
 

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、文化人類学的な調査(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 テキストは用いず、資料を配布（配信）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（あるいはミニレポート、最低１回）とまとめのテストで評価

する。評価は課題（３割）とまとめのテスト（７割）とする。 

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 定員を超過した場合は抽選する。 



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 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  

実践的教育 該当しない。 

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、美術作品、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％）、積極性（＝授業中の発言や質問等、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 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 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・髙橋） 

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（髙橋） 

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（髙橋） 

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（髙橋） 

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（髙

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（髙橋） 

12.授業内容のまとめと議論とまとめのテスト（西﨑・髙橋） 

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）。 

・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 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 

出席および授業内課題（50％）、最終レポート（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 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 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 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 

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、マーケティング
の基礎理論、観光産業マーケティング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、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．マーケットセグメンテーション１ 

6.  マーケットセグメンテーション２ 

7．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 

8．マーケティングミックス：観光産業における価格設定 

9．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 

10．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 

11．観光産業におけるマーケティングの実践 

12．まとめ 

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テストおよび課題を課す

（提出方法は別途指示）。 

テキスト  

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（著）・白

井義男（監修）・平林祥（訳）（2003） ホスピタリティと観光のマーケティン

グ（第 3 版）トランネット 
・Kotler, P. & Armstrong, G. (2018). Principles of Marketing (7th ed.). 
Harlow, UK: Pearson. 



 

・Middleton, V. T. C. & Morgan, M. (2010). Marketing in Travel and 
Tourism (4th ed.). London: Routledge. 
・Morrison, A. (2022). Tourism Marketing in the Age of the Consumer. 
London: Routledge. 
・レス ラムズドン（著）・奥本勝彦 (翻訳)（2004）観光のマーケティング 多

賀出版 
・森下晶美・島川崇・徳江順一郎・宮崎裕二（2016）新版 観光マーケティン

グ入門 同友館 

成績評価 
の 基 準  

定期試験（70％）、小テストへの回答（10％）、課題（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。小テスト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 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 

7．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 

8．旅館事業の概要（事業モデル、組織図、運営形態、収益構造） 

9．旅館ならではの価値と女将さんの役割 

10．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 

11．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？ 

12．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 

（注）授業時間内で視察を伴う講義を実施する予定です。 

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 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ー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 
＜参考図書＞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」 



 

参考文献 必要に応じて配布。 

成績評価 
の 基 準  

レポート（50％）、積極性（＝授業中の発言、質問等）（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 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、維持管理業務について 

②文化施設という存在 ―使命と役割―（尾西） 

③文化施設の歩みと歴史 ―劇場は何のために必要か―（尾西） 

④文化施設運営の基本 ―業務、組織、財源―（尾西） 

⑤劇場空間 ―機構と設備―（尾西） 

⑥施設の維持管理 ―法令順守、安全・リスク管理―（尾西） 

 

■事業企画を考える 

⑦制作実務について１ ―企画の視点（近藤） 

⑧制作実務について２ ―企画・予算の立て方－（近藤） 

⑨制作実務について３ ―広報・宣伝―（近藤） 

⑩制作実務について４ ―営業・票券・表方―（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― 

（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 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、作品の創造のみならず、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、楽しさなどを体得できる。 

