/L②」、当期純利益と親会社株主に帰属する当期純利

益の計算、包括利益の概念、連結包括利益計算書とは何かを理解します。 

 

第６回：「株主資本等変動計算書」、連結環として働く株主資本等変動計算書、

株主資本等変動計算書の活用とは何かを理解します。 

 

第７回：「連結キャッシュ・フロー計算書」、現金及び現金同等物の範囲、注記、

連結キャッシュ・フロー計算書の表示方法、営業活動・投資活動・財務活動に

よるキャッシュ・フロー計算、キャッシュ・フロー循環とは何かを理解します。 

 

 



 

第８回：「附属明細書と注記」、附属明細書の種類と様式、注記の内容と記載方

法、具体的な注記事項とは何かを理解します。 

 

第９回：「財務諸表分析①」、百分比・時系列分析、安全性の分析、収益性の分

析とは何かを理解します。 

 

第 10 回：「財務諸表分析②」、キャッシュ・フローの分析、セグメント情報の

分析、連単倍率とは何かを理解します。 

 

第 11 回：「財務諸表分析③」、損益分岐点分析、1株当たり分析、1人当たり分

析とは何かを理解します。 

 

第 12 回：「復習」、第 1回～第 11 回までの重要な部分を振り返り、ビジネスア

カウンティング論の復習を行います。 

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ください。 

（事後学習）テキストに収録されている例題を解答してください。 

テキスト 
『ビジネス会計検定試験公式テキスト 3級（第 4版）』中央経済社，2019 年 3

月 

参考文献 『ビジネス会計検定試験公式過去問題集 3級（第 4版）』中央経済社，2019年

3 月 

成績評価 
の 基 準 

理解度テスト（期末テスト）70％、受講態度（出席・提出物等）30％を基に評

価します。詳細は、授業中に伝達します。 

履修上の注意

履修要件 電卓を持参してください。 

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ります。特に事後学習は必ずおこ

なうようにしてください。 



授業科目名 組織マネジメント論 

担当教員 千賀 喜史 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第１クオーター 

講義内容 

民間企業や自治体など公的機関でも、組織を強くするのは、そこに所属する人
である。本講義では組織における人間の行動に焦点をあて、個人の行動特性や
モチベーションについて学ぶことで、強い組織、持続可能な組織を創りあげる
ことを考えていく。組織マネジメントのあり方は、多様な観点で研究がおこな
われているが、特に組織内の個人行動と組織の内外の管理のあり方、動機付け
の問題などを掘り下げていく。また、企業や自治体にとどまらず、非営利組織
（NPO/NGO）にも焦点をあて、どのような経営資源を獲得することが持続可能
性につながるか理解を図る。 

到達目標 

 ① 実在する企業のケースから、経営に関する基礎知識を学び、成功（または 
  失敗の要因）に関する分析能力が得られる。 
 ② 中小企業における経営の仕組みや課題、実践的応用力が得られる。 
 ③ 自治体や非営利組織における経営資源の確保について基礎的な知識が得  
  られる。 

授業計画 

社会人経験のない学生に対し、理解と知的好奇心を促進できるように、実在す

る企業や組織をとりあげ、組織論の基礎と実践を学ぶ。また、事業展開におい

ての転機を迎えたときに、どのような方向付けをすればよいか考えていく。５

-６人程度のグループワークをおこない、他の受講生の異見（異なる考え）を

取り込んでいくことを目指す。 

第１回 オリエンテーション、授業の全体像と進め方 

第２回 ディズニーランドのマネジメント 

第３回 渋沢栄一に学ぶ論語と算盤 

第４回 松下幸之助に学ぶ水道哲学 

第５回 ハンブルク・バレイ団の改革 

第６回 非営利組織（NPO）の特徴と理解 

第７回 ケーススタディ① 

第 8 回 組織変革のための７つの S 

第９回 組織デザイン、経営戦略と組織設計の適合 

第１０回 ケーススタディ②（組織の活性化と組織デザイン） 

第１１回 グループワーク 

第１２回 学習成果発表（プレゼンテーション実施） 

事前･事後 

学習 

ケーススタディを２回実施する（第７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 特定の教科書は利用せず、各回プリント教材を配布する。 



 

参考文献 『「人」財経営のすすめ』佐竹隆幸、神戸新聞総合出版センター 、2014 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 グループ討議での貢献(30%) 

③ グループによるプレゼンテーション(40%) 

プレゼンテーションに関しては、完成度の高さよりも、最終結論に至るまでの

プロセス、グループ貢献などを評価する。 

履修上の注意

履修要件 

「リスクマネジメント論」を合わせて履修することで、多面的な組織論の理解

と応用につながる。 

実践的教育  

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 コーチング論 

担当教員 岩田 和美 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第１クォーター 

講義内容 

本授業では対人コミュニケーションの基本となる「聴く力」「質問力」「伝える力」を高

めることを目的とする。ベースはコーチングのスキルとなるが、ファシリテーションスキ

ルや交渉のスキルを交え、1 対１または 1 対多など、さまざまな場面におけるコミュニ

ケーションの質を高めるための学習と実践の場を提供する。 

一方、スキルはそれを扱う人に依存する。本講義では、良いコミュニケーションを生

み出すものは何かという本質を同時に探究する。人間という存在への理解を深める

ことで、自分を知り、他者を理解しようという姿勢を身につけていくことを目指す。現

代社会において仕事や人生を豊かにするために必須といわれるコミュニケーション

力ですが、その向上のための「あり方（being）」を見直す場にもしていく。 

到達目標 

１．コーチング、ファシリテーションなどのスキルを一通り習得することで「聴く力」「質

問力」「伝える力」が向上し、日常生活に応用できる状態になっていること 

２．自己信頼を土台に他者と良い関係を築く力が向上していること 

授業計画 

１ 人間の心理と良いコミュニケーションを生みだすための基本 

２ Win-Win の関係をもたらす聴き方 

３ コーチングのフロー（流れ） 

４ フィードバックと承認 

５ リフレーミング 

６ 質問力を高める 

７ 目標達成のサポート 

８ 効果的な伝え方 

９ ファシリテーションスキル（場のデザインと意見の発散） 

10 ファシリテーションスキル（構造化と合意形成） 

11 コンフリクト（対立）と交渉 

12 ミッション・ビジョンを描く 

事前･事後 
学習 

自分や周囲の人のコミュニケーションを意識的に観察すること（１日 15 分程

度）。 
数回課題を出します。コーチング実践などの内容になりますので、しっかり行

い、レポートにして提出すること。 

テキスト 毎回資料を準備し、配布します。 

参考文献 
『コーチング・ハンドブック』山崎啓支（日本能率協会マネジメントセンター） 
『ロジカル・ファシリテーション』加藤彰（PHP ビジネス新書） 
授業では直接使用しませんが、授業内容理解のために参考にしてください。 

成績評価 
の 基 準  

ワークに臨む姿勢など授業への積極的関与度（50％）、課題（50％）。 

 



 

履修上の注意

履修要件 
授業は講義のみではなく、ペアまたはグループでの実践が多くなります。 
積極的な姿勢で臨んでください。 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



 

授業科目名 地域イノベーション論 

担当教員 佐藤 善信 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第１クォーター 

講義内容 

地域イノベーション論では、地域の課題をイノベイティブな方法によって解決
しながら地域創生を展開する方法論について、実際の地域のイノベーションの
ケースを通じて実践的に理論的フレームワークを学習する。そのなかでも中心
的な概念は、ダイナミック・ケイパビリティ概念とコレクティブ・インパクト
概念である。講義内容は、地域イノベーションに取り組んでいる自治体や NPO、
民間企業のケースを中心に展開される。ゲストスピーカーにも登壇していただ
く予定である。 

到達目標 

地域イノベーション論を履修することにより、以下の能力が涵養できる。 
１． 地域イノベーションとソーシャル・イノベーションの関係を説明するこ

とができる。 
２． 地域ノベーションに関係して、コレクティブ・インパクト概念とダイナ

ミック・ケイパビリティ概念を説明することができる。 
３． 地域イノベーションのために、ある程度の戦略立案ができる。 

授業計画 

１． ソーシャル・イノベーションと地域イノベーションとの関係 

２． 地域イノベーションの実際：徳島県神山町のケース・スタディ（１） 

３． 地域イノベーションの実際：徳島県神山町のケース・スタディ（２） 

４． 地域イノベーションの実際：徳島県三好市のケース・スタディ 

５． 地域イノベーションとコレクティブ・インパクト概念 

６.  SDGｓと地域イノベーション（１） 

７． SDGｓと地域イノベーション（２） 

８． 地域イノベーションの実際：兵庫県豊岡市のケース・スタディ（１） 

９． 地域イノベーションの実際：兵庫県豊岡市のケース・スタディ（２） 

10． 地域イノベーションと商業集積 

11． 地域イノベーションとダイナミック・ケイパビリティ概念 

12． 地域イノベーションの今後 

事前･事後 
学習 

事前に配布するケースをケースの課題に従って分析してくること。授業中にケ

ースについてのディスカッションをするので、自分の発言用の分析結果のメモ

を作成すること。授業後には、講義内容を踏まえてケースについての分析レポ

ートを提出すること。 

テキスト なし 

参考文献 佐竹隆幸編著『現代中小企業のソーシャルイノベーション』同友館, 2017 年. 
その他、授業中に適宜紹介する。 

成績評価 
の 基 準  

ケース分析レポート（60%）、授業中の発言（20%）、期末レポート（20%） 

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 リスクマネジメント論 

担当教員 千賀 喜史 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第３クォーター 

講義内容 

リスクとは経済的損失や事業の中断、停止、信用、ブランドイメージの失墜等、
事業活動に望ましくない影響を与える可能性やその要因と定義する。組織経営
の安定化を図りつつ、組織として存続、発展していくうえで障壁となるリスク
を正確に把握し、事前に経済的かつ合理的な対策を講じることで、危険の発生
を回避するとともに、危機発生時の損失を極小化するための活動をリスクマネ
ジメントという。法令違反によるリスク以外にも、自然災害によるリスクや環
境リスク、情報漏洩やシステムダウンのリスク、調達・物流リスクなどもある。
そのためにも危機に直面し、緊急事態に至った場合に備えた取組みや実際の緊
急事態対応に関するマネジメントのあり方に関して、過去の実例を交えながら
学んでいく。 

到達目標 

日常からリスクマネジメントをおこなうための備えとして、定期的なリスクア
セスメントの実施が求められる。ではどのような体制で、どのような手法を用
いながらアセスメントをおこなえばいいかを考えていく。 
① 過去に実際発生した事例に基づき、的確な対処ができるよう準備的考察 
をする能力が習得できる。 
② 伝統的なリスクマネジメントの手法を習得し理解できる。 
③ メンバー間の協働に基づきリスクアセスメントの手法を取得し実践で 
きる能力が身につく。 
④ リスクとリスクマネジメントに関する意思決定の理論が習得できる。 

授業計画 

実例を使用し受講生が自ら考える主体的、能動的な授業をおこなう。また、５

-６人程度でロールプレイ式のグループワークをおこなう。各人が行政や企業、

NPO、財団、市民代表などの役割を担い、意見を集約する方式で討議を深めて

いく。異なる役割を担うことで、立場の異なる組織の連携にどのように取り組

めばよいか学んでいく。 

第１回 オリエンテーション、授業の全体像と進め方 

第２回 サーベンスオックスレー法（SOX）制定の経緯 

第３回 企業と社会に関するケーススタディ 

第４回 グループワーク① 不祥事回避のための対策 

第５回 メディア報道に対する批判的考察 

第６回 自然災害発生時における行政の意思決定（外部講師） 

第７回 グループワーク② リスクマネジメントの体制構築 

第８回 民間企業による事業リスクマネジメント（ERM）の意義、特徴 

第９回 自治体によるリスクマネジメントの意義、特徴 

第１０回 事業継続計画（BCP）の作成 

第１１回 グループワーク③ 緊急事態時の顧客（市民）、メディア等への対

応を含めたリスク管理体制 

第１２回 統合型リスクマネジメントと個別型リスクマネジメント 



 

事前･事後 

学習 

連日のように報道される企業の不祥事などに注目し、その事件（事案）はなぜ

発生してしたかその背景について関心をもつこと。また、今後同様の事案が発

生した場合に初動においてどのような対応が求められるか、日ごろから考える

訓練をすること。 

テキスト 特定の教科書は利用せず、各回プリント教材を配布する。 

参考文献 
『失敗の科学』マシュー・サイド（有枝春訳）、ディスカヴァー・トゥエンテ

ィワン、2016 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 グループ討議での貢献(30%) 

③ 課題レポート(40%) 

履修上の注意

履修要件 

「組織マネジメント論」を合わせて履修することで、多角的な組織論の獲得と

応用につながる。 

実践的教育  

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 人的資源管理論 

担当教員 坂本 ひとみ 

必修の区分 選択 

単位数 １単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第４クォーター 

講義内容 

企業経営や組織の運営においては、様々な設備導入や IT 技術による経営革新 
があるとはいえ、人的資源の活用が重要な経営課題なっている。本講義は、人 
的資源の管理の特性と共に、成果を上げるために取られている管理手法の考え 
方を理解したい。個々の企業・組織にとってタレントとなる人材の効果的な採 
用、配置、訓練開発、業績評価、キャリア管理、離職低下、リーダーシップ開 
発、生産性向上、ダイバーシティのあり方、そして人材の国際化のあり方等の 
人的資源管理の特性をより実践的な観点で学ぶ。 

到達目標 

人的資源管理のベースとなる人的資源管理システムを構成する各サブシス 
テムの理解を深める。そして人的資源管理に関する知識を現実の組織経営の 
場面に応用できるようにする。また、・戦略的・国際的な視点から人的資源 
管理を理解する。 

授業計画 

１ オリエンテーション 人的資源管理とは、人的資源管理がなぜ重要か 

２ HRM システムについて 

３ 採用について 

４ 人材開発について 

５ キャリア開発について 

６ 等級制度(職務等級・職能資格)について 

７ 評価制度について 

８ 報酬制度について 

９ 人的資源管理とリーダーシップについて 

10 ダイバーシティマネンジメントと人的資源管理の国際化のあり方 

11 事例 サービス産業における人的資源管理 

12 総括 授業のおける主要論点と学習成果のレビュー 

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 該当しない。 

備考欄  



授業科目名 地域創生実習 

担当教員 
瓶内 栄作 
古賀 弥生 
辻村 謙一 

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４クォーター 

講義内容 

地域創生とは、将来を見据えつつ、地域がそれぞれの強みと魅力を活かし、
活力を持てる社会を実現できるように、環境形成を目指し、心豊かな暮らしを
実現していく活動のことを指す。この実習では、自治体での地域創生における
取組について、自ら体験をしながら学習する。 
対象自治体に出向き、地域創生についての取組の視察や、専門家や教員の指

導を受けつつ、活動への関与を通じて、地域の持つ課題や、課題に対応する地
域創生の現実的な取組について学ぶ。 
指示に基づきながらも、自らができることを考え、主体的に行動することに

よって、最終的には取組内容について、独自の考察を加えたレポートを作成し、
実習先に対してプレゼンテーションを実施する。 

到達目標 

 実習先地域の有する課題について、理解することができる。 
 社会課題を政策に転換するプロセスについて、理解することができる。 
 実習先における地域創生の取組について、理解することができる。 
 事業や施策に関する調査・分析を実施し、改善提案等の企画立案ができる。 
 実習先職員やその関与先との円滑なコミュニケーションを実践できる。 
 自らの体験に基づき、独自の考察を加えたレポートを作成できる。 
 レポートについて、実習先職員等を交えプレゼンテーションを実施できる。 

授業計画 

本実習は 5日間×2週を現地での実習期間としている。限られた期間での実習

であるため、事前準備をして、効率的な行動が求められる。 

1.学内でのオリエンテーション 

2.現地訪問 1日目 現地でのブリーフィング、見学 

3.現地訪問 2日目 地域の有する課題についての学習 

4.現地訪問 3日目 地域創生の実践現場視察 

5.現地訪問 4日目 地域創生の取組についての実践 

6.現地訪問 5日目 1～4日目の振り返り 

7.現地訪問 6日目 社会課題を政策に転換するプロセスについての学習 

8.現地訪問 7日目 自らの考察について自治体職員との意見交換 

9.現地訪問 8日目 レポート資料作成(基本構想) 

10.現地訪問 9日目 レポート資料作成(資料完成) 

11.現地訪問 10日目 プレゼンテーション資料作成 

12.学内での学習成果発表(プレゼンテーション実施) 

事前･事後 
学習 

 事前に対象自治体の特性について、WEB サイト等を閲覧し理解を深めてお

くことが望ましい。 
 参考文献を読んで、概要について理解しておくこと（特に兵庫県地域創生戦

略については但馬県民局についての箇所を読む）。 

テキスト 特になし 

参考文献 
 兵庫県地域創生戦略（実習時点での最新版を使用） 
 対象自治体の地域創生総合戦略 
 世界一やさしい問題解決の授業 渡辺健介 ダイヤモンド社(2007) 



 

成績評価 
の 基 準  

実習の態度(30%)、レポート(50%)、プレゼンテーション(20%)により評価する。 

履修上の注意

履修要件 

地域創生論を履修済みであることが望ましい。 
実習先の皆様は日常業務に大変忙しい中、皆さんの学びの場を提供するために

ご協力いただいている。礼節をもって接し、失礼がないように心がけること。 

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 創造性開発演習 

担当教員 
山中 俊之 
中村 嘉雄 

必修の区分 選択 

単位数 ２ 

授業の方法 演習 

開講年次 ３年第１クォーター 

講義内容 

フィールドワークなどを通じて、観光、地域振興につながる創造性を開発する
ことを目標とする。創造性の開発には、様々な分野のインプット、枠にとらわ
れない思考、フィールドワークでの体感の 3つが重要であるとの方針のもと、
多くの演習を行う。特に授業期間中 2回は、豊岡市をはじめとした但馬地域で
フィールドワークを行い、地元の資源に着目した創造性開発を行う。最後は、
観光、地域振興に関する新たな提案を発表してもらう。 

到達目標 

・創造性開発に関して自分なりの方法論を持ち日常的に実践できる。 
・芸術や自然科学、心理学など異なる分野、自分が知らない分野についても関
心を向けることができる。 
・観察や対話を通じて顧客や関係者の真のニーズを洞察できる。 
・フィールドワークの方法を習得して、地域の課題やその解決方法を見つける
ことができる。 
・自然や芸術に触れることで自らの創造性を高める手法を日常的に実践でき
る。 

授業計画 

第 1 回：創造性開発はなぜ重要か 

第 2 回：創造性開発の基本的枠組みー観察、対話、洞察、多様な分野のインプ

ット 

第３回：効果的な観察から顧客の真のニーズを洞察するには 

第４回：効果的な対話から顧客の真のニーズを洞察するには 

第５回：フィールドワーク（市街地を歩いて観察・対話する） 

第６回：フィールドワークを振り返って自分の方法論を作る 

第７回：自然の観察から創造性を高めるには 

第 8 回：生物学、地学、心理学を創造性に繋げる 

第９回：フィールドワーク（自然を歩いて観察する） 

第 10回：フィールドワークを振り返って、自分の方法論を作る 

第 11回：芸術に触れることから創造性を高める重要性 

第 12回：絵画から創造性を高める 

第 13回：音楽から創造性を高める 

第 14回：文学から創造性を高める 

第 15回：フィールドワーク（日常の中に芸術性を発見する） 

第 16回：フィールドワークを振り返って、自分の方法論を作る 

第 17回：観光、地域振興のための方法を考えるー方法論の提示 

第 18回：観光、地域振興のための方法を考えるーグループ討論① 

第 19回：観光、地域振興のための方法を考えるーグループ討論② 

第 20回：観光、地域振興のための方法を考えるーグループ討論③ 

第 21回：観光、地域振興のための方法を考えるーグループ討論④ 

第 22回：観光、地域振興のための方法を考えるーグループ討論⑤ 

第 23回：観光、地域振興のための提案① 

第 24回：観光、地域振興のための提案② 



 

事前･事後 
学習 

・毎回 1 週間で気付いた面白いこと、美しいもの、便利なものをデジカメに

とってもらって、講義で共有します。 

テキスト 特になし。 

参考文献 必要に応じて配布。 

成績評価 
の 基 準  

レポート（50％）、授業中の発言及び積極性（50％） 

履修上の注意

履修要件 特になし 

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 なし 



授業科目名 地域イノベーション実習 

担当教員 

瓶内 栄作 
福嶋 幸太郎 
中村 嘉雄 
千賀 喜史 
辻村 謙一 

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 

Schumpeter.J.A の定義によると、イノベーションとは経済活動の中で生産
手段や資源、労働力などをそれまでとは異なる仕方で新結合することを指す。
そのなかでも日本企業におけるイノベーションは経営革新と称される。この実
習では、地域にある中小企業のイノベーションの実践について、自ら体験しな
がら学習する。 
イノベーションを実現した企業に出向き、経営者や社員の皆さんの体験談を

聞き、企業の組織風土や、イノベーションに至る課題の発掘方法、イノベーシ
ョンが創出できた理由やその成立プロセスなどについて、自らも企業の中で行
動することによって学ぶ。 
指示に基づきながらも、自らができることを考え、主体的に行動することに

よって、最終的には取組内容について、独自の考察を加えたレポートを作成し、
実習先に対してプレゼンテーションを実施する。 

到達目標 

 課題をイノベーションに転換するプロセスについて、理解することができ
る。 

 実習先におけるイノベーションの取組や現実的課題について、理解すること
ができる。 

 必要あれば事業に関する調査・分析を実施し、改善提案等の企画立案ができ
る。 

 実習先経営者や社員、その関与先との円滑なコミュニケーションを実践でき
る。 

 自らの体験に基づき、独自の考察を加えたレポートを作成できる。 
 レポートについて、実習先経営者や社員を交えプレゼンテーションを実施で
きる。 

授業計画 

本実習は 5日間×2週を現地での実習期間としている。限られた期間での実習

であるため、事前準備をして、効率的な行動が求められる。 

1.学内でのオリエンテーション 

2.現地訪問 1日目 現地でのブリーフィング、見学 

3.現地訪問 2日目 イノベーションの背景となった課題についての学習 

4.現地訪問 3日目 イノベーションの実践現場視察 

5.現地訪問 4日目 イノベーションの取組についての実践 

6.現地訪問 5日目 1～4日目の振り返り 

7.現地訪問 6日目 課題をイノベーションに転換するプロセスについての 

学習 

8.現地訪問 7日目 自らの考察について経営者や社員との意見交換 

9.現地訪問 8日目 レポート資料作成(基本構想) 

10.現地訪問 9日目 レポート資料作成(資料完成) 

11.現地訪問 10日目 プレゼンテーション資料作成 

12.学内での学習成果発表(プレゼンテーション実施) 

事前･事後 
学習 

特になし 



 

テキスト 特になし 

参考文献  経営革新計画支援事例集、兵庫県、2015 年 

成績評価 
の 基 準  

実習の態度(30%)、レポート(50%)、プレゼンテーション(20%)により評価する。 

履修上の注意

履修要件 

地域イノベーション論を履修済みであることが望ましい。 
実習先の皆様は日常業務に大変忙しい中、皆さんの学びの場を提供するために

ご協力いただいている。礼節をもって接し、失礼がないように心がけること。 

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 地域連携実習 

担当教員 

瓶内 栄作 
中尾 清 
中村 嘉雄 
辻村 謙一 

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 

実り多い地域社会とは、住民・企業・行政がそれぞれのできることを行いな
がら協力していくことにより実現されるものである。この実習では、地域社会
を構成する住民・企業・行政から本学へ寄せられた課題事項に対して、自ら考
察し、課題解決策の検討を実施する。 
解決策の検討には、課題（ニーズ）認識、課題解決に向けての仮説立案、課

題解決に使用できる人材/設備資源/アイデアなど皆さんや本学が有するもの
（シーズ）の検討、ニーズとシーズのマッチング、目標及びアクションプラン
の策定などが必要になる。 
これまで学んだ内容を活かし、実現可能性の高い解決策を策定し、そのプロセ
スを通じてニーズやシーズを用いて事業創造するプロセスについて学ぶ。 
最終的には住民・企業・行政に対して、有効な課題解決策を提案するプレゼン
テーションを実施する。 

到達目標 

 住民・企業・行政からの課題を適切に理解し、自らの言葉で説明できる。 
 本学の有する有効なシーズについて、自らの言葉で説明できる。 
 課題をもとに、イノベーションのアイデアを検討できる。 
 事業に関する調査・分析を実施し、実現可能性のある企画立案ができる。 
 実習先との円滑なコミュニケーションを実践できる。 
 課題解決策をレポートとして文書化できる。 
 レポートについて、実習先関与者を交えプレゼンテーションを実施できる。 

授業計画 

本実習は 5日間×2週を現地での実習期間としている。限られた期間での実習

であるため、事前準備を行い、効率的な行動が求められる。 

1.学内でのオリエンテーション 

2.現地訪問 1日目 現地でのブリーフィング、見学 

3.現地訪問 2日目 課題事項について、関係者ヒアリング 

4.現地訪問 3日目 課題事項についての情報収集、現地調査 

5.現地訪問 4日目 課題事項に向けての仮説立案 

6.現地訪問 5日目 1～4日目の振り返り 

7.現地訪問 6日目 課題解決に使用できるシーズ検討 

8.現地訪問 7日目 ニーズとシーズのマッチング 

         目標及びアクションプランのアイデア検討 

9.現地訪問 8日目 レポート資料作成(基本構想) 

10.現地訪問 9日目 レポート資料作成(資料完成) 

11.現地訪問 10日目 プレゼンテーション資料作成 

12.学内での学習成果発表(プレゼンテーション実施) 

事前･事後 
学習 

 事前に対象自治体の特性について、WEB サイト等を閲覧し理解を深めて

おくことが望ましい。 

テキスト 特になし 

参考文献 
 『イシューからはじめよ』、安宅和人、英治出版、2010 年 
 『問題解決』、高田 貴久・岩澤 智之、英治出版、2014 年 
 『ロジカル・プレゼンテーション』、高田貴久、英治出版、2004 年 



 

成績評価 
の 基 準  

実習の態度(30%)、レポート(50%)、プレゼンテーション(20%)により評価する。 

履修上の注意

履修要件 

実習先の皆様は日常業務に大変忙しい中、皆さんの学びの場を提供するために

ご協力いただいている。礼節をもって接し、失礼がないように心がけること。 
「地域創生実習」もしくは「地域イノベーション実習」を履修済みであること

が望ましい。 

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  



 

授業科目名 演劇史 

担当教員 内野 儀 

必修の区分 選択 

単位数 １単位 

授業の方法 講義 

開講年次 １年第２クォーター 

講義内容 

日本並びに世界の演劇史を、劇場の歴史を中心にして概観する。ギリシャ・ロー
マ時代から始め、ルネッサンスから近代・現代にいたるまでを、日本独自の能舞
台や歌舞伎劇場の発展や近代日本における劇場についても言及しながら、まず
は辿ってみる。ひきつづき、現代の欧米や日本における劇場という制度やそこ
で行われている演劇の現在についても考える。  

到達目標 

演劇が行われる空間、そこが劇場となる。人々が集まり、そこで何かが行われる
場所／空間を広い意味での劇場と捉え、西洋と日本における広い意味での劇場
という場所／空間の歴史を学ぶことで、日本と世界の演劇史への視座を獲得し、
劇場という場所／空間が現在、果たしうる役割を考え、説明できるようになる。 

授業計画 

１ 劇場とは何か？―日本の伝統、西洋の伝統 

２ ギリシャ・ローマ時代―ギリシャ悲劇の普遍性 

３ ルネッサンスの劇場―バロックから古典時代へ 

４ 西洋近代の劇場（１）―プロセニアム劇場の誕生 

５ 西洋近代の劇場（２）―舞台機構の発展と演出家の登場 

６ 日本の伝統劇場―能舞台と歌舞伎劇場 

７ 近代日本の劇場―新劇の冒険 

８ 現代西洋の劇場（１）―英語圏の演劇と劇場 

９ 現代西洋の劇場（２）―非英語圏ヨーロッパの演劇と劇場 

10  現代日本の劇場（１）―アングラ・小劇場演劇の革新 

11  現代日本の劇場（２）―ミュージカル劇場と公共劇場 

12  現代世界演劇の展開―ドイツの公共劇場を中心に 

13 現代日本演劇の展開―２１世紀演劇のビジョン 

事前･事後 
学習 

・事前に興味がある時代の演劇とそれが行われていた劇場について、どのよう

な演劇が行われていたのか、その機構や役割を調べておく。 
・授業で学修したことに関するレポートを作成し、提出すること。 

テキスト ・清水裕之著『劇場の構図』ＳＤ選書 195 鹿島出版会（1985） 

参考文献 

参考書（文庫本で可。翻訳戯曲については誰の訳でもよい） 
ソフォクレス『オイディプス王』、ウィリアム・シェイクスピア『ハムレット』 
アントン・チェーホフ『かもめ』、テネシー・ウィリアムズ『欲望という名の電

車』、泉鏡花『天守物語』、三島由紀夫『サド公爵夫人』、野田秀樹『野獣降臨』 
成績評価 
の 基 準  

・提出されたレポートで、到達目標がどこまで達成されたかを評価する。 

履修上の注意

履修要件  

実践的教育 該当しない。 

備考欄 
・時間が許せば映像資料を見ることも考えるが、むずかしい場合は学修前の視

聴を義務化することも考える。 



授業科目名 文化政策概論 

担当教員 
古賀 弥生 
井原 麗奈 

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３クォーター 

講義内容 

文化政策は芸術・文化に関する公共政策を指し、芸術・文化の振興と同時に、

他の政策領域とも連携して芸術・文化を通じた人々の QOL（生の質）の向上、

地域社会の活性化を実現するものである。その主体は、行政はもちろんのこと、

企業や NPO の参画も必須であり、現代社会を構成するさまざまなアクターが協

働することによって担われている。この授業では日本の文化政策について歴史

的経緯、現状と課題に関する知識を習得し、芸術・文化の公共性について理解

することを目標とする。 

到達目標 

・文化政策の歴史と、国や自治体の文化行政に関する課題を説明することがで
きる。 
・芸術・文化の力を活用した都市政策の事例を挙げて説明することができる。 
・芸術・文化の公共性について、文化政策の具体的な場面に関連づけて述べる
ことができる。 

授業計画 

１．イントロダクション/文化政策の領域（古賀） 

  文化政策の全体像を整理し、社会の他の領域（教育・福祉・経済、その他）

との関連や、担い手の多様化について理解する 

２．欧米の文化政策（井原） 

  国民国家の成立と文化政策の関わり、今日の欧米における文化政策を学ぶ 

３．非西欧圏の文化政策（井原） 

  アジア諸国をはじめとする非西欧圏における文化政策を学ぶ 

４．日本の文化政策の歴史（井原） 

  日本における文化政策について、前史及び 1945 年以降の展開を学ぶ 

５．現代日本における文化政策の展開（井原） 

  国と自治体の文化行政の現状と課題を具体的な政策・施策を通じて学ぶ 

６．文化政策と文化施設運営（井原） 

  指定管理者制度や文化施設運営の現状と課題を文化政策との関連から 

学ぶ 

７．芸術・文化への公的支出の根拠（井原） 

  文化事業や文化団体への公的支出について、その根拠を考える 

８．教育・福祉政策と文化政策（古賀） 

  芸術・文化の振興にとどまらない近年の文化政策の傾向について、行政 

施策を中心に教育・福祉の分野との関連から学ぶ 

９．地方創生と文化政策（古賀） 

  地域（経済）活性化やコミュニティーの再生などと関連する文化政策の 

展開について行政による施策を中心として事例をもとに学ぶ 

10．創造都市論・創造的な地域（古賀） 

  都市政策・地域政策の中核に芸術・文化のクリエイティビティを位置付け

る創造都市論・創造的な地域の概念を学び、経済活性化にとどまらない地

域発展のあり方を考える 



 

11．文化的コモンズと芸術・文化の公共性（古賀） 

  行政だけでなく市民、NPO などさまざまな主体が連携して地域文化資源を

生かした共同体運営を行う「文化的コモンズ」の概念を知り、芸術・文化

の公共性について考える 

12．総括/誰もが文化権を保障される地域社会を目指して（古賀） 

芸術・文化へのアクセスだけでなく、人々が幸せを追求しいきいきと 

したまちづくりに参画するため、文化政策が保障すべき文化権について 

考える 

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 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（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 
3 年次開講の文化政策実習は文化政策概論を前もって履修していることが要

件となる 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



授業科目名 批評論 

担当教員 熊倉 敬聡 

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 

 芸術という営みは、作品の創造のみでなく、それをいかに批評的に受容し、
新たな知的・実践的文脈を作り出すか、すなわち「批評力」にもかかっている。
本授業では、表現者のみならず、アートマネジャー、プロデューサーそしても
ちろん批評家を志す者に必須なこの「批評力」を養い、向上させることを主眼
とする。 
 したがって、単に国内外の代表的な「批評家」のテキストを読解するだけで
なく、実作品（ないしその映像）を見つつ、自らの批評力を高め、磨くライテ
ィング、ディスカッションも行う。 
 なかんずく、アート業界においても「和」的心性を尊ぶあまり、えてして欧
米的な「クリティック」が機能しにくいこの国において、真の「批評精神」と
はいかなるものか、その精髄を探究する。 

到達目標 

・「批評」を単に知的に理解するのではなく、実際に「作品」を眼の前にして、
その鑑賞力の中に「批評力」を内蔵できるようにする。 
・各自の「批評力」を単なる「独断」にとどめないように、ダイアローグを通
して各自の「批評力」を相互に批評しあい、切磋琢磨できるようにする。 
・実際に自分で批評文を書き、読み合うことにより、「批評」を書くことの難
しさ、楽しみなどを体得できる。 

授業計画 

１.批評とは？①：批評の特徴とは？ 

２.批評とは？②：「論文」とどう違うのか？ 

３.批評とは？③：ヨーロッパにおける Art と批評 

４.批評とは？④：Art2.0 と批評 

５.批評を書いてみる①−１ 

６.批評を書いてみる①−２ 

７.批評を書いてみる②−１ 

８.批評を書いてみる②−２ 

９.日本の「批評」の特殊性①：小林秀雄を読む 

10.日本の「批評」の特殊性②：東浩紀を読む 

11.Art の終焉？／批評の終焉？①：ダムタイプをめぐって 

12.Art の終焉？／批評の終焉？②：同上 

事前･事後 
学習 

・授業中に読み、対話し、書く作業をするにあたって、事前に課題作品・テキ

ストなどを見たり読んだりする場合がある。 
・授業中に課題が終わらない場合、事後にそれを完成させる必要がある。 

テキスト ・必要に応じて授業中に配布。 

参考文献 適宜紹介する。 

成績評価 
の 基 準  

授業内課題（50％）、レポート（50％）により評価する。 



 

履修上の注意

履修要件 特になし 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



 

授業科目名 芸術文化と著作権、法、契約 

担当教員 
福井 健策 
田島 佑規 

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、あらゆる芸術分野の関係者にとって必須の知識となった「著
作権」「肖像権」「下請法・労働法」などの基礎知識を中心に、「契約書の
読み方・交渉のしかた」「税金・社会保険」など、いわばアーティストや
スタッフにとっての生存のための必須知識を、基本から学ぶ。 

