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授業科⽬名

国際経済学

授業形態

講義

英語科⽬名

International Economics

開講学期

前期

対象学年

2

単位数

2

科⽬責任者

佐々⽊ 優

ナンバリング

4301

科⽬担当者
佐々⽊

優

授業の概要
膨⼤な規模のヒト・モノ・カネが国境を越えて⾏き来するようになった結果、多くの⼈びとがより豊かな⽣活を過ご
すようになった。もっとも、ヒト・モノ・カネのグローバルな移動の拡⼤は、様々な問題を世界全体に広げる要因とも
なっている。本講義では、「世界経済に⾒られる問題の全体像」をキーワードに、世界経済の現状について理解を深め
るとともに、経済のグローバル化が⽣み出した課題について考察するものである。
【関連するディプロマポリシー(DP)】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
本講義は、国際経済の基本的な考え⽅・ポイントを整理した上で、現代のグローバル経済が抱える課題について、学
⽣⾃⾝が主体的に考える講義である。特に以下の2点を⽬指す。
（1）経済のグローバル化に関する基礎的な構造・考え⽅を把握すること。
（2）今⽇のグローバル経済が抱える“全体的な課題”を理解した上で、その原因や背景について考察すること。
成績評価⽅法
1．成績評価⽅法
課題レポート（30%）、平常点︓授業内での課題など（70%）を総合的に評価する。
※ほぼ毎回の講義でGoogle Classroomを通じて課題を実施する（１回あたり10点満点で採点＝70%に換算）。
2．成績評価基準
（1）経済のグローバル化に関する基礎的な構造・考え⽅を理解し、詳細に説明できるか。
（2）今⽇のグローバル経済が抱える“全体的な課題”を的確に説明した上で、その原因や背景、⾃⾝の主張を考察し、具
体的に論じることができるか。
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
①本講義では、講義内容の復習を促すとともに、学⽣が主体的に考える場を設けるため、複数回の⼩テスト（ミニレポ
ート）を実施するそのため、受講者には、配布資料を参照し、講義内容の確認を⾏うことが求められる。初回授業にて
詳細（期末試験の形式変更の説明も含む）を説明するため、受講を希望する学⽣は必ず初回授業に出席すること。
②講義に関係ない私語およびスマートフォン等の使⽤は厳禁（著しい場合は退室させることがある）
③世界経済の動向やビジネス市況の変化、履修状況、ゲストスピーカーのスケジュール調整等に応じて、授業の進め⽅
を変更する可能性がある（内容の組み替えやグループワークの導⼊など）。履修する際には、その点を留意してほし
い。変更が⽣じた場合は、授業内およびClassroomでアナウンスする。
④本講義では、Google Classroomを活⽤するため、履修者はClassroomへの参加が不可⽋となる。Classroomの運⽤⽅
法およびクラスコードについては初回授業でアナウンスする。
⑤Zoomで授業に参加する際は、できる限り“授業開始5分前ごろ”よりZoomにログインして下さい。なお、出席状況は
「Zoomの参加記録」、「課題の提出状況」、「授業内での呼びかけへの応答」の3点をセットにして“⽋席扱い”の是⾮を
判断する（ただし、通信障害等が発⽣した場合は別途ご相談ください）。
⑥プライバシーを含む問題を考慮し、講義を録画・撮影することは⼀切禁じます。また、他の受講⽣にとって迷惑とな
る⾏為、授業の進⾏を妨げる⾏為は厳正に対処する。
テキスト・参考書
教科書は指定せず、毎回の授業でプリントを配布する（新聞の切り抜き以外は、ポータルサイト上にも掲載予定）。
全体的な参考書として以下のものを提⽰するが、各トピックに関連する書籍等はその都度、プリントに記載する。
伊藤元重 『ゼミナール国際経済⼊⾨（改訂3版）』 ⽇本経済新聞社、2005年。
⼩林尚朗ほか編 『貿易⼊⾨︓世界と⽇本が⾒えてくる』 ⼤⽉書店、2017年。
福⽥邦夫監修 『世界経済の解剖学︓亡益論⼊⾨』 法律⽂化社、2014年。
オフィスアワー
⾦曜・15:00〜16:00の時間帯にオンラインで対応します。ただし、諸事情により対応できない可能性や別の曜⽇・時
間帯で対応できる場合もあるため、必ず事前にメールで連絡して下さい。
https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15T0070001
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なお、オフィスアワーの時間帯に加えて、授業開始前・終了後の時間帯、もしくは指定した授業回で対応します。ま
た、Google Classroomに「質問コーナー」のフォームを設けているため、そちらも活⽤して下さい（フォームへの質問
は、メールで個別に回答する予定です）。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
全体的な講評（フィードバック）については、ミニレポート実施の翌週以降の授業で適宜⾏う。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

担当

授業内容
イントロダクション

1

佐々⽊

優

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）
【予習】シラバスを熟読すること。経済学の基本的な理
論・考え⽅が何かを確認すること。（90分）

シラバスに基づき講義内容および
【復習】講義内容や注意点、評価⽅法等について把握する
注意点を説明する。
こと。経済学の基本的な考え⽅について確認すること。
「経済のグローバル化」を学ぶ意
（90分）
義について理解する。
【予習】私たちの⽣活や経済活動とグローバリゼーション
グローバル化の進展と貿易・投資 の関係について考えること。（90分）

2

佐々⽊

優

経済のグローバル化と貿易・投資 【復習】配布プリントの内容を確認し、⽇常⽣活の中に⾒
の関係について理解する。
られる経済活動について考察すること。（90分）

⾃由貿易と保護貿易
3

佐々⽊

優

⾃由貿易の理論や、⾃由貿易と保
【復習】配布プリントの内容を確認し、⽇常⽣活と貿易の
護貿易の相違点を理解する。
関係について確認すること。（90分）
WTOと地域協定の拡⼤

4

佐々⽊

優

【予習】前回プリントおよび新聞・ニュースより、「経済
のグローバル化」に関連する重要な⽤語を確認すること。
（90分）

【予習】配布プリントの内容や新聞等の情報を確認し、地
域統合の意義と課題について考察すること。（90分）

WTOの特徴と課題を理解する。
今⽇の国際経済における地域貿易
【復習】プリントより、WTOおよび地域統合に関する重要
協定の役割や現状について考察す
な⽤語をチェックすること。（90分）
る。
経済のグローバル化とIT企業の台
頭

佐々⽊

5

優

外部招聘講師
（藤森浩紀︓
株式会社ビジ
ネス・アソシ
エイツ）

⽬覚ましい成⻑を遂げるIT企業、
特にGAFAの存在とグローバル経
済の関係について考察する。

【予習】最近のGAFAの動向について、新聞やニュースを
確認すること。（90分）

【復習】配布プリントおよび講義内容を確認した上で、IT
なお、本授業回では、現場での経
企業がグローバル経済に及ぼす影響を考察すること。
験談を交えることが有意義である
（90分）
と考え、ゲストスピーカーによる
講義を予定している。
※ゲストの都合により⽇程が変更
となる可能性もある。
⼩括Ⅰ

6

佐々⽊

優

7

佐々⽊

優

【予習】これまでの配布プリントの内容を確認し、質問内
容を整理すること。（90分）

第2〜5の講義のまとめ（論点整
【復習】配布プリントの内容を確認するとともに、これま
理）と質問対応を⾏い、これまで
での講義内容を振り返り、不明な点を復習すること。
の講義内容に対する理解を深め
（90分）
る。
グローバル経済の現状と課題①／ 【予習】前回プリントおよび新聞・ニュースを確認し、
資源のグローバル化とその功罪
「資源とは何か」および「資源貿易の動向」について調べ
ること。（90分）

https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15T0070001
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グローバル経済と資源消費の関係
を多⾓的に捉え、その構図を理解 【復習】配布プリントおよび映像資料の内容を確認し、資
する。
源のグローバル化の特徴と課題について考察すること。（9
鉱物資源の消費が、私たちの⽣活 0分）
にもたらした功罪を考察する。
グローバル経済の現状と課題②／ 【予習】前回プリントおよび新聞・ニュースを確認し、資
エネルギー消費の拡⼤と課題
源消費の拡⼤に伴う弊害を考察すること。（90分）
8

佐々⽊

優

エネルギー消費の現状と再⽣可能 【復習】配布プリントおよび映像資料の内容を確認し、再
エネルギーの意義・課題につい
⽣可能エネルギーの意義と課題について考察すること。
て、映像資料を⽤いて考察する。 （90分）
グローバル経済の現状と課題③／
ヒトのグローバルな移動と労働者 【予習】⽇本におけるヒトの移動の事例について、新聞や
の国際化
ニュースを参照し調べること。（90分）

9

佐々⽊

優

グローバルなヒトの移動につい
【復習】配布プリントおよび映像資料の内容を確認し、外
て、その特徴を理解する。
国⼈労働者の増加が⽇本経済に及ぼすメリット・デメリッ
外国⼈労働者を取り巻く現状と今 トを理解すること。（90分）
⽇的課題について考察する。
グローバル経済の現状と課題④／
マネーのグローバル化と世界⾦融
危機

10

佐々⽊

優

経済学における⾦融（銀⾏・貨
幣）の役割を理解する。
【復習】配布プリントを確認し、カネのグローバルな移動
経済のグローバル化と⾦融の関係
について、その特徴と課題を考察すること。（90分）
を理解した上で、今⽇のグローバ
ル社会におけるマネーのあり⽅に
ついて考察する。
⼩括Ⅱ

11

佐々⽊

優

佐々⽊

優

佐々⽊

優

【予習】第2〜4回の講義資料を振り返り、貿易に関する重
要な⽤語、および貿易が抱える課題について確認するこ
と。（90分）

公正貿易の概要および現状を理解
する。
【復習】配布プリントより、２つの公正貿易の違いを確認
今⽇のフェアトレードについて、 するとともに、フェアトレードの意義と課題を考察するこ
その特徴と課題を考察する。
と。（90分）
グローバル経済とSDGs②／持続
可な成⻑と途上国開発

13

【予習】これまでの配布プリントの内容を確認し、質問内
容を整理すること。（90分）

第7〜10の講義のまとめ（論点整
理）と質問対応を⾏い、これまで 【復習】配布プリントの内容を確認するとともに、これま
の講義内容に対する理解を深め
での講義内容を振り返り、不明な点を復習すること。
る。
（90分）
グローバル経済とSDGs①／⼆つ
の公正貿易とフェアトレード

12

【予習】⽇常⽣活における⾦融（銀⾏・貨幣）の役割につ
いて確認すること。（90分）

【予習】「持続可能な成⻑」とは何か、また開発途上国の
特徴が何かを調べること。（90分）

今⽇の経済のグローバル化が⽣み 【復習】配布プリントより、経済成⻑とSDGsの違いを確
だした課題を考察する。
認するとともに、および持続可能な成⻑を⽬指す上での課
題を考察すること。（90分）
グローバル経済とSDGs③／先進
諸国の貧困・経済格差

【予習】貧困や経済格差の問題について、具体的な事例を
調べること。（90分）

14

佐々⽊

優

グローバル経済における貧困問題 【復習】配布プリントおよび映像資料より、先進諸国にお
の実情について、先進諸国の事例 ける貧困問題の実情や対策について考察すること。（90
から考察する。
分）

15

佐々⽊

優

全体のまとめ／グローバル経済の 【予習】これまでの配布プリントの内容を確認し、質問内

https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15T0070001
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展望を考える

容を整理すること。（90分）

講義全体の総括および質問対応を 【復習】配布プリントの内容を確認するとともに、これま
⾏い、これまでの講義内容に対す での講義内容を振り返り、不明な点を復習すること。
る理解を深める。
（90分）
現代経済におけるヒト・モノ・カ
ネのグローバル化について、その
特徴と課題を理解し、対応策につ
いて考察する。

https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15T0070001
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授業科⽬名

国際社会学

授業形態

講義

英語科⽬名

International Sociology

開講学期

前期

対象学年

2

単位数

2

科⽬責任者

⼤槻 茂実

ナンバリング

4302

科⽬担当者
⼤槻 茂実
授業の概要
世界が向かうのは統合か、分断か。履修者は本授業でこの問いを解き明かすことになる。
国際社会学とは何か︖詳細な定義はともかくとして、国際社会をとらえる社会学といった内容であることは想像に難し
くないはずだ。しすなわち、国際社会学とは国際化より正確にはグローバリゼーションがすすむ現代社会を捉える上で
強⼒な社会学の⼀分野だといえよう。
ヒト・モノ・カネの移動であるグローバリゼーションは、世界を１つのシステムとして成⽴する過程を⽰しているとい
える。つまり、⽇本や欧⽶諸国とアジア諸国などといった国ごとの社会ではなく、地球という１つの社会が成⽴する過
程を⽰した概念なのである。
そうであるとすれば、グローバリゼーションが進む中で、世界は１つの社会システムとして統合されるのだろうか、分
断してしまうのだろうか。あるいは、そうした⼆元論にたった視座が世界の⾏く末を読み解く上で不⼗分なのだとすれ
ば、どのような形での統合や分断が⽣じているのか。我々は国際社会を冷静に読み解く必要がある。ここにおいて、上
記の国際社会学が有益な道具となることが理解できよう。
本授業では、国際社会学のエッセンスを学びつつ、現代社会を統合/分断の切り⼝から読み解くことを⽬的とする。特に
社会学的な想像⼒を徹底することで、グローバル社会領域を中⼼とした専⾨知を実践的に習得していく⼟台をつくる。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
1. グローバルな的な視点でローカル社会を読み解く想像⼒を⾝につける。
2. 移動、つながり、帰属の重層的な関係から社会構造を読み解く意義を理解する。
3. グローバリゼーションの進展にともなう今⽇的な課題に関する⾃分の⾒解を⾔語化できるようになる。
成績評価⽅法
通常課題（毎回WEBに⼊⼒する予習・復習）とレポートにより評価する。評価基準は通常課題30%、レポート60%、総
合判定10%。
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
1. 毎回の資料はWEB上にアップするので、必ずアクセスして授業・課題に取り組むこと。なお、課題については下記の
学習としての予習・復習課題とは別に提出としての課題もある。提出としての課題の内容は事前に授業内で告知する。
このことをあらかじめ知っておくこと。
2. 予習・復習の記⼊内容等は、匿名化した上でJ-pass上にアップすることがある。このことをあらかじめ知っておくこ
と。
3. 授業ではディスカッション形式ですすめることがある。このことをあらかじめ知っておくこと。
4. 学⽣の理解度により授業内容や授業構成が変更されることがある。またコロナウィルス対応の点から⼤幅な変更を⾏
う可能性がある。このことをあらかじめ知っておくこと。
テキスト・参考書
随時授業内で指⽰する。
オフィスアワー
基本は⽉曜⽇12︓10〜12︓50。時間外でも対応します。ただし、いずれの場合も必ずメールでアポをとってください。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
J-passのクラスプロファイル機能を使⽤して⾏う。その他の場合には、授業内で説明する。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

担当

授業内容

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
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⽰）

1

2

3

⼤槻 茂実

⼤槻 茂実

⼤槻 茂実

初回ガイダンス_世界が向かうのは
統合か、分断か。

社会学って何︖
Keyword 労働市場と移⺠システム

社会開発における専⾨知
Keyword 社会調査

【予習】本授業のシラバスを精読し、世界が向かうのは統
合か分断か、⾃分なりの考えを定めておくこと。（90分）
【復習】授業内で提⽰された課題を調べ提出する。（90
分）
【予習】属性原理と業績原理の違いを⾃分の⾔葉で説明で
きるように整理しておくこと。（90分）
【復習】授業内で提⽰された課題を調べ提出する。（90
分）
【予習】医師でも看護師でもないあなたが社会の「開発」
にいかに携わることが出来るか︖⾃分の考えを提⽰しなさ
い。
（90分）
【復習】授業内で提⽰された課題を調べ提出する。（90
分）

4

5

6

7

8

9

10

11

⼤槻 茂実

⼤槻 茂実

⼤槻 茂実

⼤槻 茂実

⼤槻 茂実

社会階層論
Keyword 社会的資源

社会階層と⾼度⼈材
Keyword 職業威信

多様性と⼈とのつながり
Keyword 社会関係資本

国⺠国家と社会の分裂
Keyword ポピュリズム

国⺠・市⺠・排除される⼈々
Keyword シティズンシップ

【予習】①資源とは何か⼀般的な定義を調べておく②⼈を
地位を測定する上でその⼈がもつ有効な情報は何か考えて
おくこと。（90分）
【復習】授業内で提⽰された課題を調べ提出する。（90
分）
【予習】⽇本における進学率（⾼等教育）の推移を調べて
おくこと。（90分）
【復習】授業内で提⽰された課題を調べ提出する。（90
分）
【予習】孤⽴と孤独の違いは何か。⾃分の考えを整理して
おくこと。（90分）
【復習】授業内で提⽰された課題を調べ提出する。（90
分）
【予習】個⼈と多様性が尊ばれる社会では、国⺠国家の凝
集⼒は強まるだろうか、弱まるだろうか。⾃分の考えを整
理しておくこと。（90分）
【復習】授業内で提⽰された課題を調べ提出する。（90
分）
【予習】直前の授業で説明します。課題所要時間は概ね90
分をみておくこと。
【復習】授業内で提⽰された課題を調べ提出する。（90
分）
【予習】直前の授業で説明します。課題所要時間は概ね90
分をみておくこと。（90分）

⼤槻 茂実

多⽂化共⽣
Keyword 社会的統合

⼤槻 茂実

【予習】観光⽴国とは何か。また、観光⽴国についての⽇
本政府の試みは成功するだろうか。⾃分の考えを⽤意して
都市のグローバル化-観光を焦点と
おくこと。（90分）
して
Keyword 観光⽴国
【復習】授業内で提⽰された課題を調べ提出する。（90
分）

⼤槻 茂実

宗教とアイデンティティ
Keyword ⽂明の衝突

【復習】授業内で提⽰された課題を調べ提出する。（90
分）

【予習】グローバリゼーションと業績原理への転換が進む
のであれば、宗教は社会に不要かもしれない。事実、⻄欧
とイスラームの価値の対⽴も懸念される。この問題に関す
るあなたの考えをまとめておくこと。（90分）
【復習】授業内で提⽰された課題を調べ提出する。（90
分）
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⼤槻 茂実

