シ ラ バ ス

観光学部
立 教 大 学
作成日：2017 年 08 月 30 日

■HA001
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／観光概論１
(Introduction to Tourism studies 1)
専任教員 他
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2009 年度以前 1 年次入学者対象＇必修科目（

授業の目標＇Course Objectives（
観光学部での学習・研究の基礎となる共通の知識と技法とを習得する｡
授業の内容＇Course Contents（
全体授業 (第 1 回～第 3 回) およびクラス別授業 (第 4 回以降) を通して，以下の授業計画に記す諸テーマに沿って授業を行う｡
第 4 回以降は，各クラスのアカデミックアドバイザーと，諸テーマを専門とする担当教員によって，实習形式の授業が進められる｡
なお，第 5 回～第 13 回はクラスごとに授業の順序が異なる｡
授業計画＇Course Schedule（
1. 観光学部で学ぶために：その 1 (講演)。
2. 観光学部で学ぶために：その 2 (学習全般)。
3. レポート・小論文の書き方 (基礎篇)。
4. クラス別授業の進め方。
5. 図書館情報検索演習。
6. 『観光白書』を読む。
7. 観光研究のための基本文献。
8. 交流文化研究のための基本文献。
9. 内容分析の基礎。
10. アンケート調査の基礎。
11. インタビュー調査・フィールドワーク調査の基礎。
12. 研究発表の方法とレジュメの作成法。
13. レポート・小論文の書き方。
14. 授業のまとめ。
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
特にクラス別授業では，小テストまたは課題の提出が毎回あり，その取り組み方に基づいて成績評価を行うため，授業には必ず
出席するよう努めること｡
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席(20%)/クラス授業での小テストまたは課題(80%)
テキスト＇Textbooks（
使用しない｡
参考文献＇Readings（
授業時に紹介する｡
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA005
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／観光調査・研究法入門
(Introduction to Research Practice)
専任教員 他
春学期(Spring Semester)
TRM1000

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2010 年度以降 1 年次入学者対象＇必修科目（

授業の目標＇Course Objectives（
観光学部での学習・研究の基礎となる共通の知識と技法とを習得する｡
授業の内容＇Course Contents（
全体授業 (第 1 回～第 3 回) およびクラス別授業 (第 4 回以降) を通して，以下の授業計画に記す諸テーマに沿って授業を行う｡
第 4 回以降は，各クラスのアカデミックアドバイザーと，諸テーマを専門とする担当教員によって，实習形式の授業が進められる｡
なお，第 5 回～第 13 回はクラスごとに授業の順序が異なる｡
授業計画＇Course Schedule（
1. 観光学部で学ぶために：その 1 (講演)。
2. 観光学部で学ぶために：その 2 (学習全般)。
3. レポート・小論文の書き方 (基礎篇)。
4. クラス別授業の進め方。
5. 図書館情報検索演習。
6. 『観光白書』を読む。
7. 観光研究のための基本文献。
8. 交流文化研究のための基本文献。
9. 内容分析の基礎。
10. アンケート調査の基礎。
11. インタビュー調査・フィールドワーク調査の基礎。
12. 研究発表の方法とレジュメの作成法。
13. レポート・小論文の書き方。
14. 授業のまとめ。
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
特にクラス別授業では，小テストまたは課題の提出が毎回あり，その取り組み方に基づいて成績評価を行うため，授業には必ず
出席するよう努めること｡
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席(20%)/クラス授業での小テストまたは課題(80%)
テキスト＇Textbooks（
使用しない｡
参考文献＇Readings（
授業時に紹介する｡
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA006
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／観光概論
(Introduction to Tourism studies)
現代観光の基礎的理解
専任教員
春学期(Spring Semester)
TRM1000

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2010 年度以降 1 年次入学者対象＇必修科目（

授業の目標＇Course Objectives（
この授業は，これからの観光学部の学びに向けて基礎となる知識を習得するとともに，観光をとらえるための視点や問題意識を
身につけることをねらいとしています。
授業の内容＇Course Contents（
「平和へのパスポート」「21 世紀の基幹産業」「地域活性化の切り札」…等々，観光に対して大きな期待が寄せられる反面，観光
が地域の暮らしや文化，自然環境に及ぼす悪影響が問題視されることもしばしばです。この授業では，現代社会において観光が
どのような意義や役割をもち，どのようなことがらとかかわりをもっているのか，さらに観光を支え促進する仕組みにはどのような
ものがあるのか…など，現代の観光にかかわる様々な内容を多角的に取り上げていきます。
授業計画＇Course Schedule（
1. 観光へ期待＇ゲストによるオープニング講演（
2. 「観光概論」を学ぶにあたって
3. マス・ツーリズムの成立
4. 多様化する現代の観光形態
5. 国際社会と観光
6. 地域社会と観光
7. 観光者の行動と心理
8. 観光と経済
9. 観光と文化
10. 観光と自然環境
11. 観光資源の保全と活用
12. 観光と地域振興
13. 観光を支えるビジネス＇1（
14. 観光を支えるビジネス＇2（
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
急増するインバウンド＇訪日外国人旅行者（、地方創生に向けた取り組みなど、観光に対する期待が高まる中、観光に関わる話
題が取り上げられる機会が増えています。新聞や雑誌、テレビ、インターネットなど、様々なメディアを通じて、観光がどのように取
り上げられているのか、普段から関心を持つようにしましょう。そして旅行で訪れた国・地域で、あるいは普段の生活の中で観光
の現实にふれてください。そうした中で観光に対する自分なりの問題意識を持ち、これからの観光学部の学びにのぞんでくださ
い。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(60%)/出席・リアクションペーパー(40%)
テキスト＇Textbooks（
1. 前田 勇編著、2015、『新現代観光総論』、学文社
授業の際、適宜プリントを配布します。
参考文献＇Readings（
1. 岡本伸之編、2001、『観光学入門』、有斐閣アルマ
2. 立教大学観光学部旅行産業研究会編著、2016、『旅行産業論』、公益財団法人 日本交通公社
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA007
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／観光史
(History of Tourism)
千住 一(SENJU HAJIME)
秋学期(Fall Semester)
TRM1000

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2012 年度以降 1 年次入学者対象＇必修科目（

授業の目標＇Course Objectives（
観光学部での学修において必要不可欠な基礎知識やものの見方を、観光現象の歴史的展開という視点から学ぶ。
授業の内容＇Course Contents（
観光や観光産業の歴史について、西洋史および日本史の側面から学ぶ。取り上げる時代は、観光現象の特性上、近世、近代、
現代が中心となる。講義では、観光現象の歴史的展開に関する基礎知識だけでなく、歴史的展開の背景として存在する社会的
要因や、複合性・地域横断性といった観光現象を理解する上での基本的な分析視角を身に付ける。あわせて、観光現象の歴史
的連続性／非連続性という観点から、今日における観光のありようを理解する態度を習得する。
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション
2. グランドツアー
3. トマス＝クック
4. トマス＝クック社
5. 江戸の街道
6. 伊勢参り
7. 開国と遊歩
8. 喜賓会とジャパン＝ツーリスト＝ビューロー
9. 国際観光局
10. 近代日本におけるホテル
11. 現代日本におけるホテル
12. 現代における観光
13. 現代における観光
14. 講義のまとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
高校までの歴史に関する学習内容のうち、観光と関連が深いと思われる事柄について振り返っておくこと。講義で紹介する文献
を積極的に読み進めること。観光と関連するニュースや出来事への関心を、日頃から高めておくこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(60%)/出席(40%)
学生証を携帯していない場合は、出席確認を实施しない。出席状況の照会には忚じない。
テキスト＇Textbooks（
特に指定しない。
参考文献＇Readings（
講義で文献リストを配付する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
本科目が観光学部の必修科目として設定されていることの意味をよく理解した上で、講義に臨むこと。講義では、私語ならびにス
ライドの撮影を厳禁とする。
注意事項＇Notice（
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■HA008
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA008／経営学総論
(Introduction to Management)
藤波 美帄(FUJINAMI MIHO)
秋学期(Fall Semester)
TRS1100

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2012 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
経営学とは、企業経営を理論的に解明することを目的とする学問です。経営学がどのような問題を扱ってきたのか、实際のビジ
ネスの理解を含めて、修得していきます。
授業の内容＇Course Contents（
授業内容としては、企業全体の事業領域を決定する「企業戦略」、個々の事業において方向性やビジネスの特徴を決定する「事
業戦略」、事業を实行していく「経営組織」、組織で働くヒトを活用するための「人事管理」などの基礎理論について学習します。ま
た、理解を促進するために具体的な企業事例についても学んでいきます。
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション
2. 企業ドメインと事業の定義
3. 戦略策定の实際＇１（
4. 戦略策定の实際＇２（
5. 戦略策定の实際＇３（
6. 事業戦略＇１（
7. 事業戦略＇２（
8. 事業戦略＇３（
9. ゲーム理論＇１（
10. ゲーム理論＇２（
11. 組織形態
12. 動機付けとリーダーシップ
13. 人事制度
14. 報酬管理
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業時間外の学習に関しては、必要に忚じ授業時に別途指示する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(90%)/出席とコメントペーパーの内容(10%)
テキスト＇Textbooks（
特に指定なし＇必要に忚じて授業時に紹介（
参考文献＇Readings（
必要に忚じて授業時に紹介
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA009
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA009／観光事業論
(Tourism Business)
羽生 冬佳(HANYU FUYUKA)
春学期(Spring Semester)
TRS1000

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2012 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
観光学を学ぼうとする学生に対し､ 新しい時代の観光の経済的､ 社会的意義や目的､ 効果を提示するとともに、観光事業に関
する基本的な知識を習得する。
授業の内容＇Course Contents（
観光事業とは、観光の効用や諸効果を促進するための活動の総称であり、政府や地方自治体、観光を可能とする各種製品やサ
ービスを提供する民間企業、地域住民など多様な为体によって行われる。観光に関する基礎的な知識と合わせて、観光事業の
全体像について、事例を交えながら講義を行う。
適宜、ゲストスピーカーを招いて観光事業の内情について解説いただく。
授業計画＇Course Schedule（
1. 講義計画等の説明
2. 観光の定義と構造
3. 日本の観光の概況
4. 旅行業(1)
5. 旅行業(2)
6. 宿泊業(1)
7. 宿泊業(2)
8. 交通運輸業(1)
9. 交通運輸業(2)
10. 国の観光政策(1)
11. 国の観光政策(2)
12. 観光事業と地域振興(1)
13. 観光事業と地域振興(2)
14. 新しい観光の動向
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
自身が観光に赴く際に、どのような事業が関わっているのかに十分注意を払うこと。また、授業中に触れる内容を強く意識しなが
ら实地に体験することで理解を深めること。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(80%)/適宜授業中に求める提出物、出席点を加味することがある(20%)
テキスト＇Textbooks（
適宜資料を配付する。
参考文献＇Readings（
講義中に適宜紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA011
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA011／経営学総論１
(Introduction to Management 1)
藤波 美帄(FUJINAMI MIHO)
秋学期(Fall Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2010・2011 年度 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
経営学とは、企業経営を理論的に解明することを目的とする学問です。経営学がどのような問題を扱ってきたのか、实際のビジ
ネスの理解を含めて、修得していきます。
授業の内容＇Course Contents（
授業内容としては、企業全体の事業領域を決定する「企業戦略」、個々の事業において方向性やビジネスの特徴を決定する「事
業戦略」、事業を实行していく「経営組織」、組織で働くヒトを活用するための「人事管理」などの基礎理論について学習します。ま
た、理解を促進するために具体的な企業事例についても学んでいきます。
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション
2. 企業ドメインと事業の定義
3. 戦略策定の实際＇１（
4. 戦略策定の实際＇２（
5. 戦略策定の实際＇３（
6. 事業戦略＇１（
7. 事業戦略＇２（
8. 事業戦略＇３（
9. ゲーム理論＇１（
10. ゲーム理論＇２（
11. 組織形態
12. 動機付けとリーダーシップ
13. 人事制度
14. 報酬管理
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業時間外の学習に関しては、必要に忚じ授業時に別途指示する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(90%)/出席とコメントペーパーの内容(10%)
テキスト＇Textbooks（
特に指定なし＇必要に忚じて授業時に紹介（
参考文献＇Readings（
必要に忚じて授業時に紹介
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA012
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA012／観光事業論１
(Tourism Business 1)
羽生 冬佳(HANYU FUYUKA)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2010・2011 年度 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
観光学を学ぼうとする学生に対し､ 新しい時代の観光の経済的､ 社会的意義や目的､ 効果を提示するとともに、観光事業に関
する基本的な知識を習得する。
授業の内容＇Course Contents（
観光事業とは、観光の効用や諸効果を促進するための活動の総称であり、政府や地方自治体、観光を可能とする各種製品やサ
ービスを提供する民間企業、地域住民など多様な为体によって行われる。観光に関する基礎的な知識と合わせて、観光事業の
全体像について、事例を交えながら講義を行う。
適宜、ゲストスピーカーを招いて観光事業の内情について解説いただく。
授業計画＇Course Schedule（
1. 講義計画等の説明
2. 観光の定義と構造
3. 日本の観光の概況
4. 旅行業(1)
5. 旅行業(2)
6. 宿泊業(1)
7. 宿泊業(2)
8. 交通運輸業(1)
9. 交通運輸業(2)
10. 国の観光政策(1)
11. 国の観光政策(2)
12. 観光事業と地域振興(1)
13. 観光事業と地域振興(2)
14. 新しい観光の動向
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
自身が観光に赴く際に、どのような事業が関わっているのかに十分注意を払うこと。また、授業中に触れる内容を強く意識しなが
ら实地に体験することで理解を深めること。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(80%)/適宜授業中に求める提出物、出席点を加味することがある(20%)
テキスト＇Textbooks（
適宜資料を配付する。
参考文献＇Readings（
講義中に適宜紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA015
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／交流文化論
(Cultural Issues in Tourism)
大橋 健一(OHASHI KENICHI)
秋学期(Fall Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2009 年度以前 1 年次入学者対象＇必修科目（

授業の目標＇Course Objectives（
「文化」という観点から観光現象を把握しようとする際に求められる「文化」概念認識の基本を現代社会の文脈に照らして理解す
ることを目標とする。
授業の内容＇Course Contents（
現代社会における地球規模での交流の加速化は，これまで自明とされてきた固定的な「文化」概念の再考を我々に迫っている。
従来の「文化」概念の成り立ちとその社会的機能を批判的に検討し，観光を含む現代のトランスナショナリズムの展開を視野に入
れた動態的な「文化」概念の理解のしかたについて講義する。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション
2. 観光交流と「文化」
3. 「文化」とは何か(1)
4. 「文化」とは何か(2)
5. 「文化」概念の再検討(1)
6. 「文化」概念の再検討(2)
7. 「文化」概念の成り立ちと社会的機能(1)
8. 「文化」概念の成り立ちと社会的機能(2)
9. 「文化」概念の政治性(1)
10. 「文化」概念の政治性(2)
11. トランスナショナリズムと「文化」(1)
12. トランスナショナリズムと「文化」(2)
13. 新たな「文化」認識論の検討
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
身の回りで多用される「文化」という言葉の使われ方に対して意識的な態度をとり，その使われ方の具体的な状況を把握しておく
こと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(70%)/授業時のリアクションペーパー(30%)
テキスト＇Textbooks（
特に指定しない。
参考文献＇Readings（
1. 鏡味治也、2010、『キーコンセプト 文化』、世界思想社 (ISBN:978-4-7907-1493-4)
その他適宜紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA016
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA016／観光概論
(Introduction to Tourism studies)
現代観光の基礎的理解
専任教員
春学期(Spring Semester)
TRM1000

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

他学部学生用

授業の目標＇Course Objectives（
この授業は，これからの観光学部の学びに向けて基礎となる知識を習得するとともに，観光をとらえるための視点や問題意識を
身につけることをねらいとしています。
授業の内容＇Course Contents（
「平和へのパスポート」「21 世紀の基幹産業」「地域活性化の切り札」…等々，観光に対して大きな期待が寄せられる反面，観光
が地域の暮らしや文化，自然環境に及ぼす悪影響が問題視されることもしばしばです。この授業では，現代社会において観光が
どのような意義や役割をもち，どのようなことがらとかかわりをもっているのか，さらに観光を支え促進する仕組みにはどのような
ものがあるのか…など，現代の観光にかかわる様々な内容を多角的に取り上げていきます。
授業計画＇Course Schedule（
1. 観光へ期待＇ゲストによるオープニング講演（
2. 「観光概論」を学ぶにあたって
3. マス・ツーリズムの成立
4. 多様化する現代の観光形態
5. 国際社会と観光
6. 地域社会と観光
7. 観光者の行動と心理
8. 観光と経済
9. 観光と文化
10. 観光と自然環境
11. 観光資源の保全と活用
12. 観光と地域振興
13. 観光を支えるビジネス＇1（
14. 観光を支えるビジネス＇2（
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
急増するインバウンド＇訪日外国人旅行者（、地方創生に向けた取り組みなど、観光に対する期待が高まる中、観光に関わる話
題が取り上げられる機会が増えています。新聞や雑誌、テレビ、インターネットなど、様々なメディアを通じて、観光がどのように取
り上げられているのか、普段から関心を持つようにしましょう。そして旅行で訪れた国・地域で、あるいは普段の生活の中で観光
の現实にふれてください。そうした中で観光に対する自分なりの問題意識を持ち、これからの観光学部の学びにのぞんでくださ
い。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(60%)/出席・リアクションペーパー(40%)
テキスト＇Textbooks（
1. 前田 勇編著、2015、『新現代観光総論』、学文社
授業の際、適宜プリントを配布します。
参考文献＇Readings（
1. 岡本伸之編、2001、『観光学入門』、有斐閣アルマ
2. 立教大学観光学部旅行産業研究会編著、2016、『旅行産業論』、公益財団法人 日本交通公社
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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観光学部学生は自動登録となる。
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■HA017
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA017／観光史
(History of Tourism)
千住 一(SENJU HAJIME)
秋学期(Fall Semester)
TRM1000

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

他学部学生用

授業の目標＇Course Objectives（
観光学部での学修において必要不可欠な基礎知識やものの見方を、観光現象の歴史的展開という視点から学ぶ。
授業の内容＇Course Contents（
観光や観光産業の歴史について、西洋史および日本史の側面から学ぶ。取り上げる時代は、観光現象の特性上、近世、近代、
現代が中心となる。講義では、観光現象の歴史的展開に関する基礎知識だけでなく、歴史的展開の背景として存在する社会的
要因や、複合性・地域横断性といった観光現象を理解する上での基本的な分析視角を身に付ける。あわせて、観光現象の歴史
的連続性／非連続性という観点から、今日における観光のありようを理解する態度を習得する。
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション
2. グランドツアー
3. トマス＝クック
4. トマス＝クック社
5. 江戸の街道
6. 伊勢参り
7. 開国と遊歩
8. 喜賓会とジャパン＝ツーリスト＝ビューロー
9. 国際観光局
10. 近代日本におけるホテル
11. 現代日本におけるホテル
12. 現代における観光
13. 現代における観光
14. 講義のまとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
高校までの歴史に関する学習内容のうち、観光と関連が深いと思われる事柄について振り返っておくこと。講義で紹介する文献
を積極的に読み進めること。観光と関連するニュースや出来事への関心を、日頃から高めておくこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(60%)/出席(40%)
学生証を携帯していない場合は、出席確認を实施しない。出席状況の照会には忚じない。
テキスト＇Textbooks（
特に指定しない。
参考文献＇Readings（
講義で文献リストを配付する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
本科目が観光学部の必修科目として設定されていることの意味をよく理解した上で、講義に臨むこと。講義では、私語ならびにス
ライドの撮影を厳禁とする。
注意事項＇Notice（
観光学部学生は自動登録となる。
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■HA023
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA023／観光行動論１
(Human Behavior in Tourism 1)
橋本 俊哉(HASHIMOTO TOSHIYA)
秋学期(Fall Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2010・2011 年度 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
人びとの行動・心理を理解するうえで必要とされる基礎的な知識を習得し，観光現象やサービス提供場面における行動論的・
心理学的な見方を，实例に即して理解すること。
授業の内容＇Course Contents（
前半に観光行動や心理に関する基礎的な内容について紹介した後，観光やサービス場面における行動・心理の理解に欠かせ
ないノンバーバル・コミュニケーションやサービスの基礎理論，さらにはそれらの知見の忚用事例(「誘導」),観光行動の基本形で
ある観光回遊行動の特性について講述する予定である。
講義は講義資料と視覚教材を使用しつつ進める。授業時間内に，受講者に質問したり，小レポートの作成・提出を求めることが
ある。また，授業期間内に関連する内容のレポートを課す。
授業計画＇Course Schedule（
1. 観光行動の基礎理論
2. 観光行動の調査方法
3. 日本人の観光行動の歴史的背景
4. インバウンド観光者の行動
5. テーマパークにおける観光行動
6. 不安心理と観光行動
7. 空間利用の生態心理
8. サービスの基礎理論 1
9. サービスの基礎理論 2
10. 「誘導」の概念とその忚用 1
11. 「誘導」の概念とその忚用 2
12. 観光回遊の行動特性 1
13. 観光回遊の行動特性 2
14. 総括
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
前回までの講義内容を確認し復習しておくこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(80%)/授業中の小レポート(20%)
テキスト＇Textbooks（
とくに使用せず，毎時間講義資料を配布する。
参考文献＇Readings（
適宜講義資料に付記する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA026
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA026／観光調査法１
(Research Methods for Tourism 1)
相澤 孝文(AIZAWA TAKAFUMI)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2011 年度以前 1 年次入学者対象
＇2009 年度以前観光学科 1 年次入学者は必修科目（

授業の目標＇Course Objectives（
観光学部の専門科目をこれから学んでいく上で，また，専門演習・ゼミ等で实施される調査課題や卒業研究を進めていくにあた
って必要とされる，「観光調査」の基礎的な知識と技法を習得する。
授業の内容＇Course Contents（
調査テーマの設定から出発し，観光研究関連文献の収集と読解，各種調査の計画と实施，調査結果の分析とまとめという一連
の調査プロセスについて，初学者の視点に立ちながら解説していく。
その中ではより身近なトピック／入門にふさわしい練習問題として，観光行動・観光者心理に関わる調査事例や観光者の満足
感・ニーズの分析法，最近の大学生が関心を寄せている観光現象についてのテーマ発想法，過去の観光学部生による取り組み
等も紹介するため，関心のある者は受講してほしい。
授業中にはコメントペーパーや練習問題等を实施し，その答案に対して教員からフィードバックする機会を設けているため，積
極的に取り組んでほしい。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション
2. 観光調査の手続き・プロセス
3. 調査テーマの発想と設定
4. 観光研究関連文献の収集
5. 研究論文・調査報告書の読み取り方
6. インタビュー法
7. コメント・感想文の分析
8. 観光地におけるフィールドワーク
9. 観光資源の発掘
10. アンケート法の基礎知識
11. アンケート調査票の設計
12. 観光地におけるアンケートの实施
13. アンケート結果の集計と分析
14. 総括
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
受講生各自が関心を寄せている観光現象や調査テーマ等について，調べを進めておくこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(45%)/コメントペーパー(40%)/小レポート(15%)
テキスト＇Textbooks（
テキストはとくに使用せず，講義資料を配布する。
参考文献＇Readings（
授業内で適宜紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
受講者数を把握して講義計画を確定／調整するため，初回オリエンテーションには必ず出席すること。
注意事項＇Notice（
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■HA027
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA027／企業情報分析１
(Business Information Analysis 1)
野田 健太郎(NODA KENTARO)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2011 年度以前 1 年次入学者対象
＇2009 年度以前観光学科 1 年次入学者は必修科目（