・中心となる著作権では、実際に論争になった作品や、「投稿の注意点」「二
次創作」「"パクリ"論争」などの同時代のトピックに触れて考えることで、
著作権や契約が、私たち全てにかかわる刺激的なテーマであることがわ
かるだろう。 

到達目標 

・著作権・肖像権などの権利問題の基礎と実践知識を身につけて、自分で最低
限の判断ができる 

・契約書の読み方と交渉のしかたを知る 
・その他、税金や社会保険など、アーティストとスタッフの生存のための基礎
知識を身につける 

授業計画 

１ 著作物とは（福井） 

２ 著作権とは（福井） 

３ どこまで似れば侵害か（福井） 

４ 制限規定、投稿・SNS の注意点（田島） 

５ 過去の作品の保護期間とパロディ・二次創作の限界（田島） 

６ デジタルアーカイブ（EPAD 事業紹介）／政府連携／公的補助（田島） 

７ 契約①：基礎知識（田島） 

８ 契約②：交渉を体験する（田島） 

９ 商標・肖像権とは？ （田島） 

10 あなたを守る下請法と労働法（田島） 

11 税金と社会保険の基本（田島） 

12 全体の振り返りと質疑（福井・田島） 

事前･事後 
学習 

 

テキスト  

参考文献 
18 歳の著作権入門（ちくまプリマ―新書）、エンタテインメント法実務（弘文

堂）、ビジネスパーソンのための契約の教科書（文春新書）、エンタテインメン

トと著作権シリーズ（CRIC） 
成績評価 
の 基 準  

講義中の貢献度・発言（70％）、テスト（30％）の総合評価 

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 美学美術史 

担当教員 熊倉 敬聡 

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３クォーター 

講義内容 

（日本で「芸術」「アート」などと訳され誤解されることも多い）「Art」は、
西欧近代という特定の地域・時代に作られた

、、、、
歴史的概念であり実践である。そ

れは今や歴史的臨界点に達している。 
 本授業では、近代における Art の「誕生」から出発して、それが 19 世紀に渡
り探究し尽くされた末、アヴァンギャルド運動によって根本から異議申し立て
された後も幾多の危機を被り、ついには現在（特に美術マーケットにおいて）
Money の価値と禁断の婚姻を遂げつつある事態を、歴史的に追跡するととも
に、その人類史的意義を、美学、現代思想などの視点から考察する。また、「Art
以降」も射程に入れ、特に日本で Art の外の分野で、これまでにない創造性が
胎動している諸例を「GEIDO」という新たな概念のもとに探究する。 
 学生は単に一方的に講義されるのではなく、担当者が仕掛ける知的問いやミ
ニワークショップを通して、自発的に考え、論じる力を養うことができる。 

到達目標 

 学生は単に「美学」ないし「美術史」的な知識を得るのではなく、「Art」と
いう本来日本人的知性・感性には異質な概念・実践を、その異質性のままに体
験・理解しつつ、それへの批評的意識を、幾つかの発表・論述を通して、自ら
の知的営為として体得することができる。 
 同時に、絶えずその学的営為を、グループワークなど複数で共有、琢磨する
ことによって、Art への複眼的アプローチを醸成できる。 
 また、西欧由来の Art を、日本の「藝道」などと比較することにより、多元
的な文化研究の視点を養うことができる。 

授業計画 

１.「藝術」？「芸術」？「アート」？「Art」？ 

２.近代以前、人間は「創造」してはならなかった 

３.近代における「Art」の誕生と「霊妙なる自律性」の探究 

４.ステファヌ・マラルメ：Art の極北へ 

５.マルセル・デュシャン：Anti-Art としての Art、あるいは Art2.0 としての

Contemporary Art 

６.ロシア・アヴァンギャルド：Art の革命と政治の革命の共振 

７.モダニズム：二つの世界大戦と Art の「復興」 

８.クライン、ケージ、ベケット：空虚、無音、沈黙へ 

９.ポストモダニズム：Art のリサイクルと「社会の全般的美化」 

10.Art＝Money：Art の「終焉」へ？ 

11.「藝術 2.0」：人類の創造性の新たな胎動 

12.藝道から GEIDO へ 

事前･事後 
学習 

・事前にテキストの指定個所を読み、自らテーマに関する問いを考えてもらう。 
・各授業の冒頭、学生たちに前回の内容を振り返る作業を行ってもらう。 
・各授業の最後、その回の授業内容を振り返り、ミニレポートを書いてもらう。 

テキスト 
熊倉敬聡『藝術 2.0』（春秋社、2019 年）。その他の資料に関しては、必要に

応じて配付する。 

参考文献 熊倉敬聡『GEIDO 論』（春秋社、2021 年）。他は適宜紹介する。 



 

成績評価 
の 基 準  

レポート（50％）、授業内のミニレポート（50％）で評価する。 

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 世界の文化政策 

担当教員 
近藤 のぞみ 
李  知映 
小林 瑠音 

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３クォーター 

講義内容 

この科目では、これからの社会の発展にとって、また人間の文化権の保障にと
って、なぜ文化政策が公共政策の重点分野として必要不可欠なのかについて、
その歴史と理論、世界各国との比較において論じ、考察する。 
国の文化政策だけでなく、地方自治体の役割やアーツカウンシルの仕組みな
ど、芸術文化を取り巻く社会制度について幅広く考える。 
講義は複数の教員によるオムニバスとなり、韓国（李）、イギリス（小林）、フ
ランス（近藤）を中心に扱う。 

到達目標 

・各国の文化政策および文化環境の違いを知り、特徴を説明することができる 
・文化政策の公共政策として重要性を理解し、あり方について議論することが
できる 
・国家の文化政策は地方自治体の文化行政と、補完あるいは連動することを理
解する 
・文化は、教育、福祉、観光など他の分野と密接に関わることを理解する 

授業計画 

1 ガイダンス(近藤､李､小林)＆フランス 1：国の役割と文化政策の発展(近藤)  

2 フランス 2：地方自治体の役割と地方都市の文化環境（近藤） 

3 フランス 3：市民の力を活かす､アソシエーションの活動と支える制度(近藤) 

4 フランス 4：文化芸術の産業としての発展（近藤） 

5 韓国 1：時代別の文化政策の範囲と展開（李） 

6 韓国 2：文化関連法・制度と組織（李） 

7 韓国 3：1990 年代以降の文化政策と文化理解の変化過程（李） 

8 韓国 4：芸術労働と福祉（李） 

9 イギリス 1： 自由放任主義と成人教育の国イギリスの文化政策（ラスキン、

モリス、ケインズ、R・ウィリアムズの思想を中心に）（小林） 

10 イギリス 2：アーツカウンシル史（1945〜1994）（小林） 

11 イギリス 3：アーツカウンシル史（1994〜現在）（小林） 

12 イギリス 4：日本の文化政策への影響（アーツカウンシル制度、クールブ

リタニア戦略、創造都市論、オリンピック文化プログラム等）(小林) 

事前･事後 
学習 

原則として、各回の授業後に小レポートを提出のこと。変更の場合は、授業内

で適宜指示する。 

テキスト 授業内で配布 

参考文献 授業内で適宜指示 

成績評価 
の 基 準  

最終レポートにて評価（50％）。そのほか、各講師によりレポートや試験等が

課され、それらにより評価（50％）。 
履修上の注意

履修要件 「文化政策概論」を履修済みであることが望ましい 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



    

授業科目名 映像メディア論 

担当教員 門林 岳史 

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４クォーター 

講義内容 

 19 世紀に登場した映像メディアは 20世紀を通じて社会に浸透し、現代社会
のあらゆる局面において重要な役割を担っている。本講義では、映像メディア
の歴史を概観するとともに、映像がますます日常的なものになった現代社会の
諸相について考察する。また、映像を用いた多様な芸術表現についてもあわせ
て講義する。 

到達目標 
・映像メディアの歴史を理解する。 
・多様な芸術表現における映像の役割を理解する。 
・現代社会における映像メディアの重要性を理解する。 

授業計画 

１ イントロダクション 

２ 映像メディアの歴史（１） 

３ 映像メディアの歴史（２） 

４ 映像メディアの歴史（３） 

５ 現代美術と映像（１） 

６ 現代美術と映像（２） 

７ 舞台芸術と映像（１） 

８ 舞台芸術と映像（２） 

９ 現代社会と映像メディア（１） 

10 現代社会と映像メディア（２） 

11 現代社会と映像メディア（３） 

12 総括 

事前･事後 
学習 

・授業中に指示する参考文献を 
・授業中に指示する映像資料を視聴する。 
・授業で学んだ内容を踏まえてレポートを提出する。 

テキスト 特に指定せず、適宜プリントを配布する。 

参考文献 授業中に指示する。 

成績評価 
の 基 準 

授業ごとのミニッツペーパー（30%程度）、期末レポート（７0%）により総合

的に評価する。レポート評価にあたっては、講義内容を的確に理解し、関連す

る事例などに言及しつつ、自分の意見をまとめることを重視する。 

履修上の注意

履修要件 特になし。 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



 

授業科目名 企業メセナ論 

担当教員 小林 瑠音 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第１クォーター 

講義内容 

企業メセナとは、企業による短期的な経済的見返りを求めない芸術文化への支
援活動であるが、長期的には、芸術文化は社会のイノベーションに寄与し、経
済の活性化にも貢献してきた。本講義では、企業メセナの歴史および具体的な
形態と事例を学ぶととともに、今日的な課題について分析を行う。ここでは対
象を音楽・美術・演劇・舞踊には限定せず、デザインやものづくり、生活文化
や郷土芸能にまで広げ、芸術文化と経済と(地域)社会の関係を、人間の創造性
の観点から多角的に考察する。 

到達目標 

・企業メセナについて、その語源と歴史的変遷について簡潔に述べることがで
きる。 
・企業メセナの海外のモデルケースとその特徴について簡潔に述べることがで
きる。 
・企業メセナの形態と具体的な事例をあげることができる。 
・企業メセナが抱える今日的課題について概要を説明し、自分の見解を述べる
ことができる。 

授業計画 

1. イントロダクション 

2. メセナとは：パトロネージュの歴史 

3. 企業メセナとは:スポンサーシップからフィランソロピーへ 

4. 海外のモデルケース：アメリカのBCA、イギリスのABSA、フランスのADMICAL 

5. 企業メセナ協議会：理念と変遷 

6. 企業メセナの活動実態 

7. 企業メセナの形態と事例１；文化活動の主催 

8. 企業メセナの形態と事例２：資金提供 

9. 企業メセナの形態と事例３：非資金提供 

10. 企業メセナの形態と事例４：文化施設運営 

11. 企業メセナの形態と事例５：顕彰事業 

12. 課題 

事前･事後 
学習 

毎回の授業で学んだ内容に関するミニレポートを作成し、提出すること。 

テキスト 各回の授業において資料を配布する。 

参考文献 授業内で適宜紹介する。 

成績評価 
の 基 準  

授業内での発言(25%)、各回ミニレポート(25%)、最終レポート(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 アートキャリア英語 

担当教員 小林 瑠音 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第１クォーター 

講義内容 

アートマネジメントの現場（特に舞台芸術領域）で必要とされる基本的な英語

のボキャブラリーとその使い方を学ぶ。具体的には、リーディングとライティ

ングを中心に、一般的なビジネスやマネジメントの領域で必要とされる英語の

運用力を養成する。まずは、劇場やフェスティバルの現場で頻出の役職名や機

材名、財務用語などを習得する。リーディングでは、実際の契約書や申請書、

パンフレット等のサンプルをもとに、ビジネス英語特有の表現や語彙を身につ

ける。ライティングでは、ビジネスレター、電子メール、プレスリリース等で

用いられる文体や形式などの基礎知識を養う。 

到達目標 

・アートマネジメントの現場で必要な基本的な専門用語（役職名、機材名、財
務用語等）を理解することができる。 
・英語の申請書や契約書および報告書を読んで内容を理解することができる。 
・基本的なビジネスレターや電子メール、プレスリリース等を作成することが
できる。 

授業計画 

1.イントロダクション 

2.ボキャブラリー１：役職名、組織名 

3.ボキャブラリー２：劇場設備名、機材名 

4.ボキャブラリー３：財務用語、マーケティング用語、広報用語 

5.リーディング１：契約書、申請書 

6.リーディング２：パンフレット、会場図面 

7.リーディング３：アニュアルレポート 

8.ライティング１：ビジネスレター 

9.ライティング２：電子メール 

10.ライティング３：プレスリリース 

11.ライティング４：報告書 

12.まとめ 

事前･事後 
学習 

前回の授業で学んだ内容に関するミニテストを授業冒頭に行うので、各自復習

をしておくこと。 

テキスト 各回の授業において資料を配布する。 

参考文献 授業内で適宜紹介する。 

成績評価 
の 基 準  

授業内での発言(25%)、各回ミニテスト(25%)、最終試験(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 民俗芸能論 

担当教員 俵木 悟 

必修の区分 選択 

単位数 １単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第２クォーター 

講義内容 

 日本の各地で，祭りや年中行事に伴って，あるいは様々な祈願や感謝を込
めて演じ，親しまれてきた芸能を「民俗芸能」という。かつての民俗芸能は，
日常生活の安穏や五穀の豊穣を祈り，また死者や精霊を供養するといった信
仰が基層にあると考えられてきた。そして私たちの生活様式が大きく変わっ
た現代においても，民俗芸能は，貴重な文化財・文化遺産として，観光や地
域振興の資源として，あるいは新たな社会関係を築く紐帯として等々，多様
な価値を見出されて伝えられている。その一方で，過疎・高齢化や，地域社
会における互助共同の意識の低下などを理由に，継承の危機に直面している
民俗芸能の例も少なくない。この授業では，民俗芸能に関する基礎的な知識
を獲得すると同時に，そうした現代の民俗芸能を取り巻く様々な問題を理解
し，地域の人びととともに問題に対処するための関わり方や実践的な支援の
方法について考えてみたい。 

到達目標 
 現代において一般的な人びとが芸能を演じ伝えることの特質や、社会的な
意味や価値などを理解し、同時にそれが直面している課題や困難などの諸問
題について、様々な観点から検討し考察できるようになること。 

授業計画 

１ ガイダンス：芸能を〈民俗学的〉に考える 

２ 「民俗芸能」という概念：定義と範囲 

３ 「民俗」と「芸能」 

４ 民俗芸能の分類と実例：神楽、田楽 

５ 民俗芸能の分類と実例：風流、その他 

６ 芸能の伝播と定着 

７ 身体技法としての「芸」の伝承 

８ 伝承の正統性とその再編成 

９ 芸能伝承を支える社会関係 

10 文化財／無形文化遺産としての民俗芸能 

11 地域資源としての民俗芸能 

12 まとめ 

事前･事後 
学習 

各回の授業の内容に関する論文等を紹介するので、読んでおくこと。 

テキスト なし 

参考文献 『文化財／文化遺産としての民俗芸能：無形文化遺産時代の研究と保護』 俵
木悟 勉誠出版 2018 年 

成績評価 
の 基 準  

授業中の受講態度やコメント等をもとにした平常点を 50%、学期末に提出し

てもらうレポートの内容を 50%とし、総合的に評価する。 
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 音楽文化論 

担当教員 藤野 一夫 

必修の区分 選択 

単位数 ２ 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第３クォーター 

講義内容 

 公共ホールにおける分野別事業件数において突出しているのが音楽関係であ
る。音楽文化についての基本的素養の獲得は、特にアートマネジャーにとって
不可欠である。オペラやバレエを含むクラシックや日本の伝統芸能は、人格形
成と社会形成にとって不可欠の人文主義的基礎として、ますますアクチュアル
な意味をもってきており、文化政策や企業メセナによる支援が必要となる。主
に西洋における音楽の起源と、近現代における発展を、貴族などのパトロン制
から市民主体の公開演奏会制度への変化、さらにワーグナーにおける綜合芸術
としての祝祭劇などを事例に、「公共性の構造転換」の観点から解明する。そ
の上で、現代の市民社会における音楽文化の意義を問い、いかにより幅広い市
民へと良質な音楽芸術を媒介・普及するかについて、アートマネジメントの技
法を踏まえて具体的に論じる。 

到達目標 

① アートマネジャーの基本的素養と位置づけ、音楽文化の歴史的かつ公共文
化的理解を深める             

② 現代市民社会において、音楽文化を幅広い市民に媒介し、普及させるため
の技法を開発し、習得する。 

授業計画 

1. 現代の日本と世界における音楽文化の構図と潮流 

2. 公共ホールと音楽祭における音楽事業の現状と課題 

3. 近代ヨーロッパにおける音楽家・聴衆・趣味の構造転換 

4. 文芸的公共性の形成と音楽（芸術）の自律化 

5. 公開コンサートと室内楽の隆盛（公共圏と親密圏） 

6. 19 世紀前半におけるヨーロッパ主要都市の音楽状況 

7. ドイツ音楽の特徴（オペラとコンサート） 

8. 芸術と革命（3月革命と音楽家） 

9. 綜合芸術と祝祭劇(1) 

10. 綜合芸術と祝祭劇(2) 

11. ナショナリズムと音楽 

12. 音楽文化による平和構築への挑戦（バレンボイムとサイード） 

事前･事後 
学習 

・毎回、授業の開始時に前回の授業内容についての振り返りを行うので、事前

に復習しておくこと。 
・毎回の授業後、授業中に紹介した参考文献・資料等について自主的に学習す

ること。 

テキスト 授業中に適宜配布する。 

参考文献 授業中に適宜紹介する。 

成績評価 
の 基 準  

最終回終了後提出する小レポート（50％）、最終レポート（50％） 



 

履修上の注意

履修要件 文化政策概論、文化施設運営論、舞台芸術論の履修が望ましい。 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



授業科目名 現代アート論 

担当教員 
熊倉 敬聡 
小林 瑠音 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第３クォーター 

講義内容 

 「現代アート」を「Contemporary Art」の訳語ととれば、それはすべてマル
セル・デュシャンから始まったと言える。その経緯を解きほぐしつつ、現代の
アートの特徴とされるインスタレーション、パフォーマンス、マルチメディア、
インターラクティブ、ジャンルの越境性などが、実は 20 世紀初頭のアヴァン
ギャルド運動に淵源することをまずは押さえる。そして Contemporary Art が
モダニズム、ポストモダニズムを経験した後、20 世紀末、ある種の歴史的限
界に至ることを見ていく。また、「日本」という元来(Contemporary) Art が自
生したわけではない国で、「現代アート」が独自な展開を遂げるとともに、固
有の問題を孕んでいることを指摘する。 
 そうした「現代アート」の歴史的背景を押さえた上で、現代の、特に日本で
雨後の筍のごとく隆盛している（「ビエンナーレ」「トリエンナーレ」「芸術祭」
などと呼ばれる）「アート・プロジェクト」の可能性と問題点を、海外の事例
と比較しつつ論じていく。また、それらアート・プロジェクトを含め、日本の
「現代アート」を取り巻く社会・政治・文化的状況を、表現の自由、アーツカ
ウンシル、指定管理者制度などの観点から考察していく。  

到達目標 

・学生は、「現代アート」の歴史的経緯を理解するとともに、それが（特に日
本において）孕む可能性と問題点について自ら考察するきっかけをうることが
できる。 
・学生が将来アート・マネージャーなどとして、アートの現場に関わる時に必
要とされる社会・政治・文化的問題意識を育むことができる。 

授業計画 

１.イントロダクション：「現代アート」とは？ 

２.マルセル・デュシャン：Art への異議申し立てとしての Contemporary Art 

３.アヴァンギャルド：パフォーマンス、インスタレーション、メディア・ア

ート、リレーショナル・アートの起源 

４.モダニズム、ポストモダニズム、そして Contemporary Art の「終焉」？ 

５.「現代アート」と、「日本」という「悪い場所」 

６.「現代アート」と批評という問題 

７.アート・プロジェクト（１）：歴史的変遷と特徴 

８.アート・プロジェクト（２）:海外の事例  

９.アート・プロジェクト（３）：課題 

１０.表現の自由：芸術と猥褻、美術館と規制 

１１.アーツカウンシル：ケインズの文化政策、国内の事例と課題 

１２.指定管理者制度：美術館、劇場の事例と課題 

事前･事後 
学習 

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 
習すること。 

テキスト 適宜配布する。 



 

参考文献 適宜紹介する。 

成績評価 
の 基 準  

中間レポート（50％）と最終レポート（50％）により評価する。 

履修上の注意

履修要件 特になし 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



授業科目名 文化産業論 

担当教員 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 ３年第３クォーター 

講義内容 

「文化」は、経済とは相容れないもの、と考えられがちである。し

かし、歴史的に見ても、文化は常に経済的なパトロンを必要として

きた。近年では、経済活動に対する芸術文化の貢献への関心も高ま

るなど、文化と経済との関係には多様な側面が見られる。文化産業

における文化概念は、狭義の芸術ジャンルのみならず、広告、建築、

デザイン、各種メディア、ゲーム、ソフトウェアなどを包括する。

本講義においては，芸術文化と産業・経済の複雑な関係について、

文化産業論以外に、文化政策学や文化資源学等も利用し、その歴史

や理論等を多角的にみていきたい。 

到達目標 

① 芸術文化と経済・産業の複雑な関係について、その歴史や理論を踏まえて

多角的に理解する。 

② 日本社会、とりわけ地域経済の持続可能な発展のために、文化産業論の観

点から、芸術の創造・発信、流通・雇用・消費（マーケット）、そしてコ

ミュニティ形成（再生）の諸問題について、その全体像を具体的にイメー

ジし、新たな価値創造の提案ができるようになる。 

授業計画 

① イントロダクション 

・今後の授業計画と進め方、成績評価方法などについて説明  

文化とは何か 

・「文化」概念の成立と変容を把握し、文化産業論が扱う領域を概観  

② 文化経済とは 

③ 文化政策の根拠 

④ 文化芸術と経済 

⑤ 資本としての文化 

・文化産業論や文化資本論、知識産業論、クリエイティブ産業論などの考

え方を把握し、資本主義経済と文化の関係を考察 

⑥ 文化産業 

・アドルノとホルクハイマーなどの議論から考察 

⑦ 文化産業と地域社会 

⑧ 創造産業、クール・ジャパン 

⑨ 創造都市とは 

⑩ 現代文化としての観光・地域社会 

・現代の消費文化としての観光を、J.Urry「観光のまなざし」や S. Zukin

「Authenticity」などの議論から考察する 

⑪ 各自の研究調査に基づく報告会（１） 

⑫ 各自の研究調査に基づく報告会（２） 



 
 

事前･事後 
学習 

配布資料や参考文献、ノートを読み込んでおく。また、主なキーワードについ

て説明できるようにする。  

テキスト 特になし。 

参考文献 

河島伸子  『コンテンツ産業論－文化創造の経済・法・マネジメン

ト－』 (ミネルヴァ書房、2009) 

河島伸子、生稲史彦編著  『変貌する日本のコンテンツ産業－創造

性と多様性の模索－』 (ミネルヴァ書房、2013) など。 

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。  

成績評価 
の 基 準  

成績はプレゼンテーション（1 回：30％）と小テスト（2 回：30％）や授業へ

の参加度・積極性等（40％）による総合評価。  

履修上の注意

履修要件 特になし。 

実践的教育 該当しない。 

備考欄 「文化政策概論」を履修済みであることが望ましい 



 

授業科目名 舞台芸術入門 

担当教員 

杉山 至 

富田 大介 

李  知映 

河村 竜也 

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 

舞台芸術作品をつくるに際して必要な事柄を、演出家や舞台監督の役割、舞台美

術の仕事、大道具備品の構成と管理、照明・音響の操作、作品の取り扱いや管理、

および劇場運営や広報、劇評等の意義に至るまで、一通り学び、舞台芸術全般に

ついて基礎的な知見と理解を得る。 

到達目標 
舞台芸術作品を巡る事柄について、危険の回避等も含めて、基本的なことを説明で

きる。 

授業計画 

1/授業概要説明ガイダンス（担当 担当教員全員） 

舞台スタッフワーク 1（舞台美術、舞台大道具、劇場機構について）（担当 杉山） 

2/舞台スタッフワーク２（舞台照明の基本について）（担当 杉山と外部講師（予定）） 

3/戯曲を読み解く(担当 河村) 

4/仕事を発注する、発注を請ける(担当 河村) 

5/舞台スタッフワーク3（舞台音響の基本について）（担当 杉山と外部講師（予定）） 

6/舞台芸術業界において専門家とは何か（担当 李） 

7/劇場と専属創作団体（担当 李） 

8/誰が劇評を書くのか（担当 李） 

9/稽古を進行する(担当 河村)河村 

10/舞台芸術における演出方法１（現代編 ex. 平田オリザ）（担当 富田）  

11/舞台芸術における演出方法２（現代／古典編 ex. 岡田利規, 世阿弥） 

（担当 富田）  

12/古典形式を活かした現代演劇の戯曲を読んでみる（担当 富田）  

事前･事後 

学習 
参考文献の一読など、授業内で指示。 

テキスト 授業中に配布 

参考文献 

平田オリザ『演劇入門』（講談社現代新書 1998 年）、『演技と演出』（同 2004 年） 

岡田利規『遡行 変形していくための演劇論』（河出書房新社 2013 年）、『未練の幽

霊と怪物－「敦賀」「挫波」－』（白水社 2020 年） 

世阿弥（小西甚一翻訳）『風姿花伝・花鏡』（たちばな出版 2012 年） 

成績評価 

の 基 準 
授業への取り組み（リアクションペーパー、授業内課題を含む）100% 

履修上の注意

履修要件 
1 年次配当科目「パフォーミングアーツ概論」を受講していることが望ましい。 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



授業科目名 演劇入門 

担当教員 平田 オリザ 

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 

  本講座は、文化人類学的な演劇の起源、西洋演劇史、日本演劇史など、歴史

的概観を縦軸に、現在の戯曲論と演出論、演技論、舞台制作論を横軸において、

立体的に演劇の実践と演劇論の全体像をつかむ構成となっている。 

  パフォーミングアーツを専門とする学生の入門という位置づけを鑑み、「人

はなぜ演じるのか」「なぜ、人類は演劇を必要としてきたのか」といった根源

的な問いかけから出発し、現状の世界演劇の俯瞰図、およびその体系を把握す

ることを最終目標とする。 

  また、特に、近代日本演劇史に重点を置き、主要な演出家の演出論と演技論
の分析から、演劇を批評的に見る態度を習得させる。 

到達目標 

・受講した学生は、世界と日本の演劇史の基本的な知識を身につけ、その起源

から現代に至る過程を系統立てて語る能力を身につける。 

・受講した学生は、観劇において、単なる表層的な感想を持つだけでなく、歴

史的な位置づけによる分析が行えるようになる。 

・受講した学生は、グループワークを通じて、演劇について多角的に議論をす

る態度を身につける。 

・人類史における演劇の役割を理解する。 

授業計画 

1．演劇の起源 

  世界と日本の演劇の起源について、その概観を学ぶ。 

  並行して課題図書を紹介し、個人研究の課題を説明する。 

 

2. 西洋演劇史 

  ギリシャ悲劇からシェイクスピア、チェーホフ、現代演劇に至るまでの概観

を示し、グループワークに入る。 

 

3. グループ発表 1 

    担当する演出家、劇作家について作品の概要と演劇観を発表する。 

 

4. グループ発表 2 

    担当する演出家、劇作家について作品の概要と演劇観を発表する。 

 

5. 日本演劇史 

   歌舞伎、能、狂言、文楽と行った古典芸能から、近代日本演劇そして現代

演劇へと至る過程を示し、グループワークに入る。 



 

6. グループ発表 1 

    担当する日本の演出家、劇作家について作品の概要と演劇観を発表する。 

 

7. グループ発表 2 

    担当する日本の演出家、劇作家について作品の概要と演劇観を発表する。 

 

8. 現代演劇論 

    現状観劇可能な現代演劇の主な作家をとりあげ概要を把握しグループ 

ワークに入る。 

 

9. グループ発表 1 

    担当する現代の演出家、劇作家について作品の概要と演劇観を発表する。 

 

10. グループ発表 2 

    担当する現代の演出家、劇作家について作品の概要と演劇観を発表する。 

 

11. 課題発表 1 

    学期を通じて行ってきた個人研究の発表と討議 

 

12, 課題発表 2 

    学期を通じて行ってきた個人研究の発表と討議 

事前･事後 
学習 

各回、個人、グループ対象の課題が出されるので、次回の講義までに準備をし

てくること。 

グループワークが多く取り入れられるので、事前事後に時間を調整し課題に取

り組むこと。 

テキスト 授業ごとに配布 

参考文献 平田オリザ『演劇のことば』（岩波書店） 

成績評価 
の 基 準  

グループワークでの相互評価 30％、授業への発言・貢献 30％、 
レポート 40％ 

履修上の注意

履修要件  

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  



授業科目名 空間デザイン入門 

担当教員 杉山 至 

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 

舞台芸術のみならず日常から祝祭までを視野にいれた空間デザインの基礎知

識を得ると共に授業内で扱うテーマについてのグループディスカッションや

グループワークと授業外学習を通して、空間デザインの構想方法と他者とのコ

ラボレーションの方法を習得する。 

コミュニケーションをキーワードに建築や舞台美術、グラフィックデザインや

ランドスケープデザイン等まで、幅広く空間デザインについての構想と実際に

ついてスライドレクチャーを通して学習していく。 

また、授業で扱うテーマについての授業外学習やグループワークにより、他者

とのコミュニケーション、イメージを共有するという体験により、対話の芸術

である舞台芸術の特性と魅力に触れる。 

到達目標 

1空間をデザインする上で基本的なアイデアを構想できる。 

2また、空間デザインの目的、意義、役割を具体的に説明し空間デザインを通

して、他者とのコラボレーションができる。 

授業計画 

1/授業概要説明ガイダンスと空間デザインについてのグループワーク 

2/SL1『空間とは？』とグループワーク課題 1-1 

3/SL2『コミュニケーションと空間デザイン 1』とグループ課題 1-2 

4/SL3『コミュニケーションと空間デザイン 2』とグループ課題 1-3 

5/グループ課題１の発表と講評 

6/SL4『日本の空間の発想 1』とグループ課題 2-1 

7/SL5『日本の空間の発想 2』とグループ課題 2-2 

8/グループ課題 2 の発表と講評 

9/SL『祝祭の空間デザイン 1』とグループ課題 3-1 

10/SL『祝祭の空間デザイン 2』とグループ課題 3-2 

11S/L『祝祭の空間デザイン 3』とグループ課題 3-3 

12/グループ課題 3の発表と講評ならびに授業フィードバック、レポート提出 

事前･事後 

学習 
授業毎に扱うテーマに沿った宿題がでる 

テキスト スライドレクチャーに沿った内容のテキストを各授業毎に配布 

参考文献 
なにもない空間 (晶文選書) 、ピーター・ブルック 

間(ま)・日本建築の意匠 (SD 選書) 、神代雄一郎 



 

 

 

 

 

 

 

 

成績評価 

の 基 準  

授業への取り組み（50%）、グループワークプレゼンテーション(30%)、レポー

ト（20%） 

履修上の注意

履修要件 
 

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 スケッチブック、筆記具等準備のこと 



      
授業科目名 演劇教育入門 

担当教員 

平田 知之 

石井 路子 

飛田 勘文 

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３クォーター 

講義内容 

演劇教育には、演劇そのものの教育（芸術の教養として、専門家養成とし

て）と、演劇を活用した教育がある。本授業では、主に後者について、演劇

が教育とどのように結びついているのか、わが国の教育実践例を中心的に体

験的に理解する。 

到達目標 

・社会のさまざまな現場で、演劇がどのように取り入れられているのかを、

体験的に理解する。 

・演劇的なものの見方、考え方が、教育にどのように有効なのかを、言語や

身体を用いて、実践的に説明できるようになる。 

・学校、観光、医療、介護の現場など、さまざまな場所で演劇を活用できる

応用力を身につける。 

授業計画 

毎回、前半に石井が 40分のワークショップ、後半に平田知（第 1回～第

6回）または飛田（第 7回～第 12回）80 分の講義を行う。 

 

（石井） 

第 1～5回 アイスブレイクを体験する。 

第 6回 アイスブレイクを考察する。 

第 7～11 回 アイスブレイクをファシリテーションする。 

第 12 回 まとめ 

 

（平田知） 日本の演劇教育 

第 1回 ワークショップとは何か。いつどこで誰がはじめたのか。 

第 2回 ワークショプは、どんな人が、どんな経緯で関わるようになっ

たのか。 

第 3回 ワークショップは、どんな場所で何を目指して行われてきたの

か。 

第 4回 ファシリテーションとは何か。ファシリテーションの目的は何

か。 

第 5回 ワークショップのプログラムは、どのように組み立てられるの

か。 

第 6回 ファシリテーターを仕事にするには、どうすればよいか。 

 

（飛田） 世界の演劇教育 

第 7回 海外の演劇教育と応用演劇 

第 8回 学校での取り組み： 

クリエイティブ・ドラマ、ドラマ・イン・エデュケーション 

第 9回 劇団・劇場での取り組み： 

シアター・イン・エデュケーション、 

エデュケーション・オフィサーの役割 



第 10 回 開発教育・平和教育：シアター・フォー・ディベロップメント 

第 11 回 矯正教育・社会復帰：プリズン・シアター 

第 12 回 海外の児童青少年演劇 

事前･事後 

学習 

講義で毎回配布されるテキストを事前に読んでくる 

講義の指示に従い、小レポートを作成する 

テキスト 各回の授業において資料を配付する 

参考文献 

『高校生が生きやすくなるための演劇教育』（いしいみちこ,2017,立東舎） 

『ファシリテーションとは何か』（井上義和、牧野智和編,2021,ナカニシヤ

出版） 

『ワークショップ』（中野民夫,2001,岩波文庫） 

『ドラマ教育入門 ― 創造的なグループ活動を通して「生きる 力」を育む

教育方法』（小林由利子、中島裕昭、高山昇、吉田真理子、山本直樹,2010,

図書文化社) 

『教室にドラマを!― 教師のためのクリエイティブ・ドラマ入門』（佐野正

之,1981,晩成書房） 

『二時間からできる演劇授業用例集 ― 自分と他者を発見していくプログラ

ム』（日本劇作家協会,2007） 

「ロンドンのシアター・イン・エデュケーションに学ぶ」(pp.106-107)『児

童・青少年演劇ジャーナル げき』(5)（飛田勘文,2007） 

「第 6 章 演劇活動による心の平和構築」(pp.151-181)『紛争と文化外交 ― 

平和構築を支える文化の 力』（福島安紀子,2012,慶應義塾大学出版会） 

学校と社会（ジョン・デューイ、宮原誠一訳,1957,岩波文庫） 

『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』（ブレイディみか

こ,2019,新潮社） 

成績評価 

の基準 

平常点（ディスカッションやプレゼンテーションへの参加、リフレクシ

ョンシート）60% 、レポート 40％ 

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 演技論 

担当教員 
山内 健司 
木田 真理子 

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３クォーター 

講義内容 

演技をめぐる言葉と向き合う。創作現場で、表現者個々のうちに、どんな言葉
があるのかを知り、それらの言葉が、それぞれの歴史や文化をふまえた豊かさ
をもつ、多様なものであることを知る。表現者のうちにある言葉、観客・批評
家・研究者によって語られる言葉、異ジャンルの舞台で語られる言葉、異文化
の舞台で語られる言葉、過去の時代に語られた言葉、などに触れ、それらの言
葉に触発され、自身の言葉を鍛え、敬意をもって他者と関わっていく第一歩と
する。対話における他者への敬意を、演技論の視座から学ぶ。 