コミュニティ開発①
Keyword コミュニティの崩壊

【予習】職業構造が細分化し社会的分業体制が進んだ社会
（本授業で近代社会と表現した社会）において、コミュニ
ティはもはや喪失されたのでしょうか。あるいは、いまだ
⼒強く残っているのでしょうか。⾃分なりの考えを⽤意し
ておくこと。（90分）
【復習】授業内で提⽰された課題を調べ提出する。（90
分）

13

14

15

⼤槻 茂実

コミュニティ開発②
Keyword 相対的貧困

【予習】直前の授業で説明します。課題所要時間は概ね90
分をみておくこと。（90分）
【復習】授業内で提⽰された課題を調べ提出する。（90
分）
【予習】直前の授業で説明します。課題所要時間は概ね90
分をみておくこと。

⼤槻 茂実

専⾨知の活⽤
Keyword 国際⽐較

⼤槻 茂実

【予習】これまでの授業内容を振り返り、世界が向かうの
は統合か分断か、⾃分なりの考えを定めておくこと。（90
本授業のまとめ_世界が向かうのは 分）
統合か、分断か。
【復習】授業内で提⽰された課題を調べ提出する。（90
分）

【復習】授業内で提⽰された課題を調べ提出する。（90
分）
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2021/05/18(⽕)17:32
授業科⽬名

国際経営学

授業形態

講義

英語科⽬名

International Business

開講学期

前期

対象学年

2

単位数

2

科⽬責任者

佐々⽊ 優

ナンバリング

4303

科⽬担当者
佐々⽊

優

授業の概要
経済のグローバル化は、先進諸国に留まらず、中国やインドなどの新興国、およびアフリカやアジアの開発途上国な
ど、世界各国・地域が発展を成し遂げる契機となった。特に企業のグローバル展開は活発化しており、他国への投資の
拡⼤や業務提携なども盛んに⾏われている。ただし、経済のグローバル化は、必ずしも好影響とはならず、様々な弊害
の⽣じている国・地域も⾒られる。企業の海外進出においても、各国の政治経済に加えて、社会・⽂化的な難題が⽣じ
る場合もある。
そこで本講義では、「グローバル化のなかで、各国・地域が抱える課題」をキーワードに、企業のグローバル戦略に
ついて理解するとともに、世界各国の社会経済の特徴と課題について検討する。
【関連するディプロマポリシー(DP)】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
本講義は、国際経営の基本的な考え⽅・ポイントを整理した上で、現代のグローバルビジネスにみられる課題につい
て、学⽣⾃⾝が主体的に考える講義である。特に以下の2点を⽬指す。
（1）国際経営に関する基礎的な理論や考え⽅を理解すること。
（2）各国・地域の経済情勢および市場の特徴を⽐較するとともに、企業がグローバルな経営戦略を進める上での課題に
ついて考察すること。
成績評価⽅法
1．成績評価⽅法
課題レポート（30%）、平常点︓授業内での課題など（70%）を総合的に評価する。
※ほぼ毎回の講義でGoogle Classroomを通じて課題を実施する（１回あたり10点満点で採点＝70%に換算）。
2．成績評価基準
（1）国際経営に関する基礎的な理論や考え⽅を理解し、詳細に説明できるか。
（2）各国・地域の経済情勢および市場の特徴を的確に説明した上で、企業がグローバルな経営戦略を進める際の課題お
よび課題に対する⾃⾝の主張を考察し、具体的に論じることができるか。
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
①本講義では、講義内容の復習を促すとともに、学⽣が主体的に考える場を設けるため、複数回の⼩テスト（ミニレポ
ート）を実施するそのため、受講者には、配布資料を参照し、講義内容の確認を⾏うことが求められる。初回授業にて
詳細（期末試験の形式変更の説明も含む）を説明するため、受講を希望する学⽣は必ず初回授業に出席すること。
②講義に関係ない私語およびスマートフォン等の使⽤は厳禁（著しい場合は退室させることがある）
③世界経済の動向やビジネス市況の変化、履修状況、ゲストスピーカーのスケジュール調整等に応じて、授業の進め⽅
を変更する可能性がある（内容の組み替えやグループワークの導⼊など）。履修する際には、その点を留意してほし
い。変更が⽣じた場合は、授業内およびClassroomでアナウンスする。
④本講義では、Google Classroomを活⽤するため、履修者はClassroomへの参加が不可⽋となる。Classroomの運⽤⽅
法およびクラスコードについては初回授業でアナウンスする。
⑤Zoomで授業に参加する際は、できる限り“授業開始5分前ごろ”よりZoomにログインして下さい。なお、出席状況は
「Zoomの参加記録」、「課題の提出状況」、「授業内での呼びかけへの応答」の3点をセットにして“⽋席扱い”の是⾮を
判断する（ただし、通信障害等が発⽣した場合は別途ご相談ください）。
⑥プライバシーを含む問題を考慮し、講義を録画・撮影することは⼀切禁じます。また、他の受講⽣にとって迷惑とな
る⾏為、授業の進⾏を妨げる⾏為は厳正に対処する。
テキスト・参考書
教科書は指定せず、毎回の授業でプリントを配布する（新聞の切り抜き以外は、ポータルサイト上にも掲載予定）。
全体的な参考書として以下のものを提⽰するが、各トピックに関連する書籍等はその都度、プリントに記載する。
江夏健⼀、太⽥正孝、藤井健編 『国際ビジネス⼊⾨（第2版）』 中央経済社、2013年。
⼩栗崇資、夏⽬啓⼆編 『多国籍企業・グローバル企業と⽇本』 新⽇本出版社、2019年。
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⼩林尚朗ほか編 『貿易⼊⾨︓世界と⽇本が⾒えてくる』 ⼤⽉書店、2017年。
⾼橋伸夫『図解⼤学4年間の経営学が10時間でざっと学べる』KADOKAWA、2017年。
林倬史、古井仁編 『多国籍企業とグローバルビジネス（改訂版）』 税務経理協会、2017年。
オフィスアワー
⾦曜・15:00〜16:00の時間帯にオンラインで対応します。ただし、諸事情により対応できない可能性や別の曜⽇・時
間帯で対応できる場合もあるため、必ず事前にメールで連絡して下さい。
なお、オフィスアワーの時間帯に加えて、授業開始前・終了後の時間帯、もしくは指定した授業回で対応します。ま
た、Google Classroomに「質問コーナー」のフォームを設けているため、そちらも活⽤して下さい（フォームへの質問
は、メールで個別に回答する予定です）。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
全体的な講評（フィードバック）については、ミニレポート実施の翌週以降の授業で適宜⾏う。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

担当

授業内容

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）

イントロダクション

1

2

佐々⽊

佐々⽊

優

優

シラバスに基づき講義内容および
注意点を説明する。
企業経営のグローバル化を学ぶ意
義について理解する。
経営学の基本的な考え⽅を確認
し、グローバルビジネスとの結び
つきを整理する。

4

佐々⽊

佐々⽊

優

優

【復習】講義内容や注意点、評価⽅法等について把握する
こと。確認問題の内容について復習すること。（90分）

【予習】海外に事業展開している⽇本の企業について調べ
企業のグローバル展開と経営戦略 ること（どのような業種の企業が、どんな国へ進出してい
の理論
るか）。（90分）
企業のグローバル展開とその理論 【復習】配布プリントより、経営学の理論について確認す
について理解する。
ること。（90分）

EU経済とBrexit①／EU市場の特徴
3

【予習】シラバスの内容や注意点を確認すること。
経営学の基本的な理論について確認すること。（90分）

【予習】新聞やニュースより、最近のEUの政治経済の動向
について調べること。（90分）

【復習】配布プリントより、EU経済の特徴、および加盟国
今⽇のEU経済および市場の特徴と
のEU離脱が各国経済および企業に及ぼす影響を考察するこ
課題を考察する。
と。（90分）

EU経済とBrexit②／英市場の変化
と課題
【予習】前回のプリントおよび新聞・ニュースを参照し、B
rexitの特徴を確認する。（90分）
イギリス経済の特徴とEU離脱によ
る影響を考察する。
【復習】配布プリントおよび映像資料の内容を確認し、イ
観光および⾦融業を中⼼に、英市 ギリスの観光・⾦融市場の動向と、⽇本企業の関係につい
場でのビジネス展開における課題 て考察すること。（90分）
を考察する。

中国経済の発展と課題／⽶中貿易
戦争

5

佐々⽊

優

6

佐々⽊

優

【予習】新聞やニュースより、中国経済の動向および⽶中
中国の急速な経済発展について、
貿易摩擦の流れを調べること。（90分）
その特徴と課題を考察する。
⽶中貿易摩擦の動向や今後の動向
【復習】配布プリントより、⽶中の貿易摩擦と中国企業の
について理解する
関係について復習すること。（90分）
中国企業（主にファーウェイ）の
動向について、アメリカとの関係
を踏まえて考察する。
⼩括Ⅰ

【予習】これまでの配布プリントの内容を確認し、質問内
容を整理すること。（90分）
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第2〜5回の講義のまとめ（論点整
理）と質問対応を⾏い、これまで 【復習】配布プリントの内容を確認するとともに、これま
の講義内容に対する理解を深め
での講義内容を振り返り、不明な点を復習すること。
る。
（90分）
アメリカ経済と市場の変化①／⽶
市場の特徴

7

8

佐々⽊

佐々⽊

優

優

【予習】アメリカの政治経済について、新聞やニュースを
今⽇のアメリカ経済および市場の
確認すること。（90分）
特徴と課題を理解する。
【復習】配布プリントを確認し、現政権におけるアメリカ
アメリカ市場と対外経済およびビ
経済の特徴と課題について復習すること。（90分）
ジネスの動向や問題点、新政権誕
⽣に伴う変化や展望について考察
する。
アメリカ経済と市場の変化②／⽇
本企業のアメリカ進出
【予習】新聞・ニュース等を活⽤し、NAFTAおよびTPPの
特徴について調べること。（90分）
映像資料を通じて、アメリカと地
域協定の関係を理解する。
【復習】配布プリントを確認し、⽇本企業のアメリカ進出
本企業の⽶市場へのビジネス展開 における課題を考察すること。（90分）
における課題を考察する。

多国籍企業の台頭とその弊害
9

佐々⽊

優

多国籍企業の特徴と課題を理解す
【復習】配布プリントの内容を確認し、多国籍企業につい
る。
て復習すること。（90分）
⼩括Ⅱ

10

佐々⽊

優

【予習】第２回講義のプリントを中⼼に、これまでの講義
内容を再確認すること。特に、経営学に関する重要な⽤語
を確認すること。（90分）

【予習】これまでの配布プリントの内容を確認し、質問内
容を整理すること。（90分）

第7〜9回の講義のまとめ（論点整
理）と質問対応を⾏い、これまで 【復習】配布プリントの内容を確認するとともに、これま
の講義内容に対する理解を深め
での講義内容を振り返り、不明な点を復習すること。
る。
（90分）
企業のグローバル化とSDGs／ソ
ーシャル・ビジネスとは︖

11

国際経営とSDGs（持続可能な開
発）の関係について理解する。
佐々⽊優
ソーシャル・ビジネスの意義と課
【予習】経営学の概念にある「CSR」の特徴を確認するこ
題について、バングラディシュに
と。（90分）
外部招聘講師 おける⾰製品ビジネスを事例に考
（講師未定︓ 察する。
配布プリントや講義内容より、グローバルビジネスに「SD
株式会社ボー
Gs」および社会貢献の要素を取り⼊れることの意義と課題
ダレス・ジャ なお、本授業回では、現場での経
を考察すること。（90分）
パン）
験談を交えることが有意義である
と考え、ゲストスピーカーによる
講義を予定している。
※ゲストの都合により⽇程が変更
となる可能性もある。

12

佐々⽊

優

アジア経済の発展と新興市場①／ 【予習】新聞やニュース、関連書籍を活⽤し、ASEANの特
ASEAN経済共同体
徴について調べること。（90分）
ASEAN経済の特徴について理解す 【復習】配布プリントおよび映像資料より、ASEAN地域の
る。
経済的な特徴とビジネス上のメリット・デメリットについ
ASEAN経済共同体の特徴や経済・ て確認すること。（90分）
経営上の意義、課題について考察
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する。
アジア経済の発展と新興市場②／
【予習】新聞やニュースより、インド経済の動向、および
新興市場としてのインド
アジア各国とインドの関係について調べること。（90分）
13

佐々⽊

優

新興市場と⾔われるまでに急成⻑
【復習】配布プリントより、インド市場の特徴とビジネス
を遂げたインドの経済状況および
上の課題について考察すること。（90分）
ビジネス事情について理解する。
アフリカ経済とビジネス
／アフリカの潜在可能性

14

佐々⽊

優

アフリカ地域の政治・経済・ビジ
ネスにおける特徴と課題について
理解する。
アフリカが「最後のフロンティ
ア」と称される理由について、⽇
本企業のアフリカ進出（開発・投
資）を事例に考察する。

【予習】新聞やニュースより、アフリカの政治・経済・ビ
ジネスの動向について調べること。（90分）
【復習】配布プリントより、アフリカ経済の特徴、および
企業がアフリカに進出する際のメリット・デメリットにつ
いて確認すること。（90分）

⼩括Ⅲ／全体のまとめ

15

佐々⽊

優

第11〜14回の講義のまとめ（論点
整理）および講義全体の総括＝グ
ローバルビジネスの展望と課題に
ついて検討する。
これまでの内容全体について、質
問対応を⾏い、講義内容に対する
理解を深める。

【予習】これまでの配布プリントの内容を確認し、質問内
容を整理すること。（90分）
【復習】配布プリントの内容を確認するとともに、これま
での講義内容を振り返り、不明な点を復習すること。
（90分）
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2021/05/18(⽕)16:41
授業科⽬名

マーケティング

授業形態

講義

英語科⽬名

Marketing

開講学期

後期

対象学年

2

単位数

2

科⽬責任者

佐々⽊ 優

ナンバリング

4304

科⽬担当者
佐々⽊

優

授業の概要
「マーケティング」を端的に捉えると、企業（財・サービスの売り⼿）と消費者（買い⼿）を結びつけ、両者のモノと
カネの交換がスムーズに⾏われるような仕組み（≒市場）の創造を⽬指す活動になります。もっとも、マーケティング
は、経済・経営に加えて、消費者の⾏動分析や市場調査、商品開発や販売、販売・経営管理、広告、持続可能な開発な
ど、様々な要素が絡み合った学問であり、各業種によってその⽅向性も異なる。加えて、膨⼤な規模のヒト・モノ・カ
ネが国境を越えて⾏き来するようになった結果、多くの⼈びとがより豊かな⽣活を過ごすようになった。そして、企業
も事業をグローバルに展開しており、マーケティングの領域も広範囲に及んでいる。
そこで本講義では、マーケティングに関する基本的な理論をおさえつつ、「各業種がどのようなマーケティング戦略
を展開しているか」について、様々な事例を提⽰しながら、その特徴や課題を考察する。
【関連するディプロマポリシー(DP)】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
本講義は、マーケティングの基本的な考え⽅・論点を整理した上で、各業種（企業）のマーケティング戦略の特徴と課
題について、学⽣⾃⾝が主体的に考える講義である。特に以下の2点を⽬指す。
（1）マーケティングに関する基礎的な理論を把握すること。
（2）理論と今⽇のビジネス市況の事例を⽐較し、その特徴や課題について理解・考察を深めること。
成績評価⽅法
1．成績評価⽅法
課題レポート（30%）、平常点︓授業内での課題など（70%）を総合的に評価する。
※ほぼ毎回の講義でGoogle Classroomを通じて課題を実施する（１回あたり10点満点で採点＝70%に換算）。
2．成績評価基準
（1）マーケティングの基礎的な理論や考え⽅を理解し、詳細に説明できるか。
（2）マーケティングの理論とビジネス市況の事例を⽐較し、その特徴や課題を明確に説明できるか。
（3）各産業が直⾯するマーケティング上の課題を考察し、⾃⾝の主張を具体的に論じることができるか。
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
①本講義では、講義内容の復習を促すとともに、学⽣が主体的に考える場を設けるため、複数回の⼩テスト（ミニレポ
ート）を実施するそのため、受講者には、配布資料を参照し、講義内容の確認を⾏うことが求められる。初回授業にて
詳細（期末試験の形式変更の説明も含む）を説明するため、受講を希望する学⽣は必ず初回授業に出席すること。
②講義に関係ない私語およびスマートフォン等の使⽤は厳禁（著しい場合は退室させることがある）
③世界経済の動向やビジネス市況の変化、履修状況、ゲストスピーカーのスケジュール調整等に応じて、授業の進め⽅
を変更する可能性がある（内容の組み替えやグループワークの導⼊など）。履修する際には、その点を留意してほし
い。変更が⽣じた場合は、授業内およびClassroomでアナウンスする。
④本講義では、Google Classroomを活⽤するため、履修者はClassroomへの参加が不可⽋となる。Classroomの運⽤⽅
法およびクラスコードについては初回授業でアナウンスする。
⑤Zoomで授業に参加する際は、できる限り“授業開始5分前ごろ”よりZoomにログインして下さい。なお、出席状況は
「Zoomの参加記録」、「課題の提出状況」、「授業内での呼びかけへの応答」の3点をセットにして“⽋席扱い”の是⾮を
判断する（ただし、通信障害等が発⽣した場合は別途ご相談ください）。
⑥プライバシーを含む問題を考慮し、講義を録画・撮影することは⼀切禁じます。また、他の受講⽣にとって迷惑とな
る⾏為、授業の進⾏を妨げる⾏為は厳正に対処する。
テキスト・参考書
教科書は指定せず、毎回の授業プリントや資料（PDF）をGoogle Classroomに掲載する。また全体的な参考書として
以下のものを提⽰するが、各トピックに関連する書籍等はその都度、プリントに記載する。
阿部誠 『図解・⼤学4年間のマーケティングが10時間でざっと学べる』KADOKAWA、2018年。
江夏健⼀、太⽥正孝、藤井健編 『国際ビジネス⼊⾨（第2版）』 中央経済社、2013年。
https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15T0100001
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⼤⽯芳裕 『実践的グローバル・マーケティング』 ミネルヴァ書房、2017年。
蛭川速 『マーケティングの基本教科書』⽇本能率協会マネジメントセンター、2019年。
フィリップ・コトラー（恩藏直⼈ 監訳）『コトラーのマーケティング・コンセプト』東洋経済新報社、2003年。
―（恩藏直⼈ 監訳）『コトラーのマーケティング⼊⾨（第4版）』丸善出版、2014年。
宮崎哲也 『コトラーのマーケティングがよくわかる本』 秀和システム、2018年。
諸上茂登 『国際マーケティング講義』 同⽂館出版、2013年。
オフィスアワー
⾦曜・15:00〜16:00の時間帯にオンラインで対応します。ただし、諸事情により対応できない可能性や別の曜⽇・時
間帯で対応できる場合もあるため、必ず事前にメールで連絡して下さい。
なお、オフィスアワーの時間帯に加えて、授業開始前・終了後の時間帯、もしくは指定した授業回で対応します。ま
た、Google Classroomに「質問コーナー」のフォームを設けているため、そちらも活⽤して下さい（フォームへの質問
は、メールで個別に回答する予定です）。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
全体的な講評（フィードバック）については、ミニレポート実施の翌週以降の授業で適宜⾏う。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