授業計画 

１.批評とは？⑴：批評の特徴とは？ 

２.批評とは？⑵：「批評」の“いろは”を体験するーみんなで「ミシュラン」！ 

３.「芸術」批評に向けてのレッスン⑴ 

４.「芸術」批評に向けてのレッスン⑵ 

５.「芸術」批評に向けてのレッスン⑶―作品を「創作」してみる― 

６.「芸術」批評に向けてのレッスン⑷―作品を「考察」し「評価」してみる

― 

７.「芸術」批評に向けてのレッスン⑸―「批評」文を書いてみる― 

８.「Art」と「批評」の誕生：ヨーロッパにおける批評⑴ 

９.二つの「Art」、二つの「批評」：ヨーロッパにおける批評⑵ 

10.Art2.0 と批評 2.0：ヨーロッパからアメリカへ 

11.日本における「批評」⑴：小林秀雄を読む 

12.日本における「批評」⑵：東浩紀を読む 

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  

出席および授業内課題（50％）、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 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、地域の活性化や居住環境の向上などを目
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 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
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顧問を務めている（株）東邦レオ（屋上
緑化事業で有名。最近は AM 事業にもフォーカスしている）の各地域での試
みや髙橋が具体的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 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 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．コミュニ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 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％）、課題レポート（30％）、プレゼンテーシ

ョン（10％）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：次回講義内容に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を作成し、提出すること。 

テキスト 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 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： 芸術統計に見る日英比較ー芸術観賞行動者率（小林） 

10 イギリス 2：イギリスの文化政策を理解するための基礎知識－自由放任主

義の功罪（スミス、ラスキン、モリスそしてケインズの思想）（小林） 

11 イギリス 3：アーツカウンシル史（1930年代～1980 年代）－エクセレンス

かアクセスか？（小林） 

12 イギリス 4：アーツカウンシル史（1980年代～現在）－日本の文化政策へ

の影響（クールブリタニア、創造都市論、オリンピック文化プログラム）

(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  

授業内の発言等（60%）、各講師が授業内で課すレポート（40%） 

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 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 

本講義では、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について学ぶ。ここで学んだ
手法は、観光旅行者の動機、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」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る。また、受講者に実際に解析ソフトの 1
つである RStudio 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 
・以上を基に、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. イントロダクション 

2. 質問票調査計画（質問票設計とサンプリング） 

3. 基礎的データ分析：基礎統計量、分布 

（事例：環境配慮行動と関連する価値観の把握） 

4. 基礎的データ分析：クロス集計表・度数分布表 

（事例：訪問経験と観光旅行行動の関連） 

5. 復習 

（事例：観光地イメージの把握） 

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：複数の平均を比較する（t検定）１ 

（事例：潜在的マーケットの特性と観光地イメージの関係） 

8. 応用的解析：複数の平均を比較する（t検定）２ 

（事例：複数の観光地イメージの比較） 

9. 応用的解析：複数の平均を比較する（分散分析） 

（事例：潜在的マーケットの特性と観光旅行行動の関係） 

10. 応用的解析：属性間の関係を見出す（回帰分析）１ 

（事例：観光地イメージ項目と全体的イメージの関係） 

11. 応用的解析：属性間の関係を見出す（回帰分析）２ 

（事例：観光地イメージ項目と全体的イメージの関係） 

12. まとめ 

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 
 



 

参考文献 

・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 
・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 
・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  
 
統計解析に関しては、個人間で理解の進み方にばらつきがあり、相性の問題

もあり、適するテキストが異なることが多い。例えば、細部を省略してい

るが取り掛かりやすい教本が適している学習者も、より細部に関する理解

を求める受講者もいると思われる。希望があれば、受講者のレベルと希望

内容に応じて参考文献を紹介する。 
 
・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 

成績評価 
の 基 準  

定期試験（70％）、分析課題への回答（30％）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。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 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紹介し、その可能性を模索する。 
 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。 

授業計画 

１.「美術」？「芸術」？「Art」？「Fine Art」？ 

２.ロマン主義と「Art」の誕生、そして「Art」の自律化へ 

３.Art と宗教、そして“二つ”の Art 

４.ゴッホ 

５.Art の「第一の死」と「第二の死」 

６.アヴァンギャルド運動その１:イタリア未来派① 

７.アヴァンギャルド運動その１:イタリア未来派② 

８.アヴァンギャルド運動その２:ロシア・アヴァンギャルド① 

９.アヴァンギャルド運動その２:ロシア・アヴァンギャルド② 

10.モダニズム、あるいは Art の「第三の死」 

11.ポストモダニズム、あるいは Art の「第四の死」 

12.Art の「第四の死」の後、我々は何かを創造できるのか？ 

 ―「日本」に可能性はあるか？ 

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 
必要に応じて配付する。 

参考文献 熊倉敬聡『藝術 2.0』（春秋社、2019 年）、同『GEIDO 論』（春秋社、2021 年）。

他は適宜紹介する。 

成績評価 
の 基 準  

出席および授業内課題（50％）、最終レポート（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 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 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。また、同時に将来のキャリアと関連させて組織