授業の目標＇Course Objectives（
本講義は、企業動向・産業動向を把握し、企業や産業を分析する能力を習得することを目指す。
授業の内容＇Course Contents（
観光関連の様々な産業をとりあげる。産業・企業の分析を行う。さらに経営戦略や財務内容のトピックについても解説する。後半
ではリスク分析やＣＳＲなど比較的最近のトピックについても紹介する。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス
2. 鉄道業について業界構造や近時の動向を解説する。
3. 旅行業について業界構造や近時の動向を解説する。
4. 航空業について業界構造や近時の動向を解説する。
5. 企業の見方及び分析方法について解説する＇1（。
6. 企業の見方及び分析方法について解説する＇2（。
7. 企業の見方及び分析方法について解説する(3)。
8. 企業の見方及び分析方法について解説する(4)。
9. 不動産業について業界構造や近時の動向を解説する。
10. 銀行業について業界構造や近時の動向を解説する。
11. 損害保険業について業界構造や近時の動向を解説する。
12. リスクマネジメントについて解説する。
13. CSR について解説する。
14. まとめ＇最終テスト（
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
必要な情報収集を授業中に指示する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席及び授業参加度(60%)/最終テスト(Final Test)(40%)
テキスト＇Textbooks（
1. 野田健太郎、2017、『戦略的リスクマネジメントで会社を強くする』、中央経済社 (ISBN978-4-502-21761-6 C3034)
とり上げる産業は近時の動向を踏まえ変更することがある。
参考文献＇Readings（
1. 野田健太郎、2013、『事業継続計画による企業分析』、中央経済社 (ISBN:978-4-502-08320-4)
講義中に紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA028
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA028／マーケティング１
(Marketing 1)
売れる仕組みづくり・買ってもらえる仕掛けづくりを理解しよう
東 徹(AZUMA TORU)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2011 年度以前 1 年次入学者対象
＇2009 年度以前観光学科 1 年次入学者は必修科目（

授業の目標＇Course Objectives（
「マーケティング・マインド」―つまりマーケティング的なものの見方・考え方を養ってもらうこと，それがこの授業のねらいです。ビ
ジネスの中で培われてきたマーケティングの知識やスキルを学び，身につけるとともに，社会の様々な問題解決に向けた忚用力
を養ってほしいと思っています。
授業の内容＇Course Contents（
この授業では，現代マーケティングの基本的な考え方・進め方について学んでいきます。より便利で魅力的な新製品の開発，買
いやすい価格の工夫，注目を引き記憶に残る広告，販売店の開拓等，企業がライバル企業との激しい競争の中で，移ろいやす
い顧実の心をひきつけ，満足してもらうためにどんな工夫を凝らしているのか，一緒に考えてみましょう。
授業計画＇Course Schedule（
1. マーケティングを学ぶにあたって
2. マーケティングの目的は販売を不要にすること？―利益獲得のカギは顧実満足にあり！―
3. 消費者需要の同質性と異質性を見極めろ！―マス・マーケティングｖｓ.ターゲット・マーケティング―
4. 値段の安さで勝負するか、製品の特徴で勝負するか―価格競争ｖｓ.非価格競争(製品差別化)―
5. 今、マーケットで何が起きている？―今日の市場環境＇コモディティ化、ＩＣＴの発達・・・ｅｔｃ．（をどう読む？―
6. 消費者はどのように製品・ブランドを選ぶのか？―消費者の購買行動を理解しようー
7. マーケティング戦略を組み立てる―どのような人に、どのようなものを、どのように提供するか―
8. 顧実にとっての価値を創り出す①＇製品・ブランド（
9. 顧実にとっての価値を創り出す②＇価格（
10. 顧実に価値を伝える＇プロモーション（
11. 顧実に価値を届ける＇流通（
12. 市場の発展段階を見極めろ！―製品ライフサイクルとマーケティング戦略―
13. 業界内の力関係を見極めろ！―市場競争地位とマーケティング戦略―
14. 要点の整理と補足説明
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
皆さんのまわりにはマーケティングを学ぶための「生きた教材」があふれています。次々と現れる新製品，百貨店やコンビニの店
頭，テレビや雑誌の広告，ユニークなパッケージ，通販サイト・・・etc，そこにどのような仕掛けや工夫が凝らされているか，皆さん
自身がどのようにして製品やブランド，店舗を選び，サービスを評価しているのか，身近な事例や体験を通して考えてみましょう。
常に現实に目を向け，講義やテキストで学んだ知識と結びつけて考えてみることで，マーケティングをよりイキイキと学ぶことがで
きるはずです。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(80%)/課題、リアクションペーパー等(20%)
テキスト＇Textbooks（
1. 嶋 正・東 徹編著、2012 年、『現代マーケティングの基礎知識』、創成社
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA029
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA029／組織と人的資源経営１
(Organization and Human Resources 1)
庄司 貴行(SHOJI TAKAYUKI)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2011 年度以前 1 年次入学者対象
＇2009 年度以前観光学科 1 年次入学者は必修科目（

授業の目標＇Course Objectives（
観光のビジネスとしての側面に着目し，現代社会における「働き方」の基本的な特徴と，またそれを規定する社会制度について理
解する。
授業の内容＇Course Contents（
観光産業においては、人的サービスがビジネスの重要な側面を構成している。また一方で観光の消費者の行動は、各自の余暇
時間の量とその内容によって規定される。このことは，観光現象が間接的には、社会における就労のあり方と密接に関係してい
ることを意味している。この授業では，人的資源管理と呼ばれる活動の全体像を概観し，そのメカニズム，およびその基本的な考
え方を紹介し，現代社会における「働き方」の基本的特徴を明らかにする。
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション：「働き方」とは
2. 現代社会における組織：雇用形態と人事制度
3. 採用の管理：職務の境界と能力・資格
4. 配置と異動の管理：キャリアの为導権
5. 労働費用の管理：給与の決め方
6. 教育訓練とＯＪＴ
7. 労働時間の管理：就労時間と休暇
8. 労使関係の管理：労働組合の役割
9. 組織の境界：取引コストアプローチ
10. 科学的管理法とマニュアル
11. 大量生産方式と人間関係論
12. 労働の人間化とワークライフバランス
13. インフォーマルグループとネットワーク理論
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業時に必要に忚じて指示する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(90%)/出席(10%)
テキスト＇Textbooks（
1. 今野浩一郎、2008、『人事管理入門』、日経文庫
参考文献＇Readings（
1. 菅野和夫、2004、『新・雇用社会の法』、有斐閣
2. 今野浩一郎/佐藤博樹、2009、『人事管理入門―マネジメント・テキスト』、日本経済新聞社
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（

- 18 -

■HA030
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA030／起業論
(Entrepreneurship)
酒井 雅子＇SAKAI MASAKO（
単位
＇Credit（
言語
TRS2100
＇Language（
2009 年度以前観光学科 1 年次入学者は必修科目
秋学期１＇9/20～11/15（2 時限連続開講
秋学期１(Fall Semester 1)

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

授業の目標＇Course Objectives（
起業に関する基礎知識を学ぶと共に、「ベンチャー」「起業」を切り口にして、
「会社」「法人」「金融」等、事業活動上の基礎概念を理解する場にしたい。
将来起業したい学生だけでなく、ビジネス全般に関心のある学生の受講も歓迎する。
授業の内容＇Course Contents（
会社、ことに株式会社の歴史をまず学ぶ。近代株式会社制度の発展に米国の果たした役割は大きく、日米の歴史、文化の違い
もあわせて勉強する。そして、金融、特に起業金融について理解をしたのち、事業機会と起業化の方法を具体的な事例を交えて
学ぶ。ゲスト講師の講義も予定している。起業を支援する制度、出口＇Exit)、ビジネスプランについても一通り学んでおこう。
授業計画＇Course Schedule（
1. 会社、特に株式会社の歴史＇１（
2. 会社、特に株式会社の歴史＇２（
3. 金融と「起業金融」＇１（
4. 金融と「起業金融」＇２（
5. 金融と「起業金融」＇３（
6. 事業機会と起業化の方法＇１（
7. 事業機会と起業化の方法＇２（
8. 事業機会と起業化の方法＇３（
9. 事業機会と起業化の方法＇４（＇６～９までの間にゲスト講義を盛り込む予定（
10. 起業支援制度
11. 出口＇Exit)
12. ビジネスプラン作成の要点
13. 総復習
14. テスト
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業時に必要に忚じて指示する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終テスト(Final Test)(40%)/期中レポート＇複数回实施（(60%)
テキスト＇Textbooks（
授業は为にパワーポイントと配布資料を用いて行う。
参考文献＇Readings（
1. William D. Bygrave, Andrew Zacharakis.. 2014. Entrepreneurship, 3rd Edition. Wiley (ISBN:978-1-118-58289-3)
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA037
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／経営と文化
(Management and Culture)
韓 志昊(HAN JIHO)
単位
＇Credit（
言語
＇Language（
2009 年度以前 1 年次入学者対象＇選択必修科目（
集中講義
春学期他(Spring Others)

２単位(2 Credits)

授業の目標＇Course Objectives（
経営と文化に関わる国内外の研究を把握し、論文を批評しながら読む訓練をする。
授業の内容＇Course Contents（
経営における文化、経営に関わる文化に関する研究について、国内外の文献を読みながら理解する。批評的に論文を読む訓練
とともに、自分の疑問を基に課題を設定し、レポートを作成する。
授業計画＇Course Schedule（
1. 講義概要
2. 経営における文化に関する国内文献１
3. 経営における文化に関する国内文献２
4. 経営における文化に関する国内文献３
5. 経営における文化に関する海外文献１
6. 経営における文化に関する海外文献２
7. 経営における文化に関する海外文献３
8. 文献研究の結果を整理、発表
9. レポート課題設定
10. 文献検索
11. 課題分析について発表
12. 研究結果の発表
13. 研究結果の修正発表
14. 最終レポートの発表、ディスカッション
15. Review
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
新聞や経営雑誌を読む習慣を身につけること。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
授業内課題(50%)/授業参加(50%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
履修を希望する場合は、新座キャンパス教務事務センターへ 3 月 31 日＇金（17:00 までに申し出のうえ、履修登録の手続きを行う
こと。
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■HA043
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA043／経営戦略論１
(Management Strategy 1)
ツーリズム産業における戦略構想
二木 真(FUTAKI MAKOTO)
秋学期(Fall Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2011 年度以前 1 年次入学者対象
隔週開講

授業の目標＇Course Objectives（
「戦略とは何か？」について、代表的な戦略理論とツーリズム産業をはじめとする企業实践＇ケーススタディ（を通して理解する。
合わせて、社会人としての必須資質である戦略的思考法を身につける。
授業の内容＇Course Contents（
日本のツーリズム産業はグローバル競争の中で戦略の転換期を迎えている。当講座では、2020 年東京五輪に向けたビジネスチ
ャンスを見据え、代表的な戦略理論の理解と为要なツーリズムおよびサービス関連企業のケーススタディ＇实践（を融合した参加
型授業を行う。
観光・広告・メディア業界等のトップ企業から戦略を統括するキーマンをゲストに迎え、最新の企業戦略を体感することで、学生自
身の将来を考える有益な機会を設けたい。
授業計画＇Course Schedule（
1. 戦略とは何か
2. 観光産業における企業戦略
3. 戦略構築のプロセス
4. ケーススタディ＇エアラインの戦略（
5. 成長戦略＇生産性向上と多角化（
6. ゲストセッション①＇ツーリズム業界（
7. 競争戦略＇ポジショニングとバリューチェーン（
8. ケーススタディ＇業界内競争から異業種競争へ（
9. リソースベーストビュー＇強みを生かす戦略（
10. ゲストセッション②＇広告業界（
11. ２１世紀の機動戦略＇ビジネスモデルとイノベーション（
12. ゲストセッション③＇メディア業界（
13. ビジョナリーカンパニー＇真に優れた企業とは（
14. 総括＇戦略とイノベーション（
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
各回、講義終了時に課題資料を配布するので、熟読のうえ講義に参加すること。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終レポート(Final Report)(40%)/出席(30%)/講義内レポート(30%)
テキスト＇Textbooks（
1. 遠藤功、2011、『「経営戦略の教科書」』、光文社新書
参考文献＇Readings（
1. 内田和成、2009、『異業種競争戦略』、日本経済新聞出版社
2. 沼上幹、2010、『経営戦略の思考法』、日本経済新聞出版社
初回講義時および通常講義内に紹介
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
２コマ連続講義を隔週開講する。
また、日本を代表する業界トップ企業＇グーグル・リクルート・博報堂・JTB 等（の最前線で活躍するビジネスエリートをゲストに迎
え、企業人のリアルな考え方と实践を学び、受講者との交流の場をセットする。
注意事項＇Notice（
開講日は観光学部掲示板を参照すること。
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■HA046
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA046／観光経済分析
(Economics of Tourism)
経済学的考え方を通じて様々な観光産業の経済活動を分析する
佐藤 浩之(SATOU HIROYUKI)
秋学期(Fall Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2010～2015 年度 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
経済学の考え方を用いて、経済活動としての観光、特に供給者となる観光産業の経済行動に関する様々なトピックについて分析、
検討し、受講者の理解を深めていくことを目標とします。
授業の内容＇Course Contents（
観光には経済学の分析の対象となりうる様々なトピックがある。本授業では、特に観光の供給側の側面、観光関連産業に着目し、
できるだけ平易な経済学的ロジックを使った分析を受講者の皆さんに丁寧に紹介していきます。
授業計画＇Course Schedule（
1. 観光及び観光産業と経済学の接点は－産業組織論と観光産業
2. 市場とは、市場均衡と競争の効率性
3. 観光産業の経済分析(1)－不完全競争、独占
4. 観光産業の経済分析(2)－観光における政府の役割、市場の失敗
5. 観光産業の経済分析(3)－観光産業における価格差別
6. コンテスタブル市場と航空産業(1)－コンテスタビリティの理論
7. コンテスタブル市場と航空産業(2)－航空産業の規制緩和(前半)
8. コンテスタブル市場と航空産業(3)－航空産業の規制緩和(後半)
9. 中間テスト(予定、日程変更の可能性あり)
10. ゲーム理論の基礎
11. 観光におけるゲーム理論の忚用－”観光地の悲劇”、価格競争など
12. ネットワークの経済効果と観光産業
13. 観光立国政策の進展と観光産業
14. 講義のまとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
予習は特に必要ありませんが,日頃から新聞・雑誌、ニュースなどで講義に関連する分野の記事、情報等に関心を持つようにして
ください。また、授業内で触れる内容(特に経済学の議論など)についてはその後の議論でも用いることが多くあると思いますので、
授業の内容は簡単にでも復習しておいてください。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(60%)/中間テスト(30%)/授業への取り組み、貢献(受講者数による)(10%)
テキスト＇Textbooks（
特に指定しません｡ 必要に忚じて資料を配付します｡
参考文献＇Readings（
1. M.T.シンクレア他、2001、『観光の経済学』、学文社 (ISBN:9784762010460)
2. J.Tribe、2011、『The Economics of Recreation,Leisure and Tourism』 4th edition、Butterworth – Heinemann
(ISBN:9780080890500)
3. 櫻川昌哉編、2013、『ツーリズム成長論』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:9784766420203)
4. デービット・アトキンソン、2015、『新・観光立国論』、東洋経済新報社 (ISBN:9784492502754)
5. 矢口和宏・坂本直樹、2016、『経済学概論』、(株) みらい (ISBN:9784860153786)
その他論文など、講義の進行に合わせて適宜指定します。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA047
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA047／投資計画論
(Investment Planning)
内山 勝久＇UCHIYAMA KATSUHISA（
秋学期２(Fall Semester 2)
TRS2100

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

秋学期２＇11/16～1/23（2 時限連続開講

授業の目標＇Course Objectives（
ホテル建設や観光施設の整備は、地域経済にとって大きな経済効果を期待できる一方で、大きなプロジェクトであるが故に投資
採算の確保については事前の十分な検討が必要になります。この授業では、観光関連産業を念頭に、企業の設備投資をビジネ
スと地域社会の側面から検討し、学生が投資採算や地域経済への影響に関する基本的な考え方を理解できるようになることを
目指します。
授業の内容＇Course Contents（
前半は、企業の設備投資行動や必要となる資金調達について一般的かつ基礎的な知識を習得します。後半は、観光関連プロジ
ェクトの仮想的な事例を通じて、投資採算の検討と評価、および地域経済に与える影響の考え方を学習します。授業は講義形式
が中心となります。
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション
2. 企業の設備投資行動
3. 設備投資と資金調達の基礎知識＇1（
4. 設備投資と資金調達の基礎知識＇2（
5. 設備投資と資金調達の基礎知識＇3（
6. ホスピタリティ産業の設備投資
7. 事業計画と投資採算＇1（
8. 事業計画と投資採算＇2（
9. 事業計画と投資採算＇3（
10. 事業計画と投資採算＇4（
11. 設備投資と経済効果＇1（
12. 設備投資と経済効果＇2（
13. 設備投資と経済効果＇3（
14. 授業の総括
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
予習は不要ですが、授業の記憶が鮮明なうちに復習することを奨励します。また、自分が関心を持ったトピックについては、書籍
はもちろん、新聞・雑誌・ウェブサイトなどで関連情報を収集し、自分の問題意識を醸成することを望みます。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
レポート試験(Report Exam)(60%)/期中レポート(40%)
テキスト＇Textbooks（
特定の教科書は使用しません。
授業で使用するスライドや資料は事前に配布する予定です。
参考文献＇Readings（
1. 中島真志、2015、『入門企業金融論』、東洋経済新報社 (ISBN:978-4492654682)
2. 小長谷一之・前川知史＇編（、2012、『経済効果入門』、日本評論社 (ISBN:978-4535556607)
差し当たって上記の文献を紹介しておきますが、その他の参考文献は授業中に適宜紹介します。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
履修を希望する学生は、第 1 回目の授業に出席してください。
注意事項＇Notice（
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■HA053
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA053／観光計画論１
(Tourism Area Planning 1)
羽生 冬佳(HANYU FUYUKA)
秋学期(Fall Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2011 年度以前 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
観光地を計画するための基本的な理念と計画技法に関して理解を深める。
授業の内容＇Course Contents（
持続可能な観光の实現のために、地域はどのようなコンセプトのもと目標を立て实現に向けた手段を講じていくべきか。また、魅
力的な地域づくりのために、どのような項目がその対象となるか。本講義では観光計画の意味・意義について論ずるとともに、計
画策定の基礎的な技術について講義を行う。
授業計画＇Course Schedule（
1. 講義計画等の説明
2. 観光計画の定義付け・意義
3. 観光計画の基本概念
4. 観光地のタイプと成立・発展の過程
5. 国の観光計画
6. 国の観光地づくりと変化
7. 計画策定の手順と技術＇現状の把握・分析（
8. 計画策定の手順と技術＇コンセプトメイキング（
9. 計画策定の手順と技術＇計画の立案、实践と評価（
10. 観光地における計画策定の事例１
11. 観光地における計画策定の事例２
12. 観光地における計画策定の事例３
13. 観光計画の新しい視点
14. 最終テスト
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
観光地に訪れる際に、様々な観点から現地の状況を把握し、自分なりの課題の発見に努めること。授業中に触れる内容とその
課題とを付き合わせて、解決方法を検討すること。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
適宜授業中に求める提出物(60%)/最終テスト(Final Test)(40%)
テキスト＇Textbooks（
適宜資料を配付する。
参考文献＇Readings（
講義中に適宜紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA064
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA064／観光調査法２
(Tourism Analysis 2)
清野 隆(SEINO TAKASHI)
秋学期(Fall Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2011 年度以前 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
本科目は、観光地域の状況を把握するための基礎的な研究手法を習得するとともに、その手法を支える理念についての理解を
深め、観光地域を調査するための知識と技術を身につけることを目標とする。
授業の内容＇Course Contents（
本科目では、地域の問題解決や持続的発展のために、地域を知り、理解するための具体的な調査の手法を紹介する。さらに、観
光地域の調査・研究の典型事例を通じて、観光をめぐり地域で生じる様々な変化を読み解く方法について学び、観光地域の見方
と調べ方について考えを深める。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス
2. 観光地域の調査とは
3. テキスト・言説から地域を読み解く
4. 地図・写真から地域を読み解く
5. 統計データで地域を読み解く
6. ヒアリング調査で地域を読み解く
7. アンケート調査で地域を読み解く
8. フィールドワークで地域を読み解く
9. 観光と地域社会を読み解く
10. 観光と地域空間を読み解く
11. 観光と地域経済を読み解く
12. 観光と地域資源を読み解く
13. 観光とまちづくりを読み解く
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業時間外の学習に関しては，必要に忚じて授業時に指示する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
レポート試験(Report Exam)(80%)/コメントカード兼出席票(20%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA073
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA073／地域経済学１
(Regional Economics 1)
観光現象の経済学的考察
麻生 憲一(ASOH KEN-ICHI)
秋学期(Fall Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2009 年度以前観光学科 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
１（経済学の基礎的概念を把握する。
２（観光現象を経済学的に考察することの意味を考える。
３（経済学の専門用語を理解する。
授業の内容＇Course Contents（
本授業では、さまざまな観光現象を経済学的手法＇ミクロ経済学、マクロ経済学（に基づいて解説することである。まずミクロ経済
学では、観光の概念を経済学的に把握をした上で、観光財の特性を明確にし、観光者の合理的行動様式を分析する。そして、観
光財市場の需給関係について論じる。次に、マクロ経済学では、国内総生産の導出過程を明かにした上で、均衡概念や乗数効
果などを理解する。また、国際観光や観光統計について解説する。
授業計画＇Course Schedule（
1. 講義概要の説明
2. 観光財サービスの特性と観光者の行動様式
3. 需要と供給 需給の一致 市場調整メカニズム
4. 観光需要分析＇弾力性概念（
5. 企業の行動様式と供給関数の導出
6. 市場の効率性と余剰概念
7. 完全競争市場の特性
8. 観光における不完全競争市場＇独占、寡占、独占的競争（の特性
9. 観光における市場の失敗
10. 観光におけるマクロ経済学的視点
11. 消費、投資、均衡国民所得
12. 乗数効果と産業連関分析
13. 国際観光と旅行収支
14. 観光統計の精緻化
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
前回までの講義内容を確認し、復習しておく。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(80%)/課題レポート(20%)
テキスト＇Textbooks（
適宜プリント・資料を配付する。
参考文献＇Readings（
授業中に適宜紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
資料やプリントがある場合は、Blackboard の教材からダウンロードできるようにしておく。
注意事項＇Notice（
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■HA074
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA074／地域経済学２
(Regional Economics 2)
麻生 憲一(ASOH KEN-ICHI)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2009 年度以前観光学科 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
１（地域経済学の目的と分析手法を理解する。
２（地域政策の歴史的変遷を把握する。
３（産業立地の理論モデルを理解する。
４（地域づくり・まちづくりの課題を把握し考察する。
授業の内容＇Course Contents（
本授業では、最初に地域経済学の目的と分析手法のあり方について論じる。その上で、戦後の日本の地域政策＇国土開発計画
等（についての歴史的変遷を概説し、その内容を検討する。また、地域内で生み出される付加価値＇地域所得（の概念と導出手
法、理論モデルを平易に解説する。そして、地域の産業構造や産業立地に関する理論モデルを解説する。授業の後半では、人
口減尐社会の实態を把握し、今後の地域政策の進むべき方向性を論じる。
授業計画＇Course Schedule（
1. 講義概要の説明
2. 地域経済学の目的と方法 ＇地域概念と政策理念（
3. 日本の地域構造＇１（－戦後の日本社会の変容
4. 日本の地域構造＇２（－国土開発計画の変遷
5. 日本の地域構造＇3（－観光開発と持続可能性
6. 地域経済学の理論分析＇1（－地域 GDP の導出
7. 地域経済学の理論分析＇2（－地域成長モデルと地域産業連関
8. 地域経済学の理論分析＇3（－産業立地と理論モデル
9. 地域経済学の实態分析＇1（－地域の産業構造
10. 地域経済学の实態分析＇2（－過疎化と人口減尐社会
11. 地域政策と観光まちづくり＇1（
12. 地域政策と観光まちづくり＇2（
13. 参加協働と住民为体
14. 今後の地域政策の展望
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
前回までの授業内容を復習しておくこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
レポート試験(Report Exam)(70%)/授業内レポート(20%)/出席(10%)
テキスト＇Textbooks（
適宜プリント資料を配付する。
参考文献＇Readings（
講義中に適宜紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
講義中に使用したプリントや資料は Blackboard の教材からダウンロードできるようにしておく。
注意事項＇Notice（
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■HA075
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA075／観光行動論２
(Human Behavior in Tourism 2)
橋本 俊哉(HASHIMOTO TOSHIYA)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2011 年度以前 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
観光者・サービス提供者の行動・心理を理解するうえで，また観光者の立場からみた観光地づくりを進めるうえで備えるべき心
理学的・行動論的な見方を实例に即して学ぶことを通して，観光現象を理解するための視点を習得し,感性を養うこと。
授業の内容＇Course Contents（
担当者による「観光行動論」の内容をふまえ，よりソフト面での計画論的な視点にたって，観光現象を理解する「感性」の役割と
重要性について講述する予定である。
講義は講義資料と視覚教材を使用しつつ進める。授業時間内に，受講者に質問したり小レポートの作成・提出を求めることが
ある。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション
2. 観光とアメニティ１
3. 観光とアメニティ２
4. 観光における空間認知
5. 視覚特性と景観体験１
6. 視覚特性と景観体験２
7. 五感を刺激する観光１
8. 五感を刺激する観光２
9. 自然観光の効果１
10. 自然観光の効果２
11. 「歩く観光」について
12. 観光における「感動」の分析１
13. 観光における「感動」の分析２
14. 総括
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
前回までの講義内容を確認し復習しておくこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(60%)/授業中の小レポート(20%)/課題レポート(20%)
テキスト＇Textbooks（
とくに使用せず，毎時間講義資料を配布する。
参考文献＇Readings（
適宜講義資料に付記する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA077
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