担当

授業内容
イントロダクション

1

佐々⽊

優

佐々⽊

優

4

佐々⽊

佐々⽊

優

優

佐々⽊

優

6

佐々⽊

優

【予習】新聞やニュースを活⽤し、様々な商品がどのよう
な変化・進化を遂げているかを調べること。（90分）

マーケティング戦略の役割とSTP 【復習】配布プリントを確認し、マーケティング戦略の特
戦略の特徴について理解する。
徴について復習すること。（90分）
事例研究①／⼩売産業（ショッピ
ングモール＋コンビニ）
【予習】⽇常⽣活で、⼤規模⼩売店（複合商業施設）を利
⽤するタイミングや理由について考えること。（90分）
⼩売業全般およびショッピングモ
ール（複合的な商業施設）のマー 【復習】配布プリントおよび新聞・ニュースを活⽤し、⼩
ケティング戦略の特徴と課題を理 売産業の全体像と諸課題を考察すること。（90分）
解する。
マーケティング戦術を考える
／4Pに基づく戦術と課題

5

【予習】私たちが⽇常⽣活の中で、どのような理由で財・
サービスを購⼊するか（＝購買活動）について考えるこ
と。
（90分）

私たちの⽣活（＝購買活動）か
ら、消費者⾏動の理論および実例
【復習】配布プリントの内容を確認し、⽇常⽣活の中で⾏
について理解する。
っている「財・サービスを購⼊する」という⾏為について
考察すること。（90分）
マーケティング戦略を考える
／STPに基づく戦略と課題

3

【予習】シラバスを熟読すること。マーケティングがどの
ような学問かを確認すること。（90分）

シラバスに基づき講義内容および
注意点を説明する。
【復習】講義内容や注意点、評価⽅法等について把握する
「マーケティング」を学ぶ意義に こと。（90分）
ついて理解する。
消費者の⾏動を考える

2

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）

【予習】新聞やニュースを活⽤し、様々な商品がどのよう
なタイミングで販売（公表）されているかを調べること。
（90分）

マーケティング戦術＝具体的な展
開と4P戦術の特徴について理解す
【復習】配布プリントを確認し、企業が4P戦術／マーケテ
る。
ィング・ミックスのポイントを復習すること。（90分）
事例研究②／外⾷産業（ファース 【予習】⽇常⽣活で、どのようなタイミングで外⾷するか
トフードおよび⾷品）
を考えること。外⾷と中⾷の違いを調べること。（90分）
外⾷産業および⾷に関する企業の 【復習】配布プリントおよび新聞・ニュースを活⽤し、⾷
マーケティング戦略の特徴と課題 品産業の市況について確認すること。（90分）
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を理解する。
事例研究③／製造業（アパレル関
【予習】新聞・ニュースを活⽤し、ファストファッション
連）
の特徴や関連企業の成⻑を調べること。（90分）
7

佐々⽊

優

製造業のマーケティング戦略とグ
【復習】配布プリントおよび新聞・ニュースを活⽤し、ア
ローバル化、その功罪（SDGsと
パレル産業の国際マーケティング戦略について、その特徴
の関連）について、アパレル産業
と課題を復習すること。（90分）
を事例に考察する。

⼩括Ⅰ

8

佐々⽊

優

第2〜7回の講義のまとめ（論点整 【復習】配布プリントの内容を確認するとともに、これま
理）と質問対応を⾏い、これまで での講義内容を振り返り、不明な点を復習すること。
の講義内容に対する理解を深め
（90分）
る。

マーケティングの国際化
9

佐々⽊

優

佐々⽊

優

【予習】国際マーケティングとは何かを確認し、重要な⽤
語をチェックすること。（90分）

企業の国際マーケティング戦略と
【復習】配布プリントや関連書籍を活⽤し、国際マーケテ
持続可能な社会の関係を理解す
ィングの論点と持続可能な社会を⽬指す上での課題につい
る。
て考察すること。（90分）
事例研究④／サービス産業（医
療・教育）

10

【予習】これまでの配布プリントの内容を確認し、質問内
容を整理すること。（90分）

【予習】グローバル・ビジネスとしての教育および医療の
特徴について、新聞やニュースより調べること。（90分）

サービス産業のマーケティング戦
【復習】配布プリントおよび新聞・ニュースを活⽤し、サ
略と医療・教育分野のグローバル
ービス産業の国際化の特徴と課題を復習すること。（90
展開を考察する。
分）
事例研究⑤／サービス＆観光産業
（航空産業）

11

移動⼿段としての旅客輸送、また
輸送・物流⼿段としての貨物輸送 【予習】航空産業の現状について、新聞やニュースより調
佐々⽊優
の2つの役割を担う航空産業につい べること。（90分）
て考察する。
外部招聘講師
【復習】配布プリントおよび新聞・ニュースを活⽤し、航
（⽵内正実︓ なお、本授業回では、現場での経 空産業の特徴と課題、今後の展望を考察すること。
元⽇本航空） 験談を交えることが有意義である （90分）
と考え、ゲストスピーカーによる
講義を予定している。
※ゲストの都合により⽇程が変更
となる可能性もある。
【予習】⽇本の主要な観光地の特徴を調べること。インバ
事例研究⑥／観光産業（都市・地
ウンドとは何かを確認すること。（90分）
⽅）

12

佐々⽊

優

【復習】配布プリントおよび新聞・ニュースを活⽤し、都
観光産業とインバウンドの関係に
市・地⽅の観光対策と対外的なマーケティング戦略の関係
ついて考察する。
について、その特徴と課題を復習すること。（90分）

13

佐々⽊

優

事例研究⑦／観光産業（テーマパ 【予習】国内の観光施設（テーマパークなど）について、
ークなど）
何をきっかけに成⻑／停滞しているかを、新聞やニュース
より調べること。（90分）
観光産業のマーケティング戦略と
グローバル展開（主に国内の観光 【復習】①配布プリントおよび新聞・ニュースを活⽤し、
施設）を考察する。
グローバル化とテーマパークの関係について、その特徴と
課題を復習すること、②配布プリントの内容を確認すると

https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15T0100001
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ともに、これまでの講義内容を振り返り、不明な点を復習
すること。（90分）
⼩括Ⅱ

14

佐々⽊

優

【予習】これまでの配布プリントの内容を確認し、質問内
容を整理すること。（90分）

第9〜13回の講義のまとめ（論点
整理）と質問対応を⾏い、これま
【復習】配布プリントの内容を確認するとともに、これま
での講義内容に対する理解を深め
での講義内容を振り返り、不明な点を復習すること。
る。
（90分）
全体のまとめ

15

佐々⽊

優

講義全体の総括＝現代マーケティ
ングの展望と課題について検討す
る。
これまでの内容全体について、質
問対応を⾏い、講義内容に対する
理解を深める。

【予習】これまでの配布プリントの内容を確認し、質問内
容を整理すること。（90分）
【復習】配布プリントの内容を確認するとともに、これま
での講義内容を振り返り、不明な点を復習すること。
（90分）

※全14回授業となった場合は、第
14回で全体のまとめを⾏う。

https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15T0100001

4/4

2021/5/10

JUNTENDO PASSPORT

2021/05/10(⽉)17:30
授業科⽬名

グローバリゼーション論

授業形態

講義

英語科⽬名

Globalization

開講学期

前期

対象学年

2

単位数

2

科⽬責任者

⼤槻 茂実

ナンバリング

4305

科⽬担当者
⼤槻 茂実
授業の概要
今、このシラバスを読んでいるあなたは、「卒業後は世界で通⽤する個⼈」になりたいという願望を少なからず抱い
ているのではないだろうか︖そうであれば、⾃問してみてほしい。そもそも、「世界で通⽤する」とは具体的にどのよ
うなことを指すのか︖答えの鍵はグローバリゼーションの理解にある。
世界中に同時的に表れているグローバリゼーションという現象を捉えることは、社会の構造的な変化を世界レベルで捉
えることを意味する。例えば、19世紀から20世紀初頭にかけて市⺠を埋め込むことに成功した国⺠国家のゆらぎについ
ての理解を深めることはその典型といえる。では、グローバリゼーションが進む世界では、国⺠国家の⼒と役割は衰え
るのだろうか︖
本授業では、グローバリゼーションと結びついた様々な社会事象をとりあげ、そうした社会事象の背景にあるグロー
バリゼーションという⼤きな物語を読み解いていく。授業では実際の社会調査データを使⽤した分析結果などを提⽰し
ながら、ミクロな我々の⽇常⽣活とマクロなグローバリゼーションの重なりを捉えていく。したがって、グローバリゼ
ーションというやや抽象的な概念を扱いつつも、実際のデータから実証的にその検討を重ねていくことになる。
本授業ではグループディスカッションを⾏い、知識の定着を進めていく。授業全体を通して、グローバリゼーション
という現在進⾏形の世界的な社会現象と冷静に向き合うために何が必要であるのかを考える。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
1. グローバリゼーションの進展の歴史的背景を知る。
2. 国⺠国家のゆらぎという観点から昨今の国際・国内政治を捉えられるようになる。
3. 「世界で通⽤する」とは具体的にどのようなことを指すのかを理解する。
成績評価⽅法
通常課題（毎回WEBに⼊⼒する予習・復習）とレポートにより評価する。評価基準は通常課題30%、レポート60%、総
合判定10%。
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
1. 毎回の資料はWEB上にアップするので、必ずアクセスして授業・課題に取り組むこと。なお、課題については下記の
学習としての予習・復習課題とは別に提出としての課題もある。提出としての課題の内容は事前に授業内で告知する。
このことをあらかじめ知っておくこと。
2. 予習・復習の記⼊内容等は、匿名化した上でJ-pass上にアップすることがある。このことをあらかじめ知っておくこ
と。
3. 学⽣の理解度により授業内容や授業構成が変更されることがある。またコロナウィルス対応の点から⼤幅な変更を⾏
う可能性がある。このことをあらかじめ知っておくこと。
4. この授業は適切な授業運営上抽選をすることがある。
テキスト・参考書
随時指⽰する。
オフィスアワー
基本は⽉曜⽇12︓10〜12︓50。時間外でも対応します。ただし、いずれの場合も必ずメールでアポをとってください。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
J-passのクラスプロファイル機能を使⽤して⾏う。
https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15T0110001
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授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

担当

授業内容

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）

初回ガイダンス＋グローバリゼー
ション①-世界に通じる個⼈とは︖

1

⼤槻

茂実

2

⼤槻

茂実

本授業の概要と⽬的を把握する。
「世界で通⽤する個⼈」になるに
はどうすればよいのか、そもそも
「世界で通⽤する個⼈」とはどの
ような個⼈であるのかを⾃分⾃⾝
で理解できるようになるためには
どう学べば良いのか、毎回の授業
の予習・復習⽅法を確認する。
物語の前提①新⾃由主義の台頭

【予習】世界に通じる個⼈とはどういう⼈物であるか記述
し提出する。（90分）
【復習】授業内で提⽰された課題をこなす。課題所要時間
は概ね90分をみておくこと。

【予習】新⾃由主義とは何かを調べておくこと。（90分）
【復習】授業内で提⽰された課題をこなす。課題所要時間
は概ね90分をみておくこと。

3

⼤槻

茂実

【予習】「新しい公共」とは何か、どのような経緯で⽣ま
物語の前提②個⼈と社会-新しい公 れた概念かを調べておくこと（90分）
共
【復習】授業内で提⽰された課題をこなす。課題所要時間
は概ね90分をみておくこと。

4

⼤槻

茂実

【予習】就職氷河期世代とは何かを調べておく。（90分）
様々な分断①働き⽅_正規雇⽤と⾮
【復習】授業内で提⽰された課題をこなす。課題所要時間
正規雇⽤
は概ね90分をみておくこと。

5

⼤槻

茂実

様々な分断②⾼度⼈材

【予習】頭脳流出とは何かを調べておくこと（90分）
【復習】授業内で提⽰された課題をこなす。課題所要時間
は概ね90分をみておくこと。

様々な分断③移⺠の教育

【予習】あなたが住んでいる⾃治体を拠点とする⽇本語教
室の数と活動内容を調べておくこと（90分）
【復習】授業内で提⽰された課題をこなす。課題所要時間
は概ね90分をみておくこと。

様々な分断④社会保障制度

【予習】財務省HP『これからの⽇本のために財政を考え
る』を熟読しておくこと（90分）
【復習】授業内で提⽰された課題をこなす。課題所要時間
は概ね90分をみておくこと。

茂実

様々な分断⑤不平等と公平感

【予習】不公平感と不満の違いを整理しておくこと（90
分）
【復習】授業内で提⽰された課題を調べ、その内容を提出
する。（90分）

茂実

【予習】近代化とグローバリゼーションがすすむ社会にお
グローバル時代のローカルな問題 いて，コミュニティは必要なのだろうか。この問について
①コミュニティ-理解の⼟台をつく ⾃分の考えを整理しておくこと（90分）
る
【復習】授業内で提⽰された課題を調べ、その内容を提出
する。（90分）

茂実

グローバル時代のローカルな問題
②⾃由・孤⽴・純粋な関係

【予習】近代化とグローバリゼーションがすすむ社会にお
いて，コミュニティは必要なのだろうか。この問について
⾃分の考えを整理しておくこと（90分）
【復習】授業内で提⽰された課題をこなす。課題所要時間
は概ね90分をみておくこと。

茂実

グローバル時代のローカルな問題
③⾼齢者の⾒守りと排除

【予習】あなたの住んでいる⾃治体の特徴と現在その⾃治
体が認識している問題を整理してまとめる（90分）
【復習】授業内で提⽰された課題をこなす。課題所要時間
は概ね90分をみておくこと。

グローバル時代のローカルな問題
④学区とコミュニティ

【予習】学校の統廃合は地域社会においてどのような意味
をもつのか。この問について⾃分の考えを整理しておくこ
と（90分）
【復習】授業内で提⽰された課題をこなす。課題所要時間
は概ね90分をみておくこと。

グローバル時代のローカルな問題
⑤新たな連帯-学官連携を考える

【予習】学官連携、産学官連携とは何かを調べておくこと
（90分）

6

7

8

9

10

11

⼤槻

⼤槻

⼤槻

⼤槻

⼤槻

⼤槻

茂実

茂実

12

⼤槻

茂実

13

⼤槻

茂実
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【復習】授業内で提⽰された課題をこなす。課題所要時間
は概ね90分をみておくこと。

14

⼤槻

茂実

スポーツイベントを考える

本授業のまとめ-世界に通じる個⼈
とは︖
15

⼤槻

茂実

本授業を総括し、初回のオリエン
テーションで設定した問いの答え
を検討する。

【予習】スポーツの社会的価値とは何か。⾃分の考えを整
理しておくこと。（90分）
【復習】授業内で提⽰された課題を調べ、その内容を提出
する。（90分）
【予習】これまでの授業内容をまとめ、世界に通じる個⼈
とは何か再考し、その内容を提出する。（90分）
【復習】授業内で提⽰された課題をこなし、その内容を提
出する。（90分）
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授業科⽬名

グローバル⼈材論

授業形態

講義

英語科⽬名

Global human resource management

開講学期

前期

対象学年

2

単位数

2

科⽬責任者

四⽅ 昌利

ナンバリング

4306

科⽬担当者
平林正樹（実務経験有り）
四⽅昌利（実務経験有り）
授業の概要
この授業では、「企業の国際経営と⼈材マネジメント」という観点に焦点をあて、国や地域をまたいで事業を⾏う企業
の⼈的資源管理を学びます。国際経営、⼈的資源管理の基礎をおさえ、国際的な⼈材配置、育成、報酬、評価、労使関
係、海外派遣者マネジメントなどを扱います。
世界経済のグローバル化の進展にともない、⽇本企業にもグローバルに事業を展開し、多国籍の⼈材を活⽤してビジネ
スを推進していく必要性、すなわち「国際⼈的資源管理」の重要性はますます⾼まっています。
そこで働く⼈々の⽴場からみても国際⼈的資源管理について理解することが、⾃分⾃⾝のキャリアを考える際にも役⽴
つはずです。
※「⾃分がグローバル⼈材になるためのノウハウを学ぶ科⽬」ではありませんので、注意してください。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
１．国際⼈的資源管理の基礎を⾝につけること。
２．企業で国際⼈的資源管理の実務に取り組む際に、背後にある基本的な考え⽅や理論的な枠組みを押さえることがで
きるようになること。
３．グローバルに展開する企業が⼈材をどのように管理・育成し、モチベーション⾼く働ける環境を整えようとしてい
るかを学ぶ。
成績評価⽅法
１．成績評価⽅法
①平常点（70%）︓JPassへの毎回授業後のリアクション⼊⼒。
➁期末試験（30%）︓授業内容に基づき、試験を⾏います。問題の形式は試験前に説明します。
２．成績評価基準
①平常点の評価基準︓期限を厳守できるか、学びや気づきを誤字脱字なく簡潔な⽂章で表現できるか。
➁期末試験の評価基準︓基本⽤語を修得し応⽤できるか（60％）、授業内容を理解し表現できるか（40％）
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
必ず、「予習（テキストの各章をあらかじめ読んでおくこと）」と「コメント準備（予習によって⽣じた質問・疑問・
意⾒・感想・反論など何でも良い）」をしてくることを求めます。
実例を通したインタラクティブな授業を⾏いますので、議論に積極的に参加することを望みます。
私語は禁じます。わからないことがあれば私語をせず、途中でもどしどし質問して下さい。
テキスト・参考書
テキスト︓
・関⼝ 倫紀, ⽵内 規彦, 井⼝ 知栄（編）『国際⼈的資源管理』中央経済社
・毎回の資料はJPASSの「授業資料」に添付しますので、適宜参照してください。
オフィスアワー
授業前の60分間。
可能であれば、数⽇前までにメールにて連絡し予約をしてください。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
JPASSを活⽤してフィードバックします。
https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15T0120001
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授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