到達目標 
1.演技をめぐる言葉の、豊かさと多様性を述べることができる。 
2.演技論について、他者と対話することができる。 
3.演技をめぐる言葉を通して、他者に敬意をもつことができる。 

授業計画 

1. 戯曲と演技の間にある言葉（山内①） 

2. 日本の戯曲と演技論をセットで読む 1：現代口語演劇の取り組み（山内②） 

3. 翻訳された言葉と演技：チェーホフ（山内③） 

4. 日本の戯曲と演技論をセットで読む 2：日本戦後演劇史より、杉村春子（山

内④） 

5. 日本の戯曲と演技論をセットで読む 3：日本戦後演劇史より、安部公房ス

タジオ、篠崎メソッド（山内⑤） 

6. 日本の戯曲と演技論をセットで読む 4：詩の言葉と身体（山内⑥） 

7. 海外の演技論：メソッド演技（山内⑦） 

8. 海外の演技論：フランス近代演劇（山内⑧） 

9. 演技についての言葉と演技者（山内⑨） 

10. ダンサーの演技：ストーリー性のあるダンス作品（木田①） 

11. ダンサーの演技：抽象的なダンス作品（木田②） 

12. ダンサーの演技：言葉をつかうダンス作品（木田③） 

事前･事後 
学習 

・講義中で部分的に取り扱う戯曲、演劇論、演技論のテキストについては、そ

の全体像にふれるよう努めること 

テキスト 各講義中に配布する。 

参考文献 ・各回の実習において参考資料を配付する。 
・参考文献等を適宜紹介する。 

成績評価 
の 基 準  

・授業時間内での発言・姿勢（50%） 
・レポート（50%） 

履修上の注意

履修要件  

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  



授業科目名 身体表現論 

担当教員 
富田 大介 
児玉 北斗 

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３クォーター 

講義内容 

この授業の目的は、身体表現の多様性を認識するとともに、その表現性がどの
ようにして生じているのか／生じていないのかを知ることにあります。授業の
内容は、講師の選んだ身体表現の分野やテーマをもとに、書物や写真、映像な
どを通じて、そのことを考えてゆくものです 

到達目標 授業で取り扱う身体表現の表現性が、どのような技芸や理念や仕組みによって
生じているのかを、具体的に説明することができる 

授業計画 

2022 年度は次のような身体表現の分野やテーマを用意しています 

富田：「舞踏（Butoh）」の表現性と多様性 

児玉：パフォーマンスにおける自由と不自由の二重性 

０１：舞踏という現象【富田】 

０２：土方巽の舞踏【富田】 

０３：大野一雄の舞踏【富田】 

０４：大駱駝艦、山海塾の舞踏【富田】 

０５：舞踏のディアスポラ【富田】 

０６：復習と到達度チェック（授業内試験）、質疑応答【富田】 

０７：日常におけるパフォーマンス【児玉】 

０８：分類と境界性【児玉】 

０９：フィクション、ゲーム、ルール、プレイ【児玉】 

１０：言語行為とパフォーマティヴィティ【児玉】 

１１：行動の復元【児玉】 

１２：復習と到達度チェック（授業内試験）、質疑応答【児玉】 

事前･事後 
学習 

富田：配布資料のチェックや参考文献の部分的読解など、適宜指示します 

児玉：授業内で触れた考え方を基に、日常生活と芸術・観光との関連について

考察を試みる（富田、児玉ともに事前・事後学習として週 2時間程度） 

テキスト 特に指定しません 

参考文献 Bruce Baird and Rosemary Candelario 編,The Routledge Companion to Butoh 
Performance（ラウトレッジ社,2018 年）ほか、適宜紹介します 

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（担当者 20%ずつ） 

平常試験 60%： 授業内試験（担当者 30%ずつ） 



 

履修上の注意

履修要件 
「パフォーミングアーツ概論」を履修していることが望ましい 
 

実践的教育 該当しない。 

備考欄 
この授業は富田と児玉の教員 2 名によるオムニバスタイプのものです 
（前半の６回が富田、後半の６回が児玉の予定） 



 

授業科目名 舞台芸術論 

担当教員 

熊倉 敬聡 
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 ３年第１クォーター 

講義内容 

 舞台芸術論では、主に舞台を用いた各種の表現行為と観客との相互関係（五
感を通じたコミュニケーション）、そして野外劇も含めて劇場空間からそのつ
ど生起する非（・超・反）日常的経験、さらにはそれによる知覚の刷新や世界
認識の変容について、担当教員たちが演劇、バレエ、前衛的身体表現などの領
域にわたりジャンル横断的に論じる。また、劇場空間と政治性、特に文化政策
や植民地主義との関係について、そしてその空間で表現行為を行う者と観客を
めぐる権力関係とそこからの逸脱の可能性について、国内外の多様な事例と理
論を交えて探究する。 

到達目標 

・学生たちは、自らが何らかの形で今後舞台芸術に関わる際、それが行われる
時空間が単に政治的にニュートラルな場ではなく、そこに多様な権力関係とそ
こからの逸脱の可能性を孕む場であることを絶えず自覚しながら、各々の現場
に関わることができる。 
・そして、学生は、その舞台芸術の政治性が、時代や国により、またジャンル
により、いかに異なるかあるいは共通するかを、比較しながら学ぶことができ
る。 

授業計画 

１.舞台芸術と政治性（熊倉・児玉・李） 

２.ダンスと空間／時間／身体／言語 (児玉) 

３.コレオグラフィー＝ダンスを書く（児玉） 

４.ダンスと「芸術」の微妙な関係（児玉） 

５.現代の身体：テクノロジーとダンスをめぐって(児玉） 

６.日本における演劇と社会－「近代化」の彼方へ（李） 

７.劇場と専属団体の関係性（李） 

８.韓国における脱植民主義と演劇（李） 

９.国際交流と舞台芸術（李） 

10.身体をめぐる権力関係と脱芸術の可能性（熊倉） 

11.劇場外の〈場〉づくりの可能性（熊倉） 

12.Art と Act の往還による新たな文化的・政治的創造（熊倉） 

事前･事後 
学習 

・毎回、授業の開始時に前回の授業内容についての振り返りを行うので、事前

に復習しておくこと。 
・毎回の授業後、授業中に紹介した参考文献・資料等について自主的に学習す

ること。 
テキスト 授業中に適宜配布する。 

参考文献 授業中に適宜紹介する。 

成績評価 
の 基 準 

各担当者最終回終了後提出する小レポート（50％）および最終レポート（50％）

により評価する。 
履修上の注意

履修要件 特になし 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



授業科目名 舞台美術論 

担当教員 杉山  至 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第１クォーター 

講義内容 

この授業の目的は国内外の舞台芸術について舞台美術・セノグラフィーの観点から

の知見と理解と構想力を得ることである。 

授業はスライドレクチャーを軸に一部アクティブラーニングを取り入れて行う。 

世界的な舞台芸術の潮流について、特にヨーロッパ、日本の舞台美術の歴史を軸

に概観し、舞台芸術の表象について学ぶ。また、舞台美術の発想と舞台空間の基

本的なプランニングについて、環境、空間、建築、照明、音響等の関わりを含め学

ぶ。 

アクティブラーニングを取り入れた授業内実習の前半は、『共感覚』をキーワードに

音や言葉と空間の関わりを軸にホワイトモデル（白模型）の製作を行う。後半は『原

風景』をキーワードに上演を前提とした舞台美術のプランニングと構想までをグルー

プワークで行う。 

到達目標 

1.舞台美術の変遷を上演芸術の歴史との関係から説明することができる。 

2.舞台芸術の空間のイメージを模型やスライド、図面、イラストなどを用いて、具体的

に人に伝えることができる。 

授業計画 

1/授業概要説明ガイダンス、 

SL1『舞台美術論 舞台美術（セノグラフィー ）とは？』 

AL1-1『ホワイトモデルの構想と製作 1』（音と空間） 

2/SL2『舞台美術の世界 1 （古代ギリシャ〜古代ローマ）』 

AL1-2『ホワイトモデルの構想と製作 2』（音と空間） 

3/SL3『舞台美術の世界 2（中世〜ルネサンス）』 

AL1-3『ホワイトモデルの構想と製作 3』（音と空間） 

4/SL4『舞台美術の世界 3（シェークスピアの空間〜バロック）AL1 の講評とまとめ 

5/SL5『舞台美術の世界 4（和の時間・空間〜能、歌舞伎から 2.5 次元まで） 

6AL2-1 継続課題『原風景からの発想 1』（スケッッチ 1） 

7/SL6『舞台美術の世界 5（近代〜現代）』 

AL2-2 継続課題『原風景からの発想 2』（スケッッチ 2） 

8/SL７『セノグラフィック シンキング 1』（観るということ） 

AL2-3 継続課題『原風景からの発想 3』（言語化） 

9/SL8『セノグラフィック シンキング 2』（スケールを巡って） 

AL2-4 継続課題『原風景からの発想 4』（模型作成） 

10/SL9『セノグラフィク シンキング 3（景と言葉の有様から） 

AL2-5 継続課題『原風景からパフォーマンス作品へ』（プランニング） 

11AL2-6『原風景からの発想』（物語と空間）（発表） 

12 AL2-7『原風景からの発想』（発表とフィードバック） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前･事後 

学習 
授業内で出たアクティブラーニングの課題についての宿題あり 

テキスト 各授業内でスライドレクチャーに沿った資料テキストを配布 

参考文献 

『Making the Scene: A History of Stage Design and Technology in Europe and the 

United States』 、2010,Oscar G.Brockett,Margaret Mitchell 

『劇場の構図』清水 裕之著、鹿島出版会、1985  

・『劇場/建築・文化史』S・ティドワース著、早稲田大学出版会、1986 

成績評価 

の 基 準 
授業への取り組み（50%）、プレゼンテーション(30%)、最終発表（20%） 

履修上の注意

履修要件 
 

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 模型製作のための文房具を揃えること（授業内で告知） 



授業科目名 パフォーミングキャリア英語 

担当教員 飛田 勘文 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第１クォーター 

講義内容 

 本授業は、グループワークを伴う講義形式で実施される。まずは英語圏で演
劇やダンス活動をする際によく使用する、あるいは舞台美術をデザインする時
に必要となる基本的な英語のことば（演劇の専門用語）について学習する。し
かし、英語のことばを学ぶだけでは英語圏のアーティストと一緒に活動をして
いくことは難しい。そこで、次に、異文化理解を前提としながら、英語圏のア
ーティストがどのような演劇やダンスの体験を積んできているのか、また、彼
／彼女たちと舞台芸術活動の協働作業をしていく上で必須となるものの見方
や考え方、価値観、態度について検討していく。最後に、実際に英語を使用し
て舞台芸術活動を展開できるようになるために、受講生はグループに分かれ、
それまでに学んだ英語のことばやものの見方などをもとに、短編の演劇あるい
はダンスワークショップの英語進行台本を作成し、発表する。もしくは、自分
が上演してみたいと考える演劇作品の演出案や、自分が手がけてみたいと思う
舞台作品の装置や衣裳のデザイン案などを英語でプレゼンする。 

到達目標 

・ 極度な不安を抱くことなく、英語で行われる演劇やダンス活動に参加する
ことができる。 

・ 英語を使用して海外や外国ルーツのアーティストと協働作業することが
できる。 

・ 海外や外国ルーツのアーティストと演劇やダンス活動をするにあたり、自
分たちのものの見方や考え方、価値観、態度について再考するとともに、
彼／彼女たちのものの見方や考え方、価値観、態度について理解を深め、
尊重することができる。 

・ 英語を使用して演劇やダンス活動を設計し、ファシリテーションを実施す
ることができる。 

・ 英語を使用して自分が上演してみたいと考える演劇作品の演出案や、自分
が手がけてみたいと思う舞台作品の装置や衣裳のデザイン案などを説明
することができる。 

授業計画 

1. オリエンテーション  

 グローバル人材育成とキャリア英語 

2. 舞台機構、音響、照明などに関する英語の専門用語 

3. 代表的な演劇およびダンスのエクササイズやゲームの英語の名称と活動

内容、方法 

4. 稽古場や舞台上で用いられる英語のことば 

5. 英語圏の学生が有する演劇やダンスに関する基礎知識と技術 

 GCSE および A レベルの演劇およびダンスコースの分析を通して 

6. 英語圏の舞台芸術の社会的使命と役割 

7. 英語圏のアーティストの舞台創作のプロセスの特徴 

 舞台創作と民主主義 

8. 英語の戯曲の読み方 

 シェイクスピアの戯曲と演出 

9. 英語で演劇／ダンスワークショップを設計する（１） 

 グループに分かれて活動内容を設計 

10. 英語で演劇／ダンスワークショップを設計する（２） 



 演劇／ダンスワークショップ実施にあたっての英語進行台本を作成 

11. 英語で演劇／ダンスワークショップを設計する（３）   

 発表 

12. まとめ 

事前･事後 

学習 

事前に次回の授業のテーマに関係する課題を出すので、予習をしてくること。

なお、第９〜11 回のプレゼンテーションの準備に向け、グループワークが始

まると、次の授業までの間に各グループが集まって打ち合わせをすることが必

要となるので、お互いに協力し、しっかりとスケジュール管理をして進めるこ

と。授業後はその授業で取り扱った英語の単語を暗記しておくこと。また、配

布したプリントや参考資料を用いて授業内容を復習すること。 

テキスト 各回の授業において資料を配付する。 

参考文献 

岡崎正男（2014）『英語の構造からみる英詩のすがた ―文法・リズム・押韻 ―』

開拓社 

公益財団法人 全国公立文化施設協会（2019）『劇場・音楽堂等 子どものため

のプログラム企画ハンドブック』 

斎藤兆史・鳥飼玖美子・大津由紀雄・江利川春雄・野村昌司（2016）『「グロー

バル人材育成」の英語教育を問う』ひつじ書房 

中山夏織（2003）『演劇と社会 英国演劇社会史』美学出版 

飛田勘文（2013）「ネクスト・ジェネレーション・ネットワーク：心の繋がり

のあるグローバル・コミュニティーの創造を目指して」『児童・青少年演

劇ジャーナル げき』（11）, 晩成書房, pp.18-22. 

松岡和子（2016）『深読みシェイクスピア』新潮社 

Boal, A. (2002). Games for Actors and Non-actors (2nd ed.). London: 
Routledge. 

Dobson, W., & Neelands, J. (2008). Advanced Drama and Theatre studies 
(2nd ed.). London: Hodder Education. 

Gould, M., and Beattie, R., (2020) Collins Cambridge IGCE(TM) Drama 
Student’s Book (2nd ed) Collins Publishers. 

Hodge, A. (Ed.) (2010). Actor Training (2nd ed.). London: Routledge. 
Jones, M., & Cleaves, P. (2016). Edexcel GCSE (9-1) Drama. London:  

Pearson Education Limited. 
Neelands, J., & Goode, T. (2015). Structuring Drama Work (3rd ed.). 

Cambridge: Cambridge University Press. 
Shewring, S. (2020) AQA GCSE Drama Designing Drama Lighting, Sound, 

Set, Costume & Puppet Design, Illuminate Publishing. 
Sttf, O. S. (Ed.) (1995) New Theatre Words. OISTAT. 
  https://theatrewords.com/    

成績評価 

の 基 準 

リアクション・ペーパーと定期試験を通して、演劇やダンス活動をする上で必

要な英語のことば（専門用語）や態度などが身についているかを確認していく。

しなしながら、本講義の到達目標の中で最も重視しているのは、最終的に、受

講者が英語で演劇やダンス活動のファシリテーションをすることができるな

ることである。あるいは、英語で演出案やデザイン案を発表できるようになる

ことである。したがって、演劇ワークショップあるいはダンスワークショップ

の英語進行台本の作成とプレゼン、もしくは英語の演出案／舞台装置のデザイ

ン案の作成とプレゼンによって、受講生の舞台芸術分野における英語の技能が

十分に身についたかを評価していく。 

 

授業参加度とリアクション・ペーパー（50%） 

英語進行台本／英語の演出案・舞台装置のデザイン案とプレゼン（30%） 



 

定期試験（20%） 

履修上の注意

履修要件 
 

実践的教育 該当しない。 

備考欄 
第９回と第 10 回のプレゼンテーションの準備については準備に時間がかかる
ため、授業の順番を入れ替え、時期を早めて実施する可能性がある。 



 

授業科目名 演劇教育論 

担当教員 

平田 知之 

石井 路子 

飛田 勘文 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第３クォーター 

講義内容 

演劇を活用した教育を支える理論と実践について、最新の動向を実践的に学

ぶととともに、文献を活用して、通時的、共時的な理解を深め、エビデンス

に基づいたワークショップの企画提案する力を身につける。 

到達目標 

・演劇を活用した教育が、どのような理論の積み重ねの上に成り立っている

のかを通時的に理解する。 

・演劇を活用した教育の意義を、エビデンスをもとに説明できるようにな

る。 

・理論に支えられた、演劇を活用した教育の企画を、現場に合わせて提案で

きるようになる 

授業計画 

第 1 回 オリエンテーション 社会構成主義と演劇教育（平田） 

第 2 回 アメリカのドラマ教育、クリエイティブ・ドラマ(飛田） 

第 3 回 イギリスのドラマ教育 Drama in Education（飛田） 

第 4 回 ブレヒトの教育劇（飛田） 

第 5 回 非抑圧者の演劇（飛田） 

第 6 回 新教育と学校劇運動（平田） 

第 7 回 戦後の学校演劇 特別活動、部活動、総合的学習（平田） 

第 8 回 21 世紀の新学力観と演劇教育（平田） 

第 9 回 芸術家と協働した演劇教育の理論（石井） 

第 10回 芸術家と協働した演劇教育の企画（石井） 

第 11回 芸術家と協働した演劇教育の評価（石井） 

第 12回 まとめと振り返り（三名） 

事前･事後 

学習 

事前 デューイの著作を一冊、目を通しておく 

事後 各自の文献リストを毎回アップデートしてレポートする 

テキスト 
『ドラマ教育入門』（小林由利子 他、2010 図書文化） 

上記以外に、各回の授業において資料を配付する 

参考文献 

『学校と社会』（デューイ,1957,岩波文庫）『経験と教育』（同,2004,講談社

学術文庫） 

『非抑圧者の演劇』（アウグスト・ボアール,1984）ほか 

成績評価 

の基準 
平常点（ディスカッションや協同作業への参加）60% レポート 40％ 

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 舞台芸術基礎実習 

担当教員 

杉山 至     尾西 教彰 
児玉 北斗   木田真理子 
石井 路子   山内 健司 
近藤のぞみ  飛田 勘文 
河村 竜也  田上 豊 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 実習 

開講年次 １年第３クォーター 

講義内容 

理論の講義やコミュニケーション系の演習、各種ワークショップ演習の学びを、

舞台芸術作品の実際の創作活動を通して、応用ないし検証する。 

プロの演出家やスタッフの指導のもと学生はキャストやダンサー・パフォーマー

として舞台に立ち、制作や舞台美術・照明・音響といったスタッフワークを担う

ことで、舞台芸術についての体験的学習を通して技術と知識を包括的に習得して

いく。 

到達目標 

1.関連する講義や演習での学びを応用することができる。 2.またそれらを実践感

覚をもって検証(反省)することができる。 3.キャスト、ダンサー、パフォーマー

の意識、スタッフワークの方法を実際の上演を通して、運営や環境面から見直し、

広げ、深めることができる。 

授業計画 

舞台芸術実習 A,B,C,D と展開していく科目の基礎に位置付けられる。 

舞台芸術実習にて上演する作品を創作するため主に劇場技術スタッフの基礎

的な事柄について実習を通して、体験、学習する。 

各スタッフワークの授業はオムニバスで展開するため、授業スケジュールは担

当講師との相談で決定する。 

1/授業概要説明ガイダンスとスタッフワーク 1 舞台美術、大道具、劇場 1 

2/ スタッフワーク 2 舞台美術、大道具、劇場 2 

3/スタッフワーク 3舞台照明 1 

4/スタッフワーク 4舞台照明 2 

5/スタッフワーク５舞台音響 1 

6/スタッフワーク 6舞台音響 2 

7/スタッフワーク 7舞台監督 1 

8/スタッフワーク 8舞台監督 2 

9/スタッフワーク 9舞台衣装 

10/スタッフワーク 10 舞台映像 

11/スタッフワーク 11 舞台制作 1 

12/スタッフワーク 12 舞台制作 2 

事前･事後 
学習 

授業内で指示 

テキスト  

参考文献 『演劇入門』、平田 オリザ著 

成績評価 
の 基 準  

授業への取り組み（リアクションペーパー含む）（100%） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

履修上の注意

履修要件  

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 動きやすい格好で参加のこと 



授業科目名 舞台芸術実習Ａ 

担当教員 

石井 路子 山内 健司 
杉山 至  尾西 教彰 
児玉 北斗  木田真理子    
近藤のぞみ 飛田 勘文 
河村 竜也 田上 豊 

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１クォーター 

講義内容 

舞台芸術基礎実習で学んだ理論やコミュニケーションに関する学びを、

上演芸術の実作を通じて、舞台と観客のコミュニケーション、舞台上で俳

優同士で行われるコミュニケーション、技術制作スタッフとのコミュニケ

ーションなどに応用し、体験的に検証する。舞台で上演される作品がどの

ような意図をもって舞台上に現出させられるのか、その意図（演出プラン）

について実作を通して学ぶ。またその意図を届けるために、俳優やダンサ

ーの身体、現場（例えば劇場）の機構や装置、舞台美術、客席の位置等、

またステージマネージングや広報などの運営も含めたプランニングが必

要であることを、体験的に学習する。 

到達目標 

１ 舞台芸術基礎実習の到達目標を礎にして、他の環境でもそれを応用す

ることができる。 
２ 舞台芸術における「演出」の役割と意義について具体的に述べること

ができる。 
３ 演出家とコミュニケーションをとることができる。 

授業計画 

4 限連続授業として実施。 

１ 創作対象となる作品・戯曲を熟読するとともに、作者および作品が書かれ

た時代や社会的背景について文献を用いながら知る。 

２ 創作対象となる作品について、人間・社会・時代の観点から演出プランを

作成する。 

３ 創作対象となる作品について、プレイヤー・舞台美術・照明・音響・制作

それぞれの立場からプランを作成し、共有する。 

４ 創作対象となる作品について、プレイヤー・舞台美術・照明・音響・制作

の立場で上演可能になるよう、実際に創作活動を展開する。 

５ 創作対象となる作品について、展開した創作物について共有し、 

演出プランとの整合性について演出家とコミュニケーションを図る。 

６ 前時で行われた議論を反映して、創作物の修正を行う。 

７ 修正された創作物について、演出プランとの整合性を考えながら、 

演出家と更なるコミュニケーションを行う。 

８ 前時で行われた議論を反映して、創作物の修正を行う。 

９ 実際に上演芸術として舞台発表を行うため、劇場仕込み・制作運営・ 

リハーサルを行う。 

10 観客とのコミュニケーションを想定してゲネラルプローぺを行い、 

演出プランとの整合性を考えながら創作物の修正を行う。 

11 上演発表を行う。 

12 発表後、来場者アンケートなどによるフィードバックを参考にしながら、

創作物についてのふりかえりを行う。 

事前･事後 
学習 

・創作対象となる作品・戯曲については事前に熟読しておくことが必要である。 
・創作対象となる作品・戯曲の作家や時代背景などについて、事前に調べ、疑

問点を明らかにしたうえで授業に臨むこと。 



 

・創作対象となる作品・戯曲について、自分なりのプランを考案した上で議論

に臨むこと。 
・創作の過程を記録し、毎時間提出すること。 

テキスト ・受講者の特性を考慮し、その都度指定する。 

参考文献 ・テキスト読解に必要となる参考文献をその都度適宜紹介する。 

成績評価 
の 基 準  

・演出家と考案した演出プランに沿って、各役割に必要なプランを作成できる。 
・演出家と適宜コミュニケーションを図りながら、プランの修正や実現を実行

することができる。 
・毎時間提出される創作過程記録（70％）、振り返りレポート（30％） 

履修上の注意

履修要件 ・「舞台芸術基礎実習」を履修済みであることが望ましい。 

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  



 

授業科目名 舞台芸術実習Ｂ 

担当教員 

山内 健司  杉山 至 
尾西 教彰  児玉 北斗    
木田真理子 石井 路子    
近藤のぞみ  飛田 勘文 
河村 竜也  田上 豊 

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３クォーター 

講義内容 

これまでに履修した講義や演習、実習の学びを踏まえ、舞台芸術の実作を通じ
て、表現者として自立する第一歩とする。海外の演劇学校と伍するレベルの演
劇作品の創作を目指し、日本と世界の現代演劇を考察する礎とする。演劇制作
にまつわるすべての職種において、誰もが主体的に全体の仕事にあたる創作環
境を獲得し、集団による創作に臨む。多様な表現者と多様な観客とが、お互い
を尊重して集うことのできる場としての演劇作品をつくる。 

到達目標 

1.表現者としての自立を目指し創作に臨むことができる。 
2.お互いを尊重して、集団での創作活動に臨むことができる。 
3.表現者と観客が集う場の価値を認識し、高めることできる。 
4.近代とは何かを踏まえ、現代演劇について述べることができる。 

授業計画 

演劇作品をつくるプロセスにしたがって時間を配分し進行。創作全体の共有を

常に十分におこなう。適宜必要なレクチャーを実施する。（12 日） 

1. 本読み、演出方針の共有 

2. 戯曲リサーチ、シーン稽古開始 

3. シーン稽古、セリフ確認と各人の課題設定 

4. 通し稽古（セリフ確認を中心とする） 

5. スタッフワークのプランニング・共有 

6. シーン稽古、イメージを深める 1 

7. シーン稽古、イメージを深める 2 

8. 通し稽古（全体のイメージを共有） 

9. シーン稽古＋スタッフワーク、イメージを深める 3 

10. シーン稽古＋スタッフワーク、仕上げる 

11. ゲネプロ（本番同様のリハーサル）、修正 

12. 発表、振り返り 

事前･事後 
学習 

・事前に、個人的な準備（リサーチ、セリフ入れ、演技の課題設定、スタッフ

ワーク）を十分に行なって実習に臨むこと。 
・あわせて、パートナーとの練習・相談を十分に行なって稽古に臨むこと。 

テキスト 上演戯曲の決定後、実習の開始前に配布 

参考文献 ・実習において参考資料を配付する。 
・参考文献等を適宜紹介する。 

成績評価 
の 基 準  

・事前に、十分な準備を行なって授業に臨むことができる（50%） 
・授業内での取り組み・発言（50%） 

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 舞台芸術実習 C 

担当教員 

児玉 北斗  杉山 至 
尾西 教彰  木田真理子 
石井 路子   山内 健司 
近藤のぞみ  飛田 勘文 
河村 竜也  田上 豊 

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１クォーター 

講義内容 

コミュニケーション演習・ワークショップ実習などで習得した技術や、講義で学

習した理論を応用し、「振付」という実践を通して小作品を創作する。舞台、照明、

音響、衣装、美術、観客、言語情報などとの関係性の中で、いかにして自らの身

体表現を構築するかということを、実作を通じて学ぶ。また、ダンサー、ドラマ

トゥルグ、マネージメントや広報担当者などとのコミュニケーションにおいて必

要になるアイデア・コンセプトの言語化を重視し、舞台芸術の創作に必須である

グループワークの技術と社会性への意識を培う。フィードバック時には、ゲスト

講師を招いて、意見交換を行う。 

到達目標 

⑴ 様々な学習の成果を、振付による作品制作に応用することができる。 ⑵ 舞台

芸術における「振付」 の役割と意義、また自身の作品コンセプトや制作における

方法論について、理論的に述べられるようになる。⑶ ダンサー、舞台技術者から

照明／衣装／美術などのアーティストたちまで、様々な協働者と意思疎通を図り、

プロジェクトを主導することができる。  

授業計画 

各回の内容は以下の通り。ワークショップ、プレゼンテーション、そしてフィー

ドバックを軸として、共同作業として授業を進行する。４限連続授業を計１２回

実施する。 

1. 「振付」イントロダクション アイデアのリサーチ 

2. リサーチ結果のプレゼンテーション  

3. コンセプト化・マッピングワークショップ 

4. コンセプト発表プレゼンテーション プログラムノート作成 

5. ムーブメントリサーチ／コンポジションワークショップ1：インプロヴィゼーション 

6. ムーブメントリサーチ／コンポジションワークショップ2：ムーブメントマテリアル 

7. ムーブメントリサーチ／コンポジションワークショップ3：コンポジション 

5. 実技プレゼンテーション（5分＋10分のフィードバック）：グループ１ 

6. 実技プレゼンテーション：グループ２ 

7. 作品構想プレゼンテーション（衣装・美術・音楽など含む）：グループ１ 

8. 作品構想プレゼンテーション（衣装・美術・音楽など含む）：グループ２ 

9. 経過発表＋フィードバック：グループ１ 

10. 経過発表＋フィードバック：グループ２ 

11. 最終プレゼンテーション＋フィードバック 

12. 総評、ディスカッション 



 

事前･事後 
学習 

各自どのような作品を制作したいのかを事前に考えておくこと。授業の中でその

アイデアをさらに磨き上げていくが、核になるアイデアはそれぞれが時間をかけ

て見つけておく必要がある。衣装や美術、音楽などもふくめ、興味を持ったイメ

ージなどを写真・動画・文章として日頃から収集しておくこと。 

受講期間中は各自で作品制作を行うため授業時間外の作業が多くなる。（事前・事

後学習として週に 6時間程度）また、Powerpoint などのプレゼンテーション用ソ

フトや資料作成に関しては、授業内では指導しないので、各自で事前に習得して

おくこと。 

テキスト 授業内で指示する。 

参考文献 

千葉雅也, 2018,『メイキング・オブ・勉強の哲学』文藝春秋 

Burrows, Jonathan. 2010, Choreographer’s Handbook, Routledge. 

木村覚, 2009,『未来のダンスを開発する』メディア総合研究所 

早稲田大学演劇博物館, 2015, 『Who dance? 振付のアクチュアリティ』早稲田大

学坪内博士記念演劇博物館 など、適宜紹介する。 

成績評価 
の 基 準 

各プレゼンテーションの準備度（30%）授業へのコミットメント(30%) 最終プレゼ

ンテーションにおける評価 (40%) 

履修上の注意

履修要件 

本実習はダンス、振付、芸術などに関してある程度の知識があることを前提とし

ている。特に「ダンスワークショップ実習Ｂ」を事前に受講していることが望ま

しい。個別に作品制作を行うため、授業時間外の学習・作業が必要となる。 

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  



授業科目名 舞台芸術実習Ｄ 

担当教員 

木田真理子 杉山 至     
尾西 教彰  児玉 北斗    
石井 路子   山内 健司 
近藤のぞみ  飛田 勘文 
河村 竜也  田上 豊 

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３クォーター 

講義内容 

この授業では、３年次までに履修した理論の講義やコミュニケーション系の演
習、各種ワークショップ演習の学びをふまえた上で、それらの知識や経験を実
際のダンスクリエーションの現場で応用ないし検証できる力を培う。振付家の
指示や既存の振付作品から動きを立ち上げ、それらの動きを再構成すること
で、新たなダンスシーンをつくり、プレゼンテーションする。 

到達目標 

1.舞台芸術基礎実習の到達目標を礎にして、他の環境でもそれを応用すること
ができる。 
2.海外の振付家や、日本で海外の舞踊に関わる人や事例について、具体的に述
べることができる。 
3.振付家に限らず、プロデューサー、舞台監督、制作スタッフなどと円滑にコ
ミュニケーションを取ることができる。 

授業計画 

担当教員がこれまでダンサーとして関わった欧米やアジアの振付家作品、およ

びクリエーション方法やタスク（作業指示）を参考にしながら、授業を進める。

実習で扱う振付作品は３作品程度とし、作品１（授業０２〜０４）/作品２（０

５〜０７）/作品３（０８〜１０）というように進めていく。授業１１、およ

び１２は、クラス全員で行う共同作業になる。（１２日） 

 

０１：イントロダクション（授業内容・目的・スケジュール・成績評価方法な

どについて説明）の後、教員がダンサーとして関わった振付作品、および

振付家を紹介する。 

０２： 初回の授業で紹介した振付作品から一つ作品を取り上げ、その作品内

のタスクを実際にやってみる。（シンプルなタスク） 

０３： 前回の授業で取り上げた振付作品から、別のタスクを選び、動きをつ

くる。 

０４：授業０２、０３で取り上げた振付作品のタスクを組み合わせる。 

０５： 初回の授業で紹介した振付作品から一つ作品を取り上げ、その作品内

のタスクを実際にやってみる。 

０６： 前回の授業で取り上げた振付作品から、別のタスクを選び、動きをつ

くる。 

０７： 授業０５、０６で取り上げた振付作品のタスクを組み合わせる。 

０８： 初回の授業で紹介した振付作品から一つ作品を取り上げ、その作品内

のタスクを実際にやってみる。（難易度の少し高いタスク） 

０９： 前回の授業で取り上げた振付作品から、別のタスクを選び、動きをつ

くる。 



 

１０： 授業０８、０９で取り上げた振付作品のタスクを組み合わせる。 

１１： 授業０２〜１０のタスクを混ぜ合わせ、全体の構成を考える。 

１２： プレゼンテーション 

事前･事後 

学習 

毎回の授業内容について、理解を確かなものにするため、「復習」を必ずする

こと。  

テキスト 特に指定なし 

参考文献 授業内で適宜紹介する。 

成績評価 

の 基 準 

平常点：６０％（授業内での姿勢・提案・協働、その過程での掘り下げを評価

する） 

発表点：４０％（プレゼンテーション；20%, レポート；20%） 

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 劇場プロデュース実習１ 

担当教員 

尾西 教彰 
藤野 一夫 
近藤 のぞみ 
井原 麗奈 

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４クォーター 

講義内容 

この科目では、舞台設備のある文化施設で実際に働き、現場の経験を積むこ
とにより、劇場運営に関わる基礎的な職業能力の修得を目的としている。 
文化施設での仕事は多岐にわたり、機構・設備の維持管理、自主事業の企画

制作、利用者（地域のアマチュアから全国規模のプロアーティストまで）への
対応、公演当日の会場表方、舞台の安全を担保する裏方など、様々な能力・技
術が求められ、各専門家が関わっている。 
劇場現場での実務体験を通じて、劇場の仕組みを理解し、企画制作、広報・

宣伝、地域との関わりなど、劇場・音楽堂等のソフト運営における基礎となる
要素を体得し、地域における劇場の役割について理解を深める。 

到達目標 

①劇場の初歩的な業務を実際に行うことができる。 
②劇場組織、機構・設備、業務の基本について理解し、説明できる。 
③来場者や舞台関係者と、前向きなコミュニケーションができる。 
④劇場の地域における役割について実例を挙げて説明できる。 

授業計画 

公益財団法人兵庫県芸術文化協会が管理運営する兵庫県立尼崎青少年創造

劇場（ピッコロシアター）など、舞台設備のある文化施設で約２週間の臨地実

務実習を行う。 

実習前の事前学習として、実習施設を調査し、実習計画書を作成、実習計画

書を基に専任教員と学生が面談を行う。 

実習中は、実習指導者のもと、実際の劇場制作業務に従事し、専門スタッフ

によるレクチャーを受けることによって、劇場にとってのミッションを理解

し、劇場運営の基本を習得する。 

中間時点及び最終日には、学生による報告会を実施するほか、最終日には劇

場施設長等との意見交換会を実施する。 

事後学習として、学生は実習成果報告書を作成、報告会で発表を行い、劇場

制作業務の実践への理解を深めるように、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、事後に実習成果の報告書を作成し、終了