マネジメントを学ぶ。 

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 マネジメントを学ぶ 

第３回 論語と算盤 

第４回 松下幸之助に学ぶ哲学 

第５回 組織改革 

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 『キャリアで語る「経営組織」第２版』稲葉 祐之、 井上 達彦、鈴木 竜太 、



 

山下 勝、有斐閣アルマ、2022 年 

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 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 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、
プレゼンテーションと読解である。授業はすべて英語で行う。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。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。 
・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。 
・DX（デジタルトランスフォーメーション）やダイバーシティなど世界のビジ
ネスの最先端で用いられている用語について理解する。 
・世界情勢について英語で自分の意見がいえる。 
・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（マネジメント用語とは） 

第４回：マネジメント会話の練習（DX） 

第５回：マネジメント会話の練習（ダイバーシティ） 

第６回：マネジメント会話の練習（顧客に新しい提案） 

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） 

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であり、その他に読解教材の読み込、個別コ

ーチングを行います。 

事前･事後 
学習 

・毎回、世界情勢、ビジネスについて英語で情報を収集してもらい共有します。 

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％）、積極性（＝授業中の発言、質問など）（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 

「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、観光の現状と市場性を網羅する。

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 
・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：観光資源１ 

7．地域を観光地として紹介する：観光資源２ 

8. 地域を観光地として紹介する：地域の基本情報（域内交通、宿泊、食事、

買い物）１ 

9. 地域を観光地として紹介する：地域の基本情報（域内交通、宿泊、食事、

買い物）２ 

10．地域を観光地として紹介する：市場性（観光統計、観光客動向調査） 

11．最終プレゼンテーション準備：但馬地域の観光資源のプロモーション 

12．最終プレゼンテーション：但馬地域の観光資源のプロモーション 

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：ミニ発表および最終発表の準備を行う。 

テキスト 
 

参考文献 

Grussendorf, M. (2008). English for Presentations (Oxford Business English).  
Oxford University Press. 
Powell, M. (2011). Presenting in English, Updated Student Book (128 pp) with Audio 
CDs (2). HEILN Cingage Learning. 
Milner, R., Bartlett, R., Bender, A., Forge, S., McLachlan, C. et. (2022). Lonely 
Planet Japan (Lonely Planet Travel Guide).  Lonely Planet. 
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（2019）英語で説明する日本の観光

名所 100 選【新装版】 語研 



 

植田一三、上田敏子（2022）英語で説明する日本の文化【新装改訂版】 語研 

成績評価 
の 基 準  

授業中のミニ発表（30％）、最終プレゼンテーション（70％）を基に評価する。

授業中のミニ発表では、各講義回で学んだ内容の習熟度を問う。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（時間、

口頭プレゼンテーションスキル、ビジュアルスキル、内容）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用のツール（Google スライド、

または Microsoft の 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 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 模型製作や図面作成のための文房具等を揃えること（授業内で告知）。 