1

2

担当
四⽅

四⽅

昌利

昌利

授業内容

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）

オリエンテーション
「グローバル化」とは何か

【予習】配布資料に⽬を通しておく（90分）
【復習】本⽇の授業について復習し、学びをまとめておく
（90分）

「国際⼈的資源管理」とは何か

【予習】テキストの当該部分を読んでおき、疑問点をまと
めておく（90分）
【復習】本⽇の授業について復習し、学びをまとめておく
（90分）

3

四⽅

昌利

グローバル化と多国籍企業

【予習】テキストの当該部分を読んでおき、疑問点をまと
めておく（90分）
【復習】本⽇の授業について復習し、学びをまとめておく
（90分）

4

四⽅

昌利

「⼈的資源管理」のフレームワー
ク（枠組み）

【予習】テキストの当該部分を読んでおき、疑問点をまと
めておく（90分）
【復習】本⽇の授業について復習し、学びをまとめておく
（90分）

「国際⼈的資源管理」のフレーム
ワーク（枠組み）

【予習】テキストの当該部分を読んでおき、疑問点をまと
めておく（90分）
【復習】本⽇の授業について復習し、学びをまとめておく
（90分）

⼈事資源管理の地域別特徴

【予習】テキストの当該部分を読んでおき、疑問点をまと
めておく（90分）
【復習】本⽇の授業について復習し、学びをまとめておく
（90分）

国際⼈材配置

【予習】テキストの当該部分を読んでおき、疑問点をまと
めておく（90分）
【復習】本⽇の授業について復習し、学びをまとめておく
（90分）

国際⼈材育成

【予習】テキストの当該部分を読んでおき、疑問点をまと
めておく（90分）
【復習】本⽇の授業について復習し、学びをまとめておく
（90分）

国際報酬

【予習】テキストの当該部分を読んでおき、疑問点をまと
めておく（90分）
【復習】本⽇の授業について復習し、学びをまとめておく
（90分）

国際⼈事評価

【予習】テキストの当該部分を読んでおき、疑問点をまと
めておく（90分）
【復習】本⽇の授業について復習し、学びをまとめておく
（90分）

海外派遣者のマネジメント

【予習】テキストの当該部分を読んでおき、疑問点をまと
めておく（90分）
【復習】本⽇の授業について復習し、学びをまとめておく
（90分）

⽇本企業の国際⼈的資源管理

予習】テキストの当該部分を読んでおき、疑問点をまとめ
ておく（90分）
【復習】本⽇の授業について復習し、学びをまとめておく
（90分）

戦略的国際⼈的資源管理（１）

予習】テキストの当該部分を読んでおき、疑問点をまとめ
ておく（90分）
【復習】本⽇の授業について復習し、学びをまとめておく
（90分）

5

6

7

8

9

10

11

12

13

四⽅

四⽅

四⽅

四⽅

四⽅

四⽅

四⽅

四⽅

四⽅

昌利

昌利

昌利

昌利

昌利

昌利

昌利

昌利

昌利

14

四⽅

昌利

戦略的国際⼈的資源管理（２）

予習】テキストの当該部分を読んでおき、疑問点をまとめ
ておく（90分）
【復習】本⽇の授業について復習し、学びをまとめておく
（90分）

15

四⽅

昌利

まとめと総括

授業全体の復習と⾒直し

https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15T0120001
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2021/05/18(⽕)12:43
授業科⽬名

国際関係論

授業形態

講義

英語科⽬名

International Relations

開講学期

後期

対象学年

2

単位数

2

科⽬責任者

⽟村 健志

ナンバリング

4307

科⽬担当者
⽟村

健志

授業の概要
本授業では、戦争や平和を初めとする様々な国際的な問題に関する国際的な対⽴と協調について、そしてそれらに影響
を与える主体について基礎的な知識を学ぶ。「グローバリゼーション」「国際機関」「NGO」とは何か、グローバルな
問題の解決のためにそれらはどのような役割を果たしているのか、国際政治の性質とはどのようなものかなどの点を初
めとして、現代の国際政治をどう捉えられるかを学んでいく。将来国際的な仕事に就くための、あるいは新聞や専⾨書
などを読んで理解するための、国際政治や国際関係に関する基礎的な知識を学ぶ。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
(1) 国際政治の導⼊的な知識を獲得し、授業で学んだ理論や概念の有効性と限界を理解できる
(2) 世界で起きていることについて、ニュースで⾒たり新聞で読んだりした事柄に関して⾃分なりの説明ができる
(3) グローバル化した世界における現状と課題を理解できる
(4) ⾃分の意⾒を述べられる発信⼒を持つ
(5) 物事の⾒⽅は⼀つではないことを理解し、⾃分とは異なる意⾒も理解できる
成績評価⽅法
期末レポート56％（初稿10%、最終稿46％）、リアクションペーパー（授業内課題）30％、事前学習シート14%。レポ
ートは11〜12⽉に初稿を提出し、その後修正したものを1⽉に最終的に提出する。
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
課題が多い授業であることを留意して履修すること。毎週授業前に事前学習シートを提出し、授業後にリアクションペ
ーパーに意⾒を書いて提出する。また、講義では単に座って聞いているだけでなく、私からみなさんに⾊々な問題提起
や質問を⾏っていくので積極的な発⾔を期待する。授業では⾊々な質問をするので、ニュースを⾒たり新聞を読んだり
して世界情勢について予めある程度情報を得ておいてほしい。本授業では⾃分の意⾒を授業の中で積極的に発信するこ
とを重視する。
課題は基本的にGoogleclassで提出するため、後期の授業開始までに登録すること。
テキスト・参考書
教科書は指定しない。
授業全体に関わる参考書として下記を挙げておく。各トピックに関するものは授業内で都度紹介する。
⼤芝亮・藤原帰⼀・⼭⽥哲也編『平和政策』有斐閣、2006年。
ジョセフ・ナイ・デイヴィッド・ウェルチ『国際紛争』第９版、2013年。
吉川直⼈・野⼝和彦編『国際関係理論』第２版、勁草書房、2015年。
オフィスアワー
毎週⽊曜4限とするが、ゼミや会議などで変更が必要になった場合には授業の中で通知する
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
リアクションペーパーにおける質問等に次回の授業でコメントする。
提出物についてはGoogleclassroomにてコメントする
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数
1

担当
⽟村

健志

授業内容
ガイダンス︓なぜ国際関係を学ぶ
のか
国際関係論とは何を学ぶ学問なの
か、その意義は何なのか皆さんと
共に考えつつ、この講義の概要を
説明する。また、皆さんの関⼼の

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）
予習︓シラバスをよく読み、国際関係について関⼼のある
ことを考えてくる（90分）
復習︓国際関係論をなぜ学ぶのか⾃分なりの意⾒を書く
（リアクションペーパー）（90分）

https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15T0130001

1/3

2021/5/18

JUNTENDO PASSPORT

あるテーマを話してもらう。

2

3

⽟村

⽟村

健志

グローバル化と国際関係
グローバル化は協調をもたらすの
か、それとも対⽴をもたらすの
か。グローバル化が国家や国際関
係に与える影響を考える。

予習︓グローバル化は協調をもたらすのか対⽴をもたらす
のか、⾃分の考えをまとめてくる（90分）
復習︓グローバル化が国家や国際関係に与える影響につい
て⾃分なりの考えを書く（90分）

健志

主権の壁と国際協調
現代の国際関係において国家の主 予習︓主権とは何かを調べてくる（90分）
権はどのような意味を持つのか、 復習︓国家主権の意味とその変容について⾃分の考えを書
またそのあり⽅はどのように変わ く（90分）
ってきているのかを考える。

健志

国際機構
国際機構は誰にとってなぜ必要な
のか、そもそも国際機構とは何
か、どのように誕⽣したのかな
ど、国際機構に関する導⼊的な知
識を学ぶ。

予習︓国際機構（国際組織）はなぜ必要か（不要ならなぜ
不要か）⾃分の意⾒を考えてくる（90分）
復習︓国際機構（国際組織）は誰にとってどのような場⾯
で必要か/不要か、⾃分の意⾒を書く（90分）

4

⽟村

5

⽟村 健志、
ゲストスピー
カー

ゲストスピーカー講義

予習︓ゲストスピーカーの講義内容について調べてくる（9
0分）
復習︓ゲストスピーカーの講義についてリアクションペー
パーを書く（90分）

⽟村

健志

EUとは
EUの仕組み、EU内における国家
関係の在り⽅とのその特殊性、主
権国家体系に与える意味などを考
える。

予習︓ヨーロッパにおける国家間関係や交流は他の地域と
どう異なっているのか、考えてくる（90分）
復習︓EUの特徴は何か、他の国際機関とどう異なるか、⾃
分の意⾒を述べる（90分）

健志

国際連合
国連は何をしているところか。ど
のように物事が決まり、それにど
の程度の意味合いがあるのか。国
際連合と関連する国際機関につい
ての基礎知識を学ぶ

予習︓国連は何のためにあるのか、なぜ必要か（あるいは
不要か）⾃分の意⾒を考えてくる（90分）
復習︓国連の活動の意義と課題について⾃分の意⾒を書く
（90分）

健志

NGOと国際関係

【予習】どのようなNGOがあり、どのような活動をしてい
るか調べてくる（90分）
【復習】グローバルな社会において、NGOがどのような役
割を果たしているのか⾃分なりの⾒⽅を書く（90分）

健志

内戦と紛争解決
内戦に対して第三者はどのように
対処すべきなのか、紛争解決や平
和構築のあり⽅を考える。

予習︓内戦に対して第三者が何をすべきか （何もすべき
でなければその理由）考えてくる（90分）
復習︓内戦において第三者が何をすべきで、何をすべきで
ないか、⾃分の意⾒を書く（90分）
予習︓ゲストスピーカーの講義内容について調べてくる（9
0分）
復習︓ゲストスピーカーの講義についてリアクションペー
パーを書く（90分）

6

7

8

⽟村

⽟村

9

⽟村

10

⽟村 健志
ゲストスピー
カー

ゲストスピーカー講義

⽟村

健志

⼩括とレポートの書き⽅
ここまでの授業で扱ってきたテー
マを振り返る。またレポートとは 予習︓なぜコピペの切り貼りはだめなのかを考えてくる（9
何か、なぜ剽窃がダメなのか、段 0分）
落や脚注の意味、ネット情報の正 復習︓サンプルレポート例の問題点を挙げる（90分）
しい引⽤・参照の仕⽅などを解説
する。
内戦と紛争解決
内戦に対して第三者はどのように
対処すべきなのか、紛争解決や平
和構築のあり⽅を考える。

予習︓内戦に対して第三者が何をすべきか （何もすべき
でなければその理由）考えてくる（90分）
復習︓内戦において第三者が何をすべきで、何をすべきで
ないか、⾃分の意⾒を書く（90分）

国際政治の性質①︓「リアリズ
ム」における国際政治観
国際関係の基調は対⽴か協調かを
テーマにしつつ、国家は国益に基
づく利⼰的な⾏動を執り、国益を
極⼤化しようとするがうえに紛争

予習︓戦争は不可避なのか、⾃分の意⾒を考えてくる（90
分）
復習︓リアリズムの理論が当てはまる具体的な事例を探し
て書く（90分）

11

12

⽟村

健志

13

⽟村

健志
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は避けがたいとする「リアリズ
ム」の有効性と限界を考察する。

14

15

⽟村

⽟村

健志

国際政治の性質②︓「リベラリズ
ム」における国際政治観
国際政治の性質を不変とする「リ
アリズム」の思考の枠組みに反駁
する議論を紹介し、中でも相互依
存が国際政治において果たす役割
を考える。

予習︓リアリズムの理論では説明の難しい事例を考えてく
る（90分）
復習︓リベラリズムの理論が当てはまる具体的な事例を探
して書く（90分）

健志

世界政府なき秩序〜国際レジーム
と規範
国際制度が国家の⾏動や国家間関
係に与える影響について考える。

予習︓世界政府の存在しない国際関係において秩序は存在
するか、⾃分の意⾒を考えてくる（90分）
復習︓国際制度はどのような役割を果たしているのか具体
例を挙げる（90分）
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授業科⽬名

スポーツ⽂化論

授業形態

講義

英語科⽬名

Global Society and Sports

開講学期

前期

対象学年

3

単位数

2

科⽬責任者

北村

ナンバリング

4308

薫

科⽬担当者
北村 薫

野⼝亜弥

授業の概要
スポーツは地球⾔語です。スポーツは国境をこえたグローバル社会を構成する世界最⼤の⽂化のひとつでもあります。
例えば中国から伝わった漢字から⽇本で仮名がつくられたように、⽂化はさまざまな国や地域に伝搬することでその内
容を変化させます。これを⽂化変容といいます。
スポーツも例外ではありません。イギリスで創られた近代スポーツは、世界の各地に伝えられる中で、それぞれの国、
地域の社会に存在する伝統スポーツと呼ぶべきものと融合しながら、それぞれの社会に適合的なスポーツとして変容し
てきました。
本講では、⽂化変容をキーワードに、スポーツを切り⼝にして、⽇本、中国、ヨーロッパ、途上国などの社会を理解
し、⼥性、ビジネス等、スポーツの⽂化としての新たな展開について⾃分たち独⾃の視点で読み解くための基礎的素養
を⾝につけることを狙いとします。
【関連するディプロマポリシー(DP)】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
１．⽂化としてのスポーツを理解し、⾃分の⾔葉で説明することができる。
２．⽇本のスポーツの⽂化的特性を理解し、⾃分の⾔葉で説明することができる。
３．スポーツを切り⼝にして世界各国・地域の社会と⽂化を理解し、⾃分の⾔葉で説明することができる。
４．⼥性スポーツやスポーツビジネス等の新たな展開について⾃分の意⾒を持ち、今後のスポーツの在り⽅について展
望を述べることができる。
成績評価⽅法
最終レポート、授業時の発⾔内容、⾃⼰学習の提出物、授業への取り組み姿勢により評価する。
最終レポート25%、授業時の発⾔内容25%、提出物25%、授業への取り組み姿勢25%。
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
★本講はzoomの併⽤をしませんのでご注意ください。
【理由】
グループ討議を⾏うため。
教室でのグループ討議にzoomで参加することが現状では困難です。
【感染対策】
討議時間は１回１５分程度とします。
１５分に１回以上、窓と出⼊⼝を全開し、換気します。
書いたものの回し読みなど、会話をしなくても効率的に討議を⾏うための⼯夫をします。
★授業内容に関して
1. WEB情報の取得等のため、ネットに接続できる機器（スマホ・タブレット・PCなど）を持参してください。
2. ゲストスピーカーの都合により⽇程や内容を変更することがあります。
3. グループ討議と発表を豊かなものにするカギは⾃分の考えを表明することです。
⽂化としてのスポーツ、さまざまな国や地域について⽇ごろから情報を収集し、⾃分なりの考え⽅を整理するよう⼼が
けてください。
テキスト・参考書
（参考書）井上俊・菊幸⼀編『よくわかるスポーツ⽂化論』ミネルバ書房
その他、適宜授業内で⽰します。
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オフィスアワー
授業終了後に応じます。
時間外の場合はメールでアポをとってください。
メールアドレスは1回⽬の授業でお知らせします。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
J-passのクラスプロファイル機能を使⽤して⾏います。
適宜、提出⽂書にコメントをします。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

担当

授業内容

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）

●オリエンテーション
授業の進め⽅を理解する。
【予習】
グループ討議と発表を体験す １回⽬なので特に予習は必要ありません。スポーツに関す
る。
る情報を取得するように⼼がけてください。
1

2・3

4・5

6・7

8・9

北村 薫・野⼝
●近代スポーツの発祥と世界への
亜弥
拡がり
なぜイギリスで近代スポーツが
発祥し、世界に拡がったかを理解
する。

【復習】
⾃分たちの発表、他のグループの発表を踏まえた振り返り
をWEB情報などを参考にしながら⽂章にしてまとめる（90
分）。

●スポーツとジェンダー・セクシ
ュアリティ
【予習】
ジェンダー・セクシュアリティ
WEB情報等で、ジェンダー・セクシュアリティを取り巻く
の観点からスポーツ界における課
スポーツの現状と課題について把握する（90分）。
題と対策と社会のジェンダー課題
野⼝亜弥・北 との接点について話す。
【復習】
村薫
⾃分たちの発表、他のグループの発表を踏まえ、⾃分がこ
●グループ討議と発表
の授業で何を学んだかを振り返り、WEB情報なども参考に
講義に基づいて、⾃分たちの意
して⽂章にしてまとめる（90分）。
⾒を出し合い、グループでのまと
めを発表する。
●⽇本の社会とスポーツ
⽇本スポーツ協会からゲストを 【予習】
迎えて、⽇本のスポーツの歴史と
⽇本スポーツ協会の設⽴から現在までを調べ、⽇本のス
現状、今後の展開などを話してい ポーツの歴史と現状を把握する（90分）。
北村 薫・野⼝
ただく。
亜弥
【復習】
ゲストスピー
●グループ討議と発表
⾃分たちの発表、他のグループの発表を踏まえ、⾃分がこ
カー
講義に基づいて、⾃分たちの意 の授業で何を学んだかを振り返り、WEB情報なども参考に
⾒を出し合い、グループでのまと して⽂章にしてまとめる（90分）。
めを発表する。
●中国の社会とスポーツ
【予習】
中国国籍の⽅をゲストに迎え、
⽇本スポーツ協会の設⽴から現在までを調べ、⽇本のス
中国のスポーツの現状、今後の展
ポーツの歴史と現状を把握する（90分）。
北村 薫・野⼝ 開などを話していただく。
亜弥
【復習】
ゲストスピー ●グループ討議と発表
⾃分たちの発表、他のグループの発表を踏まえ、⾃分がこ
カー
講義に基づいて、⾃分たちの意
の授業で何を学んだかを振り返り、WEB情報なども参考に
⾒を出し合い、グループでのまと
して⽂章にしてまとめる（90分）。
めを発表する。
北村 薫・野⼝ ●ヨーロッパの社会とスポーツ
亜弥
ヨーロッパの社会とスポーツに
ゲストスピー っ詳しい専⾨家をゲストに迎え、
カー
ドイツを中⼼にヨーロッパのスポ
ーツの現状、スポーツによる国際
交流などについて話していただ
く。