報告会において発表を行うこと。 
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 

全日程に出席できることを参加条件とする。 
1 日の実働時間は 8 時間（休憩 1 時間を含む）を基本とする。 
劇場現場の性格上、業務の必要に応じて変則時間となる場合がある。 
※具体的なスケジュールは、劇場担当スタッフと相談の上、後日確定する。 

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 劇場プロデュース実習 2 

担当教員 

近藤 のぞみ 
藤野 一夫 
尾西 教彰 
井原 麗奈 

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 

劇場現場での実務を通じて、芸術・文化に対する理解を深めるとともに、企
画制作、広報・宣伝、地域との関わりなど、劇場・音楽堂等のソフト運営にお
ける基礎となる要素を体得し、劇場運営に関わる職業能力を修得する。 
劇場プロデュース実習１の続編となり、劇場現場における仕事をこなすだけ

でなく、社会において劇場が存在する意味を考えながら、劇場ができることを
企画し提案できる視点を養う。 

到達目標 

①劇場の業務を実際に行うことができる 
②その劇場を使う際のお客様との基本的な打ち合わせ内容を理解し、実施する

ことができる 
③劇場のプログラムや役割を理解し、劇場関係者や来場者と適切なコミュニケ

ーションをとることができる 
④その劇場と地域との関係を観察し、企画を立てることができる 

授業計画 

舞台設備のある文化施設で、約 2週間の臨地実務実習を行う。 

実習前の事前学習として、実習施設を調査し、実習計画書を作成、実習計画

書を基に専任教員と学生が面談を行う。 

実習中は、実習指導者のもと、実際の劇場制作業務に従事し、専門スタッフ

によるレクチャーを受けることによって、劇場にとってのミッションを理解

し、劇場運営の基本を習得する。 

中間時点及び最終日には、学生による報告会を実施するほか、最終日には劇

場施設長等との意見交換会を実施する。 

事後学習として、学生は実習成果報告書を作成し、報告会で発表を行い、劇

場制作業務の実践への理解を深めるように、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、事後に実習成果の報告書を作成し、終了

報告会において発表を行うこと。 

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 

全日程に出席できることを参加条件とする。 
1 日の実働時間は 8 時間（休憩 1 時間を含む）を基本とする。 
劇場現場の性格上、業務の必要に応じて変則時間となる場合がある。 
※具体的なスケジュールは、劇場担当スタッフと相談の上、後日確定する。 

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 文化政策実習 

担当教員 

古賀 弥生 
李  知映 
小林 瑠音 
近藤 のぞみ 
井原 麗奈 

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 

豊岡市を中心とする但馬地域の自治体における文化政策の現状を分析し、新た

な文化振興策の提案を行う。提案にあたっては、当該自治体の文化事業への参

画、住民を対象とした調査、他都市の文化政策の事例調査等を行った上で、具

体的な予算要求資料案を作成する。 

到達目標 

・文化振興策の企画立案の基礎となる現状調査、住民調査、先進事例調査等を
実施し報告書にまとめることができる。 
・自治体文化政策の方針に沿った事業の企画案、予算案を作成できるようにな
る。 

授業計画 

１．イントロダクション及び現状調査 

当該自治体の方針、現行事業等について、担当者から情報を収集し文化 

振興策の現状と課題をまとめる。 

２．住民調査①  

   当該自治体の住民を対象とした、文化振興策に対する意識調査等の準備 

を行う。 

３．住民調査②  

住民を対象としたアンケート調査、インタビュー調査等を実施する。 

４．住民調査③及び他都市事例調査 

住民調査の結果を分析し、想定される提案の先例となる事業等を行う都 

市について情報収集を行う。 

５．提案① 

現状調査、住民調査等を基礎として、新たな文化振興策の提案を企画書 

にまとめる。 

６．プレゼンテーション準備  

   提案①について当該自治体担当者にプレゼンテーションを行う準備を 

する。 

７．プレゼンテーション 

   提案①のプレゼンテーションを行い、担当者の講評をいただく。 

８．提案② 

   担当者の講評をもとに提案を実現可能性の高いものに修正し、予算書を 

作成する。 

９．予算要求資料の作成 

   作成した提案②の企画書・予算書から当該自治体の次年度予算要求資料 

案を作成する。 

10．総括 

   授業全体を振り返り、残された課題の整理を行う。 

事前･事後 
学習 

・毎回の授業テーマに関連したキーワード、活動の現場で見聞きした言葉につ

い文献等で学習すること。 
・毎回の授業で学んだ内容に関する小レポートを作成し、提出すること。 



 

テキスト なし 

参考文献 授業内で適宜紹介する 

成績評価 
の 基 準  

小レポート（40％）、企画書・予算書の内容（30％）プレゼンテーション（30％）

により評価する 

履修上の注意

履修要件 1 年次開講の文化政策概論を前もって履修していること 

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 総合芸術文化実習 

担当教員 
尾西 教彰 
近藤 のぞみ 

必修の区分 選択 

単位数 ４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 

この科目では、「劇場プロデュース実習 2」に参加した学生のうち、本格的
に劇場で働くことを希望する者に対して、将来の志望や適性等を考慮したうえ
で劇場とマッチングを行う。少数名（１劇場１～2名）が長期間（約 4週間）
にわたって実習を行うことで、劇場運営に関わる専門的、実践的な職業能力の
修得を目的としている。 
芸術および地域マネジメントの観点から、劇場内外の業務をスタッフととも

に行い、新たなソフト事業、設備・機材といったハード活用の具体的な企画提
案や運営、舞台技術や接遇等の専門的な研修も経験することで、劇場運営に係
る専門的な知識と技術を体得する。また、将来、多文化・多民族による共生社
会の到来が予想される中、社会包摂など時代の要請に応えるビジョンを描き、
地域の発展を促すような企画、その実施方法を考える実践的な力を養う。 

到達目標 

①劇場のミッションや公共性について、地域特性や社会変化を踏まえて説明で

きる。 
②公演制作業務だけでなく、普段行われている劇場管理業務（安全管理、保守
点検、経理、委託契約など）についても説明できる。 

③課題や新たなニーズ等を発見する目的で、劇場内部だけでなく外部の関係者

（プレイガイド、記者等）や地域住民とも、積極的にコミュニケーションす

ることができる。 
④劇場芸術によって地域の魅力が再発見され、新たな価値が創出されるような
企画を提案できる。 

⑤劇場内外の状況を総合的に判断し、安全で最適な会場運営に向けて工夫・準
備し、行動することができる。 

授業計画 

兵庫県立芸術文化センター（兵庫県西宮市）、兵庫県立尼崎青少年創造劇場
（兵庫県尼崎市）、豊岡市立城崎国際アートセンター（兵庫県豊岡市）、こまば
アゴラ劇場（東京都目黒区）のいずれかで、約 4週間の臨地実務実習を行う。 
実習前の事前学習として、実習施設を調査し、実習計画書を作成、実習計画

書を基に専任教員と学生が面談を行う。 
実習中は、実習指導者のもと、実際の劇場制作業務、舞台技術研修等に従事

し、専門スタッフによる外部活動（顧客営業、マスコミ取材依頼など）にも触
れることにより、劇場業務と地域との関りについてより実践的に学ぶ。 
中間時点及び最終日には、学生による報告会を実施するほか、最終日には劇

場施設長等との意見交換会を実施する。 
事後学習として、学生は実習成果報告書を作成、報告会で発表を行い、劇場

制作業務の実践への理解を深めるように、専任教員による助言・指導を行う。 
研修期間を通じて、劇場に関わる俳優、舞台技術者、プロデューサーなどに

もインタビューを行うことで、劇場をめぐる舞台芸術の創造環境を俯瞰的にと
らえるとともに、大学卒業後の具体的な進路イメージを得る。 
※実習先については、学生と専任教員との事前協議により、将来の志望や適

性等を考慮したうえで、適切な施設を選択する。 



 

事前･事後 
学習 

参加する学生は必ず事前研修を受け、事後に実習成果の報告書を作成し、終了

報告会において発表を行うこと。 

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 

全日程に出席できることを参加条件とする。 
1 日の実働時間は 8 時間（休憩 1 時間を含む）を基本とする。 
劇場現場の性格上、業務の必要に応じて変則時間となる場合がある。 
※具体的なスケジュールは、劇場担当スタッフと相談の上、後日確定する。 

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 身体コミュニケーション実習 

担当教員 
木田 真理子 
児玉 北斗 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 実習 

開講年次 １年第１・３クォーター 

講義内容 

この授業の目的は、ダンスや歌などを通じて身体的なコミュニケーションや表
現の可能性を知ることにある。内容は主に、歌や踊りが起こりやすい空間や人
との間合いなどを探りながら、身体感覚に基づくコミュニケーション（交感や
共感）のあり方を学ぶものとなる。 

到達目標 

１.メンバー間で、身体の感覚に基づくコミュニケーションを／も取ることが
できるようになる。 
２.身体表現の魅力を、観客に届かせることができるようになる。 
３.自身の体験や他者の表現について感じたこと、思ったことを人に言葉で伝
えることができる 

授業計画 

初回にオリエンテーションを行い、その時に受講者の関心や要望を聞く。 

大きくは次のような内容を用意している。 

01：立つ、歩く、話す、聞く【木田、児玉】 

02：他者の身体とコミュニケーション【木田、児玉】 

03：コンタクト・ムーブメント(人に体を預ける、重さの移行、人と共にある

ことで自然と生じる動き)【木田、児玉】 

04：身体の濃やかなコミュニケーションや表現に向けて A【木田】 

05：身体感覚の言語化【児玉】 

06：身体で書く／言葉で動く（スコア）【児玉】 

07：身体の濃やかなコミュニケーションや表現に向けて B【木田】 

08：1回から 8回のまとめ【木田、児玉】 

09：身体表現における視覚(見える/見る/見られる)【木田】 

10：身体表現における聴覚(聞こえる/聞く/聞かれる)【木田】 

11：身体的なコミュニケーションや表現を深める (感覚/感情)A【木田】 

12：身体的なコミュニケーションや表現を深める (感覚/感情)B【木田】 

13：身体的なコミュニケーションや表現を深める (物体/空間)A【木田】 

14：身体的なコミュニケーションや表現を深める (物体/空間)B【木田】 

15：身体的なコミュニケーションや表現を深める (想像/イメージ)【木田】 

16：インプロヴィゼーション/コンポジション（講師を含むみなで意見交換し

ながら考えや見方を共有する）【木田】 

17：ケアとセラピー、自身の身体への意識【児玉】 

18：ソマティックス(身体の内的な感覚と動きとの関係)【児玉】 

19：シグナル/シンボル/ダンス(動きとダンスとコミュニケーション) 【児玉】 

20：ライブ・コンポジション A (環境から誘発される動き、動きを即興的に構



成する)【児玉】 

21： ライブ・コンポジション B(グループで動きやポーズを即興的に構成する)

【児玉】 

22：ライブ・コンポジション C(動きの構成のシステムを理解し、即興的に実

践する)【児玉】 

23：プレゼンテーション(人の踊りを見、また自分たちの踊りを見てもらい、

講師を含むみなで意見交換しながら考えや見方を共有する)【児玉】 

24：17 回から 24 回のまとめ【児玉】 

事前･事後 
学習 

木田：自分の嗜好や振る舞いが何から影響を受けているかを反省し、記述して

みる（事前・事後学習として週 4 時間程度）。 
児玉：授業内容を踏まえ、生活の中で「ダンス的なコミュニケーション」を感

じるときのことを、記録してみる（事前・事後学習として週 4 時間程度）。 

テキスト 特に指定しない 

参考文献 

・富田大介編『身体感覚の旅』（大阪大学出版会、2017 年） 

・池田晶子『14 歳からの哲学- 考えるための教科書-』（トランスビュー、2003

年） 

・伊藤亜紗『記憶する体』（春秋社、2019 年） 

・三村尚彦、門林岳史編『22 世紀の荒川修作＋マドリン・ギンズ  天命反転

する経験と身体』（フィルムアート社、2019 年） 

・東畑開人『居るのはつらいよ ケアとセラピーについての覚書』（医学書院、

2019 年） 

・ウィリアム・フォーサイス『インプロヴィゼーション・テクノロジーズ 分

析的ダンスの視線のための道具』CD-ROM（慶応大学出版会、2000 年） 

・村上靖彦 『交わらないリズム 出会いとすれ違いの現象学』（青土社、2021

年） 

 

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をもとに到達目標の１と２から判定する。 

課題 60%：前半・中盤・後半の授業内容に関する計 3回のレポートを課し、到

達目標の３から判定する。 

履修上の注意

履修要件 

この授業では複数人でワークすることが多くなるので、遅刻には気を付けるこ

と。 

また、他の参加者との身体的接触を伴う場合があります。強く抵抗がある場合

は教員とよく相談の上で履修してください。 

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 
この授業は木田と児玉の教員２名によるオムニバスタイプのものになる（前半

8回が木田/児玉、中盤 8回が木田、後半 8回が児玉） 



授業科目名 演劇ワークショップ実習Ａ 

担当教員 
山内 健司 
田上 豊 

必修の区分 選択 

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 

この授業の目的は、1.俳優の仕事を通じて他者と関わる力を養うこと、2.戯曲
のなかの役の人物という他者を自身の身体で実現していくこと、3.相手役と考
えを伝えあい一緒に実現してくこと。短期間で集中して（夏季集中講義）、俳
優が戯曲を手にしてから舞台に立つまでの、俳優の仕事のプロセスを知る。短
めの戯曲に集中して向き合い、繰り返し上演するトレーニングである「シーン
スタディ」を行う。自分の力で戯曲に分け入り、自発的に相手役とコミュニケ
ーションをとって、自分たちの力で演技をつくることを実践。実際に創作の現
場に臨むにあたっての土台作りを目指す。 

到達目標 1.戯曲のなかの役の人物という他者を演じることができる。 
2.相手役とコミュニケーションをとり、シーンをつくることができる。 

授業計画 

台本を受け取ってから、演技を組み立てる、その具体的なプロセスについて学

びます。ダイヤローグのテキストを使用。 

8 日間の集中講義（1 日 6時間）で実施する。 

 

1.「問いを立てる」課題 1「『！』と『？』」：個人的に戯曲に分け入る 課題 2 

 「〜って、どういうこと？」：戯曲について自分にわからないことを探し、

リサーチ 

2.「台詞とむきあう」1 課題 1「遠い言葉、近い言葉、世代・方言・外国語」：

ほとんどの言葉は自分の言葉ではない 課題 2「言葉の意味」：体験からの

想像・想像からのジャンプ 

3.「台詞とむきあう」2 課題 1「反応」：目の前の相手の人と遊ぶ 課題 2「行

為」：出来事にする 

4.シーンスタディ稽古と発表 1 巡目：「相手役との対話」 

5.シーンスタディ稽古と発表 1 巡目：「自分で課題設定、自分で振り返る」 

6.シーンスタディ稽古と発表 1 巡目：発表と講評 1 

7.シーンスタディ稽古と発表 2 巡目：「自分でつくれるようになる」 

8.シーンスタディ稽古と発表 2 巡目：発表と講評 2 

事前･事後 
学習 

・事前学習として、課題についての個人的な準備（リサーチ、セリフ入れ、演

技の課題設定）を十分に行なって授業に臨むこと。 
・あわせて、相手役との練習を十分に行なって発表に臨むこと。 

テキスト ・使用する戯曲は授業内で配布する。 

参考文献 ・各回の授業において参考資料を配付する。 
・授業内で参考文献等を適宜紹介する。 



 

成績評価 
の 基 準  

・授業内での取り組み・発言（50%） 
・発表における取り組み・発言（50%） 

履修上の注意

履修要件  

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  



授業科目名 演劇ワークショップ実習Ｂ 

担当教員 
石井 路子 
田上 豊 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 実習 

開講年次 １年第４クォーター 

講義内容 

冬季集中講義として短期間で集中して、演出家やドラマティーチャーの

仕事について学ぶために、ワークショップ形式での実習を行う。 
コミュニケーションに必要な情報共有の力や合意形成の力、さらに身体

に表れる非言語を読み解く力、またクリエーションに必要なポジティブな

思考や協働のスキルを学ぶ。「演出家」や「ドラマティーチャー」といっ

た他者とのコミュニケーションが不可欠な仕事について、上述したスキル

を駆使しながら役割を遂行する術について学ぶ。 

到達目標 
1.演出家やドラマティーチャーに必要な諸能力を示すことができる。 
2.演出家やドラマティーチャーを活かした仕事の企画を立案できる。 

授業計画 

 ８日間の集中講義（1日 6時間）で実施する。 

１ 身体感覚と表現との関係について知るために、心と身体のつながりについ

てのワークを体験する。 

２ 身体とパーソナリティの関係に気づくためのワークを体験する。 

３ 協働する際に必要なスキル、無駄を省いたシンプルな行動や非言語による

コミュニケーションについて考えるワークを体験する。 

４ 協働する際に必要なスキル、非言語コミュニケーションをさらに発展さ

せ、言語を介さずに意思を読み解き、自らも発信するワークを体験する。 

５ ドラマティーチャーとして必要なファシリテーションのスキルについて

知るためのワークを体験する。 

６ 講座の最初の 30 分で小作品をグループ創作し、発表。それを土台として

演出的にどのような改善が考えられるか、実践的に学ぶ。 

７ 前時で学んだ演出テクニックを駆使しながら、講座の最初の 30 分で小作

品をグループ創作し発表。相互批評の上、改善し再度発表する。 

８ 演出する際に必要なコンテクストのすり合わせについて考えるためのワ

ークを体験する。 

事前･事後 
学習 

・毎回授業で学んだ内容に関するミニレポートを作成し、提出すること。 
・授業開講前に『ことばが劈かれるとき』（竹内敏晴著）を読んだ上で授業に

臨む。 
・第８時に関しては、『演劇入門』（平田オリザ著）の第 4 章―１を事前に読

み、疑問点を明らかにした上で授業に臨む。 

テキスト ・特に指定しない。 

参考文献 「ことばが劈かれるとき」竹内敏晴著 ちくま文庫 1988 年  
「演劇入門」平田オリザ著 講談社現代新書 1998 年 



 

成績評価 
の 基 準  

・演出家・ドラマティーチャーに必要な人間洞察、表現しようとする過程への

視座、表現への導きを可能にするポジティブストロークを理解し、実践しよう

とするマインドが形成されているか。 
・WS への取り組み姿勢や態度（50％）、日々の WS レポート（50％） 

履修上の注意

履修要件  

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  



 

授業科目名 演劇ワークショップ実習Ｃ 

担当教員 
山内 健司 
田上 豊 

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 

この授業の目的は、短期間で集中して（夏季集中講義）「豊岡についての作品
を、豊岡でつくり、豊岡で上演する」こと。しゃべり言葉を調べるフィールド
ワークを行い、「豊岡ノート」という作品をつくる。戯曲のセリフが書かれた
話し言葉であるのに対し、私たちがしゃべっている本物の話し言葉の複雑さ豊
かさとむきあい、言葉が生成されることの不思議さに触れ、言葉を生成する演
技という行為の本質とむきあう。豊岡の街に出て、気になる人にインタビュー
を試み、「今」のリアルな一期一会の会話を採集。採集したテキストを、詳細
に分析し、それをもとに作品「豊岡ノート」を製作、上演する。演技という窓
から、他者を訪れる試み。 

到達目標 

1.私たちがしゃべっている言葉そのものの複雑さ豊かさについて述べること
ができる。 
2.街で出会うしゃべり言葉に分け入り、他者を演じることができる。 
3.豊岡についての作品を、豊岡でつくり、豊岡で上演することができる。 

授業計画 

8 日間の集中講義（1 日 6時間）で実施する。 

1. 自分のしゃべり言葉を調べる 相手のしゃべり言葉を調べる 

2. フィールドワーク準備：豊岡の街をみんなで歩く・インタビュー練習 

3. フィールドワーク実践 

4. 採集テキストの発表〜演技として作品化 1：戯曲として取り扱う 

5. 創作パート企画〜演技として作品化 2：出来事を起こす 

6. 試作発表 

7. ブラッシュアップ 

8. 「豊岡ノート」：発表と振り返り 

事前･事後 
学習 

・発表にむけての個人的な準備（リサーチ、セリフ入れ、演技の課題設定）を

十分に行なって授業に臨むこと。 
・あわせて、相手役との練習を十分に行なって発表に臨むこと。 

テキスト なし 

参考文献 ・各回の授業において参考資料を配付する。 
・授業内で参考文献等を適宜紹介する。 

成績評価 
の 基 準  

・授業内での取り組み・発言（50%） 
・発表における取り組み・発言（50%） 

履修上の注意

履修要件  

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  



 

授業科目名 演劇ワークショップ実習Ｄ 

担当教員 
平田 知之 

田上 豊 

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４クォーター 

講義内容 

短期間で集中して（冬季集中講義）、演劇ワークショップファシリテータ

ー、教育演劇コーディネーターの仕事、ならびにそれらを巡る仕事に焦

点をあてて、ワークショップの実践や準備、振り返り、コーディネート

のプロセスを、実際に体験して省察し、将来実践家として活躍するため

の、基本的な考え方や、技術、基盤となる理論の獲得を目指すためのワ

ークショップを実習する。 

演劇ワークショップファシリテーターして必要な、インプロビゼーショ

ン（即興演劇）、デバイジング（集団創作）の理念・技能を修得するため

に、外部講師を招聘する予定。即興演劇の知見は、将来実演家として活

躍するためにも役に立つであろう。 

到達目標 

・演劇ワークショップのファシリテーターやコーディネーターの仕事の意義

や、実務内容を理解できるようになる 

・演劇ワークショップの現場に、リーダーまたは補助者として参画できるよ

うになる 

・コーディネーターとして、クライアントの願いに沿ったワークショップを

企画し、芸術家と現場をつなぎ、当日運営やフィードバックができるように

なる 

授業計画 

6 日間の集中講義（１日 7.5 時間）で実施する。 

第 1 回 

・オリエンテーション ・演劇ワークショップのプロセス 

 ・企画、打合せ、実施、検討会 ・導入、展開、振り返り 

 ・ファシリテーター実習（１）導入とアイスブレイク 

第 2 回 

・ファシリテーター実習（２）評価と振り返りのポイント 

 ・ファシリテーター実習（３）困難を抱える参加者の支援 

第 3 回 

・インプロビゼーション・デバイジング実習（１） 

第 4 回 

・インプロビゼーション・デバイジング実習（２） 

第 5 回 

・公共劇場、ＮＰＯ法人、中間支援団体の意義と役割 

 ・ワークショップと安全（実演家や参加者の心の安全、権利侵害） 

 ・プログラム作成実習（１）クライアントの意向や趣旨の活かし方 

第 6 回 

 ・演劇ワークショップを支援する、実演家団体の取組 

 ・プログラム作成実習（２）採用される企画書の書き方 

 ・ファシリテーターやコーディネーターとして成長するために 



事前･事後 

学習 

事前 ・実習で紹介する参考文献を次回までに読んでおくこと 

事後 ・実習終了時に出す課題について小レポートを作成すること 

テキスト 
各回の授業において資料を配付する 

参考文献 

『SPT educational 1～6』(世田谷パブリックシアター学芸,2007～

2012,世田谷文化財団) 

『応用インプロの挑戦』（デュデク＆マクルアー[編] 絹川友梨[監

訳],2020,新曜社) 

成績評価 

の基準 

平常点（ディスカッションや協同作業への参加）60% レポート 40％ 

ファシリテーター・コーディネーターとしての基本的知識技能、協同的参加

態度、ワークショップの諸局面の実践を支える理論が身についているか。 

履修上の注意

履修要件 
演劇ワークショップ実習 A～D の履修順序は問わない 

実践的教育 該当しない。 

備考欄       

 



授業科目名 ダンスワークショップ実習Ａ 

担当教員 木田 真理子 

必修の区分 選択 

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 

この授業の目的は、ダンサーとしてダンス作品のクリエーションに関わる上で
必要な想像力ないし技術を培うものである。振付家や演出家からの指示に従う
だけでなく、ダンサーとしてその指示の意味を理解・解釈し、考えを発展させ
る。短期間で集中して（夏季集中講義になる）、ダンサーの仕事ならびにダン
スを巡る仕事に焦点をあてたワークショップを行う。 

到達目標 
1.様々な動きからダンスを生み出すことができる。  
2.ダンサーに必要な諸能力を示すことができる。 
3.振付家や演出家と共同してアイデアを発展させることができる。 

授業計画 

授業は次の内容をもとに進める。7〜８日間の集中講義（合計 48 時間）で実施。 

 

１：イントロダクション 

授業内容・目的・スケジュール・成績評価方法などについて説明。ウォームア

ップ後、任意の映像から日常の動きを取り出しトレースする練習を行う。 

（扱う映像はダンス映像に限定しない。映画、テレビ番組、ネット映像、アニ

メでも良い） 

 

２：映像から踊りを立ち上げる１（日常の動き） 

任意の映像から日常の動きを取り出しトレースする。 

動きのクオリティーを映像の動きに近づける。 

受講者同士で動きを見せ合い相手の動きを記述する。 

記述した内容を伝える。伝える前と後で動きのクオリティーや感覚がどのよう

に変化したのかを話し合う。 

 

３：映像から踊りを立ち上げる２（日常の動き） 

前回の授業の映像と、映像の動きをトレースすることで生み出された受講者の

動きを比較して、日常の動きがダンスになることについて話し合う。 

また、トレースされた動きを自由に組み変えることに挑戦する。 

 

４：映像から踊りを立ち上げる３（ダンスの動き） 

ダンス映像から動きを取り出しトレースする。 

動きのクオリティーを映像の動きに近づける。 

受講者同士で動きを見せ合い相手の動きを記述する。 

記述した内容を伝える。伝える前と後で動きのクオリティーや感覚がどのよう

に変化したのかを話し合う。 

 

５：映像から踊りを立ち上げる４（ダンスの動き） 

ダンス映像からトレースされた動きを意図的に変化させ、新たな動きをつく

る。 



 

６：映像から踊りを立ち上げる５（複雑な動き） 

ダンス映像から複雑な動きを取り出しトレースする。 

動きのクオリティーを映像の動きに近づける。 

受講者同士で動きを見せ合い相手の動きを記述する。 

記述した内容を伝える。伝える前と後で動きのクオリティーや感覚がどのよう

に変化したのかを話し合う。 

 

７：映像から踊りを立ち上げる６（複雑な動き） 

前回の授業の映像と、映像の動きをトレースすることで生み出された受講者の

動きを比較して、映像の踊りとライブで見る踊りの違いを話し合う。 

トレースされた動きを意図的に変化させ、新たな動きをつくる。 

 

８：まとめ  

１〜７でうまれた動きを体で振り返る。 

動きをトレースするとき、なにがトレースされているのか話し合う。 

事前･事後 
学習 

劇場、テレビ、インターネットなどあらゆるメディアを駆使して普段からダン

スに触れる時間を確保しておくこと。 

テキスト 特に指定なし 

参考文献 授業内で適宜紹介する。 

成績評価 
の 基 準  

平常点：７０％（授業内での姿勢・提案・協働、その過程での掘り下げを評価

する） 
レポート３０％（各授業のフィードバックペーパー、実習終了後のレポートを

評価する） 

履修上の注意

履修要件 全日程の参加を原則とするので、日時をしっかり確認すること。 

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 

定員：a グループ上限 20 名、b グループ上限 20 名 
選考方法：定員を超える場合は、履修希望書を提出していただきます。選考は

担当教員がおこないます。 



授業科目名 ダンスワークショップ実習Ｂ 

担当教員 児玉 北斗 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 実習 

開講年次 １年第４クォーター 

講義内容 

冬期集中講義として「振付」という角度から、振付／ムーブメントワークショ

ップ、ディスカッション、文献講読、ライティングなどを通じてダンス作品の

創作における方法論、倫理観やコミュニケーション能力、大胆さなどを培う。

「振付」という概念を拡げ、現代における振付家の仕事を実践・鑑賞を通して

検討することで、ダンスと身体に関する理解を深める。 

到達目標 

まず、⑴ 振付家に必要とされる実践諸能力を基礎付ける。そしてそれにとど

まらず、⑵ 振付という実践をラディカルに捉え、世界的なダンスの文脈に対

応できる思考能力を言語的に示すことが出来るようになる。特に、⑶ 空間・

時間・身体・言語の関係性において「振付」という視点を創作活動にとどまら

ず社会的に適用する思考ができるようになる。 また、⑷ 振付とダンスの言説

を理解することで、振付家を活かした仕事の企画を立案できる力をつける。 

授業計画 

本実習は振付家との実践的ワークショップを踏まえた上で、受講者が「振付」

という視点からパフォーマンス（旧来的な「ダンス」の枠組みに限らない）の

構想と創作プロセスを経験するものである。 

 

初日のイントロダクションと「振付」という概念を歴史的背景から再考するレ

クチャーを通して、現代的なダンスの実践への導入とする。振付家とのワーク

ショップを通してタスク／スコア／コンポジション／インプロヴィゼーショ

ンといった概念を実践的に理解し、様々なムーブメントの生成方法やダンス作

品の創作現場におけるプロセスを体験する。 

 

ワークショップ、レクチャー、ディスカッション、授業内発表などを組み合わ

せ、教員の個別指導のもとで各自制作を進める実習となる。主に以下のような

要素を参加者の方向性に合わせて構成する。 

 

1.西洋舞踊史における「振付」に関するレクチャー 

2.身体表現と社会のつながりを考えるための文献講読 

3.現代の振付家に求められる倫理観や知識に関するディスカッション 

4.ムーブメント・ワークショップ 

5.動きのコンポジションと演出に関する実践 

6.受講者のコンセプトを明確化するためのワークショップ 

7.創作の報告、発表とフィードバック 



 

事前･事後 
学習 

事前学習として実習開始時までに各自どのような作品を作りたいか、実現可能

なアイデアをまとめておくこと。また、事後学習として動画やノートなどを利

用して制作プロセス（制作のスケジュールや体調を含む）を記録し、整理して

おくこと。 

テキスト 授業内で資料配布する。 

参考文献 

木村覚, 2009,『未来のダンスを開発する』メディア総合研究所 

児玉北斗・編 , 2020,『ダンスをめぐる１２の文章』（ウェブサイト : 

https://writings.hokutokodama.com/） 

早稲田大学演劇博物館, 2015, 『Who dance? 振付のアクチュアリティ』早稲田

大学坪内博士記念演劇博物館 

Burrows, Jonathan. 2010. Choreographer’s Handbook. Oxon and New York: 

Routledge. 

Pakes, Anna. 2020. Choreography Invisible, The Dissapearing Work of Dance. 

Oxford: Oxford University Press.  

Pouillaude, Frédéric. 2009/2017. Unworking Choreography: Notion of Work in 

Dance. Anna Pakes (Trans.), New York: Oxford University Press. 