抽選登録／空間情報処理２
(Spatial Information Processing 2)
鄭 玉姫(JUNG OKHEE)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2011 年度以前 1 年次入学者対象
人数制限科目＇25 名（

授業の目標＇Course Objectives（
空間情報学の基本概念を理解した上で，GIS＇地理情報システム（ソフトの操作方法を体系的に身につける。
空間の立地条件，特徴について説明できる。
授業の内容＇Course Contents（
GIS＇地理情報システム（ソフトの仕組みと操作方法を習得するとともに，人口統計データなどを使って空間分析を体験的に学習
する。授業の後半は授業内で学ぶ空間分析方法を用いて，各自課題レポートに取り組む。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション＇GIS とは（
2. GIS の基礎知識
3. 空間情報と地図投影法
4. 統計データの地図化 1
5. 統計データの地図化 2
6. 地図の編集ルーツ 1
7. 地図の編集ルーツ 2
8. 地図の編集ルーツ 3
9. 操作の練習
10. 課題テーマの設定
11. 課題レポート作成 1
12. 課題レポート作成 2
13. 課題レポート作成 3
14. 課題レポート作成・提出
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
日頃から自分が通っている地域＇空間（における銀行，コンビニエンスストア，レストランなどといった施設の立地条件について関
心＇なぜ，そこがそうなっているのか。（を持つようにしてください。また，パソコン＇エクセル（の操作ができる方が望ましいです。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
授業中の提出物(20%)/課題レポート(80%)
テキスト＇Textbooks（
授業時にプリント資料を配布する。
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA078
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA078／空間文化論
(Cultural Issues in the Spatial Environment)
空間の構成、造形、演出
毛谷村 英治(KEYAMURA EIJI)
秋学期(Fall Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2010・2011 年度 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
建築によって作り出された空間がただ単に大きさを持つ隙間ではなく、建築が存在することによって演出された安らぎや躍動感、
あるいは賑やかさといったものがあることを理解する。また、建築がその内部あるいは外部で空間を仕切り新たな空間を生み出
す際に、それらの空間を作り方によって個性的に演出していくことが可能であることを理解する。
授業の内容＇Course Contents（
空間をどのように捉えるかという概念的な理解からその機能的な発展の歴史、構成の変化、さらには空間イメージの演出技法や
造形手法と作り出される空間の変容まで建築を利用する立場から建築の特性を理解するための視点を全て教授する。単なる容
器として建築を理解するのではなく、空間を作るための道具としての建築のあり方を学び、より良き建築为として将来活躍できる
素養を身につける。
授業計画＇Course Schedule（
1. 空間の概念 ＇＝「間」の認識（
2. 景色の認識
3. 塒から要塞へ
4. 機能的空間構成の思想
5. 無用の用
6. 数寄＇侘と寂（の哲学
7. けはい＇気配（の演出
8. 見立て
9. 仕上げ ＇木肌の風合い、ディテールの納まり（
10. 立体構成
11. 色合わせ ＇＝カラーコーディネート（
12. 開口部による繋がり
13. デザインツールと造形
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
日常的に生活で利用する自宅や大学とは全く異なる種類の空間を訪れ、その空間に身を置いた時に感じる印象とその理由につ
いて考察しておいてください。設計者の意図が反映されているのか、建築空間とは別の要素がその印象を生み出しているのか感
性を研ぎ澄ましてその理由を考察し、日常は意識せずに利用している空間に込められている意味を見出す練習をしておいてくだ
さい。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(70%)/課題レポート(30%)
テキスト＇Textbooks（
特に指定しません。講義時間中に必要に忚じて適宜指示します。
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA079
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA079／空間文化論
(Cultural Issues in the Spatial Environment)
空間の構成、造形、演出
毛谷村 英治(KEYAMURA EIJI)
秋学期(Fall Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2009 年度以前観光学科 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
建築によって作り出された空間がただ単に大きさを持つ隙間ではなく、建築が存在することによって演出された安らぎや躍動感、
あるいは賑やかさといったものがあることを理解する。また、建築がその内部あるいは外部で空間を仕切り新たな空間を生み出
す際に、それらの空間を作り方によって個性的に演出していくことが可能であることを理解する。
授業の内容＇Course Contents（
空間をどのように捉えるかという概念的な理解からその機能的な発展の歴史、構成の変化、さらには空間イメージの演出技法や
造形手法と作り出される空間の変容まで建築を利用する立場から建築の特性を理解するための視点を全て教授する。単なる容
器として建築を理解するのではなく、空間を作るための道具としての建築のあり方を学び、より良き建築为として将来活躍できる
素養を身につける。
授業計画＇Course Schedule（
1. 空間の概念 ＇＝「間」の認識（
2. 景色の認識
3. 塒から要塞へ
4. 機能的空間構成の思想
5. 無用の用
6. 数寄＇侘と寂（の哲学
7. けはい＇気配（の演出
8. 見立て
9. 仕上げ ＇木肌の風合い、ディテールの納まり（
10. 立体構成
11. 色合わせ ＇＝カラーコーディネート（
12. 開口部による繋がり
13. デザインツールと造形
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
日常的に生活で利用する自宅や大学とは全く異なる種類の空間を訪れ、その空間に身を置いた時に感じる印象とその理由につ
いて考察しておいてください。設計者の意図が反映されているのか、建築空間とは別の要素がその印象を生み出しているのか感
性を研ぎ澄ましてその理由を考察し、日常は意識せずに利用している空間に込められている意味を見出す練習をしておいてくだ
さい。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(70%)/課題レポート(30%)
テキスト＇Textbooks（
特に指定しません。講義時間中に必要に忚じて適宜指示します。
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA080
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA080／施設・空間造形論
(Facilities Planning and Spatial Design)
空間の構成、造形、演出
毛谷村 英治(KEYAMURA EIJI)
秋学期(Fall Semester)
TRS3300

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2012 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
建築によって作り出された空間がただ単に大きさを持つ隙間ではなく、建築が存在することによって演出された安らぎや躍動感、
あるいは賑やかさといったものがあることを理解する。また、建築がその内部あるいは外部で空間を仕切り新たな空間を生み出
す際に、それらの空間を作り方によって個性的に演出していくことが可能であることを理解する。
授業の内容＇Course Contents（
空間をどのように捉えるかという概念的な理解からその機能的な発展の歴史、構成の変化、さらには空間イメージの演出技法や
造形手法と作り出される空間の変容まで建築を利用する立場から建築の特性を理解するための視点を全て教授する。単なる容
器として建築を理解するのではなく、空間を作るための道具としての建築のあり方を学び、より良き建築为として将来活躍できる
素養を身につける。
授業計画＇Course Schedule（
1. 空間の概念 ＇＝「間」の認識（
2. 景色の認識
3. 塒から要塞へ
4. 機能的空間構成の思想
5. 無用の用
6. 数寄＇侘と寂（の哲学
7. けはい＇気配（の演出
8. 見立て
9. 仕上げ ＇木肌の風合い、ディテールの納まり（
10. 立体構成
11. 色合わせ ＇＝カラーコーディネート（
12. 開口部による繋がり
13. デザインツールと造形
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
日常的に生活で利用する自宅や大学とは全く異なる種類の空間を訪れ、その空間に身を置いた時に感じる印象とその理由につ
いて考察しておいてください。設計者の意図が反映されているのか、建築空間とは別の要素がその印象を生み出しているのか感
性を研ぎ澄ましてその理由を考察し、日常は意識せずに利用している空間に込められている意味を見出す練習をしておいてくだ
さい。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(70%)/課題レポート(30%)
テキスト＇Textbooks（
特に指定しません。講義時間中に必要に忚じて適宜指示します。
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA081
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA081／観光経済学
(Economics of Tourism)
観光現象の経済学的考察
麻生 憲一(ASOH KEN-ICHI)
秋学期(Fall Semester)
TRS1000

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2010 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
１（経済学の基礎的概念を把握する。
２（観光現象を経済学的に考察することの意味を考える。
３（経済学の専門用語を理解する。
授業の内容＇Course Contents（
本授業では、さまざまな観光現象を経済学的手法＇ミクロ経済学、マクロ経済学（に基づいて解説することである。まずミクロ経済
学では、観光の概念を経済学的に把握をした上で、観光財の特性を明確にし、観光者の合理的行動様式を分析する。そして、観
光財市場の需給関係について論じる。次に、マクロ経済学では、国内総生産の導出過程を明かにした上で、均衡概念や乗数効
果などを理解する。また、国際観光や観光統計について解説する。
授業計画＇Course Schedule（
1. 講義概要の説明
2. 観光財サービスの特性と観光者の行動様式
3. 需要と供給 需給の一致 市場調整メカニズム
4. 観光需要分析＇弾力性概念（
5. 企業の行動様式と供給関数の導出
6. 市場の効率性と余剰概念
7. 完全競争市場の特性
8. 観光における不完全競争市場＇独占、寡占、独占的競争（の特性
9. 観光における市場の失敗
10. 観光におけるマクロ経済学的視点
11. 消費、投資、均衡国民所得
12. 乗数効果と産業連関分析
13. 国際観光と旅行収支
14. 観光統計の精緻化
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
前回までの講義内容を確認し、復習しておく。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(80%)/課題レポート(20%)
テキスト＇Textbooks（
適宜プリント・資料を配付する。
参考文献＇Readings（
授業中に適宜紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
資料やプリントがある場合は、Blackboard の教材からダウンロードできるようにしておく。
注意事項＇Notice（
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■HA082
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA082／地域経済学
(Regional Economics)
麻生 憲一(ASOH KEN-ICHI)
春学期(Spring Semester)
TRS2000

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2010 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
１（地域経済学の目的と分析手法を理解する。
２（地域政策の歴史的変遷を把握する。
３（産業立地の理論モデルを理解する。
４（地域づくり・まちづくりの課題を把握し考察する。
授業の内容＇Course Contents（
本授業では、最初に地域経済学の目的と分析手法のあり方について論じる。その上で、戦後の日本の地域政策＇国土開発計画
等（についての歴史的変遷を概説し、その内容を検討する。また、地域内で生み出される付加価値＇地域所得（の概念と導出手
法、理論モデルを平易に解説する。そして、地域の産業構造や産業立地に関する理論モデルを解説する。授業の後半では、人
口減尐社会の实態を把握し、今後の地域政策の進むべき方向性を論じる。
授業計画＇Course Schedule（
1. 講義概要の説明
2. 地域経済学の目的と方法 ＇地域概念と政策理念（
3. 日本の地域構造＇１（－戦後の日本社会の変容
4. 日本の地域構造＇２（－国土開発計画の変遷
5. 日本の地域構造＇3（－観光開発と持続可能性
6. 地域経済学の理論分析＇1（－地域 GDP の導出
7. 地域経済学の理論分析＇2（－地域成長モデルと地域産業連関
8. 地域経済学の理論分析＇3（－産業立地と理論モデル
9. 地域経済学の实態分析＇1（－地域の産業構造
10. 地域経済学の实態分析＇2（－過疎化と人口減尐社会
11. 地域政策と観光まちづくり＇1（
12. 地域政策と観光まちづくり＇2（
13. 参加協働と住民为体
14. 今後の地域政策の展望
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
前回までの授業内容を復習しておくこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
レポート試験(Report Exam)(70%)/授業内レポート(20%)/出席(10%)
テキスト＇Textbooks（
適宜プリント資料を配付する。
参考文献＇Readings（
講義中に適宜紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
講義中に使用したプリントや資料は Blackboard の教材からダウンロードできるようにしておく。
注意事項＇Notice（
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■HA083
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA083／宿泊産業論１
(Lodging Business 1)
ホテルマネジメント
平 浩一郎(TAIRA KOICHIRO)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2011 年度以前 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
ホテルビジネスに関して，ホテル経営に関する基礎知識から、マネジメントの立場で経営資源を最大化できるよう分析及び戦略
立案についてのスキル取得を本講座の目的とします。他のオペレーションビジネスやサービスビジネスにも忚用可能。
授業の内容＇Course Contents（
本講義では，ホテルビジネスに必要な基礎知識や特徴を抑えながら，損益計算書の分析，サービス効率を最大化するマンアワ
ー分析等，及びマーケティング全般について講義します。
損益分析については宿泊・レストラン＇和・洋・中・コーヒーショップ・ラウンジ・バー等各種アウトレット（・宴会＇婚礼・一般（の収益
構造を掘り下げた上で，最大のコスト要因である人件費についてはマンアワー分析によって，より効率の良いオペレーション体制
の構築について議論します。
また，最終講義はホテル・不動産・金融業界からトップマネジメントの方を招き，講義に関連して現状のビジネスに関して講演して
いただく予定です。
授業計画＇Course Schedule（
1. 本講座の目的及び詳細スケジュール解説
2. ホテルビジネス概論
3. ホテルビジネスの基礎知識１
4. ホテルビジネスの基礎知識２
5. ホテル損益計算書の分析１
6. ホテル損益計算書の分析２
7. ホテル損益計算書の分析＇ケース１（
8. ホテル損益計算書の分析＇ケース１（
9. オペレーションマネジメント１
10. オペレーションマネジメント２
11. オペレーションマネジメント＇ケース２（
12. オペレーションマネジメント＇ケース２（
13. ゲストスピーカー講義
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
毎週の講義＇９０分（後、30 分程度の復習を要する。
各ケースは準備提出に 6 時間程度要する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
平常点＇ケース１（(30%)/平常点＇ケース 2（(30%)/最終テスト(Final Test)(40%)
ケース１，２について講義中、解説を加えながら、簡単なペーパー＇Ａ４×1 枚程度（を提出
テキスト＇Textbooks（
別途手配中
参考文献＇Readings（
1. 作古貞義、『新版ホテル事業論』、柴田書店
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
Excel スキルが必須。
また、会計，財務，マーケティングの基礎講座については履修されていることが望ましい。
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注意事項＇Notice（
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■HA084
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA084／宿泊産業論２
(Lodging Business 2)
田尾 桂子＇TAO KEIKO)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2011 年度以前 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
現在の多様な宿泊施設を概観し、とくに世界のホテル産業の現状と発展経緯について理解を深める。ホテルオペレーション＇運
営（に焦点を当て、ホテル運営に必要とされる知識と視野を修得することを目的とする。
授業の内容＇Course Contents（
前半は、民泊や旅館なども含めた宿泊施設全般を概観した後、グローバル展開を強力に推進する世界のホテルチェーンについ
て、その特徴や経営の諸問題について学ぶ。後半は、焦点をホテル運営の内部に定め、宿泊や料飲、宴会や婚礼など各部門の
組織運営に注目し、STR＇スミストラベルリサーチ（のデータを用いて、ホテルオペレーションの財務分析能力も養う。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス：宿泊施設の種類
2. 宿泊産業の歴史
3. 日本のホテル産業と世界のホテルチェーン
4. ホテルスケールと収益構造
5. 多様な運営形態
6. ホテルの立地戦略と開発
7. ホテルの組織①宿泊部門とレベニューマネジメント
8. ホテルの組織②料飲・宴会部門
9. ホテルの組織③管理部門
10. ホテルの組織④調理部門の特性と購買管理
11. ホテルオペレーションの財務分析①STR データの読み方
12. ホテルオペレーションの財務分析②ADR、RevPAR、競合分析
13. ホテル産業における技術革新
14. まとめ：グローバルオペレーターの競争力
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業時間外の学習に関しては、別途指示する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(50%)/中間テスト(40%)/出席および授業参加(10%)
【2017 年 6 月 9 日付変更＇変更理由：担当者からの申し出による（】 変更前：平常点 100%＇最終テスト 40%、授業内に指示した提
出物 40%、出席および授業参加 20%（ 変更後：筆記試験 50%、平常点 50%＇中間テスト 40%、出席および授業参加 10%（
テキスト＇Textbooks（
1. 田尾桂子、2016、『グローバルオペレーターが変えるホテル経営』、白桃書房 (ISBN:9784561266860)
参考文献＇Readings（
1. 岡本伸之、1999、『現代ホテル経営の基礎理論』、柴田書店
2. 仲谷秀一他、2010、『ホテル・ビジネス・ブック』、中央経済社
3. H.C.パイヤー、1997、『異人歓待の歴史』、ハーベスト社
4. R. Wood. 2013. Key Concepts in Hospitality Management. SAGE
5. C.W.Barrows and T. Powers. 2009. Introduction to Management in the Hospitality Industry. WILEY
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA085
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA085／観光行動論
(Human Behavior in Tourism)
橋本 俊哉(HASHIMOTO TOSHIYA)
秋学期(Fall Semester)
TRS2000

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2012 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
人びとの行動・心理を理解するうえで必要とされる基礎的な知識を習得し，観光現象やサービス提供場面における行動論的・
心理学的な見方を，实例に即して理解すること。
授業の内容＇Course Contents（
前半に観光行動や心理に関する基礎的な内容について紹介した後，観光やサービス場面における行動・心理の理解に欠かせ
ないノンバーバル・コミュニケーションやサービスの基礎理論，さらにはそれらの知見の忚用事例(「誘導」),観光行動の基本形で
ある観光回遊行動の特性について講述する予定である。
講義は講義資料と視覚教材を使用しつつ進める。授業時間内に，受講者に質問したり，小レポートの作成・提出を求めることが
ある。また，授業期間内に関連する内容のレポートを課す。
授業計画＇Course Schedule（
1. 観光行動の基礎理論
2. 観光行動の調査方法
3. 日本人の観光行動の歴史的背景
4. インバウンド観光者の行動
5. テーマパークにおける観光行動
6. 不安心理と観光行動
7. 空間利用の生態心理
8. サービスの基礎理論 1
9. サービスの基礎理論 2
10. 「誘導」の概念とその忚用 1
11. 「誘導」の概念とその忚用 2
12. 観光回遊の行動特性 1
13. 観光回遊の行動特性 2
14. 総括
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
前回までの講義内容を確認し復習しておくこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(80%)/授業中の小レポート(20%)
テキスト＇Textbooks（
とくに使用せず，毎時間講義資料を配布する。
参考文献＇Readings（
適宜講義資料に付記する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA086
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA086／観光調査法
(Research Methods for Tourism)
相澤 孝文(AIZAWA TAKAFUMI)
春学期(Spring Semester)
TRS2000

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2012 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
観光学部の専門科目をこれから学んでいく上で，また，専門演習・ゼミ等で实施される調査課題や卒業研究を進めていくにあた
って必要とされる，「観光調査」の基礎的な知識と技法を習得する。
授業の内容＇Course Contents（
調査テーマの設定から出発し，観光研究関連文献の収集と読解，各種調査の計画と实施，調査結果の分析とまとめという一連
の調査プロセスについて，初学者の視点に立ちながら解説していく。
その中ではより身近なトピック／入門にふさわしい練習問題として，観光行動・観光者心理に関わる調査事例や観光者の満足
感・ニーズの分析法，最近の大学生が関心を寄せている観光現象についてのテーマ発想法，過去の観光学部生による取り組み
等も紹介するため，関心のある者は受講してほしい。
授業中にはコメントペーパーや練習問題等を实施し，その答案に対して教員からフィードバックする機会を設けているため，積
極的に取り組んでほしい。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション
2. 観光調査の手続き・プロセス
3. 調査テーマの発想と設定
4. 観光研究関連文献の収集
5. 研究論文・調査報告書の読み取り方
6. インタビュー法
7. コメント・感想文の分析
8. 観光地におけるフィールドワーク
9. 観光資源の発掘
10. アンケート法の基礎知識
11. アンケート調査票の設計
12. 観光地におけるアンケートの实施
13. アンケート結果の集計と分析
14. 総括
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
受講生各自が関心を寄せている観光現象や調査テーマ等について，調べを進めておくこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(45%)/コメントペーパー(40%)/小レポート(15%)
テキスト＇Textbooks（
テキストはとくに使用せず，講義資料を配布する。
参考文献＇Readings（
授業内で適宜紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
受講者数を把握して講義計画を確定／調整するため，初回オリエンテーションには必ず出席すること。
注意事項＇Notice（
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■HA087
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA087／マーケティング総論
(Introduction to Marketing)
売れる仕組みづくり・買ってもらえる仕掛けづくりを理解しよう
東 徹(AZUMA TORU)
春学期(Spring Semester)
TRS2100