【予習】
WEB情報等で、ドイツ（ヨーロッパ）のスポーツ政策の変
遷と現状を把握する（90分）。
【復習】
⾃分たちの発表、他のグループの発表を踏まえ、⾃分がこ
の授業で何を学んだかを振り返り、WEB情報なども参考に
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して⽂章にしてまとめる（90分）。
●グループ討議と発表
講義に基づいて、⾃分たちの意
⾒を出し合い、グループでのまと
めを発表する。

10・11

●開発と平和のためのスポーツ
21世紀から注⽬が集まるように
なった、開発と平和のためのスポ
ーツについて、これまでの国際開
発の変遷とスポーツの取り組みな
どを踏まえ、国際課題に資するス
野⼝亜弥・北
ポーツの役割を考える。
村薫

【予習】
WEB情報等で、スポーツを通じた国際協⼒事業の現状と課
題について把握する（90分）。

【復習】
⾃分たちの発表、他のグループの発表を踏まえ、⾃分がこ
●グループ討議と発表
の授業で何を学んだかを振り返り、WEB情報なども参考に
講義に基づいて、⾃分たちの意 して⽂章にしてまとめる（90分）。
⾒を出し合い、グループでのまと
めを発表する。
●途上国の社会とスポーツ
【予習】
開発途上国（特に東南アジアや
WEB情報等で、途上国のスポーツの現状と⽀援について把
アフリカ）のスポーツの現状につ
握する（90分）。
いて話す。

12・13

14・15

野⼝亜弥・北
村薫
●グループ討議と発表
講義に基づいて、⾃分たちの意
⾒を出し合い、グループでのまと
めを発表する。

【復習】
⾃分たちの発表、他のグループの発表を踏まえ、⾃分がこ
の授業で何を学んだかを振り返り、WEB情報なども参考に
して⽂章にしてまとめる（90分）。

●企業のCSR戦略とスポーツ
⼤規模国際競技⼤会やプロリー 【予習】
グ、グローバル企業によるスポー WEB情報等で、スポーツを通じた企業のCSRの現状と事例
ツを通じた社会貢献活動について について把握する（90分）。
話す。
野⼝亜弥・北
【復習】
村薫
●グループ討議と発表
⾃分たちの発表、他のグループの発表を踏まえ、⾃分がこ
講義に基づいて、⾃分たちの意 の授業で何を学んだかを振り返り、WEB情報なども参考に
⾒を出し合い、グループでのまと して⽂章にしてまとめる（90分）。
めを発表する。

スケジュール
６⽉4⽇ 4限のみ
６⽉11⽇ ３・４限
６⽉18⽇ ３・４限
６⽉25⽇ ３・４限
７⽉２⽇ ３・４限
７⽉９⽇ ３・４限
７⽉16⽇ ３・４限（定期試験期間中に通常授業）
７⽉30⽇ ３・４限
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2021/05/18(⽕)17:36
授業科⽬名

持続可能な社会（サステナビリティ）

授業形態

講義

英語科⽬名

Creating a Sustainable Society

開講学期

前期

対象学年

3

単位数

2

科⽬責任者

⻫藤 智樹

ナンバリング

4309

科⽬担当者
⿑藤智樹
授業の概要
グローバル化が進む時代において，地域レベル・地球レベルでの様々な環境問題が深刻化している。持続可能な社会
の創出（Creating a Sustainable Society）のために，学⽣⾃⾝が主体となって，何らかの社会的活動を展開する．そのた
めに，本講義ではSDGsを中⼼とした⽬標に向けた解決策の企画・⽴案・遂⾏を中⼼としたPBL（Problem/Project based
Learning）として，全体が構成されている．持続可能性，デザイン思考，STEAM，プロジェクトマネジメントなどをキ
ーワードとし，１授業(90分)において，教師のファシリテーション︓学⽣同⼠のディスカッション及び活動が時間にして
３︓７程度展開される予定である．
同学期に開講される「地球環境論」とは対になっており，地球環境論ではインプットに，本講義ではアウトプットに
重点を置いているため，同時に受講することを推奨する．
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
SDGs達成に向けた学習を通じて，
・ 持続可能性への理解を深め，問題を深くまで⾒つめるとともに，⾃ら実感する
・ 各⾃の興味あるセクターに応じて，SDGsに対応する解決策のデザインができるようになる
・ デザインした解決策を実⾏し，その効果について評価し，証拠に基づいて意⾒を述べたり，書いたりして適切に発信
できる．
成績評価⽅法
１・成績評価⽅法
・ 各講義時にリフレクションの投稿（20%）
・ グループワークへの参加状況（20%）
・ その他，本講義内での成果物（中間レポ，PPスライド，学習の履歴等）（30％）
・ 期末レポート＝プロジェクト成果物（30%）
２．評価規準
・プロジェクトの遂⾏を通じて知り得た，問題の広がりと関連性，難しさについて⾔及している．
・eポートフォリオとしての学びの履歴が，リフレクションに活かされている．
・グループワークを通じて，SDGsに対応する解決策が創られている．
・持続可能性，デザイン思考を踏まえて，⼩レポートに解決策を表現できる．
・グループで計画した解決策が実⾏できる．
・解決策の効果について，把握，分析し，最終レポートにまとめることができる．
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
・本講義は，グループワークを含みます．
・他の学⽣と協⼒して，解決策構築に取り組むこと．そのために受講前に活動可能性を熟考すること．
・事前にSlackをインストールしておくこと．PCでの受講が望ましい．
テキスト・参考書
・「ソーシャルプロジェクトを成功に導く12ステップ」（みくに出版）
・「プロジェクトマネジメント知識体系ガイド」（関連書籍多数）
・「システム×デザイン思考で世界を変える」（⽇経BP社）
ほか，講義内で適宜紹介する．
オフィスアワー
授業の前後とする。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
授業内及びオンラインサービスで適宜⾏います。
https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15T0150001
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授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

1

2

3

4

5

6

7

8

担当

授業内容

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）

⿑藤智樹

ガイダンス︓本講義の進め⽅
オンラインサービスの利⽤法
課題の提出及び評価について
SDGs✕STEAM総論
なぜPBLか
次回までの課題について

［予習］90分
Slackのモバイルアプリを事前にインストールしておくこ
と．
テキストを⼊⼿し，参照できるようにしておく．
［復習］90分
・⾃⼰紹介をSlackに上げる

⿑藤智樹

⽬標変遷の歴史・MDGs・SDGs
トップダウンとボトムアップ
問題について知る１
最終発表について
解決策の効果をいかに測るか
eポートフォリオ

［予習］90分
SDGsについて国連周りの情報を検索し，⽬を通しておく
こと．
［復習］90分
・今回のお題について回答
・問題についての調査

⿑藤智樹

問題について知る２
公害と地球環境問題
グローバルな問題とローカルな問
題
在来知と科学
８つのPractices
プロジェクトの流れをモニターす
る

［予習］90分
⾃分が興味ある分野の問題について，調査を進めておくこ
と．
［復習］90分
・今回のお題について回答
・問題についての調査

⿑藤智樹

プロジェクト開始
①課題と問いの設定
課題発⾒と創造性
レジリエンス
グループ設定・役割分担
ここまでオンライン

［予習］90分
⾃分が興味ある分野の問題について，調査を進めておくこ
と．
［復習］90分
・今回のお題について回答
・グループ議論を進める

⿑藤智樹

対⾯初回
各グループの進捗状況
ケーススタディの価値
②既存の取り組み調査
昨年度の事例
デザイン思考①ニーズの把握

⿑藤智樹

各グループの進捗状況
何が良いプロジェクトか
③既存の取り組みの分析
メトリクス

［予習］90分
各グループの進捗状況について説明できるようにしてお
く．
［復習］90分
・今回のお題について回答
・グループ議論を進める

⿑藤智樹

各グループの進捗状況
創造的課題解決，創造性とは何か
課題の再定義
④解決策の考案
WBS作成
⼩レポート作成

［予習］90分
各グループの進捗状況について説明できるようにしてお
く．
［復習］90分
・⼩レポート作成（解決策）
・グループ議論を進める

④-2解決策の提案・実施

［予習］90分
各グループの進捗状況について説明できるようにしてお
く．
［復習］90分
・解決策の実施
・グループ議論を進める

⿑藤智樹

［予習］90分
各グループの進捗状況について説明できるようにしてお
く．
［復習］90分
・今回のお題について回答
・グループ議論を進める

9

⿑藤智樹

④-3解決策の実施・評価

［予習］90分
・解決策の実施
［復習］90分
・解決策の実施
・グループ議論を進める

10

⿑藤智樹

各グループの進捗状況
⑤解決策の最適化
社会への提案としての解決策

［予習］90分
各グループの解決策実施状況について説明できるようにし
ておく．
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12

13

14

15
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⿑藤智樹

⿑藤智樹

⿑藤智樹

⿑藤智樹

⿑藤智樹

チェンジエージェント
終わりのスケジュール
コスト・リスクのコントロール

［復習］90分
・今回のお題について回答
・グループ議論を進める

⑤-2解決策の再実施
結果を⽣み出し，定着させるには
イノベーションとは何か
解決策の評価と効果測定

［予習］90分
各グループの解決策実施状況について説明できるようにし
ておく．
［復習］90分
・今回のお題について回答
・グループ議論を進める

⑤-2解決策の再実施
証拠に基づいた推論

［予習］90分
各グループの解決策実施状況について説明できるようにし
ておく．
［復習］90分
・今回のお題について回答
・グループ議論を進める

グループ発表①

［予習］90分
・グループ発表準備
［復習］90分
・今回の発表についてコメント・評価

グループ発表②

［予習］90分
・グループ発表準備
［復習］90分
・今回の発表についてコメント・評価

まとめ
プロジェクト報告会

［予習］90分
・期末レポートに向けて，本講義の内容を⾒直すこと
［復習］90分
・本講義の提出物，コメント等を再確認し，期⽇までに提
出する．
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2021/05/18(⽕)17:36
授業科⽬名

財務管理

授業形態

講義

英語科⽬名

Financial Management

開講学期

前期

対象学年

3

単位数

2

科⽬責任者

榮⽥悟志

ナンバリング

4310

科⽬担当者
榮⽥ 悟志（実務経験有り）
授業の概要
財務管理は、貸借対照表の貸⽅の調達源泉の管理を意味する場合が多いですが、内容としては、会計学の貸⽅項⽬の内
容を学習することではなく、負債と純資産の時価の合計は企業価値であり、資⾦調達を含めた負債と純資産の最適なバ
ランスはあるのか否か、どのように企業価値を求めることが正しいのであろうか、という内容を学修します。企業価値
の算定といった投資される側だけでなく、株式や債券等に関するリスクとリターンの関係といった投資する側の投資論
も合わせて学修します。
財務諸表分析は、EDINETを利⽤して有価証券報告書を検索し、実際の企業の財務諸表を分析し、企業のホームページな
どから企業のビジネスモデルや企業戦略を理解することで、就職活動における企業分析や将来の株式投資等に役⽴つ企
業分析を⾏います。
投資する側とされる側の論点を合わせてファイナンスと呼ぶことが多いです。本講義はファイナンスと財務諸表分析を
通じて企業を分析対象とした分析⽅法を理解することを⽬的とします。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
投資については、リスクとリターンにはどのような関係性があり、リスクとリターンはどのように計算されるのかを理
解しましょう。現在価値（割引現在価値合計）の計算ができるようになりましょう。資本コストを理解し、計算ができ
るようになりましょう。財政政策はMM理論を理解し、配当政策と⾃社株買いに関する企業価値への影響を理解しましょ
う。オプションの種類を理解し、オプションを企業価値に応⽤した場合の企業価値の⾒⽅を株式会社の特徴と合わせて
理解しましょう。財務諸表分析については、各種の指標を理解し、それがどのように有価証券報告書に利⽤され、企業
戦略と合わせて企業の情報として活⽤されているのかを理解しましょう。
成績評価⽅法
１．成績評価⽅法
レポート50点、期末定期試験50点で評価します。なお、状況に応じて期末定期試験はレポートに変更する可能性があり
ます。
期末定期試験は、講義での使⽤テキスト、⼿書きノート、電卓など、全て持込可とします。従いまして、毎回の講義は
暗記ではなく理解をするように努めるようにしてください。講義中はテキストにメモをして、復習の際にノートにまと
めることが理想です。
２．成績評価基準
投資に関するリスクとリターン、企業価値、財務諸表分析など講義で取り扱った論点について、理論として理解したう
えで、計算ができているか否かで判断します。
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
履修条件はありません。数式が出てきますが、数学が苦⼿な⽅でもわかりやすく説明しますので、根気強く考えてみま
しょう。学問や知識は簡単に⼿に⼊れることができないものです。本質をつかむまで⼀所懸命に考える学⽣に受講して
もらいたいです。また、企業の財務諸表や企業価値、投資に興味のある学⽣の受講をお待ちしております。
電卓を使⽤しますので、各講義ごとに準備をお願いします。最後の３回の講義は４⼈程度のグループに分かれてもら
い、同じ業界の中にある他社について、財務諸表分析を⾏い、戦略の違いからくる財務諸表数値の違い等をディスカッ
ションしてもらう予定です。講義中にパソコンを使⽤しながら、インターネットで調べてもらい、エクセルやパワーポ
イントを使⽤することを予定していますが、受講学⽣の状況を⾒て⼀部内容を変更する可能性があります。
テキスト・参考書
教材は以下の２冊を使⽤しますので準備をお願いします。
https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15T0160001
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・[新版]グロービスMBAファイナンス（グロービス経営⼤学院、ダイヤモンド社、2009年5⽉29⽇出版、ISBN-10 : 4478
008760)
・ビジネス会計検定試験®公式テキスト3級〔第4版〕 （⼤阪商⼯会議所 (編)、中央経済社、2019年3⽉23⽇出版、ISBN10 :4502301817)
オフィスアワー
講義前後の時間か、メール、若しくはメールで連絡を取り時間を決めてZOOMによって質問等には対応します。メール
アドレスはs.sakaeda.zw@juntendo.ac.jpです。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
講義内で対応するか、PASSPORTを通して対応します。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

担当

授業内容

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）

財務諸表のファイナンス的⾒⽅

【予習90分】[新版]グロービスMBAファイナンスのまえが
き、⽬次、財務諸表のファイナンス的⾒⽅を読み、わから
ない単語を調べておきましょう。
【復習90分】講義で学習した考え⽅を整理し、計算につい
ては⾃分⾃⾝でもう⼀度やってみましょう。

現在価値（割引計算と複利計算）

【予習90分】現在価値（割引計算と複利計算）を読み、わ
からない単語を調べておきましょう。
【復習90分】講義で学習した考え⽅を整理し、計算につい
ては⾃分⾃⾝でもう⼀度やってみましょう。

リスクとリターン

【予習90分】リスクとリターンを読み、わからない単語を
調べておきましょう。
【復習90分】講義で学習した考え⽅を整理し、計算につい
ては⾃分⾃⾝でもう⼀度やってみましょう。

リスクとリターン

【予習90分】リスクとリターンを読み、わからない単語を
調べておきましょう。
【復習90分】講義で学習した考え⽅を整理し、計算につい
ては⾃分⾃⾝でもう⼀度やってみましょう。

資本コスト

【予習90分】資本コストを読み、わからない単語を調べて
おきましょう。
【復習90分】講義で学習した考え⽅を整理し、計算につい
ては⾃分⾃⾝でもう⼀度やってみましょう。

バリュエーション

【予習90分】バリュエーションを読み、わからない単語を
調べておきましょう。
【復習90分】講義で学習した考え⽅を整理し、計算につい
ては⾃分⾃⾝でもう⼀度やってみましょう。

榮⽥ 悟志

企業価値

【予習90分】企業価値を読み、わからない単語を調べてお
きましょう。
【復習90分】講義で学習した考え⽅を整理し、計算につい
ては⾃分⾃⾝でもう⼀度やってみましょう。

榮⽥ 悟志

【予習90分】財政政策（MM理論・最適資本・配当政策）
財政政策（MM理論・最適資本・配 を読み、わからない単語を調べておきましょう。
当政策）
【復習90分】講義で学習した考え⽅を整理し、計算につい
ては⾃分⾃⾝でもう⼀度やってみましょう。

榮⽥ 悟志

【予習90分】財政政策（MM理論・最適資本・配当政策）
財政政策（MM理論・最適資本・配 を読み、わからない単語を調べておきましょう。
当政策）
【復習90分】講義で学習した考え⽅を整理し、計算につい
ては⾃分⾃⾝でもう⼀度やってみましょう。

榮⽥ 悟志

オプションと企業価値

【予習90分】オプションと企業価値を読み、わからない単
語を調べておきましょう。
【復習90分】講義で学習した考え⽅を整理し、計算につい
ては⾃分⾃⾝でもう⼀度やってみましょう。
【予習90分】ビジネス会計検定試験®公式テキスト3級第5
章財務諸表分析の前半部分を読み、わからない単語を調べ
ておきましょう。
【復習90分】講義で学習した考え⽅を整理し、計算につい
ては⾃分⾃⾝でもう⼀度やってみましょう。

榮⽥ 悟志

榮⽥ 悟志

榮⽥ 悟志

榮⽥ 悟志

榮⽥ 悟志

榮⽥ 悟志

11

榮⽥ 悟志

財務諸表分析（講義）

12

榮⽥ 悟志

財務諸表分析（講義）

【予習90分】ビジネス会計検定試験®公式テキスト3級第5
章財務諸表分析の後半部分を読み、わからない単語を調べ
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ておきましょう。
【復習90分】講義で学習した考え⽅を整理し、計算につい
ては⾃分⾃⾝でもう⼀度やってみましょう。