成績評価 
の 基 準  実習内でのコミットメント（50%）、課題（50%） 

履修上の注

意履修要件  

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 
毎日長時間、身体を実際に動かして行う実習です。十分に休息を取り、体力的

に充実した状態で授業に望むことを心がけて下さい。 



授業科目名 ダンスワークショップ実習Ｃ 

担当教員 木田 真理子 

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 

この授業の目的は、ダンスを教える際に必要な創造力ないし技術を培うもので
ある。自らの身体感覚を言語化し、他者との身体感覚の違いを認めることで、
ダンスを様々な方法で共有する。短期間で集中して（夏季集中講義になる）、
ダンスティーチャーの仕事ならびにダンス教育を巡る仕事に焦点をあてたワ
ークショップを行う。 

到達目標 

1.ダンスワークショップの内容をつくることができる。 
2.身体感覚を言語化することができる 
3.インストラクションを明確に示すことができる。 
4.ダンスティーチャーやダンス教育の経験を活かした仕事の企画を立案でき
る。 

授業計画 

授業は次の内容をもとに進める。６〜８日間の集中講義（合計 48 時間）で実

施する。 

 

１：イントロダクション 

授業内容・目的・スケジュール・成績評価方法の説明。 

ウォームアップになる動きを見つける。また、いくつかの動きを組み合わせる。 

なぜその動きがウォームアップになるのか、そこからどのような身体感覚が得

られるのか考える。 

 

２：ワークショップをデザインする 

ワークショップの目的を明確にしたあと、場所、配置、参加人数、時間の設定

を考え話し合う。 

 

３：ワークショップをつくる。 

一人でできるワークと共同ワークを提案する。自らの身体で試したあと、一人

のワークから得られる感覚と、共同ワークから得られる感覚はどのように異な

るかを話し合う。 

 

４：モノを介したワークショップをつくる。 

モノを介すことで、関係性を拡張させる。 

 

５：授業１〜４の振り返り後、ワークショップ発表の準備、全体の段取りを決

める。 

 



 

６：ワークショップを行う。 

（個人、またはグループのワークショップ） 

 

７：前回の授業で各自行なったワークショップについて口頭発表。 

（個人、またはグループ 10~15 分程度の発表） 

 

８：授業７で行ったプレゼンテーションの内容をどういった場で活かせるの

か、グループで話し合い、レポートする。 

事前･事後 
学習 

日常のなかで行う動き（楽な動き、辛い動き、心地よい動き、繰り返し行う動

きなど）に注意をはらい、記述してみる。 

テキスト 特に指定なし 

参考文献 

・ハナムラチカヒロ『まなざしのデザイン〈世界の見方〉を変える方法』（NTT

出版、2017 年） 

・テクタイル『触楽入門 はじめて世界に触れたときのように』（朝日出版社、

2016 年） 

・伊藤亜紗・渡邊淳司・林阿希子『見えないスポーツ図鑑』（晶文社、2020 年） 

・堀越英美『モヤモヤしている女の子のための読書案内』（河出書房新社、2019

年） 

 

ほか、適宜紹介する。 

成績評価 
の 基 準  

平常点：60% （授業内での姿勢・提案・協働、その過程での掘り下げを評価す

る） 

発表点：40%（プレゼンテーション；20%, レポート；20%） 

履修上の注意

履修要件 全日程の参加を原則とするので、日時をしっかり確認すること。 

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 

定員：40 名 
選考方法：定員を超える場合は、履修希望書を提出していただきます。選考は

担当教員がおこないます。 



授業科目名 ダンスワークショップ実習Ｄ 

担当教員 富田 大介 

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４クォーター 

講義内容 

この授業の目的は、ダンスの創作的ワークショップを通じて、企画やコーディ
ネートのセンス、またクリエイションの意識ないし技能を会得することにあ
る。授業の内容は、担当教員の選んだ外部講師とともに創作しながら、そのこ
とを学ぶもので、今回の創作テーマは、但馬の自然の力を象徴する「水」を予
定している 

到達目標 

1. 企画やコーディネートのセンス、クリエイションの意識ないし技能を幾分
かでも会得する 
2. 担当教員や外部講師、他の参加者たちとコミュニケーションを取り、限ら
れた時間を生産的に過ごして、作品を形にすることができる 
3.創作体験を内省し、創作の急所や体験の核を、他者に伝わる言葉やイメージ
で書き残すことができる 

授業計画 

今回の創作テーマは、但馬の自然の力を象徴する「水」です 

（但馬の観光資源である温泉や海や雪、また洪水災害の川など） 

外部講師は、コンタクトインプロヴィゼーションの技術をベースとするダンス

カンパニーMonochrome Circus の振付家です 

創作の例（CAT 編）として想定しているのは、同カンパニーの 2019 年の作品

『FLOOD』です 

＊この授業は 6日間の集中講義（1日約 8時間程度）となります 

 

事前：創作に関する調査や研究（リサーチ） 

 

1 日目：a.リサーチの確認と共有、b.声や身体の感覚を開くワーク、c.協働性

を高めるワーク、コンタクトインプロヴィゼーションの基礎ワーク 1 

 

2 日目：a.前日のワークに関する意見交換、 b.声や身体の感覚を開くワーク、

c.協働性を高めるワーク、コンタクトインプロヴィゼーションの基礎ワーク 2 

 

3 日目： a. 前日のワークに関する意見交換、b.コンタクトインプロヴィゼー

ションの基礎ワーク 3、c.スライドや映像を用いたレクチャー&ディスカッシ

ョン、d.クリエイションに向けての意識づけ、感覚やイメージの共有 

 

4-5 日目：a.クリエイションの稽古、b.意見交換と調整、c.リハーサル、d.フ

ィードバックと再調整、e.ショーイングに向けての準備と総確認 

 

6 日目：a.ショーイングに向けての準備と総確認、b.ショーイング、c.全体の

講評を含むフィードバックと意見交換 

 

事後：レポートの作成 



 

事前･事後 
学習 

通常の 12 週講義で週 2 時間程度の事前・事後学習を念頭においています 

テキスト 特に指定しません 

参考文献 
シンシア・J・ノヴァック著（立木燁子・菊池淳子 訳）『コンタクト・インプ

ロヴィゼーション－交感する身体－』（フィルム・アート社、2000 年）ほか、

適宜紹介します 

成績評価 
の 基 準  

意欲は前提の上で 
リサーチ 10%：好奇心、探究心、調査深度 
平常点 70%：感受性、創発性、理解深度（到達目標の 1 から判定する） 
レポート 20%：内省力、考察力、表現力（到達目標の 2 から判定する） 

履修上の注意

履修要件 

「ダンスワークショップ実習（A~C）」を履修していることが望ましい。この

授業はダンスワークショップ実習最後のもの（D）であることから、ダンスに

特化したクリエイションを試みます。今回の外部講師が専門とするコンタクト

インプロヴィゼーションの技術を求めることはしませんが、受講者は、この授

業では運動量が多くなること、また身体的な接触が密になることを承知してお

いてください。6 日間の参加を原則とします。日時をしっかり確認しておいて

ください 

実践的教育 該当しない。 

備考欄 

外部講師と相談の上、教育の質保証ならびに授業の運営（安全）確保の観点か

ら受講者の上限を 20 名とします。 
＊疫禍等、社会情況に伴い、講義内容を始めとするシラバスの大幅な変更を余

儀なくされることがあります。 



 

授業科目名 海外実習 B 

担当教員 
藤野 一夫 
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 ２年第２クォーター 

講義内容 

南西ドイツのフランスとルクセンブルクとの国境に位置するトリーア大学日
本学科を拠点に、トリーア大学及びトリーア市立劇場との連携において３週間
の海外実習を行う。また、ルクセンブルク大学との国際演劇コースとも連携し、
国境を超えた演劇の国際性について学ぶ。さらに、2022 年夏にドイツ中部カ
ッセル市で開催される世界最先端の国際芸術展「ドクメンタ」や首都ベルリン
のアートシーンを視察し、ドイツにおける多文化共生を目指す文化政策とアー
トマネジメントの実際について研修する。 

到達目標 

到達目標 海外において公立劇場を中心としたアートマネジメントの実務経験
を積むことで、地域創生を視野に入れた国際的社会人となることを目指す。ま
た、演劇制作とその公演を通じて、ドイツで日本学を学ぶ学生と協働し、現地
の青少年との交流を推進することで、国際芸術交流の理念と技法を実地に学
ぶ。 

授業計画 

ドイツのトリーア大学日本学科を拠点に、トリーア大学及びトリーア市立劇場

との連携において３週間の海外実習を行う。 

宿泊先：トリーア大学学生寮もしくはコルピングハウス 

期間：８月中旬〜9月初旬の３週間 

1．(出発前)「事前講習」実習先の情報や安全対策等の講習、 

目標設定、実習計画の作成、ドイツ文化講座と文化政策講座 

2. (第 1 週目)トリーア大学で日本学と演劇学を学ぶ学生の参画を得て、演劇

ワークショップを行う。 

3. (第 2 週目)トリーア大学、トリーア市立劇場、ルクセンブルク大学と連携

し、 

公立劇場の職能全般についての研修を行い、また演劇の国際性について学ぶ。 

（実習中は毎日、実習日誌を作成し、担当教員に報告を行う。） 

4.(第 3 週目）ドイツ中部カッセル市で開催される国際芸術展「ドクメンタ」

や首都ベルリンのアートシーンを視察し、ドイツにおける多文化共生を目指す

文化政策とアートマネジメントの実際について研修する。 

5. (帰国後)「完了報告」完了報告書の作成、報告会 

事前･事後 
学習 

事前：実習地について調査し、実習計画を作成する。 
事後：完了報告書を作成（毎日、学んだこと、気付いたことなどを記録する） 

テキスト 藤野・フォークト他編著『地域主権の国 ドイツの文化政策』（美学出版） 

参考文献 藤野編著『公共文化施設の公共性』（水曜社） 
藤野編著『市民がつくる社会文化 ドイツの理念・運動・政策』（水曜社） 

成績評価 
の 基 準  

レポート（完了報告書）（50％）、実習態度（50％） 

履修上の注意

履修要件 

海外実習は、異なる文化圏での活動となるため、相手の文化や習慣を尊重し、 
危険な行為を行わないように注意して参加すること。 
病気や怪我等がある学生は履修前に担当教員に相談し、参加可能であるか確認

すること。 
英語・ドイツ語等の外国語コミュニケーション能力があれば参加可能である。 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



授業科目名 観光政策論 

担当教員 中尾 清 

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３クォーター 

講義内容 

「観光政策とは、国や地方自治体が観光事業の適切な効果を挙げることを
目的として、観光事業の振興を図るための諸方策である。 他方、観光行
政は、観光政策の理念に基づき、政策を具体化する行為である」（小谷達
男『観光事業論』1994 年）と定義づけされている。このように、観光政策
と観光行政は、“車の両輪”の関係にある。本講義は、主として国と地方
公共団体の観光行政・政策及び地域の観光まちづくりについて学習し、21
世紀における観光政策のあり方・進め方を探ることを目的とする。 
 

到達目標 

到達目標 1：本講義で、この「観光」全般にわたって「理論・政策・歴史」と「実

践・実務・実際」の基礎が理解出来る。 
到達目標 2：本講義で、国や地方公共団体における観光政策のあり方や地

域の官民協働による観光まちづくりを学習し、その方向性を探る能力を身に

つけることができる。 
到達目標３：以上を踏まえて、観光学の基本、観光政策や地方創生、地域

における観光まちづくりの考え方・進め方を修得できる。 
 

授業計画 

１．はじめに 本授業の目的と進め方を説明する。「国や地方観光行政・

政策とは、何か」など、主要な概念を説明する。「観光とは何か」「観光学

とは何か」など、観光の概念と観光の諸効果について概説する。 
２. 観光政策の基本法など 
日本国憲法、地方自治法、観光立国基本法などや「ＯＳＡＫＡ観光宣言」

などを概説する。 
３．観光行政・政策と観光まちづくりの方向性 
「住んで良し。訪れて良し」のまちづくりとは何か、を概説し、地方観光

行政と政策の役割を概説する。 
４．観光まちおこし、まちづくり、まち磨き、まち育て 

足助、吉野、対馬、豊岡（コウノトリ）などの事例を紹介し、「ブラ

ンド」づくりと観光まちづくりについても論及する。 
５．祭を活かした観光政策と地域の活性化 

長崎くんち“鯨の潮吹き”と堺・出島浜“鯨祭り”を事例として、その役割

を概説する。 
６．地域の歴史を活かした観光まちづくりと日韓国際交流政策のあり方 

大阪地域を中心として、世界遺産などの歴史遺産を活かした“共生”の観

光まちづくりにも触れる。 
７．グリーンツーリズムからスローシティのまちづくり 

グリーンツーリズムやそれをさらに発展させたスロータウン・スロー

シティの地域づくりについて、概説する。 
８．戦前における観光行政・政策入門 

戦前における大都市観光行政について、京都・大阪・横浜・神戸市の

事例をとらえて、比較して概説する。 



９．戦後における観光行政・政策入門 
戦後の地域経済の変化を踏まえて、観光行政・政策がどのように変化

してきたか、概説する。 
10．近年における観光行政・政策入門  
「ビジット・ジャパン・キャンペーン」の展開と「MICE」 産業の振興に

ついて概説する。 
11、わが国の「観光立国政策」の現状と「新・観光戦略」の検証 
 訪日外国人観光客の着実な増大を踏まえたわが国の「新・観光戦略」は

新型コロナウイルスの蔓延により達成は困難になっているが、今後いかに

乗りきるか、検証し、将来展望を論じる。 
12．日本における平和観光の現状と展望 
「Tourism , Passport  to  Peace（観光は平和へのパスポート）」の理念

のもとに、21世紀における世界平和およびその積極的推進方策としての観

光政策を展望する。 
 

事前･事後 
学習 

授業には、必ずテキストを持参すること。授業を受けて、さらに理解を

深めるため復習すること。 
 

テキスト 
中尾 清『地方観光政策と観光まちづくりの展開』（晃洋書房）ISBN 
978-4-7710-2410-6 
 

参考文献 中尾 清『都市観光行政論』(たいせい) ISBN 924837-20-２ 
 

成績評価 
の 基 準  定期試験（70％）、小テスト・感想文（30％：出席が前提） 

履修上の注意

履修要件 
1 テキストを使用する。一部「講義資料」を配布する。 

授業計画は、ほぼ目次通りで進める。必ず予習をすること。 
2 予習・復習のポイントは、授業中にアドバイスする。 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  

 



 

授業科目名 観光交通論 

担当教員 野津 直樹 

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３クォーター 

講義内容 

観光について考える際、交通は重要な要素のひとつである。本講義では、現代
の我々にとって馴染み深い観光の成立に、交通の発展がどのように関わってき
たのか、世界・日本・但馬それぞれの歴史に触れながら概説する。その上で、
現在の但馬観光にあたって人々が利用することのできる交通手段の現状を詳
しくまとめ、その強みや利点を知るとともに、課題と改善策についても検討し、
受講者一人ひとりが自分なりの意見を自身の言葉でまとめていく。 

到達目標 

・観光と交通の関係について、その歴史を踏まえて説明することができる。 
・但馬地方を訪れる観光者がどのような交通手段を利用できるか説明できる。 
・但馬地方の観光交通が抱える課題を見つけ、その改善案を自身の言葉で 
 表現、提案できる。 

授業計画 

１． 観光とは何か 〜観光の誕生と交通〜 

２． 交通史と観光 (1)世界編 

３． 交通史と観光 (2)日本編 

４． 交通史と観光 (3)但馬編 

５． 但馬観光と交通 (1)鉄道編 

６.  但馬観光と交通 (2)バス編 

７． 但馬観光と交通 (3)道路編 

８． 但馬観光と交通 (4)空港・港湾編 

９． モビリティ・マネジメントと観光 

10． 交通マーケティングと観光 

11． インバウンド観光と交通 

12． 交通の未来と観光の未来  

事前･事後 
学習 

・毎回の授業で学んだ内容の中から、自身が特に関心を持ったキーワードに 
 ついて詳しく調べ、ミニレポートを提出すること。 

テキスト 
・特に指定しない 
・各回の授業において資料を配付する 

参考文献 ・各回の授業において適宜紹介する 

成績評価 
の 基 準  

ミニレポート（60％：各 5％×全 12 回）、定期試験（40％）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 ニューツーリズム論 

担当教員 
西﨑 伸子 
髙橋 伸佳 

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３クォーター 

講義内容 

本講義では、従来型の物見遊山的な大衆観光（マスツーリズム）がもたらす弊
害を克服する目的で生じた、また、テーマ性が強く、体験型・交流型の要素を
取り入れた「新しい観光」（ニューツーリズム・オルタナティブツーリズム）
の展開過程を紹介する。とくに、日本を含む主要観光国における観光形態が多
様化していることを体系的に把握できるように、具体的な事例（エコツーリズ
ム、グリーンツーリズム、ヘルスツーリズム、スポーツツーリズム等）を用い
て示す。自然との共生・調和やオーバーツーリズムなど、ニューツーリズムの
発展にともなって新たな課題についても検討する。オムニバス形式（一部共同）
で講義し、今後の観光政策の進むべき方向性について受講生が考え、議論でき
るようにする。 

到達目標 

① 日本を含む主要観光国における「新しい観光」の動向・産業としての可能

性と課題・政策と制度に関する動向を理解できる。 
② 諸外国と比較した上で、日本の観光政策における「新しい観光」のあり方

について考察し、自分の言葉で説明することができる。 

授業計画 

1. ガイダンス：講義概要の説明（西﨑・高橋） 

2.「新しい観光」の基本的理解Ⅰ：マスツーリズムからオルタナティブ・ツー

リズムへの歴史的展開（高橋） 

3.「新しい観光」の基本的理解Ⅱ：持続可能な開発、ゲスト‐ホスト論、文化

の真正性、ホスピタリティ、ジェンダーなど（西﨑） 

4.国際観光における「新しい観光」動向（海外）：世界の潮流、世界観光客到

着数及び収入などの統計分析を用いた議論（西﨑） 

5.国際観光における「新しい観光」の動向（国内）：日本の潮流、観光客到着

数及び収入などの統計分析を用いた議論（高橋） 

6.エコツーリズム（国立公園、野生動物、二次的自然、地域住民）（西崎） 

7.エスニックツーリズム（民族文化、住民参加型、写真）、ヘリテージツーリ

ズム（世界遺産、文化財保護法、無形文化財）など（西﨑） 

8. ボランティアツーリズム：負の遺産、体験・交流型学習（西﨑） 

9.グリーンツーリズム：歴史と概念・定義、農山漁村余暇法、都市と農村漁村

の共生・対流、国内外の取組み事例（高橋） 

10．ヘルスツーリズム：歴史と概念・定義、健康寿命延伸産業（経済産業省）、

ヘルスツーリズム認証制度、自然療法、健康学的効果、国内外の取組み事例（高

橋） 

11．スポーツツーリズム：歴史と概念・定義、推進基本方針（観光庁）、スポ

ーツによる地域・経済の活性化（スポーツ庁）、東京オリンピック・パラリン

ピックレガシー、国内外の取組み事例（高橋） 

12.授業内容のまとめと議論とまとめのテスト（西﨑・高橋） 

事前･事後 
学習 

・普段から授業内容に関心をもち、さまざまな情報を収集し、読み解くこと 
・毎回の授業テーマ（各ニューツーリズム）に関連したキーワードについて事

前に文献等で学習しておくこと。 



 

テキスト 授業時に資料を配布する 

参考文献 

大橋昭一他編「観光学ガイドブック」（2014）ナカニシヤ出版 

山下晋司編「観光学キーワード」（2011）有斐閣双書 

須藤廣，遠藤英樹著「観光社会学 2.0 拡がりゆくツーリズム研究」（2018）福

村出版 

髙橋伸佳「交流がつくる健康なまち～ヘルスツーリズムによるヘルスケアビジ

ネスまるわかり」JTB パブリッシング（2019） 

多方一成「グリーンライフ・ツーリズムへの創造―ニューツーリズムと着地型

ツーリズム」芙蓉書房出版（2013） 

原田宗彦「スポーツ都市戦略：2020 年後を見すえたまちづくり」学芸出版社

（2016）に加えて、授業時に適宜参考書籍を紹介する。 

成績評価 
の 基 準  

・授業で学んだ内容に関するミニレポートを作成し Google Classroom 等で提

出する（50 点）。 

・授業の最終回に「まとめのテスト」をおこなう（50点）。 

・その他：毎回出席をとる。 

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 観光経営学 

担当教員 高橋 一夫 

必修の区分 選択 

単位数 １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 

経営学が特に研究対象とするのは「企業」や「会社」と呼ばれる組織であり、
経営学の理解はマネジメントを行うための第一歩である。観光においても、
我々に情報を提供し予約・決済の役割を担う旅行会社、居住地から観光地まで
スムーズに運んでくれる航空会社や鉄道会社、ゆっくりと温泉につかって美味
しい食事に舌鼓をうつ旅館、その土地ならではの経験をさせてくれるアクティ
ビティ提供会社などが存在する。こうした企業のトップは組織をどうつくり、
社員のやる気どうやって維持しているのだろうか。 
この講義では経営学を概観し、基礎的な理論や知識、フレームワークを観光

関連企業にあてはめながら講義する。 

到達目標 
１．経営学の基礎的な理論や知識を理解する 
２．観光関連企業の経営に関する理論や知識を身につける 
３．観光関連企業の現状と課題を知り、その解決の方向性について理解する 

授業計画 

１．観光経営の基礎－ヒト・モノ・カネをどう扱うか 

２．サービス経営のマネジメント 

３．経営戦略と競争戦略－組織経営の理念と戦略の設計－ 

４．授業 3の議論をもとにケースの紹介（スターバックスなど） 

５．第三セクター（地方公私合同企業）のマネジメント 

６．授業５の議論をもとにケース紹介（DMO など） 

７．インセンティブシステムとリーダーシップ 

８．授業７の議論をもとにケース紹介（黒川温泉、ハウステンボスなど） 

９．サービス人材のマネジメント 

10．授業 9の議論をもとにケース紹介（リッツカールトン大阪など） 

11．レジャー企業の多角化のマネジメント 

12．授業 11 の議論をもとにケース紹介（温浴施設・カラオケなど） 

事前･事後 
学習 

予習：参考文献から対応ページを連絡するので、一読しておくこと。 
復習：講義資料のキーワードを再度学びなおしておくこと。 

テキスト 毎回講義資料を準備する。 

参考文献 
加護野忠男、吉村典久編著『１からの経営学第 3 版』2021 年、碩学舎 
伊藤宗彦、髙室裕史編著『１からのサービス経営』2010 年、碩学舎 
岡本伸之編著『観光経営学』2013 年、朝倉書店 

成績評価 
の 基 準  

定期試験 70％、授業中課題 30％ 

履修上の注意

履修要件 観光事業概論の受講を前提とする。 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



 

授業科目名 観光産業分析 

担当教員 高橋 一夫 

必修の区分 選択 

単位数 １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 

観光立国推進基本法では、観光立国の実現のために、観光産業における国際競
争力の強化を４つの柱の内の一つに据えている。そして、そのためには人材の育
成が必要であることを指摘している。各種の観光産業が求める人材として必要
な知識と理論とはなにかを、各種の観光産業のビジネスモデルを分析すること
で理解をしていく。 
この講義では、観光産業の中核を担う業界を中心に、その事業の本質と事業展

開、及びイノベーションによるビジネスモデルの変化について言及する。その分
析の中からビジネスモデルの優劣の判断基準、設計の思想を導き出していくと
ともに、そのビジネスモデルがなぜうまくいっているのか、あるいはなぜうまく
いかないのかを各種の理論をもとに分析する。 

到達目標 

今後 2 年生以降で受講する観光関連産業の講義及び実践的教育のための入り口
となるビジネスモデルの知識と理論を身につける。 
１．観光関連産業にかかわる理論を身につける 
２．ビジネスモデルの優劣の判断、設計の思想を知る 
３．観光関連産業と地域の観光事業のビジネスモデルの実例を知る 
４．自ら志望する観光産業への志望理由を明確にしていく 

授業計画 

１ ビジネスモデルとはなにか。身近なコンビニエンスストアから考える 
２ 授業１の議論をもとに理論解説(ビジネスモデルの優劣の判断、設計の思想） 
３ ケーススタディ）世界のレストランを即時予約するオープンテーブル 
４ 授業３の議論をもとに理論解説（リーン消費） 
５ ケーススタディ） 観桜期の吉野山の大渋滞の解消 
６ 授業 5 の議論をもとに理論解説（観光における共通価値の創造） 
７ ケーススタディ）ローコストキャリアは「安かろう悪かろう」なのか 
８ 授業７の議論をもとに理論解説（ショストックの分子モデル） 
９ ケーススタディ）集客施設の欠点をなくしたキッザニア 
10 授業９の議論をもとに理論解説（集客施設の繁閑運営管理） 
11 ケーススタディ）アライアンスがもたらす新たな価値（レガシーキャリア） 
12 授業 11 の議論をもとに理論解説（範囲の経済性） 

事前･事後 
学習 

予習内容：教科書の指定の章を読み、分からない語句や理解しづらい箇所を抜き

書きしておくこと 
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 
石井淳蔵、高橋一夫編著『観光のビジネスモデル』学芸出版社（2011 年 12 月

刊） 
参考文献 講義の中で指示をする。 

成績評価 
の 基 準  

定期試験 70％、授業中課題 30％ 

履修上の注

意履修要件 特になし 

実践的教育 該当しない。 

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 旅行産業論 

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 

日本における旅行産業、特にインバウンドは今後の成長が期待されてる。 
本科目では、観光立国推進政策の中核的産業である旅行産業を取り上げ、旅行
市場の現状、旅行会社の経営、営業販売、商品造成、関連ビジネスなどの実例・
実態を踏まえ、旅行産業の課題と展望を講義する。旅行業の現状、経営及びマ
ーケット特性なども概観し、そのうえで、法人旅行、個人旅行、グローバル事
業について講義し、あわせて旅行産業の各分野に関する課題整理と将来を展望
する。 

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、主に旅行産業の現状と課題、将来への展望などを理解する。   

授業計画 

１．オリエンテーション 

２．ツーリズム産業について 

３．海外旅行商品企画（事例 JALPAK，JTB LOOK 等 ） 

４．インバウンドツーリズム（事例 京都 FUJITAYA ル等） 

５．ホテルビジネス（事例 マリオット等） 

６．MICE とビジネストラベル 

７．地域交流ビジネス  

８．クルーズ商品について（事例 飛鳥Ⅱ） 

９．旅行産業のサービスコンセプトついて 

１０．旅行産業商品の企画造成 

１１．旅行産業商品の 4P等について 

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 宿泊産業論 

担当教員 
髙橋 伸佳 
高橋 加織 

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 

わが国における宿泊施設は全国に 82,150 施設存在する（厚生労働省,平成 30
年）。施設数は平成 20 年から 30 年の間に 2.7％減少した。内訳でみると、旅
館は倒産傾向が続き 24％もの減少となってきた半面、ホテルは 8.3％の増加、
簡易宿泊所は 40.8％もの増加を示すなど業界におけるプレイヤー構成そのも
のが大きく変化してきている。こうした中、宿泊業界においては、生産性向上
や人材確保が急務な状況であるほか、訪日外国人旅行者の急増に伴い、Wi-Fi
環境整備、ホームページの多言語化、クレジットカードの対応、多言語表示ツ
ールなどの整備が市場から求められるなど課題山積である。加えて、民泊新法
（住宅宿泊事業法）が平成 30 年より施行され業態の多様化が進展している。
本講義では、宿泊産業の全体俯瞰と各機能の理解とともに、産業構造の変化に
即した現状と課題、未来の在り方にして議論していく。 

到達目標 

・マーケティングの基礎的な理論を踏まえて、ツーリズム産業における宿泊 
産業の役割や重要性を説明することができる。 

・ホテルの部門毎の役割と運営・管理を説明することができる。 
・宿泊業の課題点を抽出し、あるべき姿を構想することができる。 

授業計画 

1. ガイダンス、授業の進め方 

宿泊産業はどのような産業か？思い出に残った宿泊体験は？ 

サービスの分類、サービス品質、宿泊施設の種類 

2. 宿泊産業の歴史と旅館業法、現在の主要プレイヤー勢力図 

3. ホテル事業の概要（事業モデル、組織図、運営形態、収益構造） 

4. ホテル各部門（宿泊、料飲・宴会、ブライダル）の運営と管理、事例研究 

5. ホテルマーケティング 

6. ホテルのホスピタリティの基本とコンシェルジュの役割 

7. 旅館事業の概要（事業モデル、組織図、運営形態、収益構造） 

8. 旅館ならではの価値と女将さんの役割 

9. インバウンドマーケティング 外国人旅行者に対応した取り組み 

10. 新しい宿泊産業「民泊」 民泊新法と新しい滞在スタイル 

  履修者討論 民泊推進は宿泊産業にとって是か非か？ 

11. 履修者討論、まとめ  

・但馬地域の宿泊産業、訪日外国人旅行受入れ促進策について 

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。 
・毎回の授業で学んだ内容に関するミニレポートを作成し、提出すること。 

テキスト 各回の授業において配布する。 



 

参考文献 

・フィリップ・コトラー、ジョンボーエン・ジェームス・マーキンズ「コトラ

ーのホスピタリティ＆ツーリズムマーケティング（第３版）」、ピアソン・エデ

ュケーション（2003） 

・「ホテル概論 第 5版」JTB 総合研究所（2016） 

・仲谷秀一、テイラー雅子、中村光信「ホテル・ビジネス・ブック（第２版）」

中央経済社（2016） 

成績評価 
の 基 準  

授業参加態度（30％）、レポート（40％）、定期試験（30％） 

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 エリアマネジメント論 

担当教員 
佐藤 善信 
髙橋 伸桂 

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 

 一般に、エリアマネジメント（ AM ）は、「地域における良好な環境や地域
の価値を維持・向上させるための住民・事業主・地権者等による主体的な取り
組み」と定義されている。 AM 活動は、地域特性を重視し、地域価値を高め
ることを目的として展開されている。 AM の課題としては、活動のための財
源の確保、組織化の課題、そして活動を維持・拡大するための専門の人材の確
保の３つが挙げられている。本講義では、主として観光を含む AM の様々な
事例をベースにして、受講生が地域の特性に応じた最適な AM 活動を理解
し、組織の一員として的確に状況を分析・判断し活動できるようにする。 

到達目標 

  講義内容で説明した AM の３つの課題の理論的内容と各地で行われてい
る様々な事例を取り上げ、３つの課題の本質的な性格を理論的に把握し、それ
をベースにして AM の具体的プロセスを理解し、組織の一員として３つの課
題を解決するための方策を立案、活動できることを到達目標としている。取り
上げる事例は、佐藤が経営アドバイザーとして参画している（株）東邦レオ（屋
上緑化事業で有名）の各地域での試みや髙橋が観光を中心とした具体的な開発
や事業運営にかかわった事例を中心に取り上げる。 

授業計画 

１ 東邦レオがかかわっている AM の事例 
 （宗像市の日の里団地のリノベーションのケースなど）をベースにして、AM
の３つの課題を具体的に考察する①（佐藤） 
２ 同上②（佐藤） 
３ 同上③（佐藤） 
４ フリーマン理論に基づく「利害関係者志向の経営」を学ぶ（佐藤） 
５ エドモンドソン理論に基づく「境界を越えたチーム形成」を学ぶ（佐藤） 
６ 豊岡市竹野町（たけの観光協会）の事例（髙橋） 
７ 熊本県荒尾市ウエルビーイングスマートシティの事例（髙橋） 
８ 養父市ニューツーリズム事業（アドベンチャー＆教育）の事例（髙橋） 
９ 豊岡市ヘルス＆スポーツツーリズム事業の事例（髙橋） 
10 豊岡市宵田商店街（カバンストリート）の事例①（佐藤） 
11 グループワーク：カバンストリートの事例②（佐藤） 
12 VUCA 時代の AM について学ぶ（佐藤） 

事前･事後 
学習 

ケースを事前に配布する場合がある。その場合は、ケースの課題に従ってケー

スを分析してくること。授業中にケースについてのディスカッションをするの

で、自分の発言用の分析結果のメモを作成すること。授業後には、講義内容を

踏まえてケースについての分析レポートを提出すること。 

テキスト なし 

参考文献 授業中に適宜紹介する 

成績評価 
の 基 準  

ケース分析レポート（40%）、授業中の発言（20%）、期末レポート（40%） 

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 観光社会学 

担当教員 岡本 健 

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 

本講義は、観光社会学の知識や考え方を身につけ、それを応用して文章で表
現できるようになることを目標としている。 
授業全体は大きく二つのパートに分かれている。前半(第 1回～第 6回)は、

観光社会学に関する知識（研究枠組み、理論など）を身につけるパートである。
後半（第 7回～第 12回）は、観光社会学の分析手法とそれを用いて得られた
成果を学ぶことで、応用力を身につけるパートである。 
受講生は前半と後半を合わせて学ぶことで、自分自身が興味、関心を持った

テーマについて、授業で得られた知識を応用して分析、考察した結果を最終レ
ポートに結実させる。 

到達目標 

本講義の到達目標は以下の 3点である。 
 
① 観光社会学の理論や考え方、分析手法などの知識を習得すること 
② それを応用して実際の社会における観光事例を分析、考察すること 
③ その結果を文章で表現できるようになること 

授業計画 

１．観光社会学とは何か ―観光社会学の枠組み、ホスト＆ゲスト 

２．観光の構造 ―観光を取り巻く環境、移動社会 

３．情報社会におけるコミュニケーションとアイデンティティ 

４．観光社会学の理論(１) ―旅行者の特徴に関する理論 

５．観光社会学の理論(２) ―旅行者と地域住民の相互作用に関する理論 

６．観光の潮流 ―戦後観光の動向 

７．観光社会学の分析手法(１) ―文献、新聞・雑誌記事分析 

８．観光社会学の分析手法(２) ―ソーシャルメディア調査 

９．観光社会学の分析手法(３) ―質問紙調査 

10．観光社会学の分析手法(４) ―コンテンツ分析 

11．観光社会学の分析手法(５) ―フィールドワーク 

12．観光と社会 ―授業のまとめ 

事前･事後 
学習 

・授業の前後にテキストや関連文献をよく読み込むこと 
・常に最終レポートのことを意識し、レポート執筆のヒントになることを授業

内外から得るよう心掛けること 

テキスト 『アニメ聖地巡礼の観光社会学』岡本健【法律文化社】 

参考文献 

『よくわかる観光社会学』安村克己・堀野正人・遠藤英樹・寺岡伸悟【ミネル

ヴァ書房】 
『観光学ガイドブック』大橋昭一・橋本和也・遠藤英樹・神田孝治【ナカニシ

ヤ出版】 

成績評価 
の 基 準  

・各回の授業内で回答する課題（48%） 
・最終レポート課題（52%） 



 

履修上の注意

履修要件 ・「観光メディア論」と合わせて履修すると、より理解が深まる 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



授業科目名 デスティネーションマネジメント論 

担当教員 大社 充 

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３クォーター 

講義内容 

「観光立国」を掲げるわが国において、訪日外国人の急増、観光による地

方創生といった背景により、デスティネーション・マネジメント（観光地

域経営）の必要性が認識されるようになり、政府は観光地域経営法人

（DMO）の登録制度を設け、その形成・確立に向けた支援に取り組んで

いる。わが国においてデスティネーションマネジメントを具体的に実践し

ていく手法については体系的に整理されていないが、本講座では欧米にお

けるデスティネーションマネジメントの概念を整理した上で、デスティネ

ーションマネジメントおよびマーケティングの手法や事業の組み立てに

ついて具体例を交えながら学ぶことを目的とする。 

到達目標 

デスティネーションマネジメントの基本概念を理解する。そして、デステ

ィネーションマネジメントの構成要素を整理し、要素ごとに事例を通して

実践的な手法を学ぶことで観光地経営の方法論を理解する。また地域にお

ける（DMO による）デスティネーションマネジメントのケースメソッド

を活用して、その思考方法を身に着けることとする。 

授業計画 

第 1 回「オリエンテーション／イントロダクション」                     

第 2 回「デスティネーションマネジメントの構成要素の整理」                   

第 3 回「デスティネーションマネジメントⅠ  
ブランドマネジメントとマーケティング」 

第 4 回「デスティネーションマネジメントⅡ  
デジタルマーケテイングとセールス」    

第 5 回「デスティネーションマネジメントⅢ   
観光資源（景観法や資源管理）」   

第 6 回「デスティネーションマネジメントⅣ    
危機管理とリスクマネジメント」     

第 7 回「デスティネーションマネジメントⅤ   
官民連携（PPP）によるまちづくり」  

第 8 回「デスティネーションマネジメントⅥ  
持続可能な観光地域づくり」    

第 9 回「デスティネーションマネジメントⅦ インフラ（交通ほか）」         

第 10 回「デスティネーションマネジメントⅧ  
サービスと事業促進環境・品質管理」         

第 11 回「DMO によるデスティネーションマネジメント（CFS/KPI 設定）」 
第 12 回ケース学習「A 観光地のデスティネーションマネジメント」   

事前･事後 
学習 

観光地というものがどういう要素から成り立っているのかを事前に考えてお

くこと。そして学習後は、デスティネーションマネジメントの観点から観光地

を眺めたとき、当該観光地における各要素の過不足を見極められるようにする

ことで、本講座で学んだ内容を実践的に理解できるようになることを期待した

い。 



 

テキスト 特になし 

参考文献 授業を進めながら学生の興味関心に沿って参考文献を提示する 

成績評価 
の 基 準  

リアクションペーパー（30％）、授業態度（30％）、レポート（40％） 

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 観光地理学 

担当教員 
塩川 太郎 
中尾 清 

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３クォーター 

講義内容 

人文地理学の一分野である観光地理学は、地域の環境や歴史、文化などを分析
し、持続可能な観光地域づくりを考える学問である。本講義では、「温泉観光」
「自然観光」「農村観光」「歴史文化観光」「都市観光」の５つの代表的な観光
地域の例を用いてその形成過程、機能、構造などを学び、観光地のあり方を考
える。授業の後半ではテーマごとに観光地のあり方に関する討論を行い、観光
地理学への理解を深める。 

到達目標 
観光地域の形成、機能、構造を理解し、多様な観光地域づくりや観光地のあり
方を考えることができる。 
観光地理学の観点から但馬の観光地域について理解することができる。 

授業計画 

１．「授業紹介」授業に関するガイダンス、観光地理学とは（塩川） 

２．「観光と観光地域」日本と海外の観光地域、観光地域のあり方（塩川） 

３．「日本の温泉観光地域１」温泉観光地域の形成と現状（塩川） 

４．「日本の温泉観光地域２」有馬温泉、城崎温泉の例（中尾） 

５．「海外の温泉観光地域」台湾温泉の形成過程と現状（塩川） 

６.「自然観光地域」山岳リゾート、海岸リゾート（塩川） 

７．「農山村観光地域」農山村の観光政策とグリーンツーリズム（塩川） 

８．「日本の歴史文化観光地域」佐原、倉敷等の例（塩川） 

９．「海外の歴史文化観光地域」ドイツのハイデルベルグ、台湾の老街の例 

（塩川） 

10．「都市観光地域」東京とパリの都市観光（塩川） 

11．「但馬の観光地域」出石城下町、豊岡市の近代化遺産（塩川） 

12．「まとめ」観光地理学の課題（塩川） 

事前･事後 
学習 

事前：テキストの次回講義内容の部分を精読し、関連したキーワードについて

調べておくこと。 
事後：授業で学んだ内容や討論に関するミニレポート（５回）を作成し、提出

すること。 

テキスト 
「観光地理学－観光地域の形成と課題－」山村順次、同文館出版（2010） 
その他、適宜資料を配布する。 

参考文献 適宜紹介する。 

成績評価 
の 基 準  

ミニレポート（50％）、レポート（50％）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 観光マーケティング分析論 