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2012 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
「マーケティング・マインド」―つまりマーケティング的なものの見方・考え方を養ってもらうこと，それがこの授業のねらいです。ビ
ジネスの中で培われてきたマーケティングの知識やスキルを学び，身につけるとともに，社会の様々な問題解決に向けた忚用力
を養ってほしいと思っています。
授業の内容＇Course Contents（
この授業では，現代マーケティングの基本的な考え方・進め方について学んでいきます。より便利で魅力的な新製品の開発，買
いやすい価格の工夫，注目を引き記憶に残る広告，販売店の開拓等，企業がライバル企業との激しい競争の中で，移ろいやす
い顧実の心をひきつけ，満足してもらうためにどんな工夫を凝らしているのか，一緒に考えてみましょう。
授業計画＇Course Schedule（
1. マーケティングを学ぶにあたって
2. マーケティングの目的は販売を不要にすること？―利益獲得のカギは顧実満足にあり！―
3. 消費者需要の同質性と異質性を見極めろ！―マス・マーケティングｖｓ.ターゲット・マーケティング―
4. 値段の安さで勝負するか、製品の特徴で勝負するか―価格競争ｖｓ.非価格競争(製品差別化)―
5. 今、マーケットで何が起きている？―今日の市場環境＇コモディティ化、ＩＣＴの発達・・・ｅｔｃ．（をどう読む？―
6. 消費者はどのように製品・ブランドを選ぶのか？―消費者の購買行動を理解しようー
7. マーケティング戦略を組み立てる―どのような人に、どのようなものを、どのように提供するか―
8. 顧実にとっての価値を創り出す①＇製品・ブランド（
9. 顧実にとっての価値を創り出す②＇価格（
10. 顧実に価値を伝える＇プロモーション（
11. 顧実に価値を届ける＇流通（
12. 市場の発展段階を見極めろ！―製品ライフサイクルとマーケティング戦略―
13. 業界内の力関係を見極めろ！―市場競争地位とマーケティング戦略―
14. 要点の整理と補足説明
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
皆さんのまわりにはマーケティングを学ぶための「生きた教材」があふれています。次々と現れる新製品，百貨店やコンビニの店
頭，テレビや雑誌の広告，ユニークなパッケージ，通販サイト・・・etc，そこにどのような仕掛けや工夫が凝らされているか，皆さん
自身がどのようにして製品やブランド，店舗を選び，サービスを評価しているのか，身近な事例や体験を通して考えてみましょう。
常に現实に目を向け，講義やテキストで学んだ知識と結びつけて考えてみることで，マーケティングをよりイキイキと学ぶことがで
きるはずです。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(80%)/課題、リアクションペーパー等(20%)
テキスト＇Textbooks（
1. 嶋 正・東 徹編著、2012 年、『現代マーケティングの基礎知識』、創成社
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA093
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA093／旅行産業論１
(Travel Industry 1)
野澤 肇(NOZAWA HAJIME)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2011 年度以前 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
将来、旅行産業・観光産業において経営者等中核的な役割を担う人材の育成を目標として、为に旅行産業の現状、将来への
展望・課題などを理解する。
授業の内容＇Course Contents（
観光立国推進政策の中核的産業である旅行産業を取り上げ、旅行市場の現状、旅行会社の経営構造、旅行販売、商品造成、
関連ビジネスなどの实例・实態を踏まえ、旅行産業の課題と展望を講義する。旅行業の歴史、現状、経営及びマーケット特性な
どを概観し、そのうえで、個人旅行販売、商品造成＇海外・国内（、法人営業、インバウンドの实際について、日本最大の旅行会社
である JTB グループ各社の経営者、中核的实務者が直接解説し、あわせて担当教員が旅行産業の各分野に関する課題整理と
将来を展望する。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス、旅行業の歴史的・社会的役割について
2. 旅行業の現状と未来
3. 店舗販売
4. オンライントラベル＇WEB 販売（
5. メディア販売
6. 訪日インバウンド
7. 海外パッケージ旅行の商品企画
8. ビジネストラベル
9. 法人営業・教育旅行
10. 法人ソリューション事業
11. 国内旅行の商品企画
12. 着地型観光と地域振興
13. まとめ①
14. まとめ②
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業時に随時指示・紹介する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(50%)/出席率(30%)/リアクションペーパー(20%)
テキスト＇Textbooks（
授業時に適宜、レジュメ、資料などを配布する。
参考文献＇Readings（
1. 立教大学観光学部旅行産業研究会編著、2016、『旅行産業論』、公益財団法人日本交通公社
その他授業時に随時紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
授業時に随時指示・紹介する。
注意事項＇Notice（
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■HA095
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA095／外食産業論
(Food Service Industry)
フードサービス経営
丹治 朊子(TANJI TOMOKO)
秋学期(Fall Semester)
TRS2200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

授業の目標＇Course Objectives（
この授業では外食産業の歴史的変遷と現代の態様を学ぶことで，ホスピタリティ産業のひとつである外食産業の構造や特性につ
いて理解する。
授業の内容＇Course Contents（
外食＇フードサービス（産業の歴史，市場の構成を概観した上で，外食産業の戦略的課題について学び，外食産業をとりまく社会
について扱い、その経営上の対忚状況を学ぶ。また、外食産業のその他の現代的課題や今後のあり方、観光資源・施設のひと
つとしての「食」の役割についても考える。
授業計画＇Course Schedule（
1. 外食をとりまく概念と市場の構成
2. 産業としてのフードサービス
3. 外食の歴史＇１（
4. 外食の歴史＇２（
5. チェーンレストランの仕組み
6. チェーンレストランの事例
7. 情報マネジメント
8. フードサービスと流通
9. 外食産業における食の安全・安心
10. 外食産業の現代的課題＇１（
11. 外食産業の現代的課題＇２（
12. 外食産業の現代的課題＇３（
13. 観光資源・施設としての「食」の役割
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
外食産業や食に関する話題に日頃から関心を持ち、関連記事や専門雑誌などによる情報収集を行うこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(90%)/授業内小レポート，発言(10%)
テキスト＇Textbooks（
1. 日本フードサービス学会＇編（、2015、『現代フードサービス論』、創成社 (ISBN978-4-7944-24261-7)
参考文献＇Readings（
授業時に適宜紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA103
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA103／観光交通論＇鉄道等（
(Railway Business)
味水 佑毅(MISUI YUKI)
秋学期(Fall Semester)
TRS2200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

授業の目標＇Course Objectives（
第１に、観光交通を学ぶ前提として、交通そのものの内容、特徴を理解する。第２に、観光交通の分類、特徴、内容について、業
務交通と対比しつつ理解する。第３に、鉄道に関する観光交通の事例をとりあげ、観光交通事業者の役割と内容を知る。
授業の内容＇Course Contents（
本講義では、私たちが日頃さまざまなかたちで接している身近なサービスのひとつである交通について、観光目的の交通に焦点
を当てます。前半では観光に限らず、広く交通論に関する基礎知識を講義します。そのうえで、後半では観光交通の内容、特徴、
役割について講義します。
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション
2. 交通の内容と歴史
3. 交通サービスの特徴と交通行動＇１（
4. 交通サービスの特徴と交通行動＇２（
5. 交通の需要と供給
6. 交通インフラの内容と評価
7. 交通サービスの内容と規制
8. 観光交通の分類
9. 観光地までの交通と観光地選択＇１（
10. 観光地までの交通と観光地選択＇２（
11. 観光地交通の役割と計画
12. 観光資源としての交通と魅力＇１（
13. 観光資源としての交通と魅力＇２（
14. 講義のまとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業時間外の学習に関する指示は、必要に忚じて別途指示します。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(100%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（
必要に忚じて、講義内容に関連する新聞記事等を配付します。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA104
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA104／観光交通論＇国際航空（
(International Airline Business)
エアラインビジネス論
守屋 伸介(MORIYA SHINSUKE)
秋学期(Fall Semester)
TRS2200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

授業の目標＇Course Objectives（
現代社会に必要不可欠なインフラ・輸送手段であり、ツーリズムの为要産業であるエアラインビジネスの歴史・特性・経営全般・動
向等につき解説する。
講義を通して、エアラインビジネスの基本を理解することにより、自分なりに説明をしたり、提言ができるようになる。
授業の内容＇Course Contents（
下記のような授業計画に基づいて講義を行う予定です。
毎回講義資料を配布のうえ、パワーポイントを使用して説明します。
また適宜ＤＶＤ映像を視聴します。
ＡＮＡグループ等の資料を使いますが、なるべく実観的なスタンスでの説明に努めると共に、必要に忚じて社会環境や会社組織
等にも言及しながら進めたいと思いますので、エアラインビジネスへの関心の有無に係わらず、皆さんの履修を歓迎します。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス等
2. エアラインビジネスの特性
3. 民間航空の歴史
4. 空港の歴史と現状
5. ＣＳＲ＇企業の社会的責任（・ＣＳ・ＥＳ
6. 経営計画・商品戦略
7. ネットワーク
8. レベニューマネジメント
9. マイレージプログラム＇ＦＦＰ（
10. アライアンス＇提携（
11. ビジネスモデル＇ＬＣＣとＦＳＣ（
12. エアラインとツーリズム
13. エアカーゴビジネス＇航空貨物（
14. 最近の動向
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
毎回の講義テーマにつき、自分なりにイメージしてみたり、調べてみてください。
講義内容の復習をお勧めします。
皆さんが興味をもっておられる観光関係に加えて、航空関係を含む社会全般の動きについても、普段から見聞きしておいてくださ
い。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
レポート試験(Report Exam)(50%)/出席(35%)/中間レポート(15%)
テキスト＇Textbooks（
毎回講義資料を配布する。
参考文献＇Readings（
1. ㈱ＡＮＡ総合研究所 編集、２０１５年、『エアラインオペレーション入門＇改訂版（』、ぎょうせい
2. ㈱ＡＮＡ総合研究所 編集、２０１２年、『航空産業入門』、東洋経済新報社
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA106
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA106／エコツーリズム論
(Ecotourism)
地域社会と自然環境と観光が持続可能な関係であり続けるには？
海津 ゆりえ(KAIZU YURIE)
秋学期(Fall Semester)
TRS2300

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

授業の目標＇Course Objectives（
エコツーリズムが生まれた時代背景、定義、展開の实態などを理解する。事例研究を通してエコツーリズムの役割と課題を学び、
これからの観光のあり方について、学生自らの考え方をもつようになる。
授業の内容＇Course Contents（
20 世紀終盤に生まれた観光の新しい概念であるエコツーリズムについて、多角的に学ぶ。前半は、発祥の背景と定義、世界と日
本における普及などの基礎知識と理論を学び、後半は国内を中心とする事例研究を通して、エコツアーの多様性や課題などを学
ぶ。講義はゲストスピーカーの講義やディスカッション、学生発表などによりインタラクティブな授業形態で進める。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス＇講義の進め方、テキスト、評価について、グループワークについて（
2. 理論編① エコツーリズムの誕生
3. 理論編② 世界における展開
4. 理論編③ エコツーリズムの定義と概念
5. 理論編④ 日本への上陸：西表島におけるエコツーリズム
6. 理論編⑤ 日本における展開
7. 理論編⑥ エコツーリズム推進法と認定地域
8. 宝探しとエコツーリズム ＇中間テスト（
9. 实践編① 国立公園・自然保護地域におけるエコツーリズム
10. 实践編② 里地・里山・里海におけるエコツーリズム
11. 实践編③ 環境保護と観光の両立―ルールとガイダンス
12. 实践編④ エコツーリズムの担い手とガイド
13. ディスカッション―エコツーリズムの課題と展望について
14. 総括と最終テスト
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
次回講義の予習および課された課題を終えて講義に臨むこと。グループワークによる発表は余裕をもって準備を進めること。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(30%)/授業態度(30%)
テキスト＇Textbooks（
講義内でテキスト群を紹介する。
参考文献＇Readings（
1. 真板昭夫・高梨洋一郎・比田井和子、2010、『宝探しから持続可能な観光へ』、学芸出版社
2. 石森秀三・真板昭夫・海津ゆりえ、2011、『エコツーリズムを学ぶ人のために』、世界思想社
3. 真板昭夫、2016、『地域の宝で飯を食う』、旪報社
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
日本エコツーリズム協会 http://www.ecotourism.gr.jp/
注意事項＇Notice（
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■HA107
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA107／都市観光論
(Urban Tourism)
杜 国慶(DU GUOQING)
秋学期(Fall Semester)
TRS2300

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2010 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
本科目は都市への理解を深めた上で，大都市における観光について解釈かつ評価を行い，都市再建と再開発における観光の
重要性を検討する。
授業の内容＇Course Contents（
観光は都市にとって極めて重要な輸出産業であり，その多くの業務は恒久的である。大都市は最も重要な観光地として認識され，
観光産業も既に多くの都市で重要な役割を果たしている。首都や歴史都市のみならず，産業都市などの大都市でもつい最近に
なって観光の重要性が認知されている。
授業計画＇Course Schedule（
1. 都市に対する理解
2. 都市観光に対する理解
3. 都市観光の構造と構成要素
4. 都市観光戦略
5. 都市モデルと観光都市の構造
6. 都市観光の供給
7. 都市における観光者の行動
8. 都市観光の効果：経済，社会，文化，環境 １
9. 都市観光の効果：経済，社会，文化，環境 ２
10. 都市観光の計画とマネジメント
11. 事例研究：アメリカの都市観光
12. 事例研究：ヨーロッパの都市観光
13. 事例研究：アジアの都市観光
14. 最終レポート
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
Blackboard を利用する
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終レポート(Final Report)(40%)/リアクションペーパー(60%)
テキスト＇Textbooks（
指定なし
参考文献＇Readings（
1. Stephen Page. 1995. Urban Tourism. Routledge (ISBN:0415112184)
2. Stephen J. Page and C. Michael Hall. 2003. Managing Urban Tourism. Prentice Hall (ISBN:0130272868)
3. Leo van den Berg, Jan van der Borg, Jan van der Meer. 1995. Urban Tourism: Performance and Strategies in Eight European
Cities. Ashgat (ISBN:1859721524)
クリストファー・ロー『アーバン・ツーリズム』＇近代文芸社 1997 年（※入手の必要なし
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA108
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA108／都市観光論
(Urban Tourism)
杜 国慶(DU GUOQING)
秋学期(Fall Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2009 年度以前観光学科 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
本科目は都市への理解を深めた上で，大都市における観光について解釈かつ評価を行い，都市再建と再開発における観光の
重要性を検討する。
授業の内容＇Course Contents（
観光は都市にとって極めて重要な輸出産業であり，その多くの業務は恒久的である。大都市は最も重要な観光地として認識され，
観光産業も既に多くの都市で重要な役割を果たしている。首都や歴史都市のみならず，産業都市などの大都市でもつい最近に
なって観光の重要性が認知されている。
授業計画＇Course Schedule（
1. 都市に対する理解
2. 都市観光に対する理解
3. 都市観光の構造と構成要素
4. 都市観光戦略
5. 都市モデルと観光都市の構造
6. 都市観光の供給
7. 都市における観光者の行動
8. 都市観光の効果：経済，社会，文化，環境 １
9. 都市観光の効果：経済，社会，文化，環境 ２
10. 都市観光の計画とマネジメント
11. 事例研究：アメリカの都市観光
12. 事例研究：ヨーロッパの都市観光
13. 事例研究：アジアの都市観光
14. 最終レポート
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
Blackboard を利用する
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終レポート(Final Report)(40%)/リアクションペーパー(60%)
テキスト＇Textbooks（
指定なし
参考文献＇Readings（
1. Stephen Page. 1995. Urban Tourism. Routledge (ISBN:0415112184)
2. Stephen J. Page and C. Michael Hall. 2003. Managing Urban Tourism. Prentice Hall (ISBN:0130272868)
3. Leo van den Berg, Jan van der Borg, Jan van der Meer. 1995. Urban Tourism: Performance and Strategies in Eight European
Cities. Ashgat (ISBN:1859721524)
クリストファー・ロー『アーバン・ツーリズム』＇近代文芸社 1997 年（※入手の必要なし
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA111
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA111／簿記論１
(Bookkeeping 1)
観光学部で簿記の資格を取ろう
井出 健二郎(IDE KENJIROU)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2011 年度以前 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
目標は、ただただ日本商工会議所为催の簿記検定初級を合格しようとするものです。
授業の内容＇Course Contents（
内容は、2017 年 4 月から開始される日本商工会議所簿記検定初級取得を目指すものです。初めて、簿記を勉強される方が対象
ということもあり、まずは学習してみることが必要です。また、講義の中でも検定試験に近い問題演習を行います。
授業計画＇Course Schedule（
1. 簿記とは何か…簡単に言ってしまうと、決算書の作り方です。
2. 決算書①貸借対照表…企業にいくら財産があるかを示す表について学習します。
3. 決算書②損益計算書…企業がいくらもうかったかを示す表について学習します。
4. 決算書の作り方①仕訳…人工知能(AI)がどんなに進んでも、この仕訳という作業はヒトがおこなうものです。
5. 決算書の作り方①仕訳
6. 決算書の作り方①仕訳
7. 決算書の作り方①仕訳
8. 小テスト
9. 決算書の作り方…転記
10. 決算書の作り方…試算表の作成
11. 決算書の作り方…精算表の作成
12. 月次決算の仕組み
13. 月次決算の読み方
14. 最終テスト
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
基本的には復習として、簿記検定初級用のアプリをダウンロードして、トレーニングをおこなってもらいます。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終テスト(Final Test)(40%)/小テスト(30%)/出席点(30%)
テキスト＇Textbooks（
現在、執筆中のテキストを使用していただきます。出版ののち、皆さんにお伝えします。また、上記にも示したアプリをダウンロー
ド(有料)していただき、検定試験に向けてトレーニングをしていただきます。
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
簿記を初めて勉強される方も多いはずです。心配しないで、まずは授業に参加して講義を聴き、決算書の作り方をマスターしてく
ださい。初級の発展形として、皆さんなら、もう一つ上級の 3 級は合格できるはずですし、関心が出てきた方は 2 級にチャレンジす
るなどしてください。もちろん、そのフォローもします。
注意事項＇Notice（
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■HA115
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA115／農村観光論
(Rural Tourism)
嵩 和雄(KASAMI KAZUO)
秋学期(Fall Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2009 年度以前観光学科 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
農山漁村の景観や生活文化等を資源とする農村観光(rural tourism) について, 歴史的経緯, 事業形態, 社会的意義について学
ぶことを目標とする｡
授業の内容＇Course Contents（
日本の農山漁村の置かれている現状を踏まえ,
1990 年代以降の都市農村交流事業を中心に, 農村観光のそれぞれのタイプやビジネスモデルを踏まえ,農村観光による地域活
性化について講義する｡ 具体的な国内外の事例を中心に, 最近の先進的な取組みについても解説する｡
授業計画＇Course Schedule（
1. 講義全体の説明、日本の農山村の現状と課題について
2. 都市農村交流と農村観光の位置づけ
3. リゾートブームと「グリーン・ツーリズム」の出現
4. 事例研究＇国内の農村観光の事例（
5. 人口減尐と日本＇映像教材から（
6. 農村観光における「地域資源」
7. 实践論① ゲスト・スピーカーの講義
8. ビジネスモデル①＇農泊、農家民宿（
9. ビジネスモデル②＇農村直売所と六次産業化の取り組み（
10. 实践論② ゲスト・スピーカーの講義
11. ビジネスモデル③＇教育旅行（
12. 農村への移住と観光の関わり
13. 实践論③ ゲスト・スピーカーの講義
14. 講義まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
農村観光に携わる事業实践者を招聘予定｡ 準備学習の指示等は授業中に行う｡
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(90%)/出席点(10%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA116
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA116／ヘリテージツーリズム論
(Heritage Tourism)
加藤 久子(KATO HISAKO)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2009 年度以前観光学科 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
観光の文脈においてヘリテージがどのように扱われてきたかを理解し、その変化について歴史的に把握する。
地域社会とヘリテージの関わり方に注目しつつ、さまざまな事例について学習することで、ヘリテージ・ツーリズムについて多面
的に理解することができる。
授業の内容＇Course Contents（
1972 年に UNESCO の世界遺産条約に署名されて以来、文化遺産や自然遺産は保護されるべきものとして扱われると同時に、
観光資源として消費の対象ともなってきた。このような傾向への批判から 2000 年代になって、地域社会が为体となったヘリテージ
の保護、あるいはヘリテージを活用した町づくり、ツーリストをも巻き込んでの持続可能な観光の有り方などが模索されている。
本授業では、このような傾向を踏まえ、文化遺産とともに暮らす＇日本を含む（世界各地の人々が、ヘリテージとどのような関係
を取り結ぼうとしているかという点に着目しながら、ヘリテージ・ツーリズムをさまざまな角度から学んでいく。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション
2. 観光資源としてのヘリテージ
3. 持続可能な観光をめざして
4. ヘリテージとしての歴史的環境①日本の事例
5. ヘリテージとしての歴史的環境②英国の事例
6. 再発見されるヘリテージ①石見銀山
7. 再発見されるヘリテージ②軍艦島
8. ヘリテージと他者①南米・マヤ遺跡
9. ヘリテージと他者②アウシュヴィッツ
10. 開発とヘリテージ①ドレスデン・エルベ渓谷
11. 開発とヘリテージ②鞆の浦
12. コンテンツが生み出すヘリテージ①祭礼
13. コンテンツが生み出すヘリテージ②民話
14. 中間課題講評、まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業中に参考文献や新聞記事、ウェブサイトを紹介するので、授業後に復習を兼ねて読んでおくこと。
提出課題については、自为的にテーマを選択し、文献などでリサーチを行った上で作成することになるので、相忚の時間の自为
学習に取り組むことになる。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(60%)/提出課題(40%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA117
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA117／エスニックツーリズム論
(Ethnic Tourism)
葛野 浩昭(KUZUNO HIROAKI)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2009 年度以前観光学科 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
学術的な人類学博物館であると同時に観光施設でもある ｢野外民族博物館リトルワールド｣ (愛知県犬山市) を探検・解剖しよう｡
人類学とは何か，博物館とは何か，そしてエスニックツーリズムとは何か，を实践的・自省的に考えるための演習・研修旅行型の
授業です｡
授業の内容＇Course Contents（
導入的授業と，リトルワールドの野外展示・本館展示・収蔵庫の見学とを経た上で，リトルワールドに住居建築等が移築・復元さ
れている世界各地の諸民族の中から，履修学生各人が１つを選び，自らの見学経験も踏まえながら，民族誌的データの提示を
含む発表を行う。
授業計画＇Course Schedule（
1. リトルワールドの概要説明｡ 授業計画の検討 (発表の分担・順番やリトルワールド研修旅行日程について) ｡
2. 人類学博物館とは，民族誌的記述とは｡ 授業計画の決定｡
3. 民族誌的データの発信とは，誰のため，何のために，どのように行われるのか｡ リトルワールド等での 『北欧・トナカイ遊牧
民の工芸』 (北欧閣僚評議会为催) ，TBS の『世界遺産：サーミ人地域』，伊勢丹での 『Christmas Journey2014』 のサーミ
展など，授業担当者自身が監修・協力してきた種々のサーミ文化の発信を事例に｡
4. ＇５月半ば～後半の週末にリトルワールド研修旅行（
5. 履修学生による発表と議論｡
6. 履修学生による発表と議論｡
7. 履修学生による発表と議論｡
8. 履修学生による発表と議論｡
9. 履修学生による発表と議論｡
10. 履修学生による発表と議論｡
11. 履修学生による発表と議論｡
12. 履修学生による発表と議論｡
13. 履修学生による発表と議論｡
14. 総括的議論｡
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
リトルワールド発行の雑誌『リトルワールド』『リトルワールド研究報告』や千里文化財団 (国立民族学博物館) 発行の雑誌『季刊
民族学』など各種の資料を豊富に用意しますが，担当する地域・民族に関する民族誌的データの収集には自らも積極的に取り組
んで下さい｡ リトルワールドのホームページ，観光学部雑誌『交流文化』06 号中の ｢リトルワールドと人類学的営み｣ ，16 号中の
「【みせたい】と【みたい】をつなぐ：博物館展示は誰のためにあるのか？」「＜文化収集の思想＞には当てはまらないモノたち：博
物館リトルワールドのバックヤードから見えること」(観光学部のホームページで読めます)に予め目を通して，自らにとっての授業
履修の意義を判断して下さい｡
成績評価方法・基準＇Evaluation（
発表(70%)/出席(30%)
テキスト＇Textbooks（
随時，資料を紹介します｡
参考文献＇Readings（
吉田憲司『文化の「発見」』岩波書店 1999 年
ジェイムズ・クリフォード『文化の窮状』人文書院 2003 年
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA118
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA118／観光政策・行政論
(Policy and Administration in Tourism)
味水 佑毅＇MISUI YUKI（
秋学期(Fall Semester)
TRS2000

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

授業の目標＇Course Objectives（
観光政策およびそれを担う行政組織について、为体、役割、目的、評価などの枠組みを理解する。また、实際の観光政策をとり
あげ、上記の枠組みにもとづいて考える。
授業の内容＇Course Contents（
本講義では、我が国において現在行われている観光政策の体系的な理解をねらいとして次のとおり講義を進めます。第１に、観
光政策を理解するための基礎知識として、政策の为体とその役割、内容と評価の枠組みについて講義します。第２に、過去に实
施された観光政策について、先に学んだ枠組みを用いて講義します。第３に、これから取り組まれる観光政策について講義しま
す。
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション
2. 観光政策の意義と目的
3. 観光政策を担う行政組織・他の組織と役割
4. 観光政策の評価と枠組み
5. 観光政策・施策＇１（：インバウンドの推進
6. 観光政策・施策＇２（：観光旅行消費の拡大と観光産業の強化
7. 観光政策・施策＇３（：観光地域づくりと国内観光の振興
8. 観光政策・施策＇４（：受入環境整備
9. 観光政策・施策＇５（：ビジネス需要の取り込みと観光交流
10. 観光政策・施策＇６（：観光旅行の環境整備
11. これからの観光政策＇１（：観光資源の魅力向上
12. これからの観光政策＇２（：観光産業の革新
13. これからの観光政策＇３（：観光環境整備
14. 最終テスト
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
各回の授業の最後に，翌週の授業の範囲と内容について指示します。この指示にもとづき，資料等を読んだ上で授業に臨んでく
ださい。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終テスト(Final Test)(40%)/小テスト(60%)
テキスト＇Textbooks（
最新版の『観光白書』を使用します。なお、『観光白書』は観光庁のウェブサイトから無料でダウンロードできます。詳しくは初回講
義時に指示します。
参考文献＇Readings（
必要に忚じて、講義内容に関連する新聞記事等を配付します。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
最新版の『観光白書』の内容を踏まえて授業計画に変更が生じる場合は、初回講義時に指示します。
注意事項＇Notice（
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■HA119
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA119／国際観光政策論
(International Tourism Policy)
～我が国の国際観光政策を中心に～
村上 雅巳(MURAKAMI MASAMI)
秋学期(Fall Semester)
TRS2000