13

14

15

榮⽥ 悟志

財務諸表分析（実際の有価証券報
告書を分析するグループワーク）

【予習90分】分析対象とする企業や業界について調べてお
きましょう。
【復習90分】講義で学習した考え⽅を整理し、計算につい
ては⾃分⾃⾝でもう⼀度やってみましょう。

榮⽥ 悟志

財務諸表分析（実際の有価証券報
告書を分析するグループワーク）

【予習90分】分析対象とする企業や業界について調べてお
きましょう。
【復習90分】講義で学習した考え⽅を整理し、計算につい
ては⾃分⾃⾝でもう⼀度やってみましょう。

榮⽥ 悟志

財務諸表分析（実際の有価証券報
告書を分析するグループワーク）

【予習90分】分析対象とする企業や業界について調べてお
きましょう。
【復習90分】講義で学習した考え⽅を整理し、計算につい
ては⾃分⾃⾝でもう⼀度やってみましょう。
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授業科⽬名

組織⼼理学

授業形態

講義

英語科⽬名

Human Relations

開講学期

前期

対象学年

3

単位数

2

科⽬責任者

道⾕ ⾥英

ナンバリング

4311

科⽬担当者
道⾕

⾥英（実務経験有り）

授業の概要
現代社会では、組織との関わりなしに⽣きていくことは困難です。同じ組織に属する⼈々と適切な関係を構築し、組織
の機能を⾼めていくことが求められます。また、組織を率いたり、⽀えたりするためには、集団を理解する⼒も必要で
す。本科⽬では、産業構造の変化に伴い、組織と個⼈との関係やリーダーシップのあり⽅がどのように変化してきたの
かを学び、これからの組織と関わるために必要なことを、主に⼼理学の視点から考えていきます。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
授業の達成⽬標
1．組織の中の個⼈という視点から、パーソナリティやモチベーション理論を理解する。
2．組織と個⼈の相互作⽤を説明する多様な⼼理学的構成概念（組織コミットメント、集団規範など）を理解する。
3．集団や組織に影響を与えるリーダーシップやフォロワーシップ、対⼈関係のプロセスを理解する。
4．集団が形成されるプロセスやダイナミクスを体験的に理解する。
5．組織が外部環境に適応していくための変⾰や改善のプロセスを理解する。
成績評価⽅法
定期試験(60%)の結果と、リアクションペーパーおよびレポート課題の評価(40%)から総合的に判断します。
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
講義だけでなく、個⼈やグループのワークを取り⼊れるため、積極的な参加を求めます。
テキスト・参考書
参考書︓外島裕(監修）『産業・組織⼼理学エッセンシャルズ

改訂4版』ナカニシヤ出版

オフィスアワー
授業の前後を基本とする。専任教員オフィスアワー⼀覧も併せて参照のこと。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
授業内で適宜返却する。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

1

担当

道⾕

⾥英

2

道⾕

⾥英

3

道⾕

⾥英

授業内容

オリエンテーション・導⼊講義

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）
【予習】「組織」という⾔葉から連想されることは何かを
考え、その理由や思い当たる⾃⾝の経験について振り返っ
ておくこと。新聞等で働くことにまつわるニュース等を調
べて⼝頭で発表できる準備をしておくこと(90分)。
【復習】授業の⽬的や到達⽬標に対して、⾃⾝がこの科⽬
を通じてどのような知識を得ていきたいか、それはなぜか
をまとめ、これまでの学びとの関連を整理しておくこと(90
分)。

パーソナリティと組織
・組織と関わりのあるパーソナリ
ティ
・職業適性
・⼈を評価する難しさ

【予習】「組織」や「仕事」と関連がありそうだと思うパ
ーソナリティを3つ挙げ、その理由を教えておくこと(90
分)。
【復習】授業で提⽰されたいくつかのパーソナリティにつ
いて、思い当たる⾃⾝の経験を振り返り、ワークシートへ
記⼊すること(90分)。

ワーク・モチベーション①
・モチベーションの定義
・モチベーション理論
（古典的な理論や内容理論を中⼼

【予習】世論調査等を調べたうえで、⼈が働く⽬的にはど
のような種類があるかを考えてくること(90分)。
【復習】授業で提⽰されたワーク・モチベーションの理論
のうち、⾃⾝や周囲の経験と関連のあるものを⼀つ選び、
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ワーク・モチベーション②
・モチベーション理論
（⾃⼰決定理論、期待理論など）
・近年注⽬される「ワークエンゲ
ージメント」

その経験を具体的に振り返りミニレポートとしてまとめる
こと（90分)。
【予習】公正な報酬を⽀払うために必要な条件は何かを考
えてくること(90分)。
【復習】公正さを判断するあなたの考えに影響を与えてい
るもの振り返り、その経験をまとめること(90分)。

組織コミットメントと組織社会化
・組織と個⼈の関係
・組織に適応するプロセス

【予習】組織に対する忠誠⼼や愛着はどのように⽣まれる
と思うかを考えてくること(90分)。
【復習】過去の経験を振り返って、組織に適応するプロセ
スでこれまでに感じた混乱や葛藤、そしてそれらをどう乗
り越えたかをまとめること(90分)。

リーダーシップ
・リーダーシップとは
・リーダーシップの諸理論

【予習】「リーダーシップのある⼈」とはどのような⼈だ
と思うか。実在の経営者や組織のリーダーを調べ、その特
徴からまとめおくこと(90分)。
【復習】事前課題でまとめたリーダーたちには、授業で提
⽰されたリーダーシップ理論とどのように関係していたか
を振り返り、分析しておくこと(90分)。

フォロワーシップ
・⼈は集団からどのような影響を
受けるか
・チームを機能させるにはどうす
るか
・フォロワーシップとは

【予習】フォロワーシップとは何かを調べてくること。ま
た、最近フォロワーシップが注⽬されている理由について
も調べ考えておくこと(90分)。
【復習】授業内で提⽰されたフォロワーシップやパフォー
マンスに関する尺度をもとに、⾃⾝のフォロワーシップと
しての特徴を振り返り、まとめること(90分)。

⼈間関係の形成と社会的スキル
・印象形成
・ステレオタイプ、偏⾒
・ソーシャルスキル

【予習】⼈間関係を形成する初期段階における⾃分の特徴
について振り返り、まとめておくこと(90分)。
【復習】授業で学んだ概念が、事前課題で振り返った内容
とどのように関連していかたを振り返ること(90分)。

攻撃の⼼理
・攻撃⾏動の分類
・攻撃⾏動起因の諸理論

【予習】組織内で怒りや攻撃⾏動が問題になる場⾯や関連
するニュースを調べ、その背景にある要因をまとめること
(90分)。
【復習】事前課題で調べた要因が、授業で提⽰された多様
な理論とどのように関連していたかを振り返り、まとめる
こと(90分)。

ストレスと援助の⼼理
・職場におけるストレスとメンタ
ルヘルス
・援助⾏動の理論
・援助される側の⼼理

【予習】援助を⾏った経験を振り返り、⾃分がなぜそのよ
うな⾏動をとったかをまとめること(90分)。
【復習】授業で提⽰されたフレームワークをもとに、援助
を求めることについてご⾃⾝の特徴を振り返り、そのよう
な特徴に影響している経験を振り返ること(90分)。

⾥英

グループプロセス①
・集団における意思決定の体験
（グループワーク）

【予習】グループワークなどの経験を通じて、⾃⾝がどの
ような役割を担うことが多いか、またその理由をまとめて
おくこと(90分)。
【復習】グループワークを体験して、ご⾃⾝の特徴を振り
返り、課題をまとめておくこと(90分)。

⾥英

グループプロセス②
・グループプロセスの体験と観察
（グループワーク）

【予習】組織で⾏われる問題解決の場⾯を想定し、どのよ
うな⾏動が求められるかを調べ、まとめておくこと(90
分)。
【復習】授業内での体験が、事前課題で調べた内容とどの
ように関連していたかを振り返ること(90分)。

組織⽂化と組織学習
・組織⽂化の概念と機能
・環境へ適応できる組織（組織学
習）

【予習】⾃⾝の過去の経験を振り返り、組織やグループで
の活動がうまく進んだときと、そうでない時との違いを考
えておくこと(90分)。
【復習】授業で提⽰された概念ともとに、事前課題で振り
返った過去の経験を分析し、どのような要因がグループの
活動に影響していたかをまとめること(90分)。

組織内キャリア発達
・組織内で⾏われるキャリア形成
⽀援の取組み
・学⽣による事例発表

【予習】あなたが気になる企業や組織、職種におけるキャ
リア形成⽀援の事例について調べておくこと(90分)。
【復習】授業を受けて、組織内でのキャリア発達について
あなたがもっていたイメージが知識がどのように変化した
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か、または変化しなかったか、その理由をまとめること(90
分)。

15

道⾕

⾥英

試験およびレポートへのフィード
バック

【予習】提⽰された授業全体の復習⽤課題を実施する(90
分)。
【復習】フィードバックされたレポートを修正する(90
分)。
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2021/05/18(⽕)15:08
授業科⽬名

地球環境論

授業形態

講義

英語科⽬名

Our Global Environment

開講学期

前期

対象学年

3

単位数

2

科⽬責任者

⻫藤 智樹

ナンバリング

4312

科⽬担当者
⿑藤智樹
授業の概要
グローバル化が進む時代において、地域レベル・地球レベルでの様々な環境問題が深刻化している。本講義では、こ
れら環境問題を「世界的で複雑な問題群」として捉え、システムアプローチの視点から，その特性と所在、相互関係
性、環境問題の構造等について理解する。特に今年度は，社会のシステムに焦点を当て，社会システム理論，構成主
義，科学・技術・社会（STS/STEM）等をキーワードとしながら，各回キーワードに対する発表と議論，講義をワンセ
ットとした学習が展開される予定である（部分的に英語を中⼼とした情報収集を要する）．
同学期に開講する「持続可能な社会」とは対になっており，本講義ではよりインプットに主眼を置き，他⽅「持続可
能な社会」ではアウトプットとしてのプロジェクト学習を進めるため，両講義の同時受講を推奨する．なお、１授業（9
0分）において、キーワードに対する発表︓学⽣同⼠のディスカッション︓講義が時間にして２︓２︓６程度展開される
予定である。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
環境問題を「世界的で複雑な問題群」として捉え，
・システムアプローチを通じた社会環境への理解を深める
・グループでの議論を通じて，システムの考え⽅に基づいた意⾒を展開できる
・社会のシステムと⾃然のシステムの間にある不整合に気づき，適切な解決策を提案できる
・⾔語を超えた情報収集能⼒とコミュニケーション能⼒の基礎を⾝につける
ことを，達成⽬標とする．
成績評価⽅法
１．成績評価⽅法
・各講義時にリフレクションの投稿（30%）
・その他本講義からのプロダクト（キーワード発表・スライド・⼩レポート等30%）
・最終レポート（30％）
２．評価規準
・当⽇講義の内容を踏まえ，環境問題の社会的側⾯について⾃らの意⾒を述べている．
・担当する発表回において，指定されたキーワードについてスライド作成し，発表できる．
・指定されたキーワードについて，⾔語を超えて調査し，まとめることができる．
・⼩レポートにおいて，システムの考え⽅を踏まえた，環境問題の構造を⽰し，課題を提案できる．
・⼩レポートにおいて，コミュニケーション能⼒の基礎としての学術ライティングが⾝についている．
・最終レポートにおいては，ここまでの講義内容，課題を踏まえ，地球環境問題について，⾃⾝の意⾒を述べることが
できる．
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
・本講義は，グループワークを含みます．
・講義の動画もオンラインサービスから配信予定．教育実習がある⽅は，それを⾒て後⽇レポート作成可．
・事前にSlackをインストールしておくこと．PCでの受講が望ましい．
テキスト・参考書
テキスト「環境リテラシーの学習内容と順序」（SEEK, 2006）Webに公開されています．
テキスト「社会システム理論」（ルーマン，1984）
「社会システム理論」については複数の関連書籍が出版されています．どれか⼀つでも⼿に⼊れて参照できるようにし
てください．
オフィスアワー
授業の前後とします．
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課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
授業内及びオンラインサービスで，発表やレポートに対して，適宜コメントする。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

1

2

3

4

5

6

7

8

担当

授業内容

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）

⿑藤智樹

ガイダンス︓本講義の進め⽅
オンラインサービスの利⽤法
課題の提出及び評価について
システムアプローチ（SA）総論
次回までの課題について

［予習］90分
・Zoomに事前に接続を試⾏し，できるようにしておくこ
と．
・テキスト「環境リテラシーの学習内情と順序」をダウン
ロードし，参照できるようにしておく．
・「社会システム理論」については，関連する書籍が複数
あるので，購⼊または図書館等で借りておく．
［復習］90分
・今回講義からの問いをSlackに上げる

⿑藤智樹

・前回講義からの問い
・今回のキーワードに対する発表
・社会のシステムの構成要素
・科学とシステムアプローチ
・最終レポートについて

［予習］90分
・今回の担当者はお題について発表準備を，その他のグル
ープメンバーは各グループのお題について調べておく．
［復習］90分
・今回のお題について回答

⿑藤智樹

・前回講義からの問い
・今回のキーワードに対する発表
・社会のシステムの階層性
・環境問題と複雑性

［予習］90分
・今回の担当者はお題について発表準備を，その他のグル
ープメンバーは各グループのお題について調べておく．
［復習］90分
・今回のお題について回答

・前回講義からの問い
・今回のキーワードに対する発表
・社会的相互作⽤

［予習］90分
・今回の担当者はお題について発表準備を，その他のグル
ープメンバーは各グループのお題について調べておく．
［復習］90分
・今回のお題について回答

⿑藤智樹

⿑藤智樹

⿑藤智樹

⿑藤智樹

⿑藤智樹

9

⿑藤智樹

10

⿑藤智樹

・前回講義からの問い
・今回のキーワードに対する発表
・SSAの概要

［予習］90分
・今回の担当者はお題について発表準備を，その他のグル
ープメンバーは各グループのお題について調べておく．
［復習］90分
・今回のお題について回答

・前回講義からの問い
・今回のキーワードに対する発表
・SSMの適⽤

［予習］90分
・今回の担当者はお題について発表準備を，その他のグル
ープメンバーは各グループのお題について調べておく．
［復習］90分
・今回のお題について回答

・前回講義からの問い
・今回のキーワードに対する発表
・SSMとモード論

［予習］90分
・今回の担当者はお題について発表準備を，その他のグル
ープメンバーは各グループのお題について調べておく．
［復習］90分
・今回のお題について回答

・前回講義からの問い
・今回のキーワードに対する発表
・オートポイエイシス
・レポートの書き⽅

［予習］90分
・今回の担当者はお題について発表準備を，その他のグル
ープメンバーは各グループのお題について調べておく．
［復習］90分
・今回のお題について回答
・⼩レポート作成・提出

・前回講義からの問い
・今回のキーワードに対する発表
・ナラティヴとエビデンス１

［予習］90分
・今回の担当者はお題について発表準備を，その他のグル
ープメンバーは各グループのお題について調べておく．
［復習］90分
・今回のお題について回答

・前回講義からの問い
・今回のキーワードに対する発表
・ナラティヴとエビデンス２

［予習］90分
・今回の担当者はお題について発表準備を，その他のグル
ープメンバーは各グループのお題について調べておく．
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［復習］90分
・今回のお題について回答

11

12

13

14

15

⿑藤智樹

⿑藤智樹

⿑藤智樹

⿑藤智樹

⿑藤智樹

・前回講義からの問い
・今回のキーワードに対する発表
・科学技術と環境問題１
・前回講義からの問い
・今回のキーワードに対する発表
・科学技術と環境問題２

・前回講義からの問い
・今回のキーワードに対する発表
・学びのローカライズ１
・前回講義からの問い
・今回のキーワードに対する発表
・学びのローカライズ２
・前回講義からの問い
・本講義のまとめ

［予習］90分
・今回の担当者はお題について発表準備を，その他のグル
ープメンバーは各グループのお題について調べておく．
［復習］90分
・今回のお題について回答
［予習］90分
・今回の担当者はお題について発表準備を，その他のグル
ープメンバーは各グループのお題について調べておく．
［復習］90分
・今回のお題について回答
［予習］90分
・今回の担当者はお題について発表準備を，その他のグル
ープメンバーは各グループのお題について調べておく．
［復習］90分
・今回のお題について回答
［予習］90分
・各グループのお題について調べておく．
［復習］90分
・今回のお題について回答
［予習］90分
・最終レポート作成
［復習］90分
・最終レポートを作成し，期⽇までに提出する．
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授業科⽬名

世界の⼈権問題

授業形態

講義

英語科⽬名

Issues in Human Rights

開講学期

前期（集中）

対象学年

3

単位数

1

科⽬責任者

⽚⼭ 和則

ナンバリング

4313

科⽬担当者
⽚⼭ 和則
授業の概要
本講義では、⼈権の国際的な実施のための制度･枠組を理解し、国際社会において⼈権侵害をなくすためにはどうすれ
ばよいか、さらには国内的な実施にどのようにつなげていくか等について、考えていくための基礎を⾝につけることを
⽬標とする。本講義では、これらの現代社会における⼈権問題を考えていく。具体的には、⼈権に関する歴史的な流れ
を踏まえながら、⼈権保障（法における保障）にベースに学んでいく。そこでは、近現代の⽇本国内に潜む⼈権問題お
よび諸外国の⼈権問題について学習する。⼈権について、受講⽣それぞれに⾃分の問題として考えさせることを⽬的と
する。⼈権とは「遠い世界の、⾃分とはかかわりのない、誰かかわいそうな⼈の問題」「⾃分がその⽴場でなくてよか
ったと思う問題」ではない。⼈権とはマイノリティだけの問題ではなく、⾃分たちが⽀えている社会の問題である。少
なからぬ⼈権侵害が、個々⼈が現にむきあっている問題であったり、⽣活のなかに⾒出され、あるいは地続きのところ
に転がっているが、それを実感することは容易ではない。⼈権とは何か、⼈権問題とは何か、社会のありかたとどのよ
うにかかわるのか、差別とはどのような関係にあるのかなどの問いについて、具体的に考えてみる。とくに国際⼈権法
分野に関する内容になるが、国内裁判や国際機関において指摘される⽇本の⼈権状況について考え、国際⼈権法が関わ
る様々な問題状況について理解を深める。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
本授業を通して、国際的な考え⽅を⾝につけることを⽬標とします。
そして世界の⼈権問題を⾃分⾃⾝で考えられるようになることが最終的な⽬標です。
具体的には、⾃分と異なる考え⽅を持つ⼈を尊重することについて真剣に考えられるようになることが本講義の⽬標で
す。
世界の⼈権問題、具体的には国際法や国際政治学に関して少しずつ理解し、⾃⾝の⼈⽣や⽣活の⼀助となるような価値
観と理解を求められたらと考えている。また、安倍政権から引き継いだ菅政権下において憲法改正議論がさらに本格化
する⾒込みであるため憲法改正と平和主義(⾃衛隊を国防軍にすべきか等)についても⾔及したい。昨年度は令和になった
ことによって注⽬を集めた天皇・皇族の⼈権問題や同和問題についても簡単に説明した。今年度も時間に余裕があれば
説明したい。