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におけるマーケットセグメンテーション 

3. 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・観光情

報 

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 

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：観光地イメージ調査（二次データ） 

10. 潜在的観光旅行者の理解：観光地イメージ調査準備（一次データ） 

11．潜在的観光旅行者の理解：観光地イメージ調査（一次データ） 

12．潜在的観光旅行者の理解：観光地イメージ調査結果発表（一次データ） 

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、各授業中のミニ発表、観光地イメージ調査が期末レポート

の内容に繋がるようデザインしているので、授業の進行とともに期末レポ

ートの執筆をするのが望ましい。 

テキスト 特に指定しない。 

参考文献 

・Pike, S. (2020). Destination Marketing (3rd ed.). London: Routledge. 
・Morrison, A. M. (2018). Marketing and Managing Tourism Destinations 
(2nd ed.). Oxon, UK: Routledge. 
・観光庁（編）（2022）令和 4 年版 観光白書 昭和情報プロセス 
・日本交通公社（編）旅行年報 2022 日本交通公社 



 
 
 

・加藤弘治 （2022）観光ビジネス未来白書: 統計に見る実態・分析から見え

る未来戦略 (2022 年版)  同友館 
・三冬社（2022）余暇・レジャー&観光総合統計 (2022)  三冬社 

成績評価 
の 基 準  

授業中のミニ発表の内容（20％）、観光地イメージ調査結果発表の内容（20％）、

期末レポート（60%）を基に評価する。授業中のミニ発表では各講義回の内容

の理解度、観光地イメージ調査結果発表では発表の構成（目的、背景、調査方

法、結果、考察、結論）と読み取れる授業の理解度、期末レポートでは、求め

る内容の習熟度（目的、観光資源の概要、市場性、ターゲットセグメント、プ

ロモーションの現状（組織、情報チャネル、イメージ）。よりよいプロモーシ

ョンの提案）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 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 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  

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 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  

＊授業計画は変更の可能性がある。初回授業で説明する。 

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、資料を配信（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ミニレポートを課す（最低１回）。また、授

業の最終回に「まとめのテスト」をおこなう。評価は小テスト/ミニレポート

（３割）、まとめのテスト（７割）とする。 
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 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）を出題す

るので、回答すること（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 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 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」とは、奇妙な言葉である。それは、Contemporary Art が意味
するものと同じものを意味するのか。そもそも「アート」は何を指すのか。「美
術」か「芸術」か「Art」か。本授業「現代アート論」の前半ではまず、それ
が前提とする「現代アート」という概念ならざる概念を改めて問い直しながら、
それが、ある美術批評家の言う「日本という悪い場所」においてどのように形
成されてきたかを、担当者の実体験も交えながら追跡する。そして、「現代ア
ート」の“あいまいさ”が、やはり“あいまいな”批評ならざる批評によって
形作られた、その所以を詳らかにする。 
 後半では、1990 年代以降注目を集めてきた「ソーシャリー・エンゲージド・
アート」（社会関与型の芸術）をとりあげ、芸術が美術館やギャラリーを飛び
出し、地域コミュニティに直接介入しながら社会的課題にアプローチする近年
の動向について概観する。その中でも特に、日本において全国的な展開をみせ
ている「アート・プロジェクト」の可能性と課題を、海外の事例と比較しなが
ら論じていく。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・文化的現状を、「表現の自由」という切り口から考察
する。 

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.「現代アート」という奇妙な言葉 

２.Contemporary Art とは？ 

３. 欧米のキュレーターによる日本の Contemporary Artの発見⑴ 

４. 欧米のキュレーターによる日本の Contemporary Artの発見⑵ 

５.「現代アート」と、「日本」という「悪い場所」 

６.「現代アート」と批評ならざる批評 

７.「ソーシャリー・エンゲージド・アート」（社会関与型の芸術）の登場 

８.アート・プロジェクト（１）：日本における歴史的変遷と特徴 

９.アート・プロジェクト（２）：海外の事例 （ミュンスター彫刻プロジェク

ト、シャンブル・ダミ、ドクメンタ） 

１０.アート・プロジェクト（３）：アンブレラ・プロジェクト 

１１.アート・プロジェクト（４）：課題（批評の不在、やりがい搾取、道具主

義的文化政策） 

１２.表現の自由：芸術と猥褻、美術館と規制 

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  

出席および授業内課題（40％）、中間レポート（30％）と最終レポート（30％）

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  