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

授業の目標＇Course Objectives（
国際観光は、人々が国境を越えて自由に旅行することである。21 世紀は、地球規模の国際観光交流の時代である。国際観光は、
国際収支、雇用、地域経済などの経済的な側面だけでなく、国際相互理解の増進、国際親善の増進など社会、文化、教育、環境
など非経済的な分野にも大きな影響を与えている。本講義では、観光庁が推進する国際観光政策を中心に、国際観光の意義、
国際観光の動向、訪日外国人旅行者誘致活動、日本人海外旅行者の動向、諸外国の観光政策などに関する基礎知識を習得す
ることを目標とする。
授業の内容＇Course Contents（
国際観光における観光政策のあり方について、我が国のビジット･ジャパン・キャンペーンの取組みなどを中心にその理論と知識
を幅広く实践的に講義を行う。さらに为要観光国におけるインバウンド政策や制度などグローバルな知識を得るとともに、諸外国
と比較した上で、国際観光における日本の観光政策のあり方についても考察する。また、諸外国の国際観光政策などについては
ゲストスピーカーの講義が入ることもある。
授業計画＇Course Schedule（
1. 講義概要説明、国際観光政策とは
2. 国際観光の意義、沿革、観光立国推進基本法
3. 我が国の国際観光政策その１
4. 我が国の国際観光政策その２
5. 諸外国の国際観光政策その１
6. 諸外国の国際観光政策その２
7. 世界及び我が国の国際観光動向
8. 訪日外国人旅行者の实態、日本の観光魅力
9. 国際観光宠伝、ＭＩＣＥの誘致促進その１
10. ＭＩＣＥの誘致促進その２
11. 訪日外国人旅行者の受入体制整備その１
12. 訪日外国人旅行者の受入体制整備その２
13. 日本人海外旅行の促進、ＩＲ法案
14. 総括講義
＇注：学生の理解度及び講義の進捗状況等により講義内容は変更することがある。（
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
国際観光に関する雑誌や記事に積極的に目を通すことは勿論のこと、国際観光の視点を持って自らが『海外旅行』や『国内旅行』
に出かけ、そこで感動したことや気付いたことなどを自分なりにまとめておくことが重要である。毎日、新聞をよく読むこと。適宜、
参考図書や資料を提示しますので積極的な自己学習を期待する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終レポート(Final Report)(40%)/授業時の小レポート(30%)/課題レポート(30%)
テキスト＇Textbooks（
1. 国土交通省観光庁、2017、『観光白書コンパクト版＇平成 29 年版（』、財務省印刷局
2. 村山慶輔、2016、『インバウンドビジネス入門講座 第２版』、翔泳社 (ISBN:9784798144672)
補助テキストとして以上を使用します。その他は授業時に指示しますが基本的には資料等を毎回配付します。
参考文献＇Readings（
1. 櫻川昌哉、2013、『ツーリズム成長論』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:9784766420203)
2. 日本観光振興協会、2012、『新たな集実に挑む！インバウンド BUSINESS』、日本観光振興協会 (ISBN:9784888941723)
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
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観光庁 http://www.mlit.go.jp/kankocho/
日本政府観光局＇JNTO) http://www.jnto.go.jp/jpn/
授業開始及び終了時の挨拶励行。遅刻及び私語は厳に慎むこと。他人の迷惑になるような私語の場合は退审を命じる。
注意事項＇Notice（
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■HA120
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA120／ビジネスコミュニケーション
(Business Communication)
"Successful Power Presentation Technique & WIN-WIN Negotiation”
河合 博子(KAWAI HIROKO)
春学期(Spring Semester)
TRS2400

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

授業の目標＇Course Objectives（
This course is for students who want to improve their presentation and negotiation skills for business communication.
授業の内容＇Course Contents（
This course introduces the fourteen secrets for powerful presentations, covering all the essential areas of presentation skills. This
course also introduces WIN-WIN negotiation theory and practices.(随時日本語でも解説します。（
授業計画＇Course Schedule（
1. Module1.
"What is Business Communication?;
-Purpose & Methods2. Module2.
"Effective Presentation;Theory and Practices (1)"
-Student Presentation by Individuals3.
"Effective Presentation;Theory & Practices (2)"
4.
"Effective Presentation;Theory & Practices (3)"
5.
"Effective Presentation;Theory & Practices (4)"
6.
"Effective Presentation;Theory & Practices (5)"
7.
"Effective Presentation;Theory & Practices (6)"
8.
"Effective Presentation;Theory & Practices (7)"
9.
"Effective Presentation;Theory & Practices (8)"
10. Module3.
"WIN-WIN-negotiation";Theory & Practices(1)
-Student Negotiation Game by Individuals11. "WIN-WIN-negotiation";Theory & Practices(2)
12. "WIN-WIN-negotiation";Theory & Practices(3)
13. "WIN-WIN-negotiation";Theory & Practices(4)
14. "WIN-WIN-negotiation";Theory & Practices(5)
-Final Student Negotiation Game by Teams授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
Home Assignments
成績評価方法・基準＇Evaluation（
授業内課題(20%)/フルプレゼンテーション实践(40%)/交渉ゲーム实践(40%)
テキスト＇Textbooks（
Ｈ.Kawai 『Successful presentation Technique』2017 授業で配布する
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA305
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA305／観光営業法
(Business Laws in Tourism)
畑 敬(HATA KEI)
秋学期(Fall Semester)
TRS3400

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

授業の目標＇Course Objectives（
観光産業に従事する者が知っていると役に立つ法律，消費者との契約内容となる約款等の体系的知識を身につけ，その知識を
利用する法的思考方法を習得する。現代社会で発生している観光産業に関する法的問題を概観する。
授業の内容＇Course Contents（
関係する法令や約款の内容を講義する。現实に発生した事例を紹介し，法的な考え方を説明した後に，受講生が自ら法的考察
を行う。各授業時に小テストまたは意見発表を实施し，法的思考ができるようになったかを確認する。
授業計画＇Course Schedule（
1. 事例紹介。日常的に起きる旅行や宿泊に関する消費者とのトラブルには、どのような法的問題があるのか。
2. 標準旅行業約款＇１（
3. 標準旅行業約款＇２（
4. 障害者差別解消法
5. 消費者契約法＇1（
6. 消費者契約法＇2（
7. 個人情報保護法
8. 民泊
9. ネット取引に関する法律
10. 独占禁止法
11. 景品表示法＇1（
12. 景品表示法＇2（
13. 不正競争防止法
14. 最終テスト
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業時に次回までの予習内容を別途指示する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席と小テスト・意見発表の総合判断(60%)/最終授業時の筆記テスト(40%)
テキスト＇Textbooks（
事前にレジュメ、法令、約款等を Blackboard に掲載するのでダウンロードして持参する。
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA313
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA313／企業金融と会計１
(Corporate Finance and Accounting 1)
ビジネスのおカネに関することばを是非とも知っておこう
井出 健二郎(IDE KENJIROU)
秋学期(Fall Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2011 年度以前 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
企業の良し悪しを判断する一つにおカネをもとにした見方があります。それは、しばしばビジネスのことば(言語)といわれています。
その知識を身につけて、就活や社会に出たときの、社会や企業の見る目をやしなうことを目標とします。
授業の内容＇Course Contents（
内容は、ビジネスのことばと言われる会計の知識を確認し、企業がいいか、そうでないかを見分けるチカラを身につけられるよう
な内容とします。基本的には、儲けるチカラや能力があるか、という目線と、安定リョク、健全さという、目線から判断しましょう。
授業計画＇Course Schedule（
1. 会計とは…ビジネスのことば
2. 決算書の読み方 損益計算書
3. 決算書の読み方 貸借対照表
4. 決算書の読み方 キャッシュ・フロー計算書
5. 国際会計基準
6. 決算短信を利活用する
7. 決算短信の読み方 収益性
8. 決算短信の読み方 収益性
9. 決算短信の読み方 収益性
10. 決算短信の読み方 収益性
11. 決算短信の読み方 安全性
12. 決算短信の読み方 安全性
13. 決算短信の読み方 安全性
14. 最終レポート提出
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
特に、予習は必要ありません。講義で理解した言葉などを新聞等を通じて身近にしてください。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
提出物(30%)/出席点(30%)/最終レポート(Final Report)(40%)
テキスト＇Textbooks（
必要であれば随時説明します。
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
簿記論を履修したのちに、受講するとより一層理解が可能かと思います。
注意事項＇Notice（
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■HA316
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA316／プロジェクトファイナンス
(Project Finance)
五十嵐 誠(IGARASHI MAKOTO)
春学期(Spring Semester)
TRS3400

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

授業の目標＇Course Objectives（
国内外の都市開発、インフラ整備等で適用されているプロジェクトファイナンスについて学ぶことにより、基本的な金融の視点、事
業に関する財務計画の諸要素等を理解し、企業経営や地域開発等のプロジェクトプランニングに役立てることを目標とする。
授業の内容＇Course Contents（
会計、金融の基礎的な考え方をベースとして、事業計画、資金調達計画、収支計画、資金管理等、プロジェクトを支える財務面で
の検討内容・方法を、实務的な観点から説明をするとともに、具体的事例を取り上げ、理解を深める。事例研究については、プロ
ジェクトファイナンス以外の地域活性化等の事例も取り上げ、幅広い事業検討の視点を身につける。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション ＇講義の目的と計画・内容、プロジェクトファイナンスの概要（
2. 会計の基本的理解 ＇バランスシートと損益計算書（
3. 金融の基本的理解(1) ＇金融の考え方、資本金と借入金（
4. 金融の基本的理解(2) ＇資金の時間価値、資本コスト（
5. プロジェクトファイナンスの歴史 ＇金融制度やリスク認識の変化とプロジェクトファイナンスの展開（
6. 事業スキームの構築(1) ＇事業参画プレーヤーとそれぞれの目的（
7. 事業スキームの構築(2) ＇想定されるリスクとその対忚（
8. 資金調達計画の検討 ＇融資契約の形態、リスクマネーの導入、ファンドの活用（
9. 収支計画の策定 ＇キャッシュフローモデルの概要（
10. 事例研究(1) PFI
11. 事例研究(2) PPP・地域開発
12. 事例研究(3) 観光・交通
13. 収支計画の管理＇キャッシュフローの評価と管理（
14. ミニテストと総括
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
講義時に必要に忚じて指示する。関心や興味に忚じて参考文献により、理解を深められたい。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終テスト(Final Test)(30%)/中間レポート(40%)/平常点(30%)
テキスト＇Textbooks（
授業時にレジュメを配布する。
参考文献＇Readings（
1. 石野雄一、2007、『ざっくり分かるファイナンス』、光文社 (ISBN:978-4-334-03397-2)
2. 野口真人、2014、『お金はサルを進化させたか』、日経 BP 社 (ISBN:978-4-8222-7758-1)
3. イェスコム、2014、『プロジェクトファイナンスの理論と实務』、金融財政事情研究会 (ISBN:978-4-322-12302-9)
4. 川本淳ほか、2009、『はじめて出会う会計学』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-12373-1)
5. 清水義次、2014、『リノベーションまちづくり』、学芸出版社 (ISBN:978-4-7615-2575-0)
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA323
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA323／ホスピタリティマーケティング１
(Hospitality Marketing 1)
参入が容易で高収益化が難しいホスピタリティ商品の真の姿に迫る
永野 和雄(NAGANO KAZUO)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2011 年度以前 1 年次入学者対象
隔週開講

授業の目標＇Course Objectives（
ホテル，旅館，レストランなどのホスピタリティ商品を事業として成立させるために，いかにして商品性と事業性を両立させるかを
理解します。どのようなホスピタリティ商品が高収益をもたらし，何が勝敗を分け，競争力の源泉をどのように生みだすのかを探り
ます。同時に，自ら考え，事業として構成できる思考習慣の習得を目指します。
授業の内容＇Course Contents（
・内外の先進的ホスピタリティ商品の事例を通じ，消費意識・行動変化の社会的背景を明らかにします。
・自ら事業を構想し、調べ，分析し，考え，まとめ，発表することを通じて，マーケティングの観点から事業化と企業経営の全体像
を理解します。
・課題や討議を通じ，問題解決技法やアイデアの発想法を習得します。
授業計画＇Course Schedule（
1. Boeing のゲストハウスはなぜ無人島にあるのか?
2. 経験経済・経験価値の時代背景
3. ブティックホテルの革新したもの
4. ポストフォーディズムの消費とは何か?
5. エコリゾートを生む事業背景
6. 新しい観光の姿を追う
7. ハイエンドリゾートの限界性
8. 産業化の限界と新たな商品像
9. 健康志向とスパリゾート
10. 顧実満足経営の光と影
11. ホスピタリティの原価計算とは
12. 知覚品質とエビデンスマネジメント
13. ケース・スタディ報告
14. 高収益ビジネスモデルの模索
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
ケース・スタディを各自で進めるための調査・分析・事業立案・フィージビリティスタディを行っていただきます。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
授業への出席(30%)/課題の提出内容(20%)/ケース・スタディの内容(30%)/授業への貢献＇ディスカッション等（(20%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
開講日は観光学部掲示板を参照すること。
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■HA325
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA325／ホスピタリティマーケティング
(Hospitality Marketing)
参入が容易で高収益化が難しいホスピタリティ商品の真の姿に迫る
永野 和雄(NAGANO KAZUO)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2012～2015 年度 1 年次入学者対象
隔週開講

授業の目標＇Course Objectives（
ホテル，旅館，レストランなどのホスピタリティ商品を事業として成立させるために，いかにして商品性と事業性を両立させるかを
理解します。どのようなホスピタリティ商品が高収益をもたらし，何が勝敗を分け，競争力の源泉をどのように生みだすのかを探り
ます。同時に，自ら考え，事業として構成できる思考習慣の習得を目指します。
授業の内容＇Course Contents（
・内外の先進的ホスピタリティ商品の事例を通じ，消費意識・行動変化の社会的背景を明らかにします。
・自ら事業を構想し、調べ，分析し，考え，まとめ，発表することを通じて，マーケティングの観点から事業化と企業経営の全体像
を理解します。
・課題や討議を通じ，問題解決技法やアイデアの発想法を習得します。
授業計画＇Course Schedule（
1. Boeing のゲストハウスはなぜ無人島にあるのか?
2. 経験経済・経験価値の時代背景
3. ブティックホテルの革新したもの
4. ポストフォーディズムの消費とは何か?
5. エコリゾートを生む事業背景
6. 新しい観光の姿を追う
7. ハイエンドリゾートの限界性
8. 産業化の限界と新たな商品像
9. 健康志向とスパリゾート
10. 顧実満足経営の光と影
11. ホスピタリティの原価計算とは
12. 知覚品質とエビデンスマネジメント
13. ケース・スタディ報告
14. 高収益ビジネスモデルの模索
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
ケース・スタディを各自で進めるための調査・分析・事業立案・フィージビリティスタディを行っていただきます。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
授業への出席(30%)/課題の提出内容(20%)/ケース・スタディの内容(30%)/授業への貢献＇ディスカッション等（(20%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
開講日は観光学部掲示板を参照すること。
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■HA333
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA333／サービス・マネジメント
(Service Management)
東 徹(AZUMA TORU)
秋学期(Fall Semester)
TRS3100

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

授業の目標＇Course Objectives（
電車に乗る，外食をする，朋をクリーニングに出す，ホテルに泊まる，美容院でカットする，学校で学ぶ，病院に行く・・・等々，私た
ちはたくさんのサービスを利用することで生活を営んでいます。そうしたサービスが，どのように生み出され，利用され，そして評
価されているのか・・，顧実に満足してもらえるサービスを提供するため企業はどのような仕組みをつくり，工夫を凝らしているの
か・・，皆さんの身近にあるサービスの特性を知り，ビジネスに活かしていくための基本的な課題を理解することが授業のねらい
です。
授業の内容＇Course Contents（
この授業では，「よいサービスとは何か」「顧実に満足してもらえるサービスを提供するにはどうすればよいのか」「継続的に利用
してもらうにはどうしたらよいのか」といったテーマについて考えていきます。身近な事例を取り上げながら，サービス・マネジメント
の基本的な考え方や課題を学んでいきましょう。
授業計画＇Course Schedule（
1. サービス・マネジメントを学ぶにあたって
2. サービスはモノとどう違う？＇サービスの特性について理解しよう（
3. サービスの｢決定的瞬間｣とは？＇MOT，サービス・エンカウンター（
4. サービス提供のしくみを“劇場”に例えると・・？＇システムとしてのサービス（
5. サービスの「よさ」はどう決まる？＇サービス・クオリティ（
6. 満足度は再利用につながるか？＇顧実満足と顧実ロイヤルティ（
7. ＥＳ＇従業員満足（はＣＳ＇顧実満足（に通ず＇サービス・プロフィット・チェーン（
8. サービスの特性は利点か欠点か？＇サービスの｢工業化｣と｢個実化｣（
9. “現場力”を活かせ！＇エンパワーメント、「逆さまのピラミッド」（
10. 需要の“波”にどう対忚する？＇サービスの需給マッチング（
11. 最大収容力と適正収容力はどう違う？
12. 実単価と稼働率、どちらが大事？＇イールド・マネジメント（
13. 顧実の苦情にどう対忚する？＇サービス・リカバリー（
14. 授業のまとめと補足説明
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
皆さんのまわりにはサービスを考えるための「生きた教材」があふれています。電車やバスに乗る時，カフェでコーヒーを飲んだり、
ファストフードやファミレスで食事をする時，旅行に行ったり、ホテルに泊る時，風邪をひいて病院に行った時・・・｢よいサービスっ
てなんだろう｣｢利用者に満足してもらい，また利用してもらうにはどんな工夫をすればよいのだろう｣・・・そんなことをチョッと考えて
みてください。常に現实に目を向け，講義や文献で学んだ知識と，身近な事例や体験を結びつけて考えてみることで，サービス・
マネジメントをよりイキイキと学ぶことができるはずです。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(80%)/課題、リアクションペーパーなど(20%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA337
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA337／ｅ―ビジネス論
(e-Business Studies)
野田 健太郎(NODA KENTARO)
秋学期(Fall Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2011 年度以前 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
本講義は、ＩＴビジネスに関する歴史や基礎知識を総合的に理解することを目標とする。
授業の内容＇Course Contents（
ＩＴビジネスに関する今までの流れを整理し、金融、サービス業など様々な分野における活用の事例と今後の方向性を探る。後半
では、ビジネスモデルを取り上げその特徴を議論する。近時テーマとしてよくとりあげられるスマート・コミュニティ、ビッグデータ等
についてもあつかう。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス
2. 企業情報の活用を取り上げ解説を行う。
3. IT ビジネスの競争力を取り上げ解説を行う。
4. ＩＴ産業＇１（を取り上げ解説を行う。
5. ＩＴ産業＇２（を取り上げ解説を行う。
6. B to C ビジネスを取り上げ解説を行う。
7. C to C ビジネスを取り上げ解説を行う。
8. ＢＣＰを取り上げ解説を行う。
9. ＩＴ－ＢＣＰを取り上げ解説を行う。
10. 旅行業界を取り上げ解説を行う。
11. スマート・コミュニティを取り上げ解説を行う。
12. ビッグデータを取り上げ解説を行う。
13. クラウドファンディングを取り上げ解説を行う。
14. まとめ＇最終テスト（
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
講義中に必要な情報収集を指示する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席及び参加度(60%)/最終テスト(Final Test)(40%)
テキスト＇Textbooks（
1. 野田健太郎、2017、『戦略的リスクマネジメントで会社を強くする』、中央経済社 (ISBN978-4-502-21761-6 C3034)
講義中に資料を配布する。
参考文献＇Readings（
1. 野田健太郎、2013、『事業継続計画による企業分析』、中央経済社 (ISBN:978-4-502-08320-4)
講義中に紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

■HA338
抽選登録／旅行情報システム
(Information Systems for Tourism)
旅行業界における GDS(旅行情報・予約システム（の果たしている役割とは？
为として旅行代理店の業務において飛行機、ホテル、レンタカーなどの予約や国際航空
運賃の仕組み・流通にどう関わっているのか？
古屋 睦(FURUYA MUTSUMI)
春学期(Spring Semester)
TRS3400

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

人数制限科目＇48 名（

授業の目標＇Course Objectives（
旅行業界における GDS(旅行情報・予約システム（が果たしている役割を通じて，旅行関連産業の今後の方向性を考察する。
授業の内容＇Course Contents（
世界的に旅行業界で利用されているトラベルポートグループのプロダクトのひとつであるアポロを具体的に利用しながら，エアー，
ホテル，レンタカー等の手配，および国際航空運賃の仕組みの基本を理解する。またリアルタイムな旅行業界の情報を基に、昨
今のインターネット事情なども踏まえて旅行業界の現状，将来性を考察する。
授業計画＇Course Schedule（
1. GDS とは？およびその機能について
2. GDS の歴史および旅行業界において果たしてきた役割
3. 航空座席予約手配についての实務 その１
4. 航空座席予約手配についての实務 その２
5. 航空座席予約手配についての实務 その３
6. ホテル予約についての实務 その１
7. ホテル予約についての实務 その２
8. レンタカー予約，LCC 予約について
9. 国際航空運賃について その１
10. 国際航空運賃について その２
11. 国際航空運賃について その３
12. 国際航空運賃について その４
13. 国際航空運賃について その 5
旅行業界におけるウェッブサイトの現状および今後の展望について
14. 旅行業界におけるウェッブサイトの現状および今後の展望について
および旅行代理店業務のあらまし
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
http://www.gjkk.co.jp/
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席率(70%)/最終テスト(Final Test)(30%)
連続した内容なので理解度を深める意味での出席率を重視します。テストは配布した資料の持ち込みを可とします。
テキスト＇Textbooks（
講義毎にその日の内容をまとめたレジメを配布します。
参考文献＇Readings（
特になし
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
http://www.gjkk.co.jp/
注意事項＇Notice（
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■HA344
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA344／旅行業経営实務
(Travel Industry Management)
野澤 肇(NOZAWA HAJIME)
秋学期(Fall Semester)
TRS3400

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2010 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
将来、旅行産業・観光産業において経営者等中核的な役割を担う人材育成を目標として、为に旅行業を取り巻く経営環境、そ
れに対忚する経営の实際、取り組むべき課題、将来像などを理解する。
授業の内容＇Course Contents（
旅行産業・観光産業のマーケット環境の変化とそれに対忚する旅行会社の具体的な経営戦略、営業戦略、商品戦略、リスク管
理等を分析するとともに、旅行会社の経営構造、グローバル経営、情報システム、旅行情報のビジネス及び観光関連団体の活
動等については、JTB の経営陣及び観光関連団体の幹部が具体的、实態的事例に基づき講義する。これにより旅行産業の経営
構造、事業構造の核心を学ぶ。旅行産業論を履修していると、理解を深めやすい。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス、旅行会社の経営特性
2. 旅行マーケットの変遷と旅行会社の業態変化
3. 旅行会社における経営企画
4. 旅行会社の財務戦略
5. 旅行会社の人材育成
6. 旅行業の情報システム
7. 企業広報
8. 営業戦略の現在と将来像
9. 旅行業におけるグローバル戦略
10. 旅行情報に関するビジネス
11. 旅行・観光業における業界団体の活動
12. 訪日インバウンド振興団体の活動
13. 旅行業界の最新動向
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業時に随時指示・紹介する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(50%)/出席率(30%)/リアクションペーパー(20%)
テキスト＇Textbooks（
授業時に適宜、レジュメ、資料などを配布する。
参考文献＇Readings（
1. 立教大学観光学部旅行産業研究会編著、2016、『旅行産業論』、公益財団法人日本交通公社発行
その他授業時に随時紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
授業時に随時指示・紹介する。
注意事項＇Notice（
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■HA345
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA345／コンベンション産業論
(Convention Industry)
岡村 篤(OKAMURA ATSUSHI)
秋学期(Fall Semester)
TRS3200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