成績評価⽅法
定期試験(100％)により評価する。ただし、授業中に積極的に発⾔するなど授業に貢献した場合は、加点要素とする。
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
事前学習は必要ではありませんが、その都度の授業で学習したことを「本当かな︖」という批判的視点で検証してみる
姿勢が⼤切です。 また、法と社会(⽇本国憲法)を履修していた、若しくは履修中であることが望ましい。国内の⼈権保
障が、結果として国際社会の平和を確保しているという観点についても理解することを⽬標としています。
テキスト・参考書
講義毎にレジュメを配布する。
植⽊俊哉（東北⼤学理事、東北⼤学⼤学院法学研究科教授）編 『ブリッジブック国際法（信⼭社）』 第3版 こちらを参
考図書としてあげておく。
オフィスアワー
当該授業(集中講義)終了後に第2教育棟⾮常勤講師控室にて⾏う。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
個別に対応する。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15T0190001
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担当

授業内容

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）

国際⼈権法の意義

国家主権の壁を越えて、⼈権が国際社会において保護され
るようになった歴史的社会的背景を検討し、今⽇の国際⼈
権法の性質を理解できるようにします。
【予習】︓⼈権の重要性について⾃分なりに考える
【復習】︓⼈権が重要視されるようになった歴史的背景を
⾃分なりに考える。

「⼈権」とは何か

⼈権とは何か。なぜ必要なのか。⼈間社会においてどのよ
うな位置をもつのかをあらためて考える。
【予習】︓⼈権について⾃分なりに考える。
【復習】︓憲法と⼈権規定について⾃分なりに考える。

⽚⼭ 和則

⼈権の国際化

第⼆次⼤戦後の国際⼈権保障システムの進展を振り返り、
その背後のダイナミズムを理解する。
【予習】︓第⼆次世界⼤戦後の世界史を概観しておくこ
と。
【復習】︓第⼆次世界⼤戦後の世界的な⼈権意識の⾼まり
の意味を⾃分なりに考える。

⽚⼭ 和則

国際⼈権保障システムが具体的な⼈権問題の解決にどのよ
うなインパクトをもたらしたのかを振り返る⼀⽅、その限
界も理解する。
国際⼈権システムのインパクトと
【予習】︓国際法が発展した理由について⾃分なりに考え
限界
ること。
【復習】︓国際法と⼈権規定について⾃分なりに考えるこ
と。

⽚⼭ 和則

⺠主主義・国⺠主権と⼈権

⽇本国憲法の国⺠主権原理と選挙権に関わる⼈権問題の現
代的課題について考える。
【予習】︓多数決の勝者が、⺠意の反映と⾔い切ることが
出来るのか⾃分なりに考える。
【復習】︓⽇本国憲法13条の意味を⾃分なりに考えるこ
と。

⽚⼭ 和則

変容する世界と国際⼈権

冷戦終結と９・１１以降、「テロリズム」との闘いの中で
の⼈権意識の後退と新たな問題。
【予習】︓テロ対策と少数者の⼈権問題について⾃分なり
に考える。
【復習】︓テロ対策と少数⺠族への監視、管理(権利の制限)
の意味を⾃分なりに考える。

⽚⼭ 和則

⽣存権は、国⺠の権利であるが、憲法解釈や裁判所による
保護においては、⼀定の限界が定められている。国際⼈権
規約社会権規約は、こうした現状を変え、社会権保障に寄
与するのかを考える。
社会権の保護に関する憲法と社会
【予習】︓⼈権の国際化、国際法上保護されるものなのか
権規約の関係
について⾃分なりに考える。
【復習】︓⼈権問題、⼈権保護について検討する際に、憲
法上の限界、国際法上の限界があることを知って、その意
味を⾃分なりに考える。

⽚⼭ 和則

⼈権としての平和に関する認識
【予習】︓平和とは何かついて⾃分なりに考える。
国際⼈権保障と「平和のうちに⽣
【復習】︓平和とは単なる努⼒⽬標ではなく、⼈として⽣
存する権利」
きるうえでの権利の⼀部であるという考え⽅を知り、⾃分
なりにその意味を考える。

⽚⼭ 和則

⽚⼭ 和則

[講義⽇程]
8/23(⽉), 24(⽕)︓ 各⽇1-4限
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授業科⽬名

メディア論

授業形態

講義

英語科⽬名

Media Studies

開講学期

後期

対象学年

3

単位数

2

科⽬責任者

島⽥ 敏男

ナンバリング

4314

科⽬担当者
島⽥ 敏男
授業の概要
☆私たちの社会を左右する政治の動きを⾒る眼、そうした政治と社会の動きを伝えるメディアを⾒る眼。私たちを取り
巻く情況を知るための「２つの眼⼒」を育むことを⽬的にする。▼そのために受講⽣が社会に⽬を向けるようになった
と思われる時期以降に起きた次の2つの事例検討に時間を充てる。①2021年の現在から10年遡った2011年3⽉11⽇に発⽣
した東⽇本⼤震災と東京電⼒福島第⼀原⼦⼒発電所事故、②安倍内閣が⼤議論を巻き起こしながらも2015年9⽉に成⽴に
漕ぎつけた安全保障関連法。▼この事例検討に加え、毎⽉第2⽉曜⽇に公表されるNHK⽉例世論調査を読み込みながら、
現在進⾏形の政治の動きとそれを⾒つめる国⺠の意識を探る。▼新型コロナウイルスとの世界規模の戦いの⾏⽅を意識
しつつ、健全なグローバル市⺠にとって⽋かせない社会認識の⼒を磨く授業を⽬指す。終盤では、これからの世界の基
軸となるG2＝アメリカ&中国の現実についても検討を試みる。▼意⾒の分かれる問題については授業の中で繰り返し討
論を試み、⾃らの考えを⾔葉にする能⼒を培う機会にする。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
①情報を得る⼿段として⽐重を増すSNSの問題点を認識し、有効活⽤するための基本姿勢を学ぶ。
②政治権⼒と国⺠の間に介在するメディアに対し、国⺠がより望ましい判断を重ねるために⽋かせない視点を培う。
③社会の必要に沿って作⽤する政治の動きに向き合い、その正当性を判断する⽴場の国⺠として必要な視点を養う。
④社会に対する⾃分の認識が国⺠全体の中でいかなる位置にあるかを検討し、⾃⼰を客体化する視点を獲得する。
⑤社会に対する⾃らの考えを表明する際に必要な「説得⼒ある⾔葉を発する⼒」を⾝につける。
成績評価⽅法
①第1回講義を受けた後で提出してもらうレポート（３０％）
②抜き打ちで複数回⾏う⼩テスト（４０％）
③最終回講義時に作成・提出してもらうレポート（３０％）
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
▼受講希望者は、この授業が知識を獲得する授業ではなく、⾃らの考える⼒を磨く授業であることを理解した上で履修
を決めて下さい。
▼⽇ごろから現代社会の様々な問題に関⼼を持ち、新聞、テレビ、ラジオ、インターネットなどで伝えられている内容
が、⾃らの疑問に応えるものかどうかという問題意識を持ちながら授業に臨んでください。
▼授業の中で浮かび上がった具体的な問題点について、様々な⾒解の相違を引き出すために討論を試み、発⾔を求める
ことが多い授業であることを理解して下さい。
テキスト・参考書
テキスト⇒使⽤しません。最低限必要なレジメ・資料を配布したりパワーポイントで紹介したりします。
参考書⇒佐々⽊毅(2012)『学ぶとはどういうことか』講談社、芹川洋⼀（2018）『平成政権史』⽇本経済新聞出版社
☆この他にも後⽇紹介します。あくまでも参考書ですので⼩テストの題材にしたりすることはありません。
オフィスアワー
☆授業終了後に教室で質問を受け付ける。☆授業当⽇であれば電⼦メール（shimada.t-ha@nhk.or.jp)で質問を受け付け
る。ただし、回答が翌⽇以降になることもある点はご理解を。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
JUNTENDO-PASSPORTのクロスプロファイル機能を使⽤する。場合によっては授業内等で返却することもある。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

担当

授業内容

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）
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島⽥敏男

[初回ガイダンスと総論]
安倍前⾸相の退陣表明から衆議院
の解散・総選挙に⾄る1年あまりを
たどり政治の変動を俯瞰する。同
時に、コロナ禍の下での国⺠の厳
しい視線を分析する。コロナの感
染拡⼤・沈静化の繰り返しの中
で、メディアを通じて受け⽌める
情報によって、国⺠の意識にどの
ような変化があったかを考える。

【予習】シラバスをよく読み、この授業を履修する場合の
⾃らの問題意識を掘り下げてみる。（90分）
【復習】WHOが新型コロナウイルスを確認したと発表した
2020年1⽉以降の主に⽇本国内の動きを概観しながら、政
治リテラシー&メディアリテラシーの問題に対する所感をレ
ポートにまとめる。（90分）

島⽥敏男

[10⽉世論調査解読]
10⽉11⽇にまとまるNHK⽉例世論
調査の結果を参考に、直近の国⺠
の政治意識に現れた⼤きなうねり
を分析する。（衆議院議員の任期
満了が10⽉21⽇。授業の時点です
でに解散・総選挙が⾏われていて
もいなくても夏以降の変化を探
る）

【予習】テレビ局、新聞社、通信社などが⾏う世論調査の
結果を読み込んでみる。（90分）
【復習】10⽉のNHK世論調査の結果がどういう国⺠の意識
を表しているかをまとめておく。（90分）

島⽥敏男

[事例検討・⼤震災と原発事故①]
2011年3⽉11⽇からの3⽇間に、ま
ず三陸沿岸を襲った地震と⼤津波
の直接被害と救援活動をメディア
はどう伝えたか。インフラが破壊
されたことによる情報の途絶を考
える。

【予習】東⽇本⼤震災の発災から3⽇間の新聞報道を縮刷版
などで確認し、情報の伝達がいかに困難を極めたかを確認
しておく。(90分)
【復習】⻘森県から千葉県にかけての沿岸を襲った⼤津波
による被害状況が、時間の経過とともに次第に詳細にな
り、拡⼤していった現実を整理する。(90分)

島⽥敏男

[事例検討・⼤震災と原発事故②]
2011年3⽉11⽇からの3⽇間で福島
第⼀原発の全電源喪失がもたらし
た現実とメディアの伝え⽅を振り
返る。
世界を震撼させた事故だが、⼀⽅
でチェルノブイリ原発事故との違
いまで伝え切れたかを検討する。

【予習】沸騰⽔型軽⽔炉というタイプの東京電⼒福島第⼀
原⼦⼒発電所の発電の仕組みを確認しておく。（90分）
【復習】全電源喪失により原⼦炉を冷却することができな
くなったことで、コントロール不能の事態に陥った経緯を
整理しておく。（90分）

島⽥敏男

[事例検討・⼤震災と原発事故③]
3・11から10年たって、原発・エネ 【予習】福島第⼀原発事故で原⼦⼒発電の脆弱性が明らか
ルギー問題の伝えられ⽅がどう変 になったにも関わらず、原⼦⼒発電NOを決断できない問題
化してきているかを考える。アメ を考察しておく。(90分）
リカのバイデン政権がパリ協定に 【復習】2050年の脱炭素社会実現に向けて、2030年時点で
復帰して、原⼦⼒を巡る世界の潮 の⽇本のエネルギー構成が議論になる⾒通しだが、⾃分は
流はどういううねりを⾒せるかも どうあるべきと考えるかをまとめる。(90分）
含めて考える。

島⽥敏男

[11⽉世論調査解読]
11⽉8⽇にまとまるNHK世論調査を
読み解きながら、衆議院選挙で⽰ 【予習】テレビ局、新聞社、通信社などが⾏う世論調査の
された⺠意と政治の現状の連関を 結果を読み込んでみる。（90分）
探る。メディアの選挙報道につい 【復習】11⽉のNHK世論調査の結果がどういう国⺠の意識
ても、不適切なものや疑問視され を表しているかをまとめておく。（90分）
るものがなかったか検討を試み
る。

7

島⽥敏男

8

島⽥敏男

[事例検討・⾃衛隊とメディア①]
東⻄冷戦の反映であった55年体制
の時代、⽇本とアメリカの都合で
誕⽣した⾃衛隊は⽭盾に満ちた存
在で、常に論争の焦点だった。そ
の⾃衛隊が、ベルリンの壁崩壊で
冷戦構造の終結を迎えると共に公
共財として受け⼊れられ始めた経
緯を考える。
[事例検討・⾃衛隊とメディア②]
1991年1⽉の湾岸戦争と、その後
の⾃衛隊の海外派遣拡⼤は、国⺠
の意識を徐々に変化させた。PKO

【予習】「防衛⽩書」の資料編にある年表などを⼿掛かり
にして、1945年から1989年のベルリンの壁崩壊までの⽇本
と世界の安全保障を巡る動きを概観しておく。（90分）
【復習】冷戦構造のもとで、⾃衛隊が専守防衛の名のもと
に「存在することに意義がある軍事組織」として増強され
た事実を確認する。（90分）

【予習】「防衛⽩書」の資料編にある年表などを⼿掛かり
にして、1990年以降の⾃衛隊海外派遣の動きと政治の場で
の議論の展開を調べておく。（90分）
【復習】1991年の湾岸戦争を契機に、戦後復興⽀援を⽬的
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協⼒法の成⽴にいたる⼤議論の中
で、⾃衛隊に対するコントロール
が現実的な課題に浮上した経緯を
たどる。

9

10

11

12

13

14

15

とした⾃衛隊の海外派遣が徐々に拡⼤された歴史を確認す
る。（90分)

島⽥敏男

[事例検討・⾃衛隊とメディア③]
⾃衛隊の海外派遣が拡⼤される
中、⽇本が武⼒侵攻される事態を
想定した法整備＝有事法制整備が
遅ればせながら現実課題になっ
た。メディアがこれを後押しした
ことで基本政策の与野党対決⾊が
薄まり、政権交代時代が到来した
現実を考える。

【予習】⼩渕内閣の下で成⽴した周辺事態安全確保法など
の有事法制整備が、北朝鮮の軍事⾏動活発化などを背景に
実現に⾄った経緯を把握しておく。（90分）
【復習】北朝鮮の⾏動や対外発信が、⾃衛隊を巡る⽇本国
内の議論を現実の脅威重視に転換させた⽪⾁な現実を確認
する。(90分)

島⽥敏男

[事例検討・⾃衛隊とメディア④]
安倍政権の下で2015年に安全保障
関連法成⽴。集団的⾃衛権⾏使を
限定的に認める法整備は、憲法改
正を巡る議論を複雑にした。憲法
と⾃衛隊の関係を⾒つめる国⺠意
識の変化と、この問題に対するメ
ディアの姿勢の変化を考える。

【予習】⾃衛隊とアメリカ軍の共同⾏動を巡り与野党が⼤
激突を繰り広げた結果、安倍内閣が憲法解釈の変更で集団
的⾃衛権の限定的⾏使を可能にした経緯を調べておく。(90
分）
【復習】⾃⺠党と公明党が合意できた範囲内での法整備に
対し、メディア各社の対応が⼤きく割れた出来事だったこ
とを、憲法改正論議との関連も含めて理解する。（90分）

島⽥敏男

[12⽉世論調査解読]
12⽉13⽇にまとまるNHK世論調査
を無党派層の動向を軸に分析し、2
021年を振り返る。その中でメディ
アが公共性を発揮した⾯と、単な
るポピュリズムの扇動に終わった
⾯があったか検証を試みる。

【予習】テレビ局、新聞社、通信社などが⾏う世論調査の
結果を読み込んでみる。（90分）
【復習】12⽉のNHK世論調査の結果がどういう国⺠の意識
を表しているかをまとめておく。（90分）

島⽥敏男

[事例検討・アメリカの分断と協調]
バイデン政権はトランプ⼤統領時
代の4年間に深まったアメリカ合衆
国の分断と⻲裂をどこまで修復で
きるかを探る。メディアで伝えら
れる様々な情報を多⾓的に検討す
る。

【予習】2020年アメリカ⼤統領選挙の⼤接戦の経緯と、ト
ランプ⼤統領の⽀持者が連邦議会議事堂に乱⼊した事件が
もたらした影響を把握しておく。(90分）
【復習】アメリカ国内の⽩⼈社会が少数派に転じる流れが
進み、メディアが多様性を尊重する姿勢を強めたことへの
反動について理解を深める。(90分）

島⽥敏男

[事例検討・中国の成⻑と限界]
鄧⼩平時代からの経済成⻑重視の
社会主義国家建設はどこで⾏き詰
まるのか。トータルの経済成⻑⼒
がアメリカを凌ごうとする時に⽣
じる⽭盾を探る。メディアで伝え
られる様々な情報を多⾓的に検討
する。

【予習】1949年の中華⼈⺠共和国の建国以来の歴史を、世
界史の動きの中で⾒つめ直しておく。(90分)
【復習】鄧⼩平が唱えた「先冨論」が今の中国の⼟台にな
っているが、共産党の統治下で市場経済を維持することの
⽭盾をメディアも測りかねている現状を理解する。（90
分）