担当教員 直井 岳人 

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３クォーター 

講義内容 

本講義は、観光旅行者・潜在的観光者の理解の為に有用な基礎的な質問票（ア
ンケート）調査法と、汎用性の高い統計分析手法および統計表現手法について
学ぶ。ケースとしては、同年次を対象とする「デスティネーションマーケティ
ング論」に合わせ、観光旅行者の観光地に対する期待と観光地ポジショニング
に関連する「観光地イメージ」を主な対象とする。観光マーケティングに関し
てはこの年次では他の講義と合わせて習熟中であるためケースを絞るが、ここ
で学んだ手法は、観光旅行者の分類、動機、行動意向など、観光マーケティン
グに必要な様々な分析目的に応用可能である。この講義ではテーマを「質問票
調査設計」、「基礎的データ解析」、「応用的解析」、「結果の表現」に分け、観光
地イメージ研究の事例を参照しながら、実践的視点に立って進められる。また、
受講者に実際に解析ソフトの 1つである Rを動かしてもらい、実感を伴った理
解ができるようにする。 

到達目標 

・基本的な質問票の設計ができる 
・基本的な調査設計ができる 
・基本的な統計解析手法に関する横断的・実践的知識を修得できる 
・グラフや図を適切に使うことができる 
・以上を基に、観光地イメージの把握、回答者特性などの要因と観光地イメー

ジの関係の検証を行い、観光地と潜在的マーケットを結びつけるための基
礎データを得るための手法を身につけることができる。 

授業計画 

1.質問票設計：尺度の類型 

（事例：観光地イメージ測定のための尺度の作成） 

2.質問紙調査計画：サンプリング 

（事例：観光地の潜在的マーケットを意識したサンプリング） 

3.基礎的データ分析：基礎統計量、分布、標本と母集団 

（事例：観光地イメージの全体像[平均など]の把握） 

4.基礎的データ分析：クロス集計表・度数分布表 

（事例：潜在的マーケットの特性と観光地イメージのばらつきの把握） 

5.基礎的データ分析：統計的検定の基礎 

（以降の基礎となる内容であり、観光関連の事例は必ずしも参照しない） 

6.応用的解析：属性間の関係を見出す（相関係数） 

（事例：観光地イメージ項目間の関係） 

7.応用的解析：属性間の関係を見出す（回帰分析） 

（事例：観光地イメージ項目と全体的イメージの関係） 

8.応用的解析：複数の平均を比較する（t検定、分散分析） 

（事例：潜在的マーケットの特性[性別など]と観光地イメージの関係） 

9.応用的解析：似たものを見つけ分類する（クラスター分析） 

（事例：観光地イメージを基にした潜在的マーケットのタイプ分け） 

10. 応用的解析：隠れた要因を探し出す（因子分析の考え方） 

11．応用的解析：隠れた要因を探し出す（因子分析の実際） 

（10,11 共通で：観光地イメージの基本次元の抽出） 

12. 結果の表現：グラフ・図による統計の表現方法 

（観光地イメージの全体像、構造、他の要因との関係の図示） 



 

事前･事後 
学習 

・予習に関しては、次回の授業に相当する範囲を前週の授業で示すので、専門

用語の意味などを理解しておくこと 
・復習に関しては、後述するとおり毎回、概念理解の為の小クイズあるいは分

析手法の理解の為の分析課題を出題するので、それに回答すること（提出

方法は別途指示）。 

テキスト 

・山田剛史・杉澤武俊・村井潤一郎（2007）R によるやさしい統計学 オー

ム社 
統計解析に関しては、個人間で理解の進み方にばらつきがあり、適するテキス

トが異なることが多い。上記は、R の教本としての版は古いが、R のインスト

ール、R の基本的な操作方法について例を用いて詳しく説明しており、また、

統計解析の概要（どのようにして何がわかることを目的としているのか）につ

いても比較的平易かつ詳しく解説している。初学者にとって、R を使いながら

の統計解析の理解を容易にする教本だと考えられる。ただ、版が古いため、最

新バージョンの R に合っていない部分関しては教員が講義で補足する。なお、

統計解析や統計解析ソフトに関する教本と学習者の相性に関しては、かなり個

人差があるのが実情だと思われ、この教本が分かりにくい学習者は、細部を省

略しているが取り掛かりやすい別の教本、逆により細部に関する理解を求める

受講者にはより詳しい教本が適している場合がある。そのような場合には、下

記の参考文献を勧める。また、質問票設計、統計解析に関しても参考文献をあ

げる。希望があれば、受講者のレベルと希望内容に応じて別途参考文献を紹介

する。 

参考文献 

・鎌原雅彦・大野木裕明・宮下一博・中澤潤（1998）心理学マニュアル 質問

紙法 北大路書房 → 質問票調査に関する参考文献 
・松尾太加志・中村知靖 （2002）誰も教えてくれなかった因子分析: 数式が

絶対に出てこない因子分析入門 北大路書房 → 統計解析（因子分析）

に関する参考文献  
・緒賀郷志（2019）R による心理・調査データ解析 第 2 版 東京図書 
→ 統計解析（多変量解析）と R に関するより平易な参考文献 
・川端一光・岩間徳兼・鈴木雅之（2018） R による大変量解析入門：データ

分析の実践と理論 オーム社 → 統計解析（多変量解析）と R に関する

より詳しい参考文献 

成績評価 
の 基 準  

定期試験（80％）、小クイズ・分析課題への回答（20％）を基に評価する。定

期試験では、質問票の設計と調査計画、各分析手法の適用（どのようなデータ

で何を知るためにはどのような分析手法が適しているか）と分析結果の読み取

り方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、分

析課題では分析手法と観光マーケティングへの応用に関する基本的な理解に

ついて評価する。 

履修上の注意

履修要件 

本講義は分析に重きを置く。分析の観光マーケティング上の意義については、

本講義中でも言及はするが、「観光産業マーケティング」と「デスティネーシ

ョンマーケティング論」で詳しく講義するので、両科目を配当年次に履修する

ことが望ましい。 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



 

授業科目名 観光メディア論 

担当教員 岡本 健 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第１クォーター 

講義内容 

本講義は、観光とメディアの関係性について、多角的な観点から見ていく。 
授業全体は大きく二つのパートに分かれている。前半(第 1回～第 6回)は、

観光とメディアに関する基礎的知識と歴史を整理するパートである。後半（第
7 回～第 12 回）は、現代における観光とメディアの関係性について考察する
パートである。 
受講生は前半と後半の内容を通して、自分自身が興味、関心を持ったテーマ

について、授業で得られた知識や探し出した文献に書かれている内容を応用し
て分析、考察した結果を最終レポートに結実させる。 

到達目標 

本講義の到達目標は以下の 3点である。 
① 観光とメディアの関係性およびその歴史について理解すること 
② 観光とメディアの関わりについて事例を分析、考察できるようになること 
③ その結果を文章で表現できるようになること 

授業計画 

１．観光とメディア、コンテンツの関係性 

２．観光とメディアの歴史(１)交通メディアと観光インフラの発達 

３．観光とメディアの歴史(２)江戸時代の観光メディアと旅文化 

４．観光とメディアの歴史(３)明治期から戦前期の観光メディアと旅文化 

５．観光とメディアの歴史(４)戦後の観光メディアと旅文化 

６．観光とメディアの歴史(５)1970 年代～80 年代の観光メディアと旅文化 

７．観光メディア事例研究(１)インターネットとアニメ聖地巡礼 

８．観光メディア事例研究(２)コンテンツツーリズムとホスピタリティ 

９．観光メディア事例研究(３)社会の変化と「差異」「創造性」 

10．観光メディア事例研究(４)イベント、位置情報ゲーム、e-sports 

11．観光メディア事例研究(５)アーカイブとデータベースの重要性 

12．観光とメディアの未来 －授業のまとめ 

事前･事後 
学習 

・授業の前後にテキストや関連文献をよく読み込むこと 
・常に最終レポートのことを意識し、レポート執筆のヒントになることを授業

内外から得るよう心掛けること 

テキスト 『巡礼ビジネス』岡本健【KADOKAWA】 

参考文献 『観光メディア論』遠藤英樹・寺岡伸悟・堀野正人【ナカニシヤ出版】 
『旅行ノススメ』白幡洋三郎【中央公論新社】 

成績評価 
の 基 準  

・各回の授業内で回答する課題（48%） 
・最終レポート課題（52%） 

履修上の注意

履修要件 ・「観光社会学」と合わせて履修すると、より理解が深まる 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



授業科目名 観光キャリア英語 

担当教員 直井 岳人 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第１クォーター 

講義内容 

DMO が「海外の観光産業に対する担当する地域の観光地としてのプロモーショ

ンのための英語による口頭プレゼンテーション」を行う上で必要なスキルと留

意点について学ぶ。講義回 1から 5では、各講義の前半で英語による口頭ビジ

ネスプレゼンテーションスキルを学び、後半で練習を行う。講義回 6から 10

では、各講義回の前半で観光地としての地域のプロモーションを行う上で網羅

すべき内容について学び、後半で最終プレゼンテーションに向けての情報収集

と準備を行う。講義回 6から 10 では、観光旅行者向けの情報に加え、観光産

業向けの、観光の現状に関する情報と履修者自らによる観光地としての地位の

市場性に関する評定を網羅する。最終プレゼンテーションでは、大学が位置す

る但馬地域を対象にする。 

到達目標 

・英語による口頭ビジネスプレゼンテーションスキルを身につけることができ
る 
・英語による口頭ビジネスプレゼンテーションのための効果的なスライドを作
成できる 
・DMO が観光産業に対して担当する地域の観光地としてのプロモーションを行
う上で必要な内容を理解し、英語による口頭プレゼンテーション中で網羅する
ことができる 

授業計画 

1．イントロダクション：良いプレゼンテーションとは  

2. ビジネスプレゼンテーションスキル：挨拶と導入、繋ぎ 

3. ビジネスプレゼンテーションスキル：データ・グラフの読み方 

4. ビジネスプレゼンテーションスキル：まとめ・質疑応答 

5．ビジネスプレゼンテーションスキル：スライドデザイン 

6. 地域を観光地として紹介する：概要（歴史、地勢、気候、アクセス） 

7．地域を観光地として紹介する：観光資源 

8. 地域を観光地として紹介する：インフラ（域内交通、宿泊、食事、買い物） 

9. 地域を観光地として紹介する：観光の現状（観光統計） 

10．地域を観光地として紹介する：市場性（魅力度評価、ターゲット） 

11．最終プレゼンテーション準備：観光地としての但馬地域のプロモーション 

12．最終プレゼンテーション：観光地としての但馬地域のプロモーション 

事前･事後 
学習 

予習：教科書の対応する部分を前もって読み、分からない単語は調べておく。 
復習：復習課題を既定の提出日に提出する。 

テキスト 

Grussendorf, M. (2008). English for Presentations (Oxford Business 
English).  Oxford University Press. 
Milner, R., Bartlett, R., Bender, A., D'Arc Taylor, S., Forge, S. (2019). 
Lonely Planet Japan (Lonely Planet Travel Guide).  Lonely Planet. 

参考文献 

Ochterbeck, C. C. (2018). Michelin Green Guide Japan. Michelin Travel 
Publications. 
植田一三、上田敏子、祐田直子、中山紗里（2015）英語で説明する日本の観光

名所 100 選 改訂第 2 版 語研 
植田一三、上田敏子（2009）英語で説明する日本の文化 語研 



 

成績評価 
の 基 準  

復習課題（50％）、最終プレゼンテーション（50％）を基に評価する。復習課

題では、講義回 1 から 5 の内容に関して基本的な知識を問う。最終プレゼンテ

―ションでは、講義回 12 で受講者が行うプレゼンテーションの内容（スライ

ドのデザイン、紹介内容、口頭プレゼンテーションスキル）の質に関して評価

する。 

履修上の注意

履修要件 

講義は基本的に英語で行う。また、語学としての英語ではなく、あくまで英語

によるプレゼンテーションスキルの教授を中心とする。従って、一定レベル以

上の英語力を受講前に身につけていることが望ましい（目安としては

TOEIC600 点以上）。またプレゼンテーションには Microsoft の PowerPoint を使

用するため、PowerPoint の基本的な操作方法を、英語でも日本語でも構わない

ので受講前に身につけていることが望ましい。 

実践的教育 該当しない。 

備考欄 
 
 
 



授業科目名 マネジメントキャリア英語 

担当教員 山中 俊之 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第１クォーター 

講義内容 

ビジネスの現場、マネジメントで通用する英語力について演習を通じて、押さ
えるべきことを繰り返し練習する。特に注力するのは、英語での会話・対話と
学習効果の高い教材を使っての読解である。授業半分はすべて英語で行い、半
分は日本語と英語を混ぜて実施する。英語は各人の能力の違いが大きいことか
ら、個別に進捗状況を把握して助言・コーチングを行っていく。現実のビジネ
スの現場で起こっていることをエピソードとして多数入れることで学生の将
来のキャリア形成にも役立つ内容とする。 

到達目標 

・ビジネスの現場、マネジメントで使う英語のレベルや注意点について理解し
ており、基礎的なことについては実践できる。 
・ビジネスの現場、マネジメントでの基礎会話ができる。 
・ビジネスの現場、マネジメントでの応用会話についても対処を立てることが
できる。 
・英語でのプレゼンテーションについて自信をもって実践できる。 
・英語の語彙数を大学受験時よりも大幅に増やして、日本発行の英字新聞が概
ね理解できる。 
・就職に向けて必要となる試験についての合格や一定点数以上を取ることがで
きる。 
・ビジネスの現場やマネジメントについての基本事項の知識習得や会話を実感
できることで将来のキャリア形成に役立つ。 

授業計画 

第 1 回：ビジネスの現場で必要な英語のレベルとは、自らの英語力を分析して

対応策を立てる 

第２回：マネジメント会話の練習（自己紹介） 

第３回：マネジメント会話の練習（マネジメント用語を使う） 

第４回：マネジメント会話の練習（顧客の要望を理解して対応する） 

第５回：マネジメント会話の練習（取引先を紹介する） 

第６回：マネジメント会話の練習（顧客に新しい提案をする） 

第７回：マネジメント会話の練習（部下の目標設定の会話） 

第 8 回：マネジメント会話の練習（部下のモチベーション向上） 

第 9 回：マネジメント会話の練習（マーケティング用語を使う） 

第 10回：マネジメント会話の練習（経営戦略用語を使う） 

第 11回：プレゼンテーションの練習（マネジメントとしてのテーマの選定） 

第 12回：プレゼンテーションの練習（自らのマネジメント目標を語る）。 
 
（注）上記は毎回の主たるテーマ（会話部分）であり、その他に読解教材の読

み込みや小テスト（下記）、個別コーチングを行います。 

事前･事後 
学習 

・毎回読解教材を配り事前に読んできてもらいます。また、単語やイディオム

の小テストを行います。 

テキスト 特になし 



 

参考文献 必要に応じて配布。 

成績評価 
の 基 準  

定期試験（50％）、授業中の発言内容と積極性（50％） 

履修上の注意

履修要件 なし 

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 なし 



授業科目名 観光デジタルマーケティング論 

担当教員 名渕 浩史 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第２クォーター 

講義内容 

近年、デジタル技術の進展によって、マーケティングの考え方・技法が根本的
に変わってきている。デジタルマーケティングは、観光業界はもとより、すべ
てのビジネスの現場において、必要不可欠なテーマとなっている。本講義の目
的は、観光事業におけるデジタルマーケティングについて、理論と技法の両面
から学び、現場担当者として必要となる基礎知識・思考方法を身につけること
である。講義の進め方は、まず教員から基礎的な知識を提供し、次にその知識
をもとにして課題に取り組み、発表を行う形式とする。 

到達目標 デジタルマーケティングにおける基礎知識・思考方法を身につけることができ
る。 

授業計画 

第 1 回：デジタルマーケティングとは何か？ 

デジタルマーケティングの定義、基本概念、動向等について学ぶ。 

 

第 2 回：消費者行動とデジタルマーケティング① 

デジタル社会における消費者行動の特質とマーケティングの関係について学

ぶ。 

 

第 3 回：消費者行動とデジタルマーケティング② 

カスタマージャーニーマップを使い、オムニチャネル化した消費者行動につい

て議論を深める。 

 

第 4 回：デジタルマーケティングと集客①－SEO 

デジタルマーケティングを活用した集客の考え方と SEO 対策の基礎を学ぶ。 

 

第 5 回：デジタルマーケティングと集客②－ネット広告 

ネット広告による集客の考え方、ネット広告の種類、技術的背景等について学

ぶ。 

 

第 6 回：デジタルマーケティングと集客③－その他集客技法 

OTA、メタサーチ、Google マイビジネスなど、観光業界特有の集客システムに

ついて学ぶ。 

 

第 7 回：ホームページのＵＩとＵＸ① 

デジタルマーケティングの基礎となるＵＩ（ユーザーインターフェイス）とＵ

Ｘ（ユーザーエクスペリエンス）の考え方・技法について学ぶ。 

 

第 8 回：ホームページのＵＩとＵＸ② 

ＵＩとＵＸの観点から事例サイトを題材として、課題・改善案等について議論

を深める。 

 



 
 

第 9 回：SNS マーケティングと O2O マーケティング 

デジタルマーケティングにおける SNS の役割について学ぶ。また、O2O マーケ

ティングについても併せて学ぶ。 

 

第 10 回：EC サイト 

観光事業に不可欠となる土産物や物産品等のネット販売について学ぶ。 

 

第 11 回：データ分析① 

Google アナリティクス、Google サーチコンソールを使ったデータ分析につい

て学ぶ 

 

第 12 回：データ分析② 

Google アナリティクス、Google サーチコンソールを使って、事例サイトを実

際に分析し、課題発見・改善案の提言等を行う 

事前･事後 
学習 

常日頃から旅行の計画、商品購入などでネットを積極的に活用し、なおかつ、

利用したサービスの内容ついて批判的な視点で評価を行うこと。 
事前学習として、シラバスで提示されたテーマについて、ネットを活用して概

要把握に努めること。講義終了後には、テキストおよびノートを活用して振り

返りを行うこと。 

テキスト テキストは使用しない。毎回資料を配付する。 

参考文献 必要に応じて、講義中に参考文献を提示する 

成績評価 
の 基 準  

下記の基準で評価する 
講義中の課題 50% 
レポート 50% 

履修上の注意

履修要件 
受講生全員が講義に集中できる環境をつくるため、皆さんのご協力をお願いし

ます。 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



授業科目名 デスティネーションマーケティング論 

担当教員 直井 岳人 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第３クォーター 

講義内容 

「観光産業マーケティング」で学んだ内容を踏まえ、観光地に潜在的観光旅行
者を目的とするデスティネーションマーケティング（DM）の仕組みと、関連す
る理論について学ぶ。DM は誘客を目的としている点で一般商品のマーケティ
ングの理論の応用が有効である一方、観光地（デスティネーション）は一般の
商品とは異なる複合性があり、関係者が様々であるため、持続可能な観光振興
の為には、DMの特殊性を理解することが重要である。講義では、テーマを「マ
ーケティングの基礎理論」、「関連組織」、「観光地の魅力発信」「潜在的観光旅
行者理解」に分け、受講者が、関係者、観光地、顧客（潜在的観光旅行者）の
それぞれを理解し、DM の施策策定に有効な素養を身につけることができる内
容を提供する。  

到達目標 

・マーケティングの基礎理論と観光産業マーケティングの特性を基に DMの特
殊性を説明できる 

・DM活動に携わる組織と組織間の連携の在り方を説明できる 
・観光地の魅力を発信しうる情報源の類型と役割を説明できる 
・潜在的観光者の持つ観光地イメージ・期待を調査する方法の概要を説明でき

る。 

授業計画 

1. イントロダクション：DM の特殊性 

2. マーケティングの基礎理論：DMにおけるマーケティングミックス 

3. マーケティングの基礎理論：DMにおけるマーケットセグメンテーション 

4. 関連組織：DMO の種類と役割 

5. 関連組織：DMO と他のステイクホルダーとの関係 

6. 観光地の魅力発信：観光地イメージと観光情報 

7. 観光地の魅力発信：観光地ポジショニング 

8. 観光地の魅力発信：観光地ブランディング 

9. 潜在的観光旅行者の理解：彼らが知覚する観光地イメージ 

10. 潜在的観光旅行者の理解：そのための調査（一次データ） 

11．潜在的観光旅行者の理解：そのための調査（二次データ） 

12．まとめ：観光地、潜在的観光者、DMO の関係構築 

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 特に指定しない。 

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： 
・山田雄一・内田純一・伊良皆啓・太田正隆・丹治朋子・十代田朗（2010）

観光まちづくりのマーケティング 学芸出版社 
・ボニータ・M. コルブ （2007) 都市観光のマーケティング 多賀出版 
・Morrison, A. M. (2018). Marketing and Managing Tourism Destinations (2nd ed.). 

Oxon, UK: Routledge. 



 
 
 

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、概念間の関係と DM 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 

この講義は 2 年次に配当されている「観光産業マーケティング論」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」で学ぶ分析の意義の理解の為

にもこの講義の内容の理解が必要なため、「観光マーケティング分析論」も配

当年次に履修することが望ましい。 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



授業科目名 旅行者心理学 

担当教員 直井 岳人 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第３クォーター 

講義内容 

観光旅行者心理の観点から、観光旅行者行動が生起する仕組みを理論的に学
ぶ。講義では、テーマを旅行前・中・後に段階を分け、旅行前は観光旅行者の
動機・観光イメージ・訪問意思決定、旅行中は環境と人間の相互関係・環境配
慮行動、旅行後は再訪意向について学ぶ。特に、観光地と観光者を別個にのみ
扱うのではなく、観光旅行者動機（プッシュ）と観光地特性の知覚（プル）の
枠組みに基づき、観光旅行者心理の視点から見た彼らと観光目的地環境の相互
関係に焦点を当てるのが本講義の特徴である。  

到達目標 

・観光旅行者の動機を類型化し、測定できる 
・観光地イメージを類型化し、測定できる 
・観光旅行者心理に影響を与えうる観光地環境要因を類型化し、その影響を測

定できる 
・観光者の行動意向（観光地選択、再訪、環境配慮行動）を促進する要因を説

明できる 

授業計画 

1．イントロダクション：観光心理学の学術的位置づけ 

2．観光者の動機：プッシュ動機とプル動機 

3．観光者の動機：非日常性 

4. 観光地評価／イメージ：観光地イメージの構成要素 

5. 観光地評価／イメージ：観光地イメージの形成 

6. 観光地訪問行動：観光旅行の類型 

7．観光地訪問行動：観光地選択モデル 

8．観光における人間と環境の関係：人間－環境系研究 

9. 観光地における社会的に望ましい行動：観光者の環境配慮行動意向 

10．観光地再訪意向：観光旅行者満足度の形成 

11．観光地再訪意向：観光地ロイヤルティの形成 

12．観光旅行者に関する心理学的研究の展望 

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）を隔週出

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 特に指定しない。 

参考文献 

・佐々木土師二（2007）観光旅行の心理学 北大路書房 
・橋本俊哉（編著）観光行動論 原書房 
・日本建築学会（編）よりよい環境創造の為の環境心理調査手法入門 技法堂

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その測定（質問）方法（解析までは踏み込まない）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  

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



授業科目名 ブランド論 

担当教員 佐藤 善信 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第３クォーター 

講義内容 

ブランド戦略は近年、様々な領域に適用されるようになっている。例えば、パ
ーソナル・ブランディング、プレイス・ブランディング、あるいはエンプロイ
ー・ブランディングといったようにである。ブランディングとはあるモノ・コ
トをブランド化するという意味である。元々、ブランディングの対象は製品や
企業であった。プロダクト・ブランド、コーポレート・ブランドがそうである。
本科目では、ブランドの意味、なぜブランドが重要なのか、ブランディング（ブ
ランド戦略）の実践的内容、そしてブランディング対象の広がりについて、身
近なケースを取り上げながら説明して行く。 

到達目標 

ブランド論を履修することにより、以下の能力が涵養できる。 
１． ブランド戦略のエッセンスを説明することができる。 
２． パーソナル・ブランディングやプレイス・ブランディングなどの各種の

ブランド戦略を説明できる。 
３． 良いブランド戦略と悪いブランド戦略との違いを説明できる。 
４． ブランディングのある程度の戦略立案ができる。 

授業計画 

１． ブランドとは何か？ 

２． ケースでブランド戦略を学習する 

３． 製品・サービス・ブランドとコーポレート・ブランドの関係 

４． ケースで学ぶブランドの体系的構造 

５． パーソナル・ブランディングとセルフ・ブランディングの関係 

６.  ケースで学ぶパーソナル・ブランディングとセルフ・ブランディング 

７． ブランディングの対象の広がりとその理由 

８． ケースで学ぶプレイス・ブランドとディスティネーション・ブランド 

９． ブランドの国際戦略 

10． ケースで学ぶブランドの国際戦略 

11．ケースで学ぶ劇団のブランド戦略：劇団「青年団」のケース  

12． ブランド戦略の今後 

事前･事後 
学習 

事前に配布するケースをケースの課題に従って分析してくること。授業中にケ

ースについてのディスカッションをするので、自分の発言用の分析結果のメモ

を作成すること。授業後には、講義内容を踏まえてケースについての分析レポ

ートを提出すること。 

テキスト なし 

参考文献 
デービッド・アーカー (著), 阿久津 聡 (翻訳)『ストーリーで伝えるブランド： 
シグネチャーストーリーが人々を惹きつける』ダイヤモンド社, 2019 年. その

他、授業中に適宜紹介する。 

成績評価 
の 基 準  

ケース分析レポート（60%）、授業中の発言（20%）、期末レポート（20%） 



 

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 インバウンドマーケティング論 

担当教員 桑原 浩 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第３クォーター 

講義内容 

本科目では、国境を越えて来訪する国際観光客（外客）に焦点を当て、特にそ
の集客と顧客満足の管理を中心的な課題として取り上げる。そして経営学で発
展を遂げてきたマーケティングの概念と手法の応用的な展開により、課題解決
への接近方法を学ぶ。具体的には、観光・ホスピタリティ産業におけるマーケ
ティング･ミックス（製品、価格、流通、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ）の各分野について、概念、
理論、手法、事例を学ぶ。なお、授業の基本的構成は、教員によるレクチャー
とレポート課題に関する学生のプレゼンテーションとする。 

到達目標 
・多様なインバウンド市場を分析的に説明できる。 
・サービス・マーケティングの基礎的な概念、理論、手法を、インバウンド市
場に活用できる。 

授業計画 

１．インバウンド市場とは何か①：国際観光客の実際と多様性 

２．インバウンド市場とは何か②：国際観光客の消費者行動 

３．観光における製品の概念と特徴 

４．観光マーケティングにおける市場細分化 

５．ターゲットの設定とポジショニング 

６．団体市場における組織的購買行動  

７．製品の設計と管理 

８．人的資源のマーケティング 

９．製品の価格設定 

10．製品の流通チャンネル 

11．製品のコミュニケーション 

12．インバウンド観光におけるオンラインマーケティング 

事前･事後 
学習 

・授業前に資料を読んでおくこと。 
・課題レポートを作成し提出すること。 

テキスト 資料を各授業回の前に提供する。 

参考文献 資料内で適宜紹介する。 

成績評価 
の 基 準  

以下のように評価する。 
○課題レポート       50％ 
○課題のプレゼンテーション 40％ 
○授業内での発言       10％ 

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 社会調査演習 

担当教員 西﨑 伸子 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 演習 

開講年次 １年第１・３クォーター 

講義内容 

社会調査は、文化人類学・社会学・地理学などの学問分野における基本的な
研究手法である。この授業では、とくに文化人類学的な調査の基本と手法を修
得することを目的とする。まず、授業全体のテーマ、あるいは受講生の関心に
もとづいて、問題設定・仮説構成から、調査の計画・準備、実施(資料・デー
タ収集)、分析に至るまでの調査の流れを示し、質的調査(参与観察・インタビ
ュー)と文献調査の基本的技法が修得できるように演習をおこなう。 

到達目標 
・社会調査に関する考え方・知識を身につける 
・社会調査を企画・実施することができる 
・社会調査を通じて、現代社会の課題を認識し深化することができる   

授業計画 

1.2 授業のガイダンス・フィールドワークとは何か 

3.4 文献研究の技法：① 基礎資料の概要と利用方法、②文献の検索・ 利用方

法、 Web を利用した文献の検索・ 利用方法 

5.6 参与観察の技法：①参与観察とは、②参与観察によるエスノグラフィー 

7.8 インタビュー調査の技法：①インタビュー調査とは、②インタビュー調査

によるエスノグラフィー 

9.10．エスノグラフィーの輪読①、現地調査の準備作業 

11.12 エスノグラフィーの輪読②、現地調査の準備作業、前半のまとめ 

13.14 現地調査の計画発表 

15.16 現地調査の実施 

17.18 現地調査の実施 

19.20 現地調査の実施 

21.22 調査データ(質的データ) の整理法：フィールドノートの整理、調査デ

ータのデジタル化、調査結果を公表する際の問題 

23.報告書およびプレゼンテーション資料の作成方法について 

24.最終プレゼンテーション 

事前･事後 
学習 

配布資料で社会調査およびエスノグラフィーに関する文献リストを提示する。

そのなかから関心があるものを読んでほしい 

テキスト 授業時に資料を配布する 

参考文献 授業時に適宜紹介する 

成績評価 
の 基 準  

授業での積極的な貢献（2 割）、報告書（4 割：前期/後期）、プレゼンテーショ

ン（4 割 前期/後期）で評価をおこなう 



 

履修上の注意

履修要件 

社会調査学を同時に履修すること 
調査は授業時間外におこなうことがある。受講人数によっては、グループワー

クをおもにおこなう。 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



授業科目名 観光資源実習 

担当教員 
塩川 太郎 
高橋 加織 
辻村 謙一 

必修の区分 選択 

単位数 １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 

但馬地域は海と山に囲まれ、自然の観光資源が充実している。本授業では、海
の観光資源としてスノーケリング体験施設（海コース）、山の観光資源として
スキー場（夏場はキャンプ場として利用）（山コース）にて実習を行う。但馬
地域の自然を利用した観光レジャーを体験するとともに施設の業務に従事す
ることで観光資源の知識及び施設の運営ノウハウやホスピタリティ力を修得
する。 

到達目標 
実習をもとに但馬地域の観光資源の魅力について具体的に述べることができ
る。実習先の海や山の自然環境に関する知識を身に付けると同時にそれらを活
かした観光振興について考えることができるようになる。 

授業計画 

1. 「コース選定」海コース、山コースのどちらか一つのコースを選択する。 

（提携先の事情によりコースは希望に添えないこともある） 

2．「事前講習」実習する施設の基本情報や注意事項など 

3．「実習計画書作成」実習計画書を作成し、学習ポイントを確認する 

4．「実習」 

A)但馬の海コース 

実習施設：竹野スノーケルセンター 

   1 日目：ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ、目標設定、基礎訓練、レジャー体験 

2～4日目：実習 

スノーケル、カヌー、磯観察の体験プログラム及び施設運営等 

5 日目：目標達成状況等報告、施設長との意見交換 

B)但馬の山コース 

実習施設：県内スキー場施設（キャンプ場等） 

   1 日目：ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ、目標設定、基礎訓練、レジャー体験 

2～4日目：実習 

キャンプ場、サマーゲレンデ、自然体験プログラム及び施設運営等 

5 日目：目標達成状況等報告、施設長との意見交換 

5．「完了報告書作成・報告会」 
完了報告書を作成し、報告会にて今後の観光振興について意見を述べる 

事前･事後 
学習 

事前：実習施設等を調査し、実習計画を作成する。 
事後：完了報告書を作成し、報告会を行う。 

テキスト なし 

参考文献 なし 

成績評価 
の 基 準  

レポート（完了報告書）（50％）、実習態度（50％） 



 

履修上の注意

履修要件 

病気や怪我等がある学生は履修前に担当教員に相談し、参加可能であるか確認

すること。 
海コースでは一部水中・水上での活動を伴うことがある。 

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 
提携先の都合により、実習地等は変更になる場合がある。また参加希望者が多

い場合は事前に選考を行う。詳細は担当教員に問い合わせること。 



 

授業科目名 観光交通業実習 1 

担当教員 
小熊 英国 
中村 敏 
中村 嘉雄 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 実習 

開講年次 １年第４クォーター 

講義内容 

日本における観光交通産業は今後の成長が国策的にも期待されている。本実
習では、観光立国推進政策の中核的産業である交通産業のうち、鉄道会社、バ
ス会社、航空会社、タクシーの各施設で実務を遂行することにより、基本的な
知識・技能などの業務遂行力の修得を目的とする。 
実習施設では、旅客業務や予約業務など観光交通サービスの実務を通じて、

観光交通業の仕組みを理解し、地域における観光交通業の役割について理解を
深める。 

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育成の
ため、利用者視点と事業者視点との差異に気付き、観光交通業の業務遂行力の
修得を目標とする。 
・観光交通業の役割、実務の流れについて理解し、説明できる。 
・観光交通業の基本的業務について、遂行できる。 
・観光交通業の可能性や課題の把握に取り組むことができる。 

授業計画 

駅、バスターミナル、空港、タクシー施設などの観光交通業施設において、

実習期間 10 日間の臨地実務実習を行う。 

実習施設において、基礎訓練の後、実習指導者の指導のもと、観光交通業に

おける顧客対応業務などの実務に従事し、観光交通サービスの業務遂行力を学

修する。中間地点及び最終日には、学生による報告を実施するほか、最終日に

は施設長等との意見交換を行う。 

実習中は当日の業務内容等を記載した日報を担当教員及び実習指導者へ提

出する。 

実習後には、完了報告書を提出し、教員による指導を受けることとする。 

事前･事後 
学習 

事前学修として、実習施設を調査し、実習計画書を作成すること。 
事後学修として、完了報告書を作成すること。 

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  

最終発表 50% 、実習への取り込み姿勢や日報の内容など実習態度 50%  

履修上の注意

履修要件 観光交通論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 観光交通業実習２ 

担当教員 
小熊 英国 
中村 敏 
中村 嘉雄 

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４クォーター 

講義内容 

日本における観光交通産業は今後の成長が国策的にも期待されている。本実
習では、観光交通業実習１の学修を踏まえ、観光立国推進政策の中核的産業で
ある交通産業のうち、鉄道会社、バス会社、航空会社、タクシーの各施設で実
務を遂行することにより、基本的な知識・技能などの業務遂行力の修得に加え、
企画力の修得を目的とする。 
実習施設では、旅客業務、予約業務のほか、ツアー企画業務などに従事する

ことにより、地域の観光資源を探求し、着地型観光交通や観光地間周遊の現状
と課題を理解し、地域における観光交通業の役割について理解を深める。 

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育成の
ため、観光交通業の企画力の修得を目標とする。 
・観光交通業の役割、実務の流れについて理解し、説明できる。 
・観光交通業の基本的業務について、遂行できる。 
・観光交通業の可能性や課題を把握することができる。 
・観光交通業の業務内容について、積極的に改善を提案することができる。 