隔週開講

授業の目標＇Course Objectives（
コンベンション＇ＭＩＣＥ（開催の目的や意義、開催地に求められる要件などを理解するとともに、コンベンション開催地・施設のマー
ケティングのあり方について理解を深めることを目標とします。
授業の内容＇Course Contents（
世界各国・地域は、経済活性化・産業競争力強化等を目的として、コンベンション＇ＭＩＣＥ（産業の振興に力を入れています。
本講座では，理論，ケーススタディ，グループワークなどを通して，マーケットと開催地 双方の視点からコンベンション＇ＭＩＣＥ（産
業の魅力とそのメカニズムの習得を目指します。
授業計画＇Course Schedule（
1. コンベンション＇MICE（産業総論
2. コンベンション＇MICE（産業総論
3. 開催地マーケティング概論
4. 開催地マーケティング概論
5. ケーススタディ１：国際会議
6. ケーススタディ１：国際会議
7. ケーススタディ２：企業ミーティング・インセンティブ
8. ケーススタディ２：企業ミーティング・インセンティブ
9. ケーススタディ３：展示会・イベント
10. ケーススタディ３：展示会・イベント
11. グループワーク：開催地プログラム提案
12. グループワーク：開催地プログラム提案
13. 現場实習：コンベンション施設視察
14. 現場实習：コンベンション施設視察
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
グループワーク、レポート提出に向けた公開情報収集など
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席点(60%)/最終レポート(Final Report)(40%)
テキスト＇Textbooks（
1. 浅井 新介、2015、『マイス・ビジネス入門』、日本ホテル教育センター (ISBN:4892620424)
毎回の授業で資料を配布します
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
開講日は観光学部掲示板を参照すること。

- 72 -

■HA346
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA346／都市型エンターテイメント産業論
(Urban Entertainment Industry)
エンターテイメント産業概観・集実施設計画・ディズニーランドの空間科学
山口 有次(YAMAGUCHI YUUJI)
春学期他(Spring Others)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2011 年度以前 1 年次入学者対象
集中講義：8 月 1 日＇火（・2 日＇水（・3 日＇木（各 1～5 時限

授業の目標＇Course Objectives（
１（エンターテイメント産業における個別業界の概要を説明できる。
２（集実施設の空間計画手法を体系的に理解する。
３（集実施設の顧実や利用者となる「人」の心理や行動の法則性・原理原則を考察する。
授業の内容＇Course Contents（
テーマパーク、映画、鑑賞レジャー、音楽コンテンツ、カラオケ、ゲームセンターなどの都市型エンターテイメント産業について、経
営学的・集実戦略的・空間計画的側面から考察しながら各産業を概観する。テーマパークについては特に、世界のディズニーラ
ンドを比較分析しながら、あらゆる集実施設に忚用できる、行動科学・心理学的なアプローチによる空間計画手法を講義する。ま
た、エンターテイメント施設の集実戦略を 18 の視点から捉え、利用者行動からみた魅力的な空間づくりの手法を学ぶ。複合化、
休憩空間、ユニバーサルデザイン、福祉対策、空間単位、安全対策などは重点的に解説する。個別に取り上げる、映画、鑑賞レ
ジャー、音楽コンテンツ、カラオケ、ゲームセンターなどの産業は、それぞれの業界概要、需要動向、経営動向、今後の展望や課
題などについて、事例を踏まえながら学習する。
授業計画＇Course Schedule（
1. テーマパーク業界の概要
2. ディズニーランドの空間科学＇１（
3. ディズニーランドの空間科学＇２（
4. ディズニーランドのバリアフリー
5. ディズニーランドの接実サービスおよび成立与件 ＇小テスト（
6. 集実施設の経営戦略、集実施設の複合化
7. 集実施設の休憩空間
8. 集実施設のユニバーサルデザイン、福祉対策
9. 集実施設の空間単位
10. 集実施設の安全対策 ＇小テスト（
11. 産業論：映画
12. 産業論：鑑賞レジャー
13. 産業論：音楽コンテンツ
14. 産業論：カラオケ
15. 産業論：ゲームセンター ＇小テスト（
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
１（参考文献を事前に読み、予習しておくこと。２（授業時の質疑忚答に対忚できるようテーマについて考察しておくこと。３（エンタ
ーテイメント産業の概要を独自に調べておくこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
小テスト①(35%)/小テスト②(35%)/小テスト③(30%)
テキスト＇Textbooks（
特に指定しない。
参考文献＇Readings（
1. 山口有次、2015、『新 ディズニーランドの空間科学』、学文社 (ISBN:4762025097)
2. 山口有次、2008、『観光・レジャー施設の集実戦略』、日本地域社会研究所 (ISBN:4890228829)
3. 余暇総研、2016、『レジャー白書 2016』、日本生産性本部 (ISBN:4820120441)
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

- 73 -
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■HA347
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA347／地域開発論
(Regional Development)
地域活性化と地域の発展のために
北川 泰三(KITAGAWA TAIZOU)
春学期(Spring Semester)
TRS3300

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

授業の目標＇Course Objectives（
地域開発が対象とする行政計画の枠組みを理解する。また地域为体の实践的な取り組みの構造を理解する。
授業の内容＇Course Contents（
地域開発の基本的枠組みを理解する。前半は,地域のデザインとしての市町村計画と国土の計画をとりあげ,今後のトレンドにつ
いて考える。後半は,地域づくりの事例をスライド・ビデオも用いてとりあげながら,地域の多面性とこれからの発展の可能性につい
て理解を深める。
授業計画＇Course Schedule（
1. シラバスについて
「地域および人口減尐・成熟社会の地域開発」について
また日本を取り巻く世界の情勢について
2. 地域のデザイン 1 ＇市町村計画,役割とその変遷（
3. 地域のデザイン 2 (住民参加,事業評価等（
4. 国土のデザイン１＇国土計画とその変遷,グランドデザイン 2050,国土形成計画（
5. 国土のデザイン２＇地域総合戦略,復興計画,国土強靭化,地域開発政策（
6. 資源循環型社会＇環境問題,バイオマスタウン,地産地消,里山資本为義（
7. まちづくりの構造と変遷＇リーダー,コーディネーター,マネージャー,アドバイザー（
8. 共助社会＇中間支援組織,NPO,市民ファンド, NPO バンク,地域内資金循環,地域通貨（
9. 資源を活かした地域づくり・振興策＇自然,文化,ゆるキャラ,B 級グルメ他（
10. PFI によるインフラ整備、公共サービスの推進
11. 町並み,景観を活かした地域づくり
12. 条件不利地域・中山間地域と若者ソーシャルターン
13. 都市再生,特区構想,復興特区,コンパクトシティ
14. 海外事例,補足,まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
各講義ごとに,プリント配布.次回の予告も行う。その都度,読むべき資料を示す。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終レポート(Final Report)(40%)/中間レポート(35%)/日常態度(25%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（
1. 田村明、1999、『まちづくりの实践』、岩波新書
2. 長瀬光市他、2015、『地域創生への挑戦』、公人の友社
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA348
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA348／環境・景観論
(Environmental Design)
小野 良平(ONO RYOHEI)
春学期(Spring Semester)
TRS3300

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

授業の目標＇Course Objectives（
景観や風景が単なる景色ではなく，人間と環境との間の「現象」であることを理解し，景観・風景を成り立たせる人間および社会と
環境との諸関係について学んだ上で，観光と関連した景観保全および環境保全に関わる諸課題を知り，考察する。
授業の内容＇Course Contents（
多様な景観概念に触れた上で，観光に関わる景観概念に沿いつつ，空間計画論的な立場から，景観の分析・評価およびデザイ
ンや保全の方法について紹介する。また自然景観，都市景観，農山村景観，漁村景観など，具体的対象空間に分けて，人々の
生活，特に観光・レクリエーションとの関わりについて現状や課題を考察する。また環境倫理学における景観概念の位置づけに
ついても紹介する。
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション＇環境・景観・風景（
2. 景観概念の多義性
3. 景観の評価
4. 景観の知覚
5. 景観のデザイン
6. 景観保全の計画
7. 景観保全の制度
8. 自然景観
9. 都市景観
10. 農山村景観
11. 漁村・港湾景観
12. 文化的景観・産業景観
13. 環境倫理と景観
14. 観光と景観＇風景観の変遷（
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業時に必要に忚じて別途指示する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
レポート試験(Report Exam)(100%)
テキスト＇Textbooks（
特に指定しない。レジュメを配布
参考文献＇Readings（
講義の中で紹介
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA349
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA349／都市計画論
(Urban Planning)
都市の見方が変わる、都市計画の理論と实践を学ぶ
大宮 透(OMIYA TORU)
春学期(Spring Semester)
TRS3300

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

隔週開講

授業の目標＇Course Objectives（
本授業では、都市計画の歴史や理論、实践の系譜を学ぶことで、今後受講生が観光などで訪れる都市や、自らが住む都市空間
の有り様について、多様な視点から観察・分析できる力を育むことを目標とする。
授業の内容＇Course Contents（
観光を学ぶ学生であれば、日本や諸外国にある幾つかの有名な大都市＇例えば、パリ、ニューヨーク、ロンドンなど（を訪れた経
験があるのではないでしょうか。それらの大都市が成立した背景には、必ず「計画された」歴史が存在し、現在も何らかの都市計
画のもとに、都市や都市内部のあり方が規定されています。
本授業では、そこに住む人々の生活や魅力度の向上などを目指し、歴史の中で形づくられ、また都市のあり方を形づくってもきた
「都市計画」の基本的な理論や实践を学んでいただくとともに、現在の日本や世界の社会環境が都市計画に迫っている変化やそ
こで生まれている多様な实践についても外観します。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス
2. 都市とは何か、都市計画とは何か
3. 心地よい都市空間とは何か 〜自らが持つ都市への見方を考える〜
4. 心地よい都市空間とは何か 〜都市のイメージとパタンランゲージ〜
5. 古代都市から中世都市の成立 〜都市文明の発達と日本における都市の成立〜
6. 古代都市から中世都市の成立 〜中世都市の成立とその有り様〜
7. 近代都市計画の成立とその理論 〜イギリスを中心に〜
8. 近代都市計画の成立とその理論 〜フランスを中心に〜
9. 近代都市計画の成立とその理論 〜アメリカを中心に〜
10. 近代都市計画の成立とその理論 〜日本を中心に〜
11. 現代の都市計画① 〜戦後日本の都市計画の概要〜
12. 現代の都市計画② 〜住民参加とまちづくり〜
13. 現代の都市計画③ 〜人口減尐による都市計画の変化〜
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業によっては、事前の文献調査やフィールドワークを宿題＇予習（として課す回もあり。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
レポート試験(Report Exam)(60%)/中間レポート(40%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（
1. 日本都市計画学会関西支部 新しい都市計画教程研究会、2011、『都市・まちづくり学入門』、学芸出版社
(ISBN:978-4-7615-2520-0)
2. 小泉秀樹、2016、『コミュニティデザイン学』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-061133-6)
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
開講日は観光学部掲示板を参照すること。
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■HA350
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA350／宿泊産業組織論
(Organization in Lodging Industry)
田尾 桂子＇TAO KEIKO)
春学期(Spring Semester)
TRS2200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2012 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
現在の多様な宿泊施設を概観し、とくに世界のホテル産業の現状と発展経緯について理解を深める。ホテルオペレーション＇運
営（に焦点を当て、ホテル運営に必要とされる知識と視野を修得することを目的とする。
授業の内容＇Course Contents（
前半は、民泊や旅館なども含めた宿泊施設全般を概観した後、グローバル展開を強力に推進する世界のホテルチェーンについ
て、その特徴や経営の諸問題について学ぶ。後半は、焦点をホテル運営の内部に定め、宿泊や料飲、宴会や婚礼など各部門の
組織運営に注目し、STR＇スミストラベルリサーチ（のデータを用いて、ホテルオペレーションの財務分析能力も養う。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス：宿泊施設の種類
2. 宿泊産業の歴史
3. 日本のホテル産業と世界のホテルチェーン
4. ホテルスケールと収益構造
5. 多様な運営形態
6. ホテルの立地戦略と開発
7. ホテルの組織①宿泊部門とレベニューマネジメント
8. ホテルの組織②料飲・宴会部門
9. ホテルの組織③管理部門
10. ホテルの組織④調理部門の特性と購買管理
11. ホテルオペレーションの財務分析①STR データの読み方
12. ホテルオペレーションの財務分析②ADR、RevPAR、競合分析
13. ホテル産業における技術革新
14. まとめ：グローバルオペレーターの競争力
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業時間外の学習に関しては、別途指示する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(50%)/中間テスト(40%)/出席および授業参加(10%)
【2017 年 6 月 9 日付変更＇変更理由：担当者からの申し出による（】 変更前：平常点 100%＇最終テスト 40%、授業内に指示した提
出物 40%、出席および授業参加 20%（ 変更後：筆記試験 50%、平常点 50%＇中間テスト 40%、出席および授業参加 10%（
テキスト＇Textbooks（
1. 田尾桂子、2016、『グローバルオペレーターが変えるホテル経営』、白桃書房 (ISBN:9784561266860)
参考文献＇Readings（
1. 岡本伸之、1999、『現代ホテル経営の基礎理論』、柴田書店
2. 仲谷秀一他、2010、『ホテル・ビジネス・ブック』、中央経済社
3. H.C.パイヤー、1997、『異人歓待の歴史』、ハーベスト社
4. R. Wood. 2013. Key Concepts in Hospitality Management. SAGE
5. C.W.Barrows and T. Powers. 2009. Introduction to Management in the Hospitality Industry. WILEY
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA351
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA351／宿泊経営实務
(Management Practice for the Hotel Business)
ホテル投資論
(Hotel Investment)
平 浩一郎(TAIRA KOICHIRO)
秋学期(Fall Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2011 年度以前 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
本講義については，宿泊産業概論において学んだホテル経営に関する講義をベースに，投資効率の最大化をテーマにホテルへ
の投資及びファイナンスに焦点を絞って、事業計画書の作成を目途に講義します。
授業の内容＇Course Contents（
本講義は不動産投資全般の変遷及び基本的な知識について解説した上で、あらゆる経営形態のホテルビジネスに対する開発
段階からの事業計画書の策定および分析ができるよう講義します。
最終講義においては，不動産金融業界からトップマネジメントの方を招き，講義に関連して現状のビジネスついて講義していただ
く予定です。
授業計画＇Course Schedule（
1. 本講座の目的及び詳細スケジュール解説
2. 国内外の不動産金融業の誕生・変遷
3. アセットカテゴリー別不動産投資
4. アセットファイナンスの留意点
5. 事業計画書策定基礎知識
6. 事業計画書策定基礎知識
7. ホテル投資ケーススタディ①
8. ホテル投資ケーススタディ①
9. 事業計画書策定・分析
10. 事業計画書策定・分析
11. ホテル REIT 投資ケーススタディ②
12. ホテル REIT 投資ケーススタディ②
13. ゲストスピーカー講演
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
本講義後 30 分程度の復習が必要。
各ケースでは 6 時間程度の準備、作成が必要。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
ケース 1(30%)/ケース２(30%)/最終テスト(Final Test)(40%)
テキスト＇Textbooks（
別途手配
参考文献＇Readings（
1. 作古貞義、『新版ホテル事業論』、柴田書店
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
Excel スキルが必須。
また、本講義受講には宿泊産業概論を履修していることが望ましい。
注意事項＇Notice（
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■HA352
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA352／ホスピタリティ産業経営
(Management in Hospitality Industry)
宿泊産業のマーケティングと経営特性による様々なビジネスモデル
大野 正人(OONO MASAHITO)
春学期(Spring Semester)
TRS3100

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

授業の目標＇Course Objectives（
为に観光地に立地する旅館・ホテルを事例として、宿泊施設の経営特性を理解するとともに、そのビジネスモデルを、マーケティ
ングと事業スキーム、及び、観光まちづくりの３つの視点から理解する。
授業の内容＇Course Contents（
第一に、様々に分化・発展した現代の宿泊施設について、その要因となった社会的、経済的背景との関係性を理解する。第二
に、宿泊施設の経営特性について、マーケティングの視点から、対象実層と提供する機能による業態の差異を理解する。また、
所有と経営・運営、チェーン経営と独立経営、運営受託等の事業スキームについて理解する。第三に、宿泊施設の機能・サービ
スと街の機能・サービスの関係性について、観光まちづくりとの関係性から理解する。
授業計画＇Course Schedule（
1. 近代以前の旅行と宿屋の歴史
－宿屋の起源、及び、近世の社会構造変化によるビジネスモデルの変遷－
2. 近代における宿泊産業の成立の背景、過程
－近代社会とサービス業の発達によるホテル・旅館の成立と変遷－
3. 宿泊施設のマーケティング特性
－対象とする市場と提供するサービス、立地特性により異なるビジネスモデル－
4. 宿泊施設のコンセプト構築か生み出す様々な付加価値
－文化体験、ホスピタリティ、交流、リラックス－
5. 需要変動とその対忚策としてのターゲットミックス
－需要変動の種類と経営への影響、及びその指標－
6. 宿泊施設の販売と流通の特性
－一次販売と二次販売、商品バンドリングと料金体系、レベニューマネジメント－
7. 宿泊施設の経営特性と経営指標
－部門により異なる損益構造・財務構造と、それを表す経営指標－
8. 都市に立地する宿泊施設の業態と経営特性
－シティホテル、ビジネスホテル、宿泊为体型ホテル～ゲストハウス等－
9. 観光地に立地する宿泊施設の業態と経営特性
－大規模旅館とリゾートホテル、小規模旅館・民宿・ペンション、その他－
10. 民泊とシェアビジネスの現状と課題
－民泊の業態と経営特性、法的規制の在り方、2020 年問題との関係性－
11. 様々な事業スキームの特性
－上下分離＇所有・経営・運営（、水平分離＇宿泊と料飲（、サービスサプライチェーン－
12. 成長戦略の選択肢
－多角化、単体独立経営とチェーン経営、チェーン経営の様々な形態－
13. 観光地の旅館・ホテルと観光まちづくり
－温泉地の滞在化のための旅館・ホテルと街の機能の相互分担
14. 全体総括と補足
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
マーケティング、及び経営学の基礎的な知識を習得していることが望ましい。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
レポート試験(Report Exam)(60%)/出席と授業への意欲(10%)/授業中の小レポート/小テスト３回程度(30%)
テキスト＇Textbooks（
なし

- 81 -

参考文献＇Readings（
1. 林 清＇編（、2015、『観光産業論』、原書房 (ISBN:978-4-562-09202-4)
2. (公財)日本交通公社＇編（、2013、『観光地経営の視点と实践』、丸善 (ISBN:978-4-621-08726-8)
3. (公財)日本交通公社、2016、『旅行年報 2016』、(公財)日本交通公社 (ISBN:978-4-902927-62-7)
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA353
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA353／観光と自然環境１
(Tourism and Natural Environment 1)
中井 達郎(NAKAI TATSUO)
秋学期(Fall Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2011 年度以前 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
各地に特有な自然環境は、観光にとって不可欠な資源である。日本各地・世界各地の多様な自然環境について、その成立・維持
の背景を理解し、観光資源としての価値と資源利用上の留意点について学ぶ。
授業の内容＇Course Contents（
自然環境は、各地域によって多様であり、そのことが地域の特性を育んでいる。このような多様な自然は、その地域を訪れたいと
いう地域外からの利用実の動機・ニーズとなり、観光資源となる。本授業では、世界各地あるいは日本各地を例にして、地学的側
面と生態学的側面から地域の自然の成り立ちについて解説を行う。授業の前半部分では山岳や火山・温泉、川や氷河に関わる
自然環境を、後半部分では沿岸・海洋、島にかかわる自然環境を対象に紹介する。なお、授業は、パワーポイント等を用いて、写
真や動画、図表を示しながら行う。また、毎回図表等の資料を配付する。
授業計画＇Course Schedule（
1. 観光資源としての自然環境
2. 山はどのようにして生まれるか？＇１（：地球内部の力
3. 山はどのようにして生まれるか？＇２（：地震と火山
4. 火山活動の恵み：景観と温泉
5. 火山活動のリスク
6. 川が作る自然＇１（：山を削る作用
7. 川が作る自然＇２（：低地をつくる作用
8. 氷河が作る自然
9. 氷河と気候変動
10. 海の自然～海岸のタイプ
11. 潮の満ち引きが生む現象
12. サンゴとサンゴ礁
13. サンゴ礁の生態学
14. 自然利用：利用者のリスクと自然に対するストレス
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
毎回，前回行った授業内容を配付資料やノートで確認しておくこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(80%)/毎授業時に提出する小レポート(20%)
単位取得のためには２／３以上の出席を必要とする。
テキスト＇Textbooks（
毎回資料を配付し，それをテキストとする。
参考文献＇Readings（
授業において適宜紹介する。なお，高等学校などで使用した地図帳を持参することが望ましい。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

■HA355
HA355／地域文化と観光
(Regional Culture and Tourism)
他者のまなざし／自文化の相対化／アートによる地域活性化〈過去・現在・未来〉をつな
ぐためのリノベーション／アイコン的建築と地域文化
宮下 克也(MIYASHITA KATSUYA)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2009 年度以前 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
観光という文脈の中で「地域文化」が再活性化あるいは生成する過程を文化人類学的及び社会学的な視点から理解することを
目標とする。
授業の内容＇Course Contents（
① 沖縄を事例にメディアによる表象と観光実という他者の〈まなざし〉によって，住民が無意識であった自らの文化を相対化し観
光資源と認識する過程を分析する。
② 観光地のエージェントとは誰か？
③ イタリアなどのヨーロッパ建築物のリノベーションやアートによる地域活性化を事例にして、〈過去・現在・未来〉をつなぐ「地域
と伝統」文化の在り方を考える。
④ ビルバオ＇スペイン（を事例に、アイコン的建築による街づくり・観光地化を考える。
授業計画＇Course Schedule（
1. 講義のねらいと流れの説明
2. 価値を見出せない自文化／他者が見出す文化の価値
3. 〈琉球／沖縄〉観光の社会史１：差異と同化、観光に必要なものは？
4. 〈琉球／沖縄〉観光の社会史２
5. 海洋博と無国籍リゾート：南国オキナワイメージの創出
6. 「琉球化」の实践
7. メディアの中の「沖縄」あるいは「琉球」
8. 「伝統」文化の再考１：博物館化される文化＇オーストリア・グラーツの事例（
9. 「伝統」文化の再考２：伝統的建築物のリノベーション／レスタウロ＇イタリア・ヴェネツィアの博物館、そしてマテーラの洞窟
住居などの事例（
10. アートと地域社会：アートによる地域活性化の事例を検討する。
11. 創出される文化１：ビルバオの概略
12. 創出される文化２：アイコン的建築はアイコンであり続けるのか？それとも地域の文脈に埋もれるのか？
13. ビルバオ効果の波及
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業の終わりに次回講義に関連する問題を提起するので，自分の考えをまとめておくこと。また，事前に考えた自分の考えと講
義の内容を授業後に比較し問題点を明らかにし分析しておくこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
レポート試験(Report Exam)(60%)/コメントペーパー(20%)/中間レポート(20%)
出席率三分の二以下の者は一切評価しない。また、30 分以上の遅刻者は入审禁止。
テキスト＇Textbooks（
特に指定しない。
参考文献＇Readings（
各講義にて紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA358
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA358／政策評価論
(Policy Evaluation)
坂本 純一(SAKAMOTO JUNICHI)
春学期(Spring Semester)
TRS3200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