島⽥敏男

[1⽉世論調査解読]
1⽉11⽇にまとまる2022年最初のN
HK世論調査までのデータを⼿掛か
りに、コロナ禍の2年間が国⺠に何
をもたらしたかを探る。同時にメ
ディアは国⺠に正確な判断材料を
提供するという責務を果たしたか
どうかを考える。

【予習】テレビ局、新聞社、通信社などが⾏う世論調査の
結果を読み込んでみる。（90分）
【復習】１⽉のNHK世論調査の結果がどういう国⺠の意識
を表しているかをまとめておく。（90分）

島⽥敏男

[最終回まとめレポート作成]
より安定した社会を築くために、
情報の取捨選択に当たってどうい
う態度が必要になってくるか。そ
してそれを阻む政治の現実にどう
向き合うか。限られた時間内に⼀
⼈⼀⼈が⾃分の⽣き⽅と重ね合わ
せる形でレポートにまとめる。
（併せて15回の授業の進め⽅に対
する感想メモを出してもらう）

【予習】15回の授業で扱ったメディアと現実の絡み合った
事象のうち、⾃分が最も関⼼を持ったテーマを絞り込んで
おく。最終回の授業の中で作成してもらう期末レポートの
準備。（90分）
【期末レポート】詳細については授業時に提⽰する。
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授業科⽬名

国際政治学

授業形態

講義

英語科⽬名

International Politics

開講学期

後期

対象学年

3

単位数

2

科⽬責任者

⽟村 健志

ナンバリング

4315

科⽬担当者
⽟村

健志

授業の概要
本授業は「国際関係論」で学ぶ知識を前提としているので、「国際関係論」未履修者はまずそちらを履修すること。
いま世界では、戦争や平和に関わる問題を初めとして、経済、環境、開発など、様々な分野で国際的な問題が発⽣して
い
る。本授業では、これらの問題において国際機構が果たす役割に焦点を当てて学ぶ。将来国際機構やNGOなど国際的な
仕事に就くための、あるいは新聞や専⾨書などを読んで理解するための、国際機構に関する知識を学ぶ。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
(1) 国際機構に関する導⼊的・応⽤知識を獲得し、授業で学んだ理論や概念の有効性と限界を理解できる
(2) 国際機構に関してニュースで⾒たり新聞で読んだりした事柄に関して⾃分なりの説明ができる
(3) グローバル化した世界における現状と国際機構が持つ課題を理解できる
(4) ⾃分の意⾒を述べられる発信⼒を持つ
(5) 物事の⾒⽅は⼀つではないことを理解し、⾃分とは異なる意⾒も理解できる
成績評価⽅法
期末レポート46%、リアクションペーパー（授業内課題）30%、事前学習シート14%、ディスカッションでの発⾔1
0%。レポートは11〜12⽉に初稿を提出し、その後修正したものを1⽉に最終的に提出する。
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
「国際関係論」では発⾔はボーナス点であるのに対し、本授業では予め成績評価に含まれており、成績における⽐重が
より⾼くなっているので注意すること。
また、課題が多い授業であることを留意して履修すること。毎週授業前に事前学習シートを提出し、授業後にリアクシ
ョンペーパーに意⾒を書いて提出する。また、講義では単に座って聞いているだけでなく、私からみなさんに⾊々な問
題提起や質問を⾏っていくので積極的な発⾔を期待する。授業では⾊々な質問をするので、ニュースを⾒たり新聞を読
んだりして世界情勢について予めある程度情報を得ておいてほしい。本授業では⾃分の意⾒を授業の中で積極的に述べ
ることを「国際関係論」の授業よりも更に重視する。
課題は基本的にGoogleclassで提出するため、後期の授業開始までに登録すること。
テキスト・参考書
教科書は指定しない。
授業全体に関わる参考書として下記を挙げておく。各トピックに関するものは授業内で都度紹介する。
滝澤美佐⼦ほか編著『⼊⾨ 国際機構』法律⽂化社、2016年。
最上敏樹『国際機構論論議』岩波書店、2016年。
オフィスアワー
毎週⽊曜4限とするが、ゼミや会議などで変更が必要になった場合には授業の中で通知する
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
リアクションペーパーにおける質問等に次回の授業でコメントする。
提出物についてはGoogleclassroomにてコメントする
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

担当

1

⽟村

健志

2

⽟村

健志

授業内容

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）

予習︓シラバスをよく読み、国際機構について関⼼のある
ガイダンス︓国際機構について学 ことを考えてくる（90分）
ぶ意味
復習︓国際機構についてなぜ学ぶのか⾃分なりの意⾒を書
く（リアクションペーパー）（90分）
なぜ国際機構ができたのか、共通 予習︓国際機構ができる要因は何か、「国際関係論」の授
の利益と多国間主義
業で学んだことを復習しておく（90分）
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復習︓多国間主義の意味について⾃分なりの考えを書く（9
0分）

3

⽟村

健志

健志

組織としての国際機構

予習︓国際機構における物事の決め⽅はどうすれば公平に
なるのか、⾃分の意⾒を考えてくる（90分）
復習︓票決や分担⾦のあり⽅について⾃分の考えを書く（9
0分）

国連システムと国連改⾰

予習︓国連の課題は何かについて「国際関係論」の授業を
復習しておく（90分）
復習︓国連をどう改⾰すべきについて、⾃分の意⾒を書く
（90分）

4

⽟村

5

⽟村 健志、
ゲストスピー
カー

ゲストスピーカー講義

予習︓ゲストスピーカーの講義内容について調べてくる（9
0分）
復習︓ゲストスピーカーの講義についてリアクションペー
パーを書く（90分）

6

⽟村

国際法と国連決議

予習︓国際法とは何かを調べてくる（90分）
復習︓国際法や国連決議の意味について、⾃分の考えを述
べる（90分）

健志

予習︓安全保障に関わる国際機構を調べてくる（90分）
復習︓安全保障分野における国際機構の役割について⾃分
の意⾒を書く（90分）

7

⽟村

健志

安全保障・軍縮

8

⽟村

健志

⼈権・⼈道

予習︓⼈権・⼈道に関わる国際機構を調べてくる（90分）
復習︓⼈権・⼈道分野における国際機構の役割について⾃
分の意⾒を書く（90分）
予習︓貧困とは何か、その原因は何か、⾃分の意⾒を考え
てくる（90分）
復習︓途上国に対する⽀援の必要性（あるいは不必要性）
について⾃分の意⾒を書く（90分）

9

⽟村

健志

貧困と開発

10

⽟村

健志

⼩括とレポートの書き⽅（応⽤
編）

予習︓「論⽂・レポートの書き⽅」を読んでくる（90分）
復習︓⾃分の初稿を⾒直し、書き直すべき点についてリア
クションペーパーを書く（90分）
予習︓経済・貿易・通貨に関わる国際機構を調べてくる（9
0分）
復習︓経済・貿易・通貨分野における国際機構の役割につ
いて⾃分の意⾒を書く（90分）

11

⽟村

健志

経済・貿易・通貨

12

⽟村

健志

予習︓環境に関わる国際機構を調べてくる（90分）
地球環境問題および気候変動交渉 復習︓環境分野における国際機構の役割について⾃分の意
⾒を書く（90分）

健志

運輸・通信・保健衛⽣

予習︓運輸・通信・保健衛⽣に関わる国際機構を調べてく
る（90分）
復習︓運輸・通信・保健衛⽣分野における国際機構の役割
について⾃分の意⾒を書く（90分）

ゲストスピーカー講義

予習︓ゲストスピーカーの講義内容について調べてくる（9
0分）
復習︓ゲストスピーカーの講義についてリアクションペー
パーを書く（90分）

地域機構

予習︓どのような地域的国際機構があるか調べてくる（90
分）
復習︓地域的国際機構の違いについて学んだことについて
リアクションペーパーを書く（90分）

13

⽟村

14

⽟村 健志、
ゲスト講師

15

⽟村

健志
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2021/05/10(⽉)17:32
授業科⽬名

グローバル社会における⼈⼝問題

授業形態

講義

英語科⽬名

Population Issues in Global Society

開講学期

後期

対象学年

3

単位数

1

科⽬責任者

池上 清⼦

ナンバリング

4316

科⽬担当者
池上 清⼦（⽇本⼤学⼤学院総合社会情報研究科）
授業の概要
世界の⼈⼝問題とは何か、⾃分の⽣活と関連するのか︖を考える授業となる。⽇本のような先進国における少⼦・⾼齢
化と、開発途上国における⼈⼝爆発との、⼤きく２つの問題がある。この２つはまったく異なる現象とも⾒えるが実
は、根本では、同じ原因とも考えられるのである。まず、具体的な現象⾯を理解したうえで、⼈⼝問題が究極的には、
個⼈の意思決定（産むか産まないか）によることを踏まえつつ、個⼈やカップルによる⾃由な意思決定の可能を保障す
る⽅法論にも⾔及する。
医療システムが⾏き届いた結果としての⻑寿・⾼齢化。⼀⼈ひとりの個⼈やカップルが決定した結果としての少⼦
化。⽇本や先進国で進んでいる少⼦・⾼齢化の社会について、まず、国連機関や⽇本政府が発表する最新データを分析
し、これを分析し、どのような課題があり、どのような政策が妥当なのかを考える。さらに、⼈⼝予測による2050年の
世界ではすべての国で⾼齢化社会を迎えることを念頭に置く。
授業の達成⽬標
①
②
③

世界と⽇本の少⼦・⾼齢化の違いを説明できる、
歓迎すべき成果である⾼齢化にとっての課題と対応策を分析できる、
⼦どもの価値の変化、個⼈としての⾃⼰決定及び社会とそのシステムなど、少⼦化を取り巻く要因を分析できる。

成績評価⽅法
出席(25%)、グループ討論の課題の提出(25%)、テーマ別の発表内容と質問・コメントの点数(50%)
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
第三回を除き、毎回の授業テーマに関して、学⽣はリサーチをした結果およびその分析、⾃分の意⾒などを発表するこ
と（⼀⼈5分程度）が期待される。その割り振りは事務局から掲⽰される予定。なお、第三回は、ロールプレイを⾏う。
全8回すべてが参加型の授業となるため、積極的な参加が求められる。
※後期開始前にグループ発表と課題プレゼンの準備について指⽰する。
テキスト・参考書
①
②
③

国連⼈⼝基⾦（ＵＮＦＰＡ）「21世紀の⾼齢化」2013(ＵＮＦＰＡ東京事務所ＨＰからダウンロード可）、
阿藤誠、佐藤⿓三郎編著「世界の⼈⼝開発問題」原書房、2012、
⼭本玲⼦編著「衛⽣・公衆衛⽣学」アイ・ケイ・コーポレーション、2016

オフィスアワー
授業の前後とする。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
グループ討論の課題へのコメントは次回にグループごとに戻す。また、テーマ別の発表内容へのコメントは、発表
当⽇にフィードバックする。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

1

2

担当

授業内容

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）

池上 清⼦

「少⼦化と⾼齢化は別もの」

【予習】授業内容に関連した論⽂・著書を⼀つ選んで読
み、授業内容を⾃分なりに膨らませておくこと（90分）
【復習】イントロとして少⼦化と⾼齢化についてパワーポ
イント資料を配布するので、復習する際の資料として活⽤
（90分）

池上 清⼦

「世界と⽇本の少⼦・⾼齢化の傾
向」

【予習】テキスト②の第7章を参照のこと（90分）
【復習】授業中に紹介する⽂献の中から、⼀番興味のある
内容に関連するＷｅｂｓｉｔｅ・論⽂・著書を読んで、授
業内容を深く理解する。（90分）

3

池上 清⼦

グループワークと発表

ロールプレイをグループで⾏う。内容は当⽇発表.。
【予習】授業内容に関連した論⽂・著書を⼀つ選んで読
み、授業内容を⾃分なりに膨らませておくこと（90分）
【復習】授業中に紹介する⽂献の中から、⼀番興味のある
内容に関連するＷｅｂｓｉｔｅ・論⽂・著書を読んで、授
業内容を深く理解する。（90分）

4

池上 清⼦

「少⼦化の課題①男性の働き⽅、

最新データをパワーポイント資料として配布
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⼥性と社会進出、⾮正規雇⽤」

5

6

7

8

【予習】授業内容に関連した論⽂・著書を⼀つ選んで読
み、授業内容を⾃分なりに膨らませておくこと（90分）
【復習】授業中に紹介する⽂献の中から、⼀番興味のある
内容に関連するＷｅｂｓｉｔｅ・論⽂・著書を読んで、授
業内容を深く理解する。（90分）

「少⼦化の課題②⼦どもの価値、
直接給付と間接給付」

最新データをパワーポイント資料として配布
【予習】授業内容に関連した論⽂・著書を⼀つ選んで読
み、授業内容を⾃分なりに膨らませておくこと（90分）
【復習】授業中に紹介する⽂献の中から、⼀番興味のある
内容に関連するＷｅｂｓｉｔｅ・論⽂・著書を読んで、授
業内容を深く理解する。（90分）

池上 清⼦

「少⼦化の課題③リプロダクティ
ブ・ヘルス/ライツ」

【予習】テキスト③第2章、及び、テキスト②第五章を参照
のこと（90分）
【復習】授業中に紹介する⽂献の中から、⼀番興味のある
内容に関連するＷｅｂｓｉｔｅ・論⽂・著書を読んで、授
業内容を深く理解する。（90分）

池上 清⼦

「⾼齢化の課題（社会保障、医
療、介護、地域との連携など）」

【予習】テキスト③第12章と第13章を参照のこと（90分）
【復習】授業中に紹介する⽂献の中から、⼀番興味のある
内容に関連するＷｅｂｓｉｔｅ・論⽂・著書を読んで、授
業内容を深く理解する。（90分）

「少⼦・⾼齢化に対応する政策」

【予習】テキスト①を参照のこと（90分）
【復習】授業中に紹介する⽂献の中から、⼀番興味のある
内容に関連するＷｅｂｓｉｔｅ・論⽂・著書を読んで、授
業内容を深く理解する。（90分）

池上 清⼦

池上 清⼦
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授業科⽬名

世界の⾷糧問題

授業形態

講義

英語科⽬名

Issues in World Food

開講学期

後期

対象学年

3

単位数

1

科⽬責任者

志邨 建介

ナンバリング

4317

科⽬担当者
志邨 建介
授業の概要
FAOによると2011〜2013年の間、世界のおよそ8⼈に1⼈が健康で活発な⽣活を送るために⼗分な⾷糧が得られず慢性的
な飢餓に苦しんでいたとされる。世界の⾷糧は本当に⾜りていないのか。まずは開発途上国の飢餓・栄養不良の現状に
ついて理解を深めた上で、開発途上国⾷糧問題の引き⾦ともなっている先進国の⾷糧政策や、その改善に向けた国際社
会の取組等について学習する。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
１．世界の⾷料問題の構造を理解する。
２．アフリカ及びアジアにおける⾷料・農業の現状と問題点を理解する。
３．アメリカ、EUおよび⽇本の⾷料・農業政策と国際社会の取組みを理解し、世界の⾷料問題の改善に対する⾃分なり
の視点を持てるようにする。
成績評価⽅法
成績評価⽅法・基準︓
1．成績評価⽅法
課題レポート（論述問題）100％。
2．成績評価基準
論述問題の採点にあたって以下の基準（配点は暫定）を使⽤し、各々について到達度合いを評価する（5段階評
価）。
①問題の理解度（問われている問題を正しく理解しているか）10点
②回答の論理性（回答の組⽴が諸説の単なる切り貼りでなく、論理性をもっているか）40点
③回答に⽤いる既存の論考・データの適切性と使⽤⽅法（出典を明記しているか）30点
④回答のオリジナリティ（既存の論考に対する新たな視点や問題提起があるか）20点
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
①課題資料について事前に読み込んでおくこと（理解できない点があっても取り敢えず最初から最後まで⽬をとお
す）。
②英語の資料を使⽤する場合があるが、忌避せず取組むこと。
テキスト・参考書
講義時に指⽰する。
オフィスアワー
JUNTENDO-PASSPORT の連絡機能（Q&A）にて、問い合わせを受け付ける。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
サテライト事務室にて採点結果を返却する。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

1

担当

志邨 建介

授業内容
初回ガイダンス
⾷糧問題・⾷料安全保障の概観と
講義計画の説明。

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）
【予習】シラバスの内容を確認しておくこと（90分）
【復習】授業の振り返り（90分）
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志邨 建介

志邨 建介

志邨 建介

アフリカの⾷料問題・⾷料安全保 【予習】課題資料（追って決定）の読み込み（90分）
障①
【復習】講義内容及び資料のレビュー（90分）
アフリカ諸国の独⽴（1960年代）
から今⽇までの経済社会状況の変
化を概観し、その中で今⽇のアフ
リカが直⾯する⾷料問題を把握す
る。

アフリカの⾷料問題・⾷料安全保
障②
南・東部アフリカと⻄部アフリカ
における農業・関連産業及び⾷料
事情と問題点を紹介する。

【予習】同上
【復習】同上

アジア太平洋地域の⾷料問題・⾷
料安全保障
アジア太平洋地域における「緑の
⾰命」と現在の⾷料事情、アジア 【予習】同上
太平洋経済協⼒（APEC）における 【復習】同上
⾷料安全保障問題への取組みを紹
介する。

志邨 建介

アメリカの⾷料・農業政策と⾷料
安全保障
世界の⾷糧事情を左右するアメリ
カの農業政策について、農業基本
法と価格・所得政策を中⼼に紹介
する。また、穀物メジャーの活動
を概観する。

志邨 建介

EUの⾷料・農業政策と⾷料安全保
障
世界の⾷料市場における他⽅の主
【予習】同上
要プレーヤーであるEUの共通農業
【復習】同上
政策（CAP）について紹介する。
また、英国のEU離脱がCAPや⾷料
安全保障に与える影響について考
察する。

志邨 建介

志邨 建介

【予習】同上
【復習】同上

⾷料・農産物貿易及び農業投資と
⾷料安全保障
WTO、EPA/FTA、TPP等、世界に
【予習】同上
おける⾷料・農産物貿易交渉の枠
【復習】同上
組及び農業投資の動向について概
観する。
⽇本の⾷料・農業政策と国際社会
の⾷料安全保障への取組み
⾷料輸⼊国である⽇本の⾷料・農
業政策と⽇本を含む国際社会の⾷
料安全保障への取組みを紹介す
る。

【予習】同上
【復習】同上
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