・観光交通業のツアー企画などについて、主体的に取り組むことができる。 

授業計画 

駅、バスターミナル、空港、タクシー施設などの観光交通業施設において、

実習期間 10 日間の臨地実務実習を行う。 

実習施設において、基礎訓練の後、実習指導者の指導のもと、観光交通業に

おける顧客対応業務やツアー企画業務などの実務に従事し、観光交通サービス

の企画力を学修する。中間地点及び最終日には、学生による報告を実施するほ

か、最終日には施設長等との意見交換を行う。 

実習中は当日の業務内容等を記載した日報を担当教員及び実習指導者へ提

出する。 

実習後には、完了報告書を提出し、教員による指導を受けることとする。 

事前･事後 
学習 

事前学修として、実習施設を調査し、実習計画書を作成すること。 
事後学修として、完了報告書を作成すること。 

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  

最終発表 50% 、実習への取り込み姿勢や日報の内容など実習態度 50%  

履修上の注意

履修要件 観光交通論及び観光交通業実習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 旅行事業実習 1 

担当教員 
小熊 英国 
高橋 加織 
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 

日本における旅行産業は今後の成長が国策的にも期待されている。本実習で
は、観光立国推進政策の中核的産業である旅行産業のうち、旅行会社の施設で
実務を遂行することにより、基本的な知識・技能などの業務遂行力の修得を目
的とする。 
実習施設では、旅客業務や予約業務など旅行事業サービスの実務を通じて、旅
行業の仕組みを理解し、地域における旅行業の役割について理解を深める。 

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育成のた
め、利用者視点と事業者視点との差異に気付き、旅行業の業務遂行力の修得を
目標とする。 
・旅行業の役割、実務の流れについて理解し、説明できる。 
・旅行業の基本的業務について、遂行できる。 
・旅行業の可能性や課題の把握に取り組むことができる。 

授業計画 

旅行会社の各施設において、実習期間 10 日間の臨地実務実習を行う。 

実習施設において、基礎訓練の後、実習指導者の指導のもと、旅行業における

顧客対応業務などの実務に従事し、旅行サービスの業務遂行力を学修する。中

間地点及び最終日には、学生による報告を実施するほか、最終日には施設長等

との意見交換を行う。 

実習中は当日の業務内容等を記載した日報を担当教員及び実習指導者へ提出

する。 

実習後には、完了報告書を提出し、教員による指導を受けることとする 

事前･事後 
学習 

事前学修として、実習施設を調査し、実習計画書を作成すること。 
事後学修として、完了報告書を作成すること。 

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  

最終発表 50% 、実習への取り込み姿勢や日報の内容など実習態度 50%  

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 旅行事業実習 2 

担当教員 
小熊 英国 
高橋 加織 
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 ３年第２クォーター 

講義内容 

日本における旅行産業は今後の成長が国策的にも期待されている。本実習で
は、旅行事業実習１の学修を踏まえ、観光立国推進政策の中核的産業である旅
行産業のうち、旅行会社の各施設で実務を遂行することにより、基本的な知
識・技能などの業務遂行力の修得に加え、企画力の修得を目的とする。 
実習施設では、旅客業務、予約業務のほか、ツアー企画業務などに従事するこ
とにより、地域の観光資源を探求し、着地型観光事業や観光地間周遊の現状と
課題を理解し、地域における旅行業の役割について理解を深める。 

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育成のた
め、旅行業の企画力の修得を目標とする。 
・旅行業の役割、実務の流れについて理解し、説明できる。 
・旅行業の基本的業務について、遂行できる。 
・旅行業の可能性や課題を把握することができる。 
・旅行業の業務内容について、積極的に改善を提案することができる。 
・旅行業のツアー企画などについて、主体的に取り組むことができる。 

授業計画 

旅行会社の各施設において、実習期間 10 日間の臨地実務実習を行う。 

実習施設において、基礎訓練の後、実習指導者の指導のもと、旅行業における

顧客対応業務やツアー企画業務などの実務に従事し、旅行業サービスの企画力

を学修する。中間地点及び最終日には、学生による報告を実施するほか、最終

日には施設長等との意見交換を行う。 

実習中は当日の業務内容等を記載した日報を担当教員及び実習指導者へ提出

する。 

実習後には、完了報告書を提出し、教員による指導を受けることとする。 

事前･事後 
学習 

事前学修として、実習施設を調査し、実習計画書を作成すること。 
事後学修として、完了報告書を作成すること。 

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  

最終発表 50% 、実習への取り込み姿勢や日報の内容など実習態度 50%  

履修上の注意

履修要件 旅行事業実習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 宿泊業実習１ 

担当教員 

髙橋 伸佳 
中尾 清 
高橋 加織 
辻村 謙一 

必修の区分 選択 

単位数 ４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 

人口減少社会においても、わが国の宿泊産業は訪日外国人の増加もあり、宿
泊者数は比較的底堅く推移していく見込みである。しかしながら、中長期的な
観点でみると宿泊産業は慢性的な人材不足を背景に、新たな担い手と生産性の
向上が求められている。加えて、投資ファンドの流入や運営形態の多様化、民
泊事業者の台頭など業界地図が塗り替えられている激変期において、今後も宿
泊産業を持続的に発展させていく新たな対応が必要となっている。 
こうした状況の中、実際の宿泊産業の現場ではどのような管理・運営がなさ

れているのか、課題や改善策は検討しうるのか宿泊施設での現場実習を通して
自ら主体的に検証していく。 

到達目標 

・宿泊産業での現場体験を通じて、宿泊産業の業務を体系的に理解するととも
に、サービスの流れや各部門の関係性について論じることができる。 

 
・宿泊産業における技能（業務遂行力）、志向・態度、コミュニケーション力
といった基本的な力を身に着ける。 

授業計画 

1. ガイダンス、授業の進め方 

宿泊業の実習現場についてのオリエンテーション 

観察・インタビュー技法解説、実習個別目標の設定・記載 

2. 宿泊業実習①：フロントサービス部門、実習・インタビュー 

3. 宿泊業実習①：フロントサービス部門、実習・インタビュー 

4. 宿泊業実習①：フロントサービス部門、レポート提出 

5. 宿泊業実習②：料飲・宴会部門、実習・インタビュー 

6. 宿泊業実習②：料飲・宴会部門、実習・インタビュー 

7. 宿泊業実習②：料飲・宴会部門、レポート提出 

8. 宿泊業実習③：客室部門、実習・インタビュー 

9. 宿泊業実習③：客室部門、実習・インタビュー 

10. 宿泊業実習③：客室部門、レポート提出 

11. 宿泊業実習④：営業・マーケティング部門、実習・インタビュー 

レポート提出 

12. 実習生発表・まとめ：実習先施設、各部門の概要と機能、オペレーション

体制について発表するとともに、ホテルへの提言をまとめて発表する。 

（注）２～11 については実習先施設により運営や体制が異なるため、 

   実習先によって個別に内容を調整することを想定している。 

事前･事後 
学習 

・テキストを事前に通読し、ある程度の専門用語を理解しておくことが必要で

ある。 

・テキストの指定箇所を事前に読み、実習現場における疑問点や実習における

ポイントを整理しておくこと。 

・実習中は部門の研修を終える度にレポートを記載して提出すること。 



 

テキスト なし 

参考文献 

・「ホテル概論 第 5版」JTB 総合研究所（2016） 

・「ホテル観光用語事典」日本ホテル教育センター 

・「フロント・オフィス・システム＆オペレーション」日本ホテル教育センター 

・「宿泊業務の基礎」日本ホテル教育センター 

・「宴会業務の基礎」日本ホテル教育センター 

・「レストラン業務の基礎」日本ホテル教育センター 

・「外客接遇の基礎」日本ホテル教育センター 

・日本の宿おもてなし検定委員会「日本の宿おもてなし検定（初級）公式テキ

スト第 5 版」JTB 総合研究所 

・日本の宿おもてなし検定委員会「日本の宿おもてなし検定（中級）公式テキ

スト第 4版」JTB 総合研究所 

成績評価 
の 基 準  

レポート（20％）、実習への取り組み姿勢や日報の内容など実習態度（30％）、

実習発表（50％） 

履修上の注意

履修要件 宿泊産業論を履修していることが望ましい。 

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 
各実習施設の部門責任者・管理者には事前に評価表を手交し、実習生に対する

評価をしてもらう。 



授業科目名 宿泊業実習２ 

担当教員 

髙橋 伸佳 
中尾 清 
高橋 加織 
辻村 謙一 

必修の区分 選択 

単位数 ４単位 

授業の方法 実習 

開講年次 ２年第４クォーター 

講義内容 

人口減少社会においても、わが国の宿泊産業は訪日外国人の増加もあり、宿
泊者数は比較的底堅く推移していく見込みである。しかしながら、中長期的な
観点でみると宿泊産業は慢性的な人材不足を背景に、新たな担い手と生産性の
向上が求められている。加えて、投資ファンドの流入や運営形態の多様化、民
泊事業者の台頭など業界地図が塗り替えられている激変期において、今後も宿
泊産業を持続的に発展させていく新たな対応が必要となっている。 
第２クォーターでの実習した基礎知識をもって、新たな宿泊施設にて実習を

展開する。その際、実習の中で宿泊施設の新たなビジョンを構想しつつ、実現
可能性の高い企画を考案していく実践力を養うものとする。 

到達目標 

・宿泊産業の業務の体系的な理解に磨きをかけつつ、ビジネスモデルを理解し、
課題の発見や業務改善の観点をもって常に業務に取り組む。 

 
・宿泊産業における知識・理解、技能（業務遂行力）、志向・態度、コミュニ
ケーション力に加え、ビジョン形成力、イノベーション力、マネジメント力
の修得にも重きを置く。 

授業計画 

1. ガイダンス、授業の進め方 

宿泊業の実習現場についてのオリエンテーション 

観察・インタビュー技法解説、実習個別目標の設定・記載 

2. 宿泊業実習①：フロントサービス部門、実習・インタビュー 

3. 宿泊業実習①：フロントサービス部門、実習・インタビュー 

4. 宿泊業実習①：フロントサービス部門、レポート提出 

5. 宿泊業実習②：料飲・宴会部門、実習・インタビュー 

6. 宿泊業実習②：料飲・宴会部門、実習・インタビュー 

7. 宿泊業実習②：料飲・宴会部門、レポート提出 

8. 宿泊業実習③：客室部門、実習・インタビュー 

9. 宿泊業実習③：客室部門、実習・インタビュー 

10. 宿泊業実習③：客室部門、レポート提出 

11. 宿泊業実習④：営業・マーケティング部門、実習・インタビュー 

レポート提出 

12. 実習生発表・まとめ：実習先施設、各部門の概要と機能、オペレーション

体制について発表するとともに、ホテルへの提言をまとめて発表する。 

（注）２～11 については実習先施設により運営や体制が異なるため、 

   実習先によって個別に内容を調整することを想定している。 

事前･事後 
学習 

・テキストを事前に通読し、ある程度の専門用語を理解しておくことが必要で

ある。 

・テキストの指定箇所を事前に読み、実習現場における疑問点や実習における

ポイントを整理しておくこと。 

・実習中は部門の研修を終える度にレポートを記載して提出すること。 



 

テキスト なし 

参考文献 

・「ホテル概論 第 5版」JTB 総合研究所（2016） 

・「ホテル観光用語事典」日本ホテル教育センター・「フロント・オフィス・シ

ステム＆オペレーション」日本ホテル教育センター 

・「宿泊業務の基礎」日本ホテル教育センター 

・「宴会業務の基礎」日本ホテル教育センター 

・「レストラン業務の基礎」日本ホテル教育センター 

・「外客接遇の基礎」日本ホテル教育センター 

・日本の宿おもてなし検定委員会「日本の宿おもてなし検定（初級）公式テキ

スト第 5 版」JTB 総合研究所 

・日本の宿おもてなし検定委員会「日本の宿おもてなし検定（中級）公式テキ

スト第 4版」JTB 総合研究所 

成績評価 
の 基 準  

レポート（20％）、実習への取り組み姿勢や日報の内容など実習態度（30％）、

実習発表（50％） 

履修上の注意

履修要件 宿泊産業論を履修していることが望ましい。 

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 
各実習施設の部門責任者・管理者には事前に評価表を手交し、実習生に対する

評価をしてもらう。 



 

授業科目名 海外実習 A 

担当教員 

塩川 太郎 
桑原 浩 
姚  瑶 
高橋 加織 

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４クォーター 

講義内容 

台湾の提携大学にて３週間の海外実習を行う。１週目には、実習に必要な中国
語の講習や台湾の文化体験、ホームステイなどを行い、台湾の習慣や言語を学
んで実習に備える。２週目及び３週目は台中市内のホテルにて実習を行い、海
外における観光施設での経験を積む。また休日等を利用し、台湾の観光地を見
学し、台湾の観光文化への理解を深める。 

到達目標 
海外において観光業の実務経験を積むことで、グローバルな視野を持つ国際的
社会人となることを目指す。また、中国語を学び、その文化を体験することで、
国内において中華圏からの訪日観光客への対応ができるようになる。 

授業計画 

提携大学の協力で、海外実習を行う。 

宿泊先：提携大学内の学生寮及びホームステイ 

期間：２～３月の３週間 

1．(出発前)「事前講習」実習先の情報や安全対策等の講習、 

目標設定、実習計画の作成、初級中国語・台湾語講座 

2. (第一週目)「中国語学習、台湾文化体験」提携大学で中国語や文化を学ぶ 

3. (第二週目)「観光宿泊施設実習」台湾のホテルで実習 

4. (第三週目)「観光宿泊施設実習」台湾のホテルで実習 

（実習中は毎日、実習日誌を作成し、担当教員に報告を行う。） 

5. (帰国後)「完了報告」完了報告書の作成、報告会 

     （報告会には 1年次にも参加を促し、来年度の実習の参考にする） 

事前･事後 
学習 

事前：実習地について調査し、実習計画を作成する。 
事後：完了報告書を作成（毎日、学んだこと、気付いたことなどを記録する） 

テキスト なし 

参考文献 なし 

成績評価 
の 基 準  

レポート（完了報告書）（50％）、実習態度（50％） 

履修上の注意

履修要件 

海外実習は、異なる文化圏での活動となるため、相手の文化や習慣を尊重し、 
危険な行為を行わないように注意して参加すること。 
病気や怪我等がある学生は履修前に担当教員に相談し、参加可能であるか確認

すること。 
「中国語」を履修していることが望ましいが、履修していない場合でも英語等

の外国語コミュニケーション能力があれば参加可能である。 

実践的教育 該当しない。 

備考欄 
提携先の都合や国際情勢により、実習地等は変更になる場合がある。また参加

希望者が多い場合は事前に選考を行う。詳細は担当教員に問い合わせること。 



 

授業科目名 ホスピタリティ実習 

担当教員 
髙橋 伸佳 
小熊 英国 
高橋 加織 

必修の区分 選択 

単位数 ８単位 

授業の方法 実習 

開講年次 ２年第４クォーター 

講義内容 

顧客の気持ちを動かす満足度向上を組織として実現するかについて、観光サ
ービスの視点から臨地にて実習を行うことにより学ぶ。 
実習施設では、接客業務を内容とする業態であるテーマパーク及びリゾ

ート施設において、定型的なサービスの提供にとどまらず、主として人に
よるおもてなしを手段とする価値創造の重要性を理解し、サービスの担い手と
しての創意工夫を引き出す観光サービスの業務遂行力を修得する。 
また、観光サービスマネジメントの仕組と役割を理解し、現場が直面する課

題と解決策について理解を深める。 

到達目標 

将来、観光サービス産業において経営者等中核的な役割を担う人材育成のた
め、観光サービス業としてのテーマパーク及びリゾート施設の役割や可能性を
理解し、観光サービスの業務遂行力の修得を目標とする。 
・観光サービスの役割、実務の流れについて理解し、説明できる。 
・観光サービスの基本的業務について、遂行できる。 
・観光サービスの可能性や課題を把握することができる。 
・観光サービスの業務内容について､積極的に改善を提案することができる。 

授業計画 

「観光サービスマネジメント論」等で学んだ観光理論を用い、実際の応用例

を学ぶことで理論への理解を深める。観光サービス業としてのテーマパーク及

びリゾート施設の役割や可能性を理解し、観光サービス産業に必要な接遇やビ

ジネススキルを修得するとともに、施設のブランディング戦略も修得するた

め、８週間にわたり実践的な職業に従事する実習を行う。 
実習施設において、基礎訓練の後、実習指導者の指導のもと、観光サービス

施設における顧客対応業務などの実務に従事し、観光サービスの業務遂行力を

学修する。中間地点及び最終日には、学生による報告を実施するほか、最終日

には施設長等との意見交換を行う。 
実習中は当日の業務内容等を記載した日報を担当教員及び実習指導者へ提

出する。 
実習後には、完了報告書を提出し、教員による指導を受けることとする。 

事前･事後 
学習 

事前学修として、実習施設を調査し、実習計画書を作成すること。 
事後学修として、完了報告書を作成すること。 

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  

完了報告書 50% 、実習への取り組み姿勢や日報の内容など実習態度 50%  

履修上の注意

履修要件 観光サービスマネジメント論を履修済であることが望ましい。 

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 観光プロモーション演習 

担当教員 髙橋 伸佳 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 演習 

開講年次 ３年第１クォーター 

講義内容 

マーケティング・ミックスの一つであるプロモーション。あくまでもプロモ
ーションは単体で成立するものではなくマーケティングプロセスの一環であ
ることを理解しておく必要がある。こうした前提に基づき、本演習では企業や
行政、観光業界で実際取り組まれているマーケティングプロセス全般を学習し
た上で、新たな観光プロモーション手法を検討する講義とする。 
講義においては、企業等の講師を大学に招聘し、観光プロモーション方策の

立案を大学内にて演習形式で展開する。その中で、地域に根差した観光協会、
DMO 等の役割を知り、新たなプロモーション方策を具体的に作成していく。 

到達目標 ・観光協会、DMO 等の立場における観光プロモーション作成能力の修得を目指
す。 

授業計画 

演習期間：8 日間（設問、基調講義、演習指導、講評）で構成 

 

・1～2 日目：オリエンテーション、設問、基調講義、演習 

 

学生自習（現地調査・課題分析） 

 

・3～4 日目：演習、演習指導 

 

学生自習（中間案作成） 

 

・5～6 日目：演習、中間案提出、中間案に対する指導 

 

学生自習（最終案作成） 

 

・7～8 日目：演習、最終案発表会、意見交換、講評 

事前･事後 
学習 

・授業開始後は、学生側の自習を必須とする。 

テキスト ・各回の授業において資料を配布する。 

参考文献 

・グロービス経営大学院「改訂 4版グロービス MBA マーケティング」ダイヤモ

ンド社（2019） 

・フィリップ・コトラー、ジョンボーエン・ジェームス・マーキンズ「コトラ

ーのホスピタリティ＆ツーリズムマーケティング（第３版）」、ピアソン・エデ

ュケーション（2003） 

・牧田幸裕「デジタルマーケティングの教科書」東洋経済新報社（2017） 



 

成績評価 
の 基 準  

出席・授業参加態度（50％）、最終レポート（50％） 

履修上の注意

履修要件 
・マーケティングプロセスを積み上げていく形で観光プロモーション方法を習

得する演習となっているので、授業に欠席した際は補講を受けること。 

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 デスティネーション実習 

担当教員 

大社 充 
桑原 浩 
髙橋 伸佳 
中村 嘉雄 

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 

大学が所在する豊岡市近郊には、情緒あふれる町並みが人気の城崎温泉や城下

町の面影を残す出石町、天空の城とよばれる竹田城跡といった人気観光地が点

在している。本実習では、これら大学近郊の観光地の行政機関や第三セクター、

観光協会などの民間事業者といった機関のなかから、学生にとって適切な実習

先を選んで２週間程度の職業体験を行う。観光現場での体験をとおして観光系

の職業についての理解を深めることを目的とする。 

到達目標 

学生にとっては漠然としたイメージでしか認識されていない観光系事業

について、実践的な職業体験を通して、その業種業態の意義や事業の仕組

み、それら職業の価値について学ぶことで、観光系の職業に対する認識を

深め、将来の進路についても考える契機を得ることを目指す。 

授業計画 

1 日目「オリエンテーション・目標設定・基礎訓練・実習」   
2 日目～5 日目 実習「現状分析・課題解決策検討」 
6 日目 実習「中間報告（教員同席）」 
7 日目～9 日目 実習「新規事業作成」 
10 日目「目標達成状況等報告会・施設長との意見交換（教員同席）」 
 
実習中は当日の業務内容等を記載した日報を担当教員及び実習指導者へ提

出する。 

実習後には、完了報告書を提出し、教員による指導を受けることとする。 

事前･事後 
学習 

職業体験として働いてみたい業種や職種に関して、事前に予備学習しておくこ

とで、現場実習への導入がスムーズになり効果的な学習体験となります。 

テキスト 特になし 

参考文献 実習先に合致した参考文献を適宜、紹介する 

成績評価 
の 基 準  

実習レポート（40％）、実習への取り込み姿勢や日報の内容など実習態度

（40%）、報告会（20％） 

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 観光情報演習 

担当教員 野津 直樹 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 演習 

開講年次 ３年第３クォーター 

講義内容 

近年の情報技術の発達にともない、従来の情報処理技術では扱うことができな
かった様々なデータがビッグデータと呼ばれ、社会・経済の問題解決や業務の
付加価値向上に役立てられるようになった。ビッグデータは観光業界でも活用
が始まり、これまで熟練者の勘と経験則で立案されてきた観光施策が、現在で
は意外なデータから発見されたり、データによって効果を確認したりできるよ
うになっている。本演習では、観光業界で近年よく使われているデータの種類
を知り、その活用法を実践的に学び、オンラインで得られない情報を実地で収
集して補いながら、データを活用した観光施策の立案に挑戦する。 

到達目標 
・官民がオンライン公開する観光統計情報サイトを知り、自分で操作できる 
・公開された観光情報を分析し、観光課題の仮説を論理的に立てられる 
・客観的なデータに基づいた観光施策を立案し、プレゼンできる 

授業計画 

１． 統計情報利用の意義とデータリテラシー 

２． 世界の観光統計情報と日本の観光 

３． 日本の観光統計情報を見てみよう 

  （日本政府観光局「日本の観光統計データ」の紹介） 

４． 「日本の観光統計データ」分析演習、グループディスカッション 

５． 地域の観光統計情報を見てみよう 

  （豊岡観光イノベーション「リサーチラボ」の見方） 

６． 「リサーチラボ」分析演習、グループディスカッション 

７． 地方創生にビッグデータを役立てよう(1) 

  （地域経済分析システム「観光マップ 国内」の見方） 

８． 「観光マップ 国内」分析演習、グループディスカッション 

９． 地方創生にビッグデータを役立てよう (2) 

  （地域経済分析システム「観光マップ 外国人」の見方） 

10． 「観光マップ 外国人」分析演習、グループディスカッション 

11. 地方創生にビッグデータを役立てよう (3) 

  （地域経済分析システム「人口マップ」の見方） 

12.  「観光マップ 外国人」分析演習、グループディスカッション 

13. 地方創生にビッグデータを役立てよう (4) 

  （地域経済分析システム「まちづくりマップ」の見方） 

14.  「まちづくりマップ」分析演習、グループディスカッション 

15． ビッグデータで観光マーケティングを考える 

  （日本観光振興協会「観光予報プラットフォーム」の見方） 

16. 「観光予報プラットフォーム」分析演習、グループディスカッション 

17． ビッグデータで訪日外国人観光のトレンドを知る (1) 

  （ナイトレイ社「inbound insight」の見方） 

18. 「inbound insight」分析演習、グループディスカッション 

19． ビッグデータで訪日外国人観光のトレンドを知る (2) 

  （ナビタイムジャパン社「インバウンドプロファイラー」の見方） 

20. 「インバウンドプロファイラー」分析演習、グループディスカッション 



 

21． 統計情報を自分で分析し、仮説を立ててみよう 

22． 立てた仮説が確かなものか、現地で調べてみよう 

23． 現地で調べたデータを、自分で集計してみよう 

24． 仮説を元に、これから自分ができることをまとめよう 

 
 

・授業で紹介した観光情報を活用し、自身が発見したことをまとめたミニレポ

ートを提出すること。 

テキスト 
・特に指定しない 
・各回の授業において資料を配付する 

参考文献 ・各回の授業において適宜紹介する 

成績評価 
の 基 準  

ミニレポート（70％：各 10％×全 7 回）、最終発表（30％）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 観光プロジェクト立案演習 

担当教員 大社 充 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 演習 

開講年次 ３年第３クォーター 

講義内容 

一般的に観光系事業は、商品・サービスの開発、それら商品・サービスの販売、
そして顧客対応を行い、資金収支を管理しながら営まれる。大学が所在する豊
岡市には、城崎温泉・竹野海岸・出石町・神鍋高原といった観光地が点在して
いるが、本演習では近郊の観光地において、学生のアイデアによる観光系商
品・サービスの企画開発を行い、マーケティング活動や来訪客の受け入れまで
の一連の業務を体験することで観光サービスの実際を学ぶことを目的とする。 

到達目標 

観光系事業の商品・サービス提供における一連の業務プロセスを体験すること
により、観光系事業がいかに運営されているのかについて理解を深める。さら
に商品・サービスの企画開発および事業計画の作成などを通して、商品・サー
ビスの企画立案を行い事業運営の際に必要となる基礎知識の習得を目指す。 

授業計画 

1 日目～2 日目「オリエンテーション・設問・基調講義・演習」 
（学生はフィールドにでて自主学習を行う） 
3 日目～4 日目「演習・演習指導」 
（学生は中間案を作成する） 
5 日目～6 日目「演習・中間案提出・中間案に対する指導」 
（学生は最終案を作成する） 
7 日目～8 日目「演習・最終案発表会・意見交換・講評」  

事前･事後 
学習 

本演習に向けて、常日頃から観光系の商品・サービスに関して、各自の興味関

心を高めておいてもらうことで、よりよい成果を生むことに繋がる。 

テキスト 特になし 

参考文献 大社充『体験交流型ツーリズムの手法』学芸出版社・2008 年 

成績評価 
の 基 準  

事業構想力（30％）、事業計画の精度（30％）、行動力と交渉力（40％） 

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 世界を知る 

担当教員 山中 俊之 

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３クォーター 

講義内容 

双方向のやり取りを通じて、「世界の今とその背景」を知り、自らの意見を持
つことを目標とする。授業は、毎回自分か関心を持った世界情勢について発表
をしてもらい、それらについて議論する。さらに、教師が毎回のテーマについ
て、世界の象徴的な事件や出来事を、写真や映像も用いてビジュアルに取り上
げる。現在の世界を形作っている政治経済はもちろん、歴史、宗教、芸術など
のテーマについても知識・見識を持つことを目指す。世界の動きと芸術文化・
観光を繋ぐ内容を目指す。なお、シラバスの内容は、今後の検討状況や学生の
皆さんの要望に応じて変更があり得ます。 

到達目標 

・現在世界で起きている重要なことについて、自分の言葉で説明できる。 
・世界各地の文化のついて一定の知見をもって、その立場からも事象を見るこ
とができる。 
・世界で起きている重要なことの背景（歴史・宗教・科学）について基礎的な
一定の知識を持ち、説明できる。 
・今後世界で起きることについて、自分の意見を基に語ることができる。 
・世界のメディアに触れることに慣れて、メディアの海外報道を批評的に読む
ことができる。 
・世界各地の文化についての理解を基に、自国の文化について多面的かつ客観
的に語ることができる。 

授業計画 

第 1回：「世界を知る」ことはなぜ重要かー一国目線の危なさ、メディアの読

み方 

第２回：世界の潮流で知るべきことは何かーSDGｓ、イノベーション、紛争、

移民、人種差別、資源・人口問題 

第３回：アジアで何が起きているかー歴史と現在 

第４回：ヨーロッパで何が起きているかー歴史と現在 

第５回：ゲストスピーカー講演 

第６回：中東・アフリカで何が起きているかー歴史と現在 

第７回：北米・中南米で何が起きているかー歴史と現在 

第８回：宗教と文化・生活習慣（食を含む）を理解する 

第９回：外交・安全保障を理解する 

第１０回：人口・資源問題を解決するには 

第１１回：世界を変える芸術の力 

第１２回：レポート書き 

（注）今後の検討状況や学生の皆さんのご要望等で変更することがありえます。  

事前･事後 
学習 

・毎回 1 週間のニュースで気になったものを発表してもらい、その発表をも

とに各自の意見をもってもらいます。 

テキスト 特になし 

参考文献 
山中俊之「世界の民族 超入門」（ダイヤモンド社 ２０２２年） 
山中俊之「世界で通用する地頭力」（ＣＣＣメディアハウス ２０１８年） 
山中俊之「世界５大宗教入門」（ダイヤモンド社 ２０１９年） 

成績評価 
の 基 準  

レポート（50％）、授業中の発言及び積極性（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 地域の医療と福祉 

担当教員 星 雅丈 

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３クォーター 

講義内容 

 わが国では少子・高齢化や経済の低成長に伴い、国民生活を守るための「社
会保障」の今後が不安視されている。10％の消費税増税は、概ね社会保障へ
の用途とされているが、現在の制度における課題の解決がまず必要である。本
講義のテーマである「医療」「福祉」はその社会保障の一部である。 
本講義の前半では、主にわが国の社会保障のうち、医療・福祉の制度全般に

ついて、その運営体制や実施を担う専門職について学ぶ。さらにドキュメンタ
リー映画の視聴を通じ、諸外国とわが国の社会保障制度との違いについても理
解する。 
本講義の後半では、地域において実際にどのように医療・福祉のサービスが

提供されているかについて学ぶ。例えば、施設のバリアフリー化を進めるため
にどのような福祉制度が利用可能か、地域ではどのようにしてユニバーサルデ
ザインを推進しているかなど、具体例を元にグループワーク（以下、GW）な
どを交え共に考える講義を行う。 

到達目標 

1）わが国の医療・福祉制度について、仕組みや具体的内容を説明できる。 
2）わが国と諸外国の社会保障制度の違いを説明できる。 
3）地域における医療・福祉の制度の運用と実態について説明できる。 
4）医療・福祉制度を鑑みて地域の諸活動の計画等につなげることができる。 

授業計画 

１ ガイダンス： 社会保障を学ぶ意義、社会保障の概念と給付の仕組み 
２ 医療保険制度①： 医療保険制度の沿革と必要性、制度の概要 
３ 医療保険制度②： 高齢者の医療制度と医療提供体制の実態 
４ 介護保険制度： 介護保険の仕組みと介護サービスの提供体制 
５ 生活保護と社会福祉制度： 生活保護・福祉サービスの仕組みと給付 
６ 他国の社会保障制度： ドキュメンタリー映画に学ぶ米国等諸外国の制度 
７ 地域の医療と福祉： 地域における制度の運用と実施体制、実態と問題点 
８ 医療・福祉制度のまとめ、【中間試験】、GW の課題提示と準備 
９ 地域の医療・福祉 講義と GW①：ユニバーサルデザインの推進と現状 
10 地域の医療・福祉 講義と GW②：バリアフリー実現のための制度と実態 
11 地域の医療・福祉 講義と GW③：高齢者の見守りと看取り 
12 地域での医療・福祉サービスのまとめ、地域を支える社会保障とは 

事前･事後 
学習 

グループワークでは事前に課題を与える。事前学習として必ずグループで調査

し検討すること。各回講義では事後学習が重要である。配布した講義資料、提

示スライド、ノートを合わせて読み返し、理解を深めるよう努めること。 

テキスト 適宜、資料を配布する。 

参考文献 『袋小路の向こうは青空』, 鷹野和美著, 法研, 2008．（Kindle 版にて無料） 



 

成績評価 
の 基 準  

S： わが国の医療・福祉制度、地域における医療・福祉サービスの現状につ

いて、わかりやすく説明ができ、かつ問題点を的確に指摘できている。 
A： わが国の医療・福祉制度、地域における医療・福祉サービスの現状につ

いて、関連するキーワードを挙げ、わかりやすく説明することができている。 
B： わが国の医療・福祉制度、地域における医療・福祉サービスの現状につ

いて、関連するキーワードを挙げ、概要を述べることができている。 
C： わが国の医療・福祉制度、地域における医療・福祉サービスの現状につ

いて、関連するキーワードの理解において最低限の水準を満たしている。 
D： 上記の基準に達していない。 

履修上の注意

履修要件 
グループワーク（GW）では事前に課題を提示する。必ずグループで調べ検討

した内容をまとめた上で次回の講義に臨むこと。 

実践的教育 該当しない。 

備考欄 
成績評価方法は以下の通りとする。 
期末試験：60％、中間レポート：20％、GW 課題の取り組み：20％ 



授業科目名 持続可能な社会 

担当教員 栗田 匡相 

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３クォーター 

講義内容 

「持続可能性」・「永続可能性」・「持続可能な社会」という言葉は、一般的に定
着し何気なく使われているが、意味する内容は非常に奥深く、歴史ある大きな
概念である。1970 年代前半に世界の政治と経済が大きく転換するが、これと
軌を一にして歴史上に現れる。以後、意味する内容や具体的な方策等が深めら
れ、国際政治経済および地域社会を考える上での重要なキーワード、キーコン
セプトとして今日に至っている。 
 講義は、「持続可能な発展」理念、理念の実践過程・歴史的展開過程、理念
に基づく現代社会や地域社会の見方、「持続可能な社会」のあり方、地域社会
における理念の実現方法等について講じる。またこうした理念を実際の社会の
中にどのように反映させ共生社会を構築していくのかという実践的な知につ
いても簡易のフィールドワーク実習等を行い、経験的に学習する。 

到達目標 

学生が、「持続可能な発展」理念を踏まえて、現代社会を俯瞰的に把握でき
るようにするとともに、地域課題を改善・解決することに大きな関心をもつよ
うにするため、次の点を到達目標にする。 
１．（基礎知識の獲得と応用）日本と世界が直面している種々の課題を整理、
理解し、それらを地域の実情に即して把握、考察、討議できるようにする。 

２．（実践知としての学習）豊岡でのフィールドワークを適宜実施し、座学と
現実社会との橋渡しが出来る人材になる。 

授業計画 

１．「持続可能な発展」の理念と変遷（1）現代社会の課題 
２．「持続可能な発展」の理念と変遷（2）分析のための方法論 I 
３．「持続可能な発展」の理念と変遷（3）分析のための方法論 II 
４．「持続可能な発展」の理念と変遷（4）分析のための方法論 III 
５．「持続可能な社会」のデザイン（1）自然環境保護を考える 
６．「持続可能な社会」のデザイン（2）格差社会を考える 
７．「持続可能な社会」のデザイン（3）共生社会を考える 
８．「持続可能な社会」のデザイン（4）マクロからミクロへ 
９．私が描く「持続可能な社会」（1）持続可能な社会としての豊岡 I 
10．私が描く「持続可能な社会」（2）持続可能な社会としての豊岡 II 
11．私が描く「持続可能な社会」（3）学生プレゼンテーション I 
12．私が描く「持続可能な社会」（4）学生プレゼンテーション II 

事前･事後 
学習 

（毎回の授業前に行うべき予習） 
⭐各講義回で出される小課題に取り組み、関連資料を読んだり、関連情報を調

べたりしてください。 
（毎回の授業終了後に行うべき復習） 
⭐授業で学んだことや考えたことに関する資料を調べたり、人と話したりする

などして自分の意見を創るようにしてください。 
（その他） 
⭐フィールドワークではインタビュー調査などが課されるので、真剣に取り組

んでください。 
  



 