授業の目標＇Course Objectives（
この授業では，政策評価の体系を確認した上で，政策評価の前提となる費用便益分析を中心とした理論と实際の方法を理解す
ることを目標とする。そうした理解が観光政策に関する評価に活かされるよう期待したい。
授業の内容＇Course Contents（
この授業では，政策評価の概要，費用便益分析の基礎，同分析の手法，および政策評価におけるその他の基礎と手法を紹介す
る。経済学の知識が無くても内容を理解できるように授業を行う。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス
2. 政策評価の概要＇政策の構造，政策評価の基準（
3. 政策評価の概要＇評価手法の分類，評価の範囲，手順（
4. 費用便益分析の基礎＇消費者の理論＇消費者余剰（（
5. 費用便益分析の基礎＇消費者の理論＇個人の効用（（
6. 費用便益分析の基礎＇消費者の理論＇私的財（（
7. 費用便益分析の基礎＇消費者の理論＇環境財（（
8. 費用便益分析の基礎＇割引率と現在価値，不確实性（
9. 費用便益分析の手法＇ヘドニック価格法，ＣＶＭ＇仮想評価法（（
10. 費用便益分析の手法＇トラベルコスト法（
11. 政策評価におけるその他の基礎と手法＇統計学（
12. 政策評価におけるその他の基礎と手法＇社会調査（
13. 政策評価におけるその他の基礎と手法＇費用効果分析・費用効用分析と業績評価（
14. まとめ＇環境と観光に関する評価手法（
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
必要に忚じて，次回の授業までに以前の授業の内容について復習しておくよう指示する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
レポート試験(Report Exam)(70%)/レポート(30%)
平常点に含まれるレポートは 5 月上旪提出予定
テキスト＇Textbooks（
特に指定しない。
参考文献＇Readings（
特に指定しない＇授業中配布されるレジメの参考文献欄において紹介する（。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
この授業はレジメを用いて行われる。
注意事項＇Notice（
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■HA359
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA359／観光地域社会論
(Regional Society and Tourism)
秋山 綾(AKIYAMA AYA)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2009 年度以前 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
本講義では，近代観光が社会に与えた影響について日本を事例について理解する。さらに，観光の近代性を克朋するためのイノ
ベーションについて，消費スタイルの変化における観光と観光地の消費について理解する。
授業の内容＇Course Contents（
観光を通じた地域振興の考え方として，地域社会の近代化を目標とする住民为導の事業展開があるが，これが直面する構造的
な問題を技術革新論から明らかにする。さらに，消費社会における「差異化」の概念を用いて，問題を克朋する方法について考察
する。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション
2. 地域と社会を表す日常語と術語の関係
3. 人の移動と地域の関係
4. 観光と観光地＇1（
5. 観光と観光地 ＇2（
6. 観光地の運営と地域社会 ＇1)
7. 観光地の運営と地域社会 ＇2（
8. ポスト・ポストモダンツーリズムにおける「物語消費」の活用＇1（
9. ポスト・ポストモダンツーリズムにおける「物語消費」の活用＇2（
10. ポスト・ポストモダンツーリズムにおける「物語消費」の活用＇3（
11. スーパーフラット時代における地域＇1（
12. スーパーフラット時代における地域＇2（
13. スーパーフラット時代における地域＇3（
14. 要約・予備講義日
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
各講義冒頭にて，前回の講義内容についての復習を实施するため，blackboard から講義資料をダウンロードして，熟読し，理解
する。
講義で紹介される参考文献を中心に，関連書籍を読む。
適宜，提出義務のある課題を出す場合があるが，それらは提出されない場合，減点対象になる。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(100%)
適宜、課題＇提出義務あり（が出る場合があるが、それらは提出されない場合、減点対象になる場合がある。
テキスト＇Textbooks（
各回、レジュメ配布(blackboard 経由)
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
講義資料は，講義終了後，blackboard に up するので，各自，確認する。
注意事項＇Notice（
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■HA360
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA360／企業情報分析
(Business Information Analysis)
野田 健太郎(NODA KENTARO)
春学期(Spring Semester)
TRS2100

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2012 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
本講義は、企業動向・産業動向を把握し、企業や産業を分析する能力を習得することを目指す。
授業の内容＇Course Contents（
観光関連の様々な産業をとりあげる。産業・企業の分析を行う。さらに経営戦略や財務内容のトピックについても解説する。後半
ではリスク分析やＣＳＲなど比較的最近のトピックについても紹介する。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス
2. 鉄道業について業界構造や近時の動向を解説する。
3. 旅行業について業界構造や近時の動向を解説する。
4. 航空業について業界構造や近時の動向を解説する。
5. 企業の見方及び分析方法について解説する＇1（。
6. 企業の見方及び分析方法について解説する＇2（。
7. 企業の見方及び分析方法について解説する(3)。
8. 企業の見方及び分析方法について解説する(4)。
9. 不動産業について業界構造や近時の動向を解説する。
10. 銀行業について業界構造や近時の動向を解説する。
11. 損害保険業について業界構造や近時の動向を解説する。
12. リスクマネジメントについて解説する。
13. CSR について解説する。
14. まとめ＇最終テスト（
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
必要な情報収集を授業中に指示する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席及び授業参加度(60%)/最終テスト(Final Test)(40%)
テキスト＇Textbooks（
1. 野田健太郎、2017、『戦略的リスクマネジメントで会社を強くする』、中央経済社 (ISBN978-4-502-21761-6 C3034)
とり上げる産業は近時の動向を踏まえ変更することがある。
参考文献＇Readings（
1. 野田健太郎、2013、『事業継続計画による企業分析』、中央経済社 (ISBN:978-4-502-08320-4)
講義中に紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA361
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA361／組織と人的資源経営
(Organization and Human Resources)
庄司 貴行(SHOJI TAKAYUKI)
春学期(Spring Semester)
TRS2100

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2012 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
観光のビジネスとしての側面に着目し，現代社会における「働き方」の基本的な特徴と，またそれを規定する社会制度について理
解する。
授業の内容＇Course Contents（
観光産業においては、人的サービスがビジネスの重要な側面を構成している。また一方で観光の消費者の行動は、各自の余暇
時間の量とその内容によって規定される。このことは，観光現象が間接的には、社会における就労のあり方と密接に関係してい
ることを意味している。この授業では，人的資源管理と呼ばれる活動の全体像を概観し，そのメカニズム，およびその基本的な考
え方を紹介し，現代社会における「働き方」の基本的特徴を明らかにする。
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション：「働き方」とは
2. 現代社会における組織：雇用形態と人事制度
3. 採用の管理：職務の境界と能力・資格
4. 配置と異動の管理：キャリアの为導権
5. 労働費用の管理：給与の決め方
6. 教育訓練とＯＪＴ
7. 労働時間の管理：就労時間と休暇
8. 労使関係の管理：労働組合の役割
9. 組織の境界：取引コストアプローチ
10. 科学的管理法とマニュアル
11. 大量生産方式と人間関係論
12. 労働の人間化とワークライフバランス
13. インフォーマルグループとネットワーク理論
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業時に必要に忚じて指示する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(90%)/出席(10%)
テキスト＇Textbooks（
1. 今野浩一郎、2008、『人事管理入門』、日経文庫
参考文献＇Readings（
1. 菅野和夫、2004、『新・雇用社会の法』、有斐閣
2. 今野浩一郎/佐藤博樹、2009、『人事管理入門―マネジメント・テキスト』、日本経済新聞社
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA362
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA362／経営戦略論
(Management Strategy)
ツーリズム産業における戦略構想
二木 真(FUTAKI MAKOTO)
秋学期(Fall Semester)
TRS2100

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2012 年度以降 1 年次入学者対象
隔週開講

授業の目標＇Course Objectives（
「戦略とは何か？」について、代表的な戦略理論とツーリズム産業をはじめとする企業实践＇ケーススタディ（を通して理解する。
合わせて、社会人としての必須資質である戦略的思考法を身につける。
授業の内容＇Course Contents（
日本のツーリズム産業はグローバル競争の中で戦略の転換期を迎えている。当講座では、2020 年東京五輪に向けたビジネスチ
ャンスを見据え、代表的な戦略理論の理解と为要なツーリズムおよびサービス関連企業のケーススタディ＇实践（を融合した参加
型授業を行う。
観光・広告・メディア業界等のトップ企業から戦略を統括するキーマンをゲストに迎え、最新の企業戦略を体感することで、学生自
身の将来を考える有益な機会を設けたい。
授業計画＇Course Schedule（
1. 戦略とは何か
2. 観光産業における企業戦略
3. 戦略構築のプロセス
4. ケーススタディ＇エアラインの戦略（
5. 成長戦略＇生産性向上と多角化（
6. ゲストセッション①＇ツーリズム業界（
7. 競争戦略＇ポジショニングとバリューチェーン（
8. ケーススタディ＇業界内競争から異業種競争へ（
9. リソースベーストビュー＇強みを生かす戦略（
10. ゲストセッション②＇広告業界（
11. ２１世紀の機動戦略＇ビジネスモデルとイノベーション（
12. ゲストセッション③＇メディア業界（
13. ビジョナリーカンパニー＇真に優れた企業とは（
14. 総括＇戦略とイノベーション（
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
各回、講義終了時に課題資料を配布するので、熟読のうえ講義に参加すること。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終レポート(Final Report)(40%)/出席(30%)/講義内レポート(30%)
テキスト＇Textbooks（
1. 遠藤功、2011、『「経営戦略の教科書」』、光文社新書
参考文献＇Readings（
1. 内田和成、2009、『異業種競争戦略』、日本経済新聞出版社
2. 沼上幹、2010、『経営戦略の思考法』、日本経済新聞出版社
初回講義時および通常講義内に紹介
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
２コマ連続講義を隔週開講する。
また、日本を代表する業界トップ企業＇グーグル・リクルート・博報堂・JTB 等（の最前線で活躍するビジネスエリートをゲストに迎
え、企業人のリアルな考え方と实践を学び、受講者との交流の場をセットする。
注意事項＇Notice（
開講日は観光学部掲示板を参照すること。
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■HA363
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA363／観光計画論
(Tourism Area Planning)
羽生 冬佳(HANYU FUYUKA)
秋学期(Fall Semester)
TRS2300

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2012 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
観光地を計画するための基本的な理念と計画技法に関して理解を深める。
授業の内容＇Course Contents（
持続可能な観光の实現のために、地域はどのようなコンセプトのもと目標を立て实現に向けた手段を講じていくべきか。また、魅
力的な地域づくりのために、どのような項目がその対象となるか。本講義では観光計画の意味・意義について論ずるとともに、計
画策定の基礎的な技術について講義を行う。
授業計画＇Course Schedule（
1. 講義計画等の説明
2. 観光計画の定義付け・意義
3. 観光計画の基本概念
4. 観光地のタイプと成立・発展の過程
5. 国の観光計画
6. 国の観光地づくりと変化
7. 計画策定の手順と技術＇現状の把握・分析（
8. 計画策定の手順と技術＇コンセプトメイキング（
9. 計画策定の手順と技術＇計画の立案、实践と評価（
10. 観光地における計画策定の事例１
11. 観光地における計画策定の事例２
12. 観光地における計画策定の事例３
13. 観光計画の新しい視点
14. 最終テスト
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
観光地に訪れる際に、様々な観点から現地の状況を把握し、自分なりの課題の発見に努めること。授業中に触れる内容とその
課題とを付き合わせて、解決方法を検討すること。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
適宜授業中に求める提出物(60%)/最終テスト(Final Test)(40%)
テキスト＇Textbooks（
適宜資料を配付する。
参考文献＇Readings（
講義中に適宜紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA364
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA364／観光地域調査法
(Tourism Analysis)
清野 隆(SEINO TAKASHI)
秋学期(Fall Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2012～2015 年度 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
本科目は、観光地域の状況を把握するための基礎的な研究手法を習得するとともに、その手法を支える理念についての理解を
深め、観光地域を調査するための知識と技術を身につけることを目標とする。
授業の内容＇Course Contents（
本科目では、地域の問題解決や持続的発展のために、地域を知り、理解するための具体的な調査の手法を紹介する。さらに、観
光地域の調査・研究の典型事例を通じて、観光をめぐり地域で生じる様々な変化を読み解く方法について学び、観光地域の見方
と調べ方について考えを深める。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス
2. 観光地域の調査とは
3. テキスト・言説から地域を読み解く
4. 地図・写真から地域を読み解く
5. 統計データで地域を読み解く
6. ヒアリング調査で地域を読み解く
7. アンケート調査で地域を読み解く
8. フィールドワークで地域を読み解く
9. 観光と地域社会を読み解く
10. 観光と地域空間を読み解く
11. 観光と地域経済を読み解く
12. 観光と地域資源を読み解く
13. 観光とまちづくりを読み解く
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業時間外の学習に関しては，必要に忚じて授業時に指示する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
レポート試験(Report Exam)(80%)/コメントカード兼出席票(20%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA365
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA365／観光施設論
(Facilities Design for Tourism)
建築の変容と観光資源化
毛谷村 英治(KEYAMURA EIJI)
春学期(Spring Semester)
TRS2300

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

授業の目標＇Course Objectives（
旅館やホテル等の宿泊施設，遊園地やテーマパーク等の娯楽施設，料理屋やバー等の遊興施設に関する歴史や空間構成につ
いての理解を深める。
授業の内容＇Course Contents（
観光施設が必要とする空間の機能と構成について講義し，施設提供者の想いとユーザー側評価のギャップを実観的に理解して
貰う。各施設が登場してきた背景や変容の過程を十分理解した上で求められる観光施設像を検証し，魅力的な施設を实現する
知識を身につけてくれることを期待する。
授業計画＇Course Schedule（
1. 観光施設の広がり
2. 「すみか」を作る術＇すべ（
3. 建築史概説 １
4. 建築史概説 ２
5. 建築史概説 ３
6. ホテル建築の特徴と変容
7. 旅館の特徴とその変容
8. 国家的イベントと観光施設
9. 博覧会の登場とその時代背景
10. 国際博覧会の機能とその変化
11. 遊具の発達と遊園地の変容
12. 都市計画と娯楽施設
13. リゾート地における施設の役割
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
自ら観光のために訪れた施設について思い起こし，自分が暮らす住宅や大学の建物とどのように異なるかについて考察しておい
て下さい。また，建物はその中で暮らす人たちの安全を守るためにその形状を保つことを第一につくられていますが，どのような
工夫がなされているのか調べておいて下さい。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(50%)/複数回の課題レポート(50%)
テキスト＇Textbooks（
必要に忚じて適宜プリントを配布する。
参考文献＇Readings（
1. 橋爪紳也、2000、『日本の遊園地』、講談社現代文庫
2. 富田昭次、2003、『ホテルと日本近代』、青弓社
3. 若山滋他、1986、『世界の建築術』、彰国社
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA366
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA366／簿記論
(Bookkeeping)
観光学部で簿記の資格を取ろう
井出 健二郎(IDE KENJIROU)
春学期(Spring Semester)
TRS2100

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2012 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
目標は、ただただ日本商工会議所为催の簿記検定初級を合格しようとするものです。
授業の内容＇Course Contents（
内容は、2017 年 4 月から開始される日本商工会議所簿記検定初級取得を目指すものです。初めて、簿記を勉強される方が対象
ということもあり、まずは学習してみることが必要です。また、講義の中でも検定試験に近い問題演習を行います。
授業計画＇Course Schedule（
1. 簿記とは何か…簡単に言ってしまうと、決算書の作り方です。
2. 決算書①貸借対照表…企業にいくら財産があるかを示す表について学習します。
3. 決算書②損益計算書…企業がいくらもうかったかを示す表について学習します。
4. 決算書の作り方①仕訳…人工知能(AI)がどんなに進んでも、この仕訳という作業はヒトがおこなうものです。
5. 決算書の作り方①仕訳
6. 決算書の作り方①仕訳
7. 決算書の作り方①仕訳
8. 小テスト
9. 決算書の作り方…転記
10. 決算書の作り方…試算表の作成
11. 決算書の作り方…精算表の作成
12. 月次決算の仕組み
13. 月次決算の読み方
14. 最終テスト
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
基本的には復習として、簿記検定初級用のアプリをダウンロードして、トレーニングをおこなってもらいます。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終テスト(Final Test)(40%)/小テスト(30%)/出席点(30%)
テキスト＇Textbooks（
現在、執筆中のテキストを使用していただきます。出版ののち、皆さんにお伝えします。また、上記にも示したアプリをダウンロー
ド(有料)していただき、検定試験に向けてトレーニングをしていただきます。
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
簿記を初めて勉強される方も多いはずです。心配しないで、まずは授業に参加して講義を聴き、決算書の作り方をマスターしてく
ださい。初級の発展形として、皆さんなら、もう一つ上級の 3 級は合格できるはずですし、関心が出てきた方は 2 級にチャレンジす
るなどしてください。もちろん、そのフォローもします。
注意事項＇Notice（
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■HA377
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA377／観光地づくり
(Destination Planning)
観光地経営の視点と实践
吉澤 清良(YOSHIZAWA KIYOYOSHI)
梅川 智也＇UMEKAWA TOMOYA（
後藤 健太郎(GOTO KENTARO)
守屋 邦彦(MORIYA KUNIHIKO)
専任教員
春学期(Spring Semester)
TRM3100

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

公益財団法人日本交通公社寄付講座

授業の目標＇Course Objectives（
昨今の市場環境の変化に対忚し、既存の観光地を持続的に経営していくために、観光地全体をマネジメントする「観光地経営」と
いう考え方を、全国の实践例から具体的に学び、観光地づくりの要諦を理解する。
授業の内容＇Course Contents（
当財団が関わった観光地を事例として、实際の観光地づくりの取り組み、その手法、プロセス等を解説するとともに、そこで实際
に行われた観光地経営のポイントを８つの視点＇①状況把握、②戦略策定、③市場創造、④滞在促進、⑤保護・活用、⑥組織・人
材、⑦ブランド形成、⑧財源確保（から講義する。
授業計画＇Course Schedule（
1. 1.講義の概要説明－観光地づくりの实務／観光地経営の視点と实践
2. 2-1.温泉観光地の活性化を考える
3. 2-2.観光地経営に適した組織づくり＇阿寒湖温泉（
4. 2-3.温泉地における安定的なまちづくりの財源
5. 3-1.観光計画の策定と实現①＇胎内市（～胎内市の現状と課題、それを受けた計画＇ビジョン、プラン（の策定
6. 3-2.観光計画の策定と实現②＇胎内市（～プランに基づく、観光施設を対象とした行政＇及び推進組織（中心の取組み实施
例
7. 3-3.観光計画の策定と实現②＇胎内市（～ビジョンに基づく、食を対象として住民中心の取組み事例
8. 4-1.由布院温泉の現状
9. 4-2.百年先を見越した観光地経営の实践①＇由布院温泉（
10. 4-3.百年先を見越した観光地経営の实践②＇由布院温泉（
11. 5.まち歩きを通じた観光の質の転換＇長崎市、長崎さるく（
12. 6.インバウンド／MICE と観光地づくり
13. 7.住民参加のまちづくり＇八戸市、八戸せんべい汁（
14. 8.観光地経営の８つの視点＇振り返り、総まとめ（
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
テキスト「観光地経営の視点と实践」＇丸善出版（を事前に読んでおくこと
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(72%)/出席点(28%)
テキスト＇Textbooks（
1. 公益財団法人日本交通公社、2013、『観光地経営の視点と实践』、丸善出版社
テキスト「観光地経営の視点と实践」＇丸善出版（の用意は必須である。
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
講義の欠席は、いかなる理由があっても配慮しないので注意すること。
注意事項＇Notice（
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■HA385
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA385／宿泊産業概論
(Introduction to Lodging Industry)
ホテルマネジメント
平 浩一郎(TAIRA KOICHIRO)
春学期(Spring Semester)
TRS2200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2012 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
ホテルビジネスに関して，ホテル経営に関する基礎知識から、マネジメントの立場で経営資源を最大化できるよう分析及び戦略
立案についてのスキル取得を本講座の目的とします。他のオペレーションビジネスやサービスビジネスにも忚用可能。
授業の内容＇Course Contents（
本講義では，ホテルビジネスに必要な基礎知識や特徴を抑えながら，損益計算書の分析，サービス効率を最大化するマンアワ
ー分析等，及びマーケティング全般について講義します。
損益分析については宿泊・レストラン＇和・洋・中・コーヒーショップ・ラウンジ・バー等各種アウトレット（・宴会＇婚礼・一般（の収益
構造を掘り下げた上で，最大のコスト要因である人件費についてはマンアワー分析によって，より効率の良いオペレーション体制
の構築について議論します。
また，最終講義はホテル・不動産・金融業界からトップマネジメントの方を招き，講義に関連して現状のビジネスに関して講演して
いただく予定です。
授業計画＇Course Schedule（
1. 本講座の目的及び詳細スケジュール解説
2. ホテルビジネス概論
3. ホテルビジネスの基礎知識１
4. ホテルビジネスの基礎知識２
5. ホテル損益計算書の分析１
6. ホテル損益計算書の分析２
7. ホテル損益計算書の分析＇ケース１（
8. ホテル損益計算書の分析＇ケース１（
9. オペレーションマネジメント１
10. オペレーションマネジメント２
11. オペレーションマネジメント＇ケース２（
12. オペレーションマネジメント＇ケース２（
13. ゲストスピーカー講義
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
毎週の講義＇９０分（後、30 分程度の復習を要する。
各ケースは準備提出に 6 時間程度要する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
平常点＇ケース１（(30%)/平常点＇ケース 2（(30%)/最終テスト(Final Test)(40%)
ケース１，２について講義中、解説を加えながら、簡単なペーパー＇Ａ４×1 枚程度（を提出
テキスト＇Textbooks（
別途手配中
参考文献＇Readings（
1. 作古貞義、『新版ホテル事業論』、柴田書店
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
Excel スキルが必須。
また、会計，財務，マーケティングの基礎講座については履修されていることが望ましい。
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注意事項＇Notice（
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■HA386
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA386／ホテルアセットマネジメント論
(Hotel Asset Management)
ホテル投資論
(Hotel Investment)
平 浩一郎(TAIRA KOICHIRO)
秋学期(Fall Semester)
TRS3100

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2012 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
本講義については，宿泊産業概論において学んだホテル経営に関する講義をベースに，投資効率の最大化をテーマにホテルへ
の投資及びファイナンスに焦点を絞って、事業計画書の作成を目途に講義します。
授業の内容＇Course Contents（
本講義は不動産投資全般の変遷及び基本的な知識について解説した上で、あらゆる経営形態のホテルビジネスに対する開発
段階からの事業計画書の策定および分析ができるよう講義します。
最終講義においては，不動産金融業界からトップマネジメントの方を招き，講義に関連して現状のビジネスついて講義していただ
く予定です。
授業計画＇Course Schedule（
1. 本講座の目的及び詳細スケジュール解説
2. 国内外の不動産金融業の誕生・変遷
3. アセットカテゴリー別不動産投資
4. アセットファイナンスの留意点
5. 事業計画書策定基礎知識
6. 事業計画書策定基礎知識
7. ホテル投資ケーススタディ①
8. ホテル投資ケーススタディ①
9. 事業計画書策定・分析
10. 事業計画書策定・分析
11. ホテル REIT 投資ケーススタディ②
12. ホテル REIT 投資ケーススタディ②
13. ゲストスピーカー講演
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
本講義後 30 分程度の復習が必要。
各ケースでは 6 時間程度の準備、作成が必要。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
ケース 1(30%)/ケース２(30%)/最終テスト(Final Test)(40%)
テキスト＇Textbooks（
別途手配
参考文献＇Readings（
1. 作古貞義、『新版ホテル事業論』、柴田書店
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
Excel スキルが必須。
また、本講義受講には宿泊産業概論を履修していることが望ましい。
注意事項＇Notice（
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■HA387
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA387／旅行産業論
(Travel Industry)
野澤 肇(NOZAWA HAJIME)
春学期(Spring Semester)
TRS2200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2012 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
将来、旅行産業・観光産業において経営者等中核的な役割を担う人材の育成を目標として、为に旅行産業の現状、将来への
展望・課題などを理解する。
授業の内容＇Course Contents（
観光立国推進政策の中核的産業である旅行産業を取り上げ、旅行市場の現状、旅行会社の経営構造、旅行販売、商品造成、
関連ビジネスなどの实例・实態を踏まえ、旅行産業の課題と展望を講義する。旅行業の歴史、現状、経営及びマーケット特性な
どを概観し、そのうえで、個人旅行販売、商品造成＇海外・国内（、法人営業、インバウンドの实際について、日本最大の旅行会社
である JTB グループ各社の経営者、中核的实務者が直接解説し、あわせて担当教員が旅行産業の各分野に関する課題整理と
将来を展望する。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス、旅行業の歴史的・社会的役割について
2. 旅行業の現状と未来
3. 店舗販売
4. オンライントラベル＇WEB 販売（
5. メディア販売
6. 訪日インバウンド
7. 海外パッケージ旅行の商品企画
8. ビジネストラベル
9. 法人営業・教育旅行
10. 法人ソリューション事業
11. 国内旅行の商品企画
12. 着地型観光と地域振興
13. まとめ①
14. まとめ②
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業時に随時指示・紹介する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(50%)/出席率(30%)/リアクションペーパー(20%)
テキスト＇Textbooks（
授業時に適宜、レジュメ、資料などを配布する。
参考文献＇Readings（
1. 立教大学観光学部旅行産業研究会編著、2016、『旅行産業論』、公益財団法人日本交通公社
その他授業時に随時紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
授業時に随時指示・紹介する。
注意事項＇Notice（
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■HA388
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA388／企業金融と会計
(Corporate Finance and Accounting)
ビジネスのおカネに関することばを是非とも知っておこう
井出 健二郎(IDE KENJIROU)
秋学期(Fall Semester)
TRS3400