テキスト 特定のテキストは使用しない。 

参考文献 参考書や資料等は適宜講義で提示する。 

成績評価 
の 基 準 

講義終了前の 10 分程度の「理解度試験」を適宜実施（計 20 点）、期末にレポ

ート提出（40 点）、毎回の小課題（計 20 点）、プレゼンテーション（20 点）で

合計 100 点（100 %） 
 
評価基準は次のとおり 
 Ｓ ９０点以上 
  到達目標を十分に達成できている非常に優れた成績 
 Ａ ８０点以上９０点未満 
  到達目標を十分に達成できている優れた成績 
Ｂ ７０点以上８０点未満 

  到達目標を達成できている成績 
Ｃ ６０点以上７０点未満 

  到達目標を最低限達成できている成績 
Ｄ ６０点未満 

  不合格 

履修上の注意

履修要件 
講義中、特段の理由がない限り私語、飲食、着帽、無断退室、携帯電話の操作

を慎むこと。 

実践的教育 該当しない。 

備考欄 面談の希望や問い合わせ等は、Mail でお知らせください。 



授業科目名 地域コミュニティー論 

担当教員 古賀 弥生 

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 

人口減少をはじめとする社会の現状や人と人、人と社会とのつながりの希薄化

などを背景として、地域コミュニティーには多くの課題が存在する。その課題

の解決には「公」「共」「私」それぞれの領域における取り組みとその連携が必

要である。この授業では、地域コミュニティーの課題と「公」「共」「私」の領

域に関する概念や実際の活動の枠組み、手法を理解し、自らが地域に参画する

姿勢を身につけることを目標とする。 

到達目標 
・地域コミュニティーに関わるキーワードを正しく理解し説明できる 
・履修者各自が理想とする地域コミュニティー像を語ることができる 
・その理想像に近づくための行動を起こす意欲を持つ 

授業計画 

１．イントロダクション/地域コミュニティーとは？ 

  基本的な概念と言葉の定義を整理する 

２．コミュニティーの課題 

  履修者各自の経験と文献資料等からコミュニティーの課題を抽出する 

３．人口減少の先進地に学ぶ 

  離島や中山間地域における課題と取り組みの実際を知る 

４．空き家問題 

  高齢化の進展により都心部も含めて問題化している空き家について、解決 

に向けた地域での取り組みを学ぶ 

５．屋外空間のデザインと地域コミュニティー 

  人の流れやつながりを生み出す屋外空間のデザイン例を学ぶ 

６．コミュニティーデザインとソーシャルデザイン 

  街並みや建築物、人のつながりにも働きかけるデザインの概念を知る 

７．コミュティーデザインの手法 

  対話の場の作り方、ファシリテーションや概念の可視化、地域住民や行政 

職員と接する姿勢などの具体的な手法を知る 

８．地域おこし協力隊と I・Uターン 

  地域コミュニティーの担い手を確保・育成する施策を学ぶ 

９．市民活動と地域コミュニティー 

  地域課題にアプローチする担い手としての市民が活動する枠組みを学  

  ぶ 

10．SDGｓと地域コミュニティー 

  身近な地域の課題と持続可能な開発目標（SDGｓ）を関連付ける 

11．社会関係資本と地域コミュニティー 

  社会関係資本の概念と地域コミュニティーの課題へのアプローチを関連 

付ける 

12．総括/理想の地域コミュニティー形成に向けて 

  履修者の「地元」を理想の地域コミュニティーへと変貌させるために自ら 

行動できることを考える 



 

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（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 国際防災論 

担当教員 塩川 太郎 

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 

日本は地震や台風などの自然災害が多い地域であるが、世界では様々な災害が
起こっている。近年、想定外と言われる災害が多発しているが、その多くは災
害への認識不足に起因している。世界各地で起こる災害と防災について理解す
ることは、これから起こる災害への備えとなるだろう。本講義では、世界の自
然災害及び防災事情を学び、日本が世界に貢献できる防災・減災の取り組みを
考える。 

到達目標 世界の自然災害と防災の取り組みについて理解し、日本が今後行うべき防災・
減災のあり方について考えることができる。 

授業計画 

1.「授業紹介」授業に関するガイダンス、自然災害とは 

2.「日本の災害と防災」日本の災害史と防災事情について 

3.「アジアの災害と防災 1」台湾の地震と防災事情 

4.「アジアの災害と防災 2」スマトラ島沖地震と津波被害 

5.「北米の災害と防災 1」ハリケーン被害と防災について 

6.「北米の災害と防災 2」アメリカ・カナダの寒波・雪害について 

7.「中南米の災害と防災」中南米の地震・火山噴火と防災について 

8.「ヨーロッパの災害と防災」セーヌ川の洪水と防災について 

9.「オセアニアの災害と防災」オーストラリアの森林火災と防災について 

10.「アフリカの災害と防災」アフリカの干ばつと支援について 

11.「災害文化と防災」過去の災害を伝える災害文化と防災について 

12.「課題発表」グループ発表（日本が世界に貢献できる防災・減災の取り組

みについて） 

事前･事後 
学習 

事前：授業テーマに関連したキーワードについて事前に調べておくこと。 
事後：授業で学んだ内容について復習しておくこと。 

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 適宜紹介する 

成績評価 
の 基 準  

課題発表（グループ発表）にて評価 

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 NPO・NGO と国際社会 

担当教員 中尾 公一 

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２クォーター 

講義内容 

講義の形態は、一方的な知識伝達ではなく、受講生とともに考え、創る講 
義とする。 
受講生が、自身のキャリアや地域の未来を切り拓くきっかけとなる、国際社

会や我が国が抱える課題と、芸術や観光を中心とした NPO/NGO の役割を幅広く
考える材料を提供する。 
国際社会や我が国の社会課題に取り組む NPO/NGO の運営と、様々な活動分野

を学ぶ。ただ単に講義を受講するのではなく、受講生が主役となって学んだこ
とをグループ発表若しくはレポートにより表現する。 

到達目標 

受講生が、次の 3点を達成することを目標とする。 
①NPO／NGO の基礎的な知識を身につけること。 
②現代の国内外の社会が抱える諸問題について理解すること。 
③NPO／NGO の基礎知識をもとに、国内外の社会課題の対応策を考え、論理
的に議論できるようになること。 

授業計画 

１ NPO／NGO とは何か（存在意義、理論的背景、主な制度） 

２ NPO／NGO の組織運営 ①  

３ 非営利組織の組織運営 ② 協働・ステイクホルダー・マネジメント 

４ 非営利組織の運営 ③ 資金管理とガバナンス 

５ 国際社会の課題と NGO（開発・環境・人権・平和） 

６ 観光とまちづくりの NPO 

７ 芸術・子ども・社会教育と NPO 

８ 社会的企業：社会性と経済性の両立 

９ グループ発表① 

10 グループ発表② 

11 グループ発表③ 

12 総括 

事前･事後 
学習 

・事前に、各受講生が関心をもつ NPO/NGO について調べておくこと。 
・事後学習については「成績評価の基準」欄を参照すること。 

テキスト 特に指定しない。必要に応じ、講義で資料を配布し参考文献を紹介する。 

参考文献 

・澤村 明, 田中 敬文他(2017)『はじめての NPO 論 -- 一緒に役割を考えよう』 
有斐閣ストゥディア 
・駒崎弘樹（2015）『社会を変えたい人のためのソーシャルビジネス入門』PHP
研究所 
・田尾 雅夫他（2004）『ボランティア・NPO の組織論―非営利の経営を考え

る』学陽書房 

成績評価 
の 基 準  

次の 3 点の課題を通じて、到達目標の達成度・理解度を判定する。 
・ミニッツペーパー及び講義への貢献（50%） 
各講義後に提出する小ペーパーの内容。講義への貢献は加点する。 

・グループ発表（35%） 
受講生が関心をもつ NPO/NGO に関するグループ発表の内容 

・最終レポート（15％） 



 

 NPO/NGO について最も学んだことや将来への活用 

履修上の注意

履修要件 
・講義ではミニッツペーパーの提出や、受講生によるグループ討議、グループ

等による発表等、受講生の積極的参加を求める。 

実践的教育 該当しない。 

備考欄 
新型コロナ禍や履修学生数等により、講義計画に多少の加除修正が行われる可

能性がある。 



授業科目名 多文化社会の社会教育 

担当教員 大谷 杏 

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 3 クォーター 

講義内容 

国境を越えた移動が増えるにつれ、多文化共生は多くの人びとにとって身近な
問題となりつつある。日本も決して例外ではない。この講座では、それぞれの
国や地域の状況を概観し、国内外の様々な社会教育施設（公民館、図書館、博
物館）による共生へ向けた取り組みを学んでいく。多文化共生への対応は、そ
の地域の持つ特性や外国人住民の居住の状況、また時代の変化によっても変わ
っていく。国内外の先進的な事例から、自分の住む地域で応用できることと、
変えていく必要がある点について考えていく。 

到達目標 

・国内外の地域の特性とその多文化的状況を把握することができる。 
・それぞれの地域が行っている取り組みから、多文化共生へのヒントを得るこ

とができる。 
・自分が住む地域に当てはめた場合、どの程度応用可能かを予測することがで

きる。 

授業計画 

１ オリエンテーション、序章 

２ 第 1 章 協働・共創を支える「安心の居場所」 

－内発的社会統合政策を拓く 

３ 第 2 章 地方都市部の社会教育ならびに施設における多文化共生活動 

－静岡県磐田市南御厨地区を事例として 

４ 第 3 章 多文化社会における公民館の役割  

難民申請者と地域住民の交流 

－埼玉県川口市の住民の取り組みを事例に 

５ 第 4 章 二つの法体系が支える韓国の地域学習施設 

－光州広域市における「教育」と「支援」の連携事例を中心に 

６ 第 5 章 成人移民へフィンランド語教育を提供する公共施設 

－地域社会とのかかわりと学習以外の機能にも着目して 

７ 第 6 章 日本の多文化都市における図書館の取り組み 

－「多文化サービス」のあゆみと「安心の居場所」であるための提言 

８ 第 7 章 多民族国家シンガポールを支える図書館 

－国民統合と多民族共生 

９ 第 8 回 移民・難民のくらしに寄り添う公共図書館 

－デンマークにおける取り組みに着目して 

10 第 9 章 学校と博物館の連携の可能性 

－先住民族について学ぶ「国立アイヌ民族博物館」 

11 第 10 章 文化の由来を知る 

－「順益台湾原住民博物館」が担う社会的包摂機能 

12 第 11 章 ニュージーランドにおける太平洋諸島移民の文化的学習 

－博物館を中心に、授業のまとめ 

事前･事後 
学習 

予習、復習として、教科書を読んでおいてください。 
また、多文化共生に関係のあるテレビ番組、新聞記事などにも積極的に触れる

ようにしてください。 



    

テキスト 
渡辺幸倫編著（2019）『多文化社会の社会教育ー公民館・図書館・博物館がつ

くる「安心の居場所」』明石書店 

参考文献 

・岩﨑正吾編著（2018）『多文化・多民族共生時代の世界の生涯学習』学文社 
・山脇啓造、服部信雄編著、横浜市教育委員会、横浜市国際交流協会協力（2019）
『新 多文化共生の学校づくり―横浜市の挑戦』明石書店 
・徳田剛、二階堂裕子、魁生由美子編著（2019）『地方発外国人住民との地域

づくり』晃洋書房 

成績評価 
の 基 準  

期末レポート（64％） 
授業内課題と授業への積極的参加（36％） 

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 兵庫の教訓を踏まえた防災 

担当教員 青田 良介 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第２クォーター 

講義内容 

日本は世界でも有数の災害大国である。そのなかで兵庫県は 1995 年の阪
神・淡路大震災をはじめとする幾多の災害から、数多くの災害教訓を蓄積して
きた。そこから、ボランティアや協働社会といった防災に留まらない、社会全
体に関係する現象や制度等が生まれた。防災は社会の営みと密接に関わってい
ると言える。 
本講義では、但馬地方も含めた兵庫の主な災害を理解することを通して、直

後の災害対応はもとより、その後の復旧・復興、さらには、将来の災害への備
えを体系的に学修する。災害に強い社会を作る上で、将来の中心的役割を担う
世代が取り組むべき事項や心構えについても解説する。座学だけでなく、まち
歩き、ワークショップ、ディスカッションの機会も取り入れることで、我が事
として防災を考える機会を提供する。 

到達目標 
学生が災害に強い社会をつくる上で必要な知識等を学ぶことで、災害時はも

ちろんのこと、普段から主体的に防災を考え、積極的に行動する人材になるた
めの素養を身につけることができる、 

授業計画 

1. 防災の基本的な考え方と減災復興 

2. 災害大国日本 

3. 阪神・淡路大震災からの教訓 

4. 防災ワークショップ（避難所運営ゲーム） 

5. 城崎温泉火災と災害に強いまちづくり（地元の人とのまち歩き） 

6. 城崎温泉火災と災害に強いまちづくり（グループ・ディスカッション） 

7. 平成 16 年台風 23 号による豊岡水害からの復旧・復興 

8. 市民防災とボランティア 

9. 災害時の行政トップの決断（ゲストスピーカー） 

10. 防災教育と人材育成 

11. 将来の巨大災害に備える 

12. 講義全体のまとめとディスカッション 

事前･事後 
学習 

・授業で学修したことに関するレポートを作成し、提出すること。 

テキスト ・パワーポイントを中心に関連する資料を適宜配布する。 

参考文献 ・関心のある学生は、兵庫県が編集した「伝える 1.17 は忘れない―阪神・淡

路大震災 20 年の教訓―」を読むことを勧める。 

成績評価 
の 基 準  

・授業毎のレポート（40％）、ディスカッション等での積極性（20％）、最終レ

ポート、最終レポート（40％）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 ジオパークと地域 

担当教員 
川村 教㇐ 

松原 典孝 
佐野 恭平 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第２クォーター 

講義内容 

2010 年に世界ジオパークネットワークに加盟した山陰海岸ジオパークに
は日本海形成に伴った多様な地形、地質、風土が存在する。ジオパークの
活動は、それらを保護しながら地域づくりに活かそうとするものである。
この講義では、フィールドワークを中心にジオパークの景観を観察し、活
動の現場に接することで、地質・地形と文化・産業等との関係性や地域に
おけるジオパーク活動の意義を理解することを目的とする。 

到達目標 

本講義の到達目標は、履修者が、ジオパークでの様々な活動について理解
するとともに、地域特性を作り出す地域の地形・地質と人々の暮らしの関
係性やそれが地域社会に与える影響について分析・考察できるようになる
ことである。 

授業計画 

授業は 3 コマ分教室で講義をしたのち、⼭陰海岸ジオパーク地域で１泊２

⽇の研修旅⾏（7コマ分）をおこなう。11，12 コマ目は教室でまとめと発

表を⾏う。 

◆事前学習 
１．ジオパークとは何か －各地のジオパーク、ジオパーク活動の考え⽅。 
２．⼭陰海岸ジオパーク －その特徴と活動、火山とジオパーク 
３．ワークショップ１ －事前自主学習 
◆フィールド 1 日目 
４．コウノトリの郷公園：学習施設で活動されている⽅の講話 

５．⽞武洞・ガイドの実際を⾒学 
６．⽵野海岸の地形・地質と⾃然保護施設 
７．ジオパークでの持続可能なビジネスについて講話 
８．ワークショップ２（⽵野） 現場を見たことを踏まえた現状分析 
◆フィールド 2 日目 
９．⾹美町「海の⽂化館」などの展⽰・学習施設を⾒学 
10．神鍋⾼原 現地でガイドをされている⽅の講話 
◆まとめと発表 
11．ワークショップ３︓発表準備 
12．ワークショップ４︓発表と意⾒交換 

事前･事後 
学習 

授業で学修したことに関する小レポートを各回に作成し、提出すること。 

テキスト 特に指定しない 

参考文献 現地でのジオパークに関する資料等 

成績評価 
の 基 準  

⾃然と社会の相互作⽤解明や地域資源のマネジメントに関わる独⾃の⽅

法論への理解を深め、学際的実践研究をすすめる⾼度な素養を獲得した者

に、単位を授与する。 



 

履修上の注意

履修要件 授業における実習等の費用は学生の負担とする。 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



 

授業科目名 コウノトリの野生復帰と地域 

担当教員 

内藤 和明 
出口 智広 
大迫 義人 
佐川 志朗 
中井 淳史 
菊池 義浩 
山室 敦嗣 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第３クォーター 

講義内容 

野生動物再導入の先進的事例であるコウノトリの野生復帰について体系
的に学ぶ。まず、野生復帰を進めている拠点施設である兵庫県立コウノト
リの郷公園を見学し保全の最前線を知る。続いて、野生復帰事業に実践的
に関わっている教員が、野生復帰の取り組みに関する講義をオムニバス形
式で行う。授業は、鳥類学、生態学等の生物に直接関わる内容から始まり、
その後に、歴史学、地域計画学、社会学等の社会科学的な内容に展開する。 

到達目標 
本講義の到達目標は、履修者が、野生動物保護の手法としての再導入につ
いて理解し、それが地域社会や文化に与える影響についても分析・考察で
きるようになることである。 

授業計画 

１ ガイダンス、兵庫県立コウノトリの郷公園見学（内藤） 
２ 鳥類の特徴と魅力（出口） 
３ 鳥類の現状（出口） 
４ コウノトリの野生復帰（大迫） 
５ コウノトリと人との共生（大迫） 
６ 河川生態系とコウノトリ（佐川） 
７ 流域の自然再生事業（佐川） 
８ コウノトリの遺伝的管理（内藤） 
９ 環境保全型稲作とコウノトリ（内藤） 
10 コウノトリと人間の関係史（中井） 
11 コウノトリと共生する地域づくり（菊池） 
12 コウノトリ野生復帰事業と地域コミュニティの再編（山室） 

事前･事後 
学習 

授業で学修したことに関する小レポートを各回に作成し、提出すること。 

テキスト 必要に応じて資料を配布する。 

参考文献 講義内容に関わる基礎的な文献等については講義中に示す。 

成績評価 
の 基 準  

再導入の概念を理解し，それが地域社会や文化に与える影響についても分

析・考察できる者に単位を授与する．各回に課する小レポートと講義全体

で課するレポートおよび受講態度（積極的な質問等）を含めて総合的に評

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 地域資源の保全と活用 

担当教員 
中井 淳史 
山室 敦嗣 
菊池 義浩 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第３クォーター 

講義内容 

私たちをとりまく世界にはさまざまな「地域資源」がねむっている。この地域
資源は、地域社会の持続的な発展において重要な役割を果たすものである。本
講義では、地域資源の概要と、その発掘・保全・活用に関する基礎的な考え方
を学ぶ。地域資源を見出す前提として、大地・人・自然の関係性という視点や、
それらを時間軸という概念からつないでゆく考え方を学んだうえで、歴史学・
社会学・地域計画学を専攻する教員が、それぞれの方法論や視座にたち、実際
の地域資源の保全や活用事例について講述する。 

到達目標 

本講義の到達目標は、履修者が大地・人・自然の関係性やその歴史的展開（過
去・現在・未来）を理解したうえで、そこからどのような地域資源を見出し、
保全・活用していくかについて、自立的な分析や知見を得るようになることで
ある。 

授業計画 

１ 地域資源を考えるために：大地・人・自然の関係性と時間（中井） 
２ 地域の記憶と事物の価値（中井） 
３ 大地・人・自然を守る：史蹟名勝天然紀念物保存運動から 

地域資源まで（中井） 
４ 地域資源の開発と地域社会の変容（山室） 
５ 地域資源は誰のものか（山室） 
６ 資源利用と環境保全（山室） 
７ 地域資源と内発的発展（山室） 
８ 集落空間の構成と変遷（菊池） 
９ 歴史的町並みの再生（菊池） 
10 自然災害と復興（菊池） 
11 地域資源を活かしたまちづくり（菊池） 
12 まとめ：地域資源を守り、活かす（中井） 

事前･事後 
学習 

講義で学んだことに関する小レポートを各回に作成し、提出すること。 

テキスト 必要に応じて資料を配布する。 

参考文献 各回の内容に関わる基礎的な文献等については、講義中で指示する。 

成績評価 
の 基 準  

地域資源の保全・活用のために、大地・人・自然の関係性という観点や文理融

合的な考え方の重要性について十分理解できる者に対して単位を与える。講義

全体で課するレポートおよび受講態度（各回で課する小レポート、積極的な質

問）を含めて総合的に評価する。 
履修上の注意

履修要件  

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



授業授業名 地域情報論 

担当教員 藤本 悠 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第３クォーター 

講義内容 

 本授業は「データからは見えてこない地域の実像」について学ぶことを目
的とする授業であり、デジタル化されていない地域の情報について学ぶ。近
年はデータサイエンスの重要性は高まっており、機械学習に関しては様々な
分野において非常に高い期待がある。しかしながら、そうした技術を盲目的
に頼ることは極めて危険である。実際に、ミクロな視点で地域に目を向ける
と、データからは見えてこない面も多い。地域住民の心情的な側面や歴史の
中で蓄積されてきた地域文化などへの理解を深め、地域情報を適切に扱う上
で不可欠な感覚を醸成する。 
 本授業においては各回ごとに問題を提起した上で、授業の前半にはグルー
プ・ディスカッションを通して与えられたテーマについて議論し、授業の後
半にはグループ・ディスカッションの内容も踏まえた上で講義形式の座学を
行う。 

到達目標 

 本授業を通してはグローカル・パーソンとしてグローバルな視点での問題
意識をもってローカルな地域課題を解決するための資質を身につけるととも
に、データサイエンティストとしての資質を身につけるために、以下の知識
および基本技能を習得することを目標とする。 

 グローカル・パーソンとしての資質 
◦ 地域活性あるいは地域創生の意義について述べることができる 
◦ グローバルな論点とローカルな論点との「差」を理解することが

できる 
◦ 地域情報を活かしたビジネス・チャンスの可能性を考えることが

できる 
 データサイエンティストとしての資質 

◦ 既存の統計データからは見えてこない事実を想定することができ
る 

◦ 地域住民の目線を踏まえた上で意思決定支援を行うことができる 
◦ 自分の意見を指示するデータを収集して示すことができる 

授業計画 

1. 人々は…「都市に住むべき」 vs 「地方に住むべき」 

2. 買物は…「ネット通販を活用するべき」 vs 「地元の商店を活用する

べき」 

3. 交通は…「採算を考えて廃止するべき」 vs 「増やして便利にするべ

き」 

4. 人口は…「交流人口を重視するべき」 vs 「定住人口を重視するべ

き」 

5. 年齢は…「子供の人口を増やすべき」 vs 「労働人口を増やすべき」 

6. 産業は…「大企業を誘致するべき」 vs 「中小企業を誘致するべき」 

7. 学校は…「統廃合されるべき」 vs 「新規に作るべき」 

8. 進学は…「出身地域に進学するべき」 vs 「都市部に進学するべき」 

9. 地方は…「自立した財源を持つべき」 vs 「補助金によって支えるべ

き」 



 

10. 中央は…「地方のための法律を作るべき」 vs 「地方を規制から外す

べき」 

11. 地域は…「自らの力で自立するべき」 vs 「様々な方法で支援される

べき」 

12. 大学は…「研究するべき」 vs 「実践するべき」 

事前･事後 
学習 

 本授業では地域が抱える様々な課題を多角的な視野でとらえ、自分の考え

を「客観的」に伝えることを重視する。そのため、事後学習ではレポートを

通して授業の内容に沿ったデータを自らの力で収集し、加工し、可視化する

こと。 

テキスト 特に指定しない 

参考文献 適宜紹介する 

成績評価 
の基準  

 本授業においては毎回 800 字〜1600 字程度のレポートを課し、文章の書

き方（60％）と文章の内容（20％）と自作のグラフ等の図表（20％）をルー

ブリックで評価する。最終的な成績評価は全レポートの点数を各回で調整し

た上で総合する。 

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 国際環境論 

担当教員 西﨑 伸子 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第３クォーター 

講義内容 

現代の環境問題はグローバルに展開し、一国の環境政策では解決困難な大き
な社会問題となっている。本講義では、具体的な環境問題として、公害問題、
ゴミ問題、野生動物保護問題、森林問題、環境災害などをとりあげ、グローバ
ル環境問題を読み解くための基礎知識と、解決のための基本的な考え方・政
策・制度について示す。また、各環境問題の解決に向けて、わたしたちがどの
ようにしていけばよいのかについて、受講生が考え、議論できるように講義す
る。 

到達目標 

・国際的な環境問題について、基礎的な内容を理解し、自分の見解を持ち、記
述して説明することができる 
・講義の内容以外の「グローバル環境問題」に関心をもち、講義の内容をふま
えて自分の見解を持ち、記述して説明することができる   

授業計画 

1.ガイダンス：人類史と環境問題 

2.ローカルからグローバルへⅠ：環境問題の系譜 

3.ローカルからグローバルへⅡ：公害事件と人々の闘い 

4.ローカルからグローバルへⅢ：公害事件は国際問題へ 

5.野生動物のグローバル商品化Ⅰ：くじらを食べる？鑑賞する？ 

6.野生動物のグローバル商品化Ⅱ：象牙・サイ角・ロバ 

7.わたしたちの食と森林問題Ⅰ：「アブラ」と東南アジアの森林 

8.わたしたちの食と土地問題Ⅱ：「大豆」と南米・アフリカの土地  

9.エネルギー問題Ⅰ：原子力災害の教訓 

10.エネルギー問題Ⅱ：再生エネルギー開発の今 

11.ゴミ問題Ⅰ:ゴミって何？：一般ゴミと産業廃棄物 

12.ゴミ問題Ⅱ：海洋汚染とプラスティックゴミ・まとめのテスト  

事前･事後 
学習 

毎回の授業のテーマに関連する新聞記事や書籍などの情報を収集し、目を通し

ておくこと 

テキスト 教科書は使用せず、資料としてプリントを配布する 

参考文献 授業時に適宜紹介する 

成績評価 
の 基 準  

授業の中ごろに小テストあるいはレポートを課す。また、授業の最終回にまと

めのテストをおこないます。小テスト/レポートとまとめのテストの内訳は５

割ずつ。 
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 総合演習 

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   

必修の区分 必修 

単位数 ４単位 

授業の方法 演習 

開講年次 ４年第１・３クォーター 

講義内容 

４年間の集大成として、地域の諸課題を複眼的な分析を通じて発見し、芸術
文化及び観光を生かした新たな価値創造や地域の活性化につながる方策を考
える能力の修得を目指す。 
具体的には演習を通じて、諸課題の抽出・課題解決策の検討・発表・成果の

とりまとめを行うため、専任教員による共同指導を原則とし、助言・指導・評
価を行う。 
分野の異なる複数の教員が主指導と副指導を担当することにより、研究テー

マの芸術文化分野と観光・経営分野との連携を確保する。 
また、年間を通じて 3回のプレゼンテーション（構想発表会、中間発表会、

成果発表会）を公開で実施する。 

到達目標 
･芸術文化と観光を生かし、地域活性化につながる方策を考えることができる。 
･実現可能性と継続性、新たな価値創造を経済的便益につなげる視点を踏まえ
た事業計画を作成することができる。 

授業計画 

第 1 クオーター  

1 回  オリエンテーション 

2 回 研究課題の選定① 

3 回 研究課題の選定② 

4 回 研究課題の情報収集① 

5 回 研究課題の情報収集② 

6 回 研究課題の理論構築① 

7 回 研究課題の理論構築② 

8 回 フィールドワーク調査方法の検討① 

9 回 フィールドワーク調査方法の検討② 

10 回 研究課題の構想発表① 

11 回 研究課題の構想発表② 

12 回 ステークホルダーからのヒアリング 

第 3 クオーター 

1 回 フィールドワークによる解析① 

2 回 フィールドワークによる解析② 

3 回 研究結果の中間取りまとめ① 

4 回 研究結果の中間取りまとめ② 

5 回 研究課題の中間発表① 

6 回 研究課題の中間発表② 

7 回 研究成果のレフレクション① 

8 回 研究成果のレフレクション② 

9 回 研究成果のフィードバック（社会還元と政策提言）① 



 
 
 

10 回 研究成果のフィードバック（社会還元と政策提言）② 

11 回 研究課題の成果発表① 

12 回 研究課題の成果発表② 

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  

・年間を通じて 3回のプレゼンテーション（構想発表会、中間発表会、成果発

表会）を実施し、専任教員による合議制での評価（50パーセント） 

・研究成果の正副指導教員による事業計画等の評価（50 パーセント） 

評価にあたっては、次の２点を重視する。 

① 芸術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。 
② 事業計画の実現可能性と継続性、新たな価値創造を経済的便益につなげる

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。 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



兵庫県公立大学法人 役員名簿（令和 4年 4月） 

 

役 職 氏 名 任 期 担 当 経歴 

理 事 長 五百旗頭真 令和 2年 4月 1日 

～令和 5年 3月 31 日 

法人総括 公益財団法人ひょうご 21 世紀

研究機構理事長 

学 長 兼 

副 理 事 長 

太田  勲 令和 3年 4月 1日 

～令和 5年 3月 31 日 

兵庫県立大学総括 平成 22 年 4 月 副学長 

平成 29 年 4 月～ 現職 

学 長 兼 

副 理 事 長 

平田オリザ 令和 3年 4月 1日 

～令和７年 3月 31日 

芸術文化観光専門職

大学総括 

劇団「青年団」主宰・劇作家・

演出家 

副理事長兼 

事 務 総 長 

古川 直行 令和 4年 4月 1日 

～令和 5年 3月 31 日 

法人経営・組織、コ

ンプライアンス 

令和 2年 4月 

公益財団法人兵庫県まちづく

り技術センター理事長 

令和 3年 4月 

公益財団法人ひょうご産業活

性化センター理事長 

理 事 兼 

副 学 長 

髙坂  誠 令和 3年 4月 1日 

～令和 5年 3月 31 日 

兵庫県立大学の入

試、教育、国際交流、

大学改革 

平成 16 年 4 月 経営学部教授 

平成 24 年 4 月～27年 3月 

副学長・学生部長 

平成 29 年 4 月～ 現職 

理 事 兼 

副 学 長 

樋口 芳樹 令和 3年 4月 1日 

～令和 5年 3月 31 日 

学術情報システム 

兵庫県立大学の IR・

広報、教育 DX、教員

評価、附属学校 

平成 14 年 4 月理学研究科教授 

平成 26 年 4 月～28年 3月 

      生命理学研究科長 

令和 2年 4月～ 副学長 

理 事 兼 

副 学 長 

畑   豊 令和 3年 4月 1日 

～令和 5年 3月 31 日 

兵庫県立大学の産学

連携・研究、地域貢

献、医産学連携、学

生生活、ダイバーシ

ティ、SDGs 

平成 12 年 4 月 工学部教授 

平成 25 年 10 月～31 年 3月 

シミュレーション学研究科長 

理 事 兼 

副 学 長 

川目 俊哉 令和 3年 4月 1日 

～令和 5年 3月 31 日 

芸術文化観光専門職

大学の運営 

平成 30 年 4 月 兵庫県参与 

（専門職大学担当） 

理 事 兼 

副事務総長 

盛山  忠 令和 3年 4月 1日 

～令和６年 3月 31日 

人事・労務、財務・

会計、渉外 

令和2年 4月 事務局副局長兼 

教育企画部長 

理 事 

( 非 常 勤 ) 

尾野 俊二 令和 2年 4月 1日 

～令和 5年 3月 31 日 

特命事項 ㈱みなと銀行 特別顧問 

【学外者】 

理 事 

( 非 常 勤 ) 

福田 眞澄 令和 2年 4月 1日 

～令和 5年 3月 31 日 

特命事項 ㈱ダイセル 顧問 

【学外者】 

理 事 

( 非 常 勤 ) 

藥袋 真人 令和 3年 4月 1日 

～令和６年 3月 31日 

特命事項 学校法人甲南学園 理事 

【学外者】 

監 事 

( 非 常 勤 ) 

畠  充治 令和 4年 4月 1日 

～令和5年度財務諸表

承認の日 

監査 平成 28 年 4 月 

兵庫県人事委員会事務局長 

平成 31 年 4 月～令和 4年 3月 

兵庫県自治研究所長 

監 事 

( 非 常 勤 ) 

岡本 俊二 平成 2年 4月 1日 

～令和5年度財務諸表

承認の日 

監査 

 

公認会計士 

 



 
 
※下位４分の１：GPA2.36 以下（21 人） 

x<1 1<=x<1.5 1.5<=x<2 2<=x<2.5 2.5<=x<3 3<=x<3.5 3.5<=x<=4

件数 5 1 7 11 29 25 4
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2021年次１期生GPA分布
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教

員

組

織

の

概

要

学　部　等　の　名　称
専任教員等 兼任

教員等教授 准教授 講師 助教 計 助手

新

設

分

芸術文化・観光学部　芸術文化・観光学科

人 人 人 人 人 人

（11） （6） （9） （6） （32） （１）

実習 計

芸術文化観光学部　芸術文化観光学科 98　科目 12　科目 36　科目 146　科目

同 一 設 置 者 内 に お け る
変 更 状 況
（ 定 員 の 移 行 ，
名 称 の 変 更 等 ）

令和3年4月1日　公立大学法人兵庫県立大学に設置者変更予定

教育
課程

新設学部等の名称
開設する授業科目の総数

卒業要件単位数
講義 演習

134　単位

計 80 － 320

芸術文化学士
（専門職）
（Bachelor of
Arts）

観光学士(専門
職)
（Bachelor of
Tourism）

芸術文化・観光学部
〔Faculty  of  Arts  and
Tourism〕

令和3年4月
第1年次

兵庫県豊岡市山王町7
番52

－ 320

新 設 学 部 等 の 目 的
  地域活性化における芸術文化と観光の果たす役割を理解し、両分野の視点を生かし、
芸術文化と観光に関する事業活動を推進することで地域の新たな活力を創出する専門職
業人を養成する。

新
設
学
部
等
の
概
要

新 設 学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位又
は称号

開設時期及
び開設年次

所　在　地

年 人 年次
人

人 　　年　月
第　年次

芸術文化・観光学科
〔Department  of  Arts
and  Tourism〕

4 80

大 学 本 部 の 位 置 兵庫県豊岡市山王町7番52

計 画 の 区 分 専門職大学の設置

フ リ ガ ナ 　ヒョウゴケン

設 置 者 兵庫県

大 学 の 目 的

  芸術文化及び観光の分野で活躍することによって、芸術文化と観光による価値連鎖を
創出し、観光事業による交流の拡大、消費活動の喚起を通じて芸術文化の振興、観光の
振興、地域の活性化の好循環を促すことのできる専門職業人を育成する。
　また、地域に根ざした教育研究活動を展開するとともに、産学官連携及び小中高大連
携の強化、生涯教育の充実、地域との協働等を推進する拠点として地域社会に貢献す
る。あわせて芸術文化を生かした新たな観光ビジネス、芸術文化の創造活動や優れた文
化政策の進展に寄与し、グローバルなネットワークの形成に貢献する。

別記様式第2号（その1の1）
（用紙　日本工業規格A4縦型）

基　本　計　画　書

基 本 計 画

事 項 記 入 欄

フ リ ガ ナ 　ゲイジュツブンカカンコウセンモンショクダイガク

大 学 の 名 称 芸術文化観光専門職大学(Professional  College  of  Arts  and  Tourism)

1
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