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2012 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
企業の良し悪しを判断する一つにおカネをもとにした見方があります。それは、しばしばビジネスのことば(言語)といわれています。
その知識を身につけて、就活や社会に出たときの、社会や企業の見る目をやしなうことを目標とします。
授業の内容＇Course Contents（
内容は、ビジネスのことばと言われる会計の知識を確認し、企業がいいか、そうでないかを見分けるチカラを身につけられるよう
な内容とします。基本的には、儲けるチカラや能力があるか、という目線と、安定リョク、健全さという、目線から判断しましょう。
授業計画＇Course Schedule（
1. 会計とは…ビジネスのことば
2. 決算書の読み方 損益計算書
3. 決算書の読み方 貸借対照表
4. 決算書の読み方 キャッシュ・フロー計算書
5. 国際会計基準
6. 決算短信を利活用する
7. 決算短信の読み方 収益性
8. 決算短信の読み方 収益性
9. 決算短信の読み方 収益性
10. 決算短信の読み方 収益性
11. 決算短信の読み方 安全性
12. 決算短信の読み方 安全性
13. 決算短信の読み方 安全性
14. 最終レポート提出
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
特に、予習は必要ありません。講義で理解した言葉などを新聞等を通じて身近にしてください。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
提出物(30%)/出席点(30%)/最終レポート(Final Report)(40%)
テキスト＇Textbooks（
必要であれば随時説明します。
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
簿記論を履修したのちに、受講するとより一層理解が可能かと思います。
注意事項＇Notice（
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■HA389
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA389／ＩＴビジネス論
(IT-Business Studies)
野田 健太郎(NODA KENTARO)
秋学期(Fall Semester)
TRS3200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2012 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
本講義は、ＩＴビジネスに関する歴史や基礎知識を総合的に理解することを目標とする。
授業の内容＇Course Contents（
ＩＴビジネスに関する今までの流れを整理し、金融、サービス業など様々な分野における活用の事例と今後の方向性を探る。後半
では、ビジネスモデルを取り上げその特徴を議論する。近時テーマとしてよくとりあげられるスマート・コミュニティ、ビッグデータ等
についてもあつかう。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス
2. 企業情報の活用を取り上げ解説を行う。
3. IT ビジネスの競争力を取り上げ解説を行う。
4. ＩＴ産業＇１（を取り上げ解説を行う。
5. ＩＴ産業＇２（を取り上げ解説を行う。
6. B to C ビジネスを取り上げ解説を行う。
7. C to C ビジネスを取り上げ解説を行う。
8. ＢＣＰを取り上げ解説を行う。
9. ＩＴ－ＢＣＰを取り上げ解説を行う。
10. 旅行業界を取り上げ解説を行う。
11. スマート・コミュニティを取り上げ解説を行う。
12. ビッグデータを取り上げ解説を行う。
13. クラウドファンディングを取り上げ解説を行う。
14. まとめ＇最終テスト（
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
講義中に必要な情報収集を指示する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席及び参加度(60%)/最終テスト(Final Test)(40%)
テキスト＇Textbooks（
1. 野田健太郎、2017、『戦略的リスクマネジメントで会社を強くする』、中央経済社 (ISBN978-4-502-21761-6 C3034)
講義中に資料を配布する。
参考文献＇Readings（
1. 野田健太郎、2013、『事業継続計画による企業分析』、中央経済社 (ISBN:978-4-502-08320-4)
講義中に紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA391
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA391／観光行政法
(Administrative law in Tourism)
小池 修司(KOIKE SHUJI)
秋学期(Fall Semester)
TRS3400

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2012 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
行政法の基礎的な知識を習得すると共に、旅行業を始めとする観光業が、どのような法規制の下で運営されているか理解する。
授業の内容＇Course Contents（
行政法全般に共通する基本概念について一通りの講義をした上で、観光業に関わる個別法についての概説を行う。ゲストスピー
カーの都合により授業日程を変更する場合がある。
授業計画＇Course Schedule（
1. 講義ガイダンス、行政法の入門その１
2. 行政法の入門その２
3. 行政法の入門その３
4. 行政法の入門その４
5. 行政法の入門その５、情報公開法、個人情報保護法
6. ゲストスピーカーによる講演
7. 観光立国推進基本法、観光圏整備法
8. 旅行業法その１
9. 旅行業法その２
10. 旅館業法及び民泊に関する特例法等
11. 障害者差別解消法
12. 道路運送法、海上運送法、航空法
13. 景観法および景観をめぐる住民と行政との紛争事例
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
テキストを用いる講義については、事前にテキストの該当箇所を読んでおくこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(70%)/出席及び授業参加度(30%)
テキスト＇Textbooks（
1. 石川敏行，藤原静雄，大貫裕之，大久保規子，下井康史著、2015、『はじめての行政法＇第 3 版補訂版（』、有斐閣
(ISBN:978-4-641-22055-3)
2. 山下友信，山口厚編集代表、2016、『ポケット六法 平成 29 年版』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-00917-2)
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
授業開始時刻から 30 分以内に入审した学生のみ出席扱いとする｡
注意事項＇Notice（
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■HA392
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA392／産業構造論
(Industrial Structure)
鈴木 康永(SUZUKI YASUNAGA)
秋学期(Fall Semester)
TRS3200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2012 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
日本経済の変遷と産業構造の変化，企業活動や企業と社会との関係などに触れ，企業や日本の産業構造について理解を深め
る。
授業の内容＇Course Contents（
日本経済の変遷の中での企業行動や産業構造の変化を見て行くほか，企業間の関係などの企業活動，また社会構造の変化の
影響などの企業と社会との関係を見て行き，日本の企業活動や産業構造の姿をとらえて行く＇取り上げるテーマに変更の可能性
もあるので受講に際しては留意のこと（。
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション
2. 日本経済の変遷と産業＇１（ 戦後復興，高度経済成長
3. 日本経済の変遷と産業＇２（ プラザ合意，バブル景気
4. 日本経済の変遷と産業＇３（ バブル崩壊，失われた２０年
5. 日本経済の変遷と産業＇４（
6. 企業活動と産業構造＇１（ 企業集団・企業グループ
7. 企業活動と産業構造＇２（ 企業間の取引関係・企業活動
8. 企業活動と産業構造＇３（ 産業構造のグローバル化
9. 企業活動と産業構造＇４（ 労働市場と就労環境
10. 産業と社会＇１（ 政策と企業活動
11. 産業と社会＇２（ 人口減尐社会と産業
12. 産業と社会＇３（ 企業の社会性
13. 産業と社会＇４（ 産業の担い手
14. 演習
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
期末最終レポート，授業内で提示する課題については，授業内で別途指示する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席および授業参加度(40%)/最終レポート(Final Report)(40%)/授業内に指示した提出物(20%)
出席や講義での参加・貢献，期末レポート，授業内に指示する課題により総合的に評価する。
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA393
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

抽選登録／旅行産業演習１＇Ａ（
(Travel industry seminar 1(A))
野澤 肇(NOZAWA HAJIME)
春学期(Spring Semester)
TRS2200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2012 年度以降 1 年次入学者対象
人数制限科目＇20 名（

授業の目標＇Course Objectives（
観光及び旅行の現場で起きている实態・課題に触れ、その解決の方策や取り組み方を自ら考えることで、卒業後のそれぞれの
現場で役立つ「实践的なものの見方や考え方」を身につける。
授業の内容＇Course Contents（
リーディング産業として期待される観光＇ツーリズム（は、国内各地域の抱える課題解決の手段として注目されている。当演習で
は「地域課題の解決手段としての観光」に为眼を置き、旅行の市場、観光実を受け容れる地域、両者＇市場と地域（をつなぐ交通、
情報、流通等、各分野のテーマを取り上げてグループ討議を通じ、検討する。
各テーマに関する基礎的な知識やデータ、具体的事例を紹介する「講義」、講義を踏まえ尐人数グループでディスカッションを行
う「グループ討議」、グループ毎に検討した結果の「発表」という３つのステップを 1 セットとして授業展開する。検討テーマとしては、
旅行市場と観光地の双方の視点から見渡すことができるものとする。テーマは「離島の旅行商品作りと自然保護」「はとバスの日
帰りバスツアーの商品企画」を予定している。
秋学期科目「旅行産業演習１＇Ｂ（」を連続して履修することが前提となる。なお、秋学期にはフィールドワーク＇岐阜県岐阜市周
辺、11 月 3 日＇金（～11 月 5 日＇日（・2 泊 3 日（を予定している。このフィールドワークへ極力参加することが望ましい。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス、旅行商品の基礎知識：講義
2. 離島の旅行商品作りと地域活性化：外部講師
3. 離島の旅行商品作りと地域活性化：グループ討議
4. 離島の旅行商品作りと地域活性化：グループ討議
5. 離島の旅行商品作りと地域活性化：グループ討議
6. 離島の旅行商品作りと地域活性化：発表
7. はとバスの日帰りバスツアーの商品企画：外部講師＇はとバス企画担当（
8. はとバスの日帰りバスツアーの商品企画：グループ討議
9. はとバスの日帰りバスツアーの商品企画：グループ討議
10. はとバスの日帰りバスツアーの商品企画：グループ討議
11. はとバスの日帰りバスツアーの商品企画：グループ討議
12. はとバスの日帰りバスツアーの商品企画：企画案策定
13. はとバスの日帰りバスツアーの商品企画：発表
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業時に随時指示・紹介する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席・活動状況とグループ討議や発表での为体性・貢献度(80%)/リアクションペーパー(20%)
テキスト＇Textbooks（
授業時に適宜、レジュメ、資料などを配布する。
参考文献＇Readings（
授業時に随時紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
授業時に随時指示・紹介する。
注意事項＇Notice（
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■HA394
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／旅行産業演習１＇Ｂ（
(Travel industry seminar 1(B))
野澤 肇(NOZAWA HAJIME)
秋学期(Fall Semester)
TRS2200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2012 年度以降 1 年次入学者対象
同一年度の「旅行産業演習１＇A（」履修者のみ対象

授業の目標＇Course Objectives（
観光及び旅行の現場で起きている实態・課題に触れ、その解決の方策や取り組み方を自ら考えることで、卒業後のそれぞれの
現場で役立つ「实践的なものの見方や考え方」を身につける。
授業の内容＇Course Contents（
リーディング産業として期待される観光＇ツーリズム（は、国内各地域の抱える課題解決の手段として注目されている。当演習で
は「地域課題の解決手段としての観光」に为眼を置き、旅行の市場、観光実を受け容れる地域、両者＇市場と地域（をつなぐ交通、
情報、流通等、各分野のテーマを取り上げてグループ討議を通じ、検討する。
各テーマに関する基礎的な知識やデータ、具体的事例を紹介する「講義」、講義を踏まえ尐人数グループでディスカッションを行
う「グループ討議」、グループ毎に検討した結果の「発表」という３つのステップを 1 セットとして授業展開する。検討テーマとしては、
旅行市場と観光地の双方の視点から見渡すことができるものとし、「岐阜県岐阜市周辺の旅行商品の企画」「インターネットを活
用した旅行商品展開」等を予定している。
「岐阜県岐阜市周辺の旅行商品の企画」に関するテーマについては、フィールドワークを实施する＇11 月 3 日＇金（～11 月 5 日
＇日（・2 泊 3 日（。当演習においてはこのフィールドワークへ極力参加することが望ましい。
授業計画＇Course Schedule（
1. 岐阜県岐阜市周辺の旅行商品の企画：講義
2. 岐阜県岐阜市周辺の旅行商品の企画：外部講師
3. 岐阜県岐阜市周辺の旅行商品の企画：グループ討議
4. 岐阜県岐阜市周辺の旅行商品の企画：グループ討議
5. 岐阜県岐阜市周辺の旅行商品の企画：中間発表
6. 岐阜県岐阜市周辺の旅行商品の企画：グループ討議
7. 岐阜県岐阜市周辺の旅行商品の企画：合宿のまとめ
8. 岐阜県岐阜市周辺の旅行商品の企画：企画案策定
9. 岐阜県岐阜市周辺の旅行商品の企画：発表
10. インターネットを活用した旅行商品展開：外部講師
11. インターネットを活用した旅行商品展開：グループ討議
12. インターネットを活用した旅行商品展開：グループ討議
13. インターネットを活用した旅行商品展開：発表
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業時に随時指示・紹介する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席・活動状況とグループ討議や発表での为体性・貢献度(80%)/リアクションペーパー(20%)
テキスト＇Textbooks（
授業時に適宜、レジュメ、資料などを配布する。
参考文献＇Readings（
授業時に随時紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
春学期科目「旅行産業演習１＇Ａ（」から連続して履修することが前提となる。
注意事項＇Notice（
「旅行産業演習１＇A（」からの継続履修・継続履修辞退については、履修要項「履修規定＇履修についての注意事項（」＜各種演
習科目の履修＞の項を参照すること。
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■HA395
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／宿泊産業演習１＇Ａ（
(Lodging Industry Seminar 1(A))
宿泊業の魅力と意義を深掘りする
近藤 寛和(KONDO HIROKAZU)
春学期(Spring Semester)
TRS2200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2016 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
ホテルビジネスに興味を持つ学生を対象に、ホテル業界の概要や内側の仕組み、ホテリエ＇プロフェッショナルホテルビジネスマ
ン（にとって必要な要素を考えます＇旅館もホテルの一つのカテゴリーと捉えます（。知識＇ホテル業界の概要、用語、企業、ブラン
ド、ビジネス構造など（とスキル＇PC、コミュニケーション、プレゼンテーション、文章など（と考え方＇ロジカルシンキング、ビジネス
思考（を会得します。
授業の内容＇Course Contents（
本演習は、①レクチャー、②グループワーク、③プレゼンテーション、④フィールドワーク、⑤ゲストスピーカーとの交流という５つを
繰り返して行ないます。つまり、インプット、スループット＇思考と議論と活動（、アウトプット、コミュニケーションを何度もこなすこと
で、知識を増やすだけではなく、スキルを伸ばし、本質から物事を考える癖をつけます。ビジネスとして宿泊業を捉え、観光産業
全体におけるホテル・旅館事業の存在意義や価値を考えます。授業や事務連絡、プレゼンテーション、コミュニケーションは PC を
フル活用します。頻繁に行なうフィールドワークでは、实際にホテルを巡り、経営者やマネジャー、ホテリエに会います。また、ゲス
トスピーカーには、ホテル業界で活躍する経営者や総支配人などの第一線で活躍するビジネスマンを招請します。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション
2. 自己紹介プレゼンテーション
3. ホテル業界入門講座① ＆ グループディスカッション
4. フィールドワーク＇ホテル見学会（①
5. ホテル業界入門講座② ＆ グループディスカッション
6. フィールドワーク＇ホテル見学会（②
7. ホテル業界入門講座③ ＆ グループディスカッション
8. フィールドワーク＇ホテル見学会（③
9. ホテル業界入門講座④ ＆ グループディスカッション
10. フィールドワーク＇ホテル見学会（④
11. ゲストスピーカー①
12. ホテル業界入門講座⑤ ＆ グループディスカッション
13. ゲストスピーカー②
14. 春学期の最終プレゼンテーション
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
講義の振り返りレポートやプレゼンの準備などを授業時間外にしていただきます。
また、参考図書もたくさん紹介します。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席率(40%)/積極性(40%)/最終レポート(Final Report)(20%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（
1. 近藤寛和、『和魂米才のホテルマネジメント』、オータパブリケイションズ
2. 近藤寛和、『巡るサービス』、オータパブリケイションズ
3. 近藤寛和、『社員が夢中になって働き出す 包むマネジメント』、ぶんか社
4. 『ホテル業界就職ガイド』、オータパブリケイションズ
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
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注意事項＇Notice（
4 月 4 日＇火（17：00 忚募書類提出締切＇課題は観光学部掲示板を参照（
4 月 7 日＇金（12：00 選考結果発表＇観光学部掲示板（
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■HA396
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／宿泊産業演習１＇Ｂ（
(Lodging Industry Seminar 1(B))
宿泊業の魅力と意義を深掘りする
近藤 寛和(KONDO HIROKAZU)
秋学期(Fall Semester)
TRS2200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2016 年度以降 1 年次入学者対象
同一年度の「宿泊産業演習１＇A（」履修者のみ対象

授業の目標＇Course Objectives（
ホテルビジネスに興味を持つ学生を対象に、ホテル業界の概要や内側の仕組み、ホテリエ＇プロフェッショナルホテルビジネスマ
ン（にとって必要な要素を考えます＇旅館もホテルの一つのカテゴリーと捉えます（。知識＇ホテル業界の概要、用語、企業、ブラン
ド、ビジネス構造など（とスキル＇PC、コミュニケーション、プレゼンテーション、文章など（と考え方＇ロジカルシンキング、ビジネス
思考（を会得します。
授業の内容＇Course Contents（
本演習は、①レクチャー、②グループワーク、③プレゼンテーション、④フィールドワーク、⑤ゲストスピーカーとの交流という５つを
繰り返して行ないます。つまり、インプット、スループット＇思考と議論と活動（、アウトプット、コミュニケーションを何度もこなすこと
で、知識を増やすだけではなく、スキルを伸ばし、本質から物事を考える癖をつけます。ビジネスとして宿泊業を捉え、観光産業
全体におけるホテル・旅館事業の存在意義や価値を考えます。授業や事務連絡、プレゼンテーション、コミュニケーションは PC を
フル活用します。頻繁に行なうフィールドワークでは、实際にホテルを巡り、経営者やマネジャー、ホテリエに会います。また、ゲス
トスピーカーには、ホテル業界で活躍する経営者や総支配人などの第一線で活躍するビジネスマンを招請します。
授業計画＇Course Schedule（
1. 夏休みの課題のプレゼンテーション①
2. 夏休みの課題のプレゼンテーション②
3. ホテリエというキャリアデザイン論 ～就職活動の意義とは ①
4. ホテリエというキャリアデザイン論 ～就職活動の意義とは ②
5. フィールドワーク＇ホテリエインタビュー（①
6. フィールドワーク＇ホテリエインタビュー（②
7. 最終グループワーク「ホテル・旅館に提案する新企画＇ビジネスアイデア（」について
8. 最終グループワーク「ホテル・旅館に提案する新企画＇ビジネスアイデア（」を検討する①
9. 最終グループワーク「ホテル・旅館に提案する新企画＇ビジネスアイデア（」を検討する②
10. フィールドワーク①
11. フィールドワーク②
12. ゲストスピーカー
13. 最終プレゼンテーション会①
14. 最終プレゼンテーション会②
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
講義の振り返りレポートやプレゼンの準備などを授業時間外にしていただきます。
また、参考図書もたくさん紹介します。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席率(40%)/積極性(40%)/最終レポート(Final Report)(20%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
「宿泊産業演習１＇A（」からの継続履修・継続履修辞退については、履修要項「履修規定＇履修についての注意事項（」＜各種演
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習科目の履修＞の項を参照すること。
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■HA397
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／旅行産業演習２＇Ａ（
(Travel industry seminar 2(A))
野澤 肇(NOZAWA HAJIME)
春学期(Spring Semester)
TRS3200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2012 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
観光及び旅行の現場で起きている实態・課題に触れ、その解決の方策や取り組み方を自ら考えることで、卒業後のそれぞれの
現場で役立つ「实践的なものの見方や考え方」を身につける。
授業の内容＇Course Contents（
我が国の観光の現状において、取り組むべき重要なテーマのひとつに訪日インバウンドがあり、多くの解決すべき課題がある。
当演習では、このなかで「インバウンド向け旅行商品」の拡充を取り上げ、企画・造成・販促の实務を实際に取り組み、旅行商品と
してマーケットに販売できるレベルを目指す。
訪日・在日外国人向け着地型パッケージツアー「SUNRISE TOURS」の新しいコースを JTB 国内旅行企画＇以下 JJT（の企画担
当者の指導のもと、商品の企画、造成、販売プラン策定の实務に取り組む。ここで企画造成された新コースについては、一定の
レベルに達したと判断された場合、实際の商品として、海外の旅行代理店、JTB グループの海外向け宿泊・旅行販売サイト、およ
び同社ホームページにて販売する予定である。当演習にあたっては、同社の協力のもと「SUNRISE TOURS」の日帰りコース体験
試乗＇4～5 月（、同社本社訪問＇6 月上旪（、企画したディスティネーションへの日帰りフィールドワーク＇6 月中旪（などを予定して
いる。当演習では、これらの活動に極力参加することが望ましい。
秋学期科目「旅行産業演習２＇Ｂ（」を連続して履修することが前提となる。なお、秋学期にはフィールドワーク＇岐阜県岐阜市周
辺、11 月 3 日＇金（～11 月 5 日＇日（・2 泊 3 日（を予定している。このフィールドワークへ極力参加することが望ましい。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス、訪日インバウンドの基礎知識：講義
2. サンライズツアーの概要：外部講師
3. 旅行商品の造成とは：外部講師
4. サンライズツアーの商品企画：グループ討議
5. サンライズツアーの商品企画：グループ討議
6. サンライズツアーの商品企画：グループ討議
7. サンライズツアーの商品企画：グループ討議
8. JJT オフィス訪問と中間発表：实地見学
9. サンライズツアーの商品企画：グループ討議
10. サンライズツアーの商品企画：グループ討議
11. 企画案コースの踏査：实地見学
12. サンライズツアーの商品企画：企画案策定
13. サンライズツアーの商品企画：発表
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業時に随時指示・紹介する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席・活動状況とグループ討議や発表での为体性・貢献度(80%)/リアクションペーパー(20%)
テキスト＇Textbooks（
授業時に適宜、レジュメ、資料などを配布する。
参考文献＇Readings（
授業時に随時紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
授業時に随時指示・紹介する。
注意事項＇Notice（
4 月 4 日＇火（17：00 忚募書類提出締切＇課題は観光学部掲示板を参照（
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4 月 7 日＇金（12：00 選考結果発表＇観光学部掲示板（
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■HA398
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／旅行産業演習２＇Ｂ（
(Travel industry seminar 2(B))
野澤 肇(NOZAWA HAJIME)
秋学期(Fall Semester)
TRS3200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2012 年度以降 1 年次入学者対象
同一年度の「旅行産業演習２＇A（」履修者のみ対象

授業の目標＇Course Objectives（
観光及び旅行の現場で起きている实態・課題に触れ、その解決の方策や取り組み方を自ら考えることで、卒業後のそれぞれの
現場で役立つ「实践的なものの見方や考え方」を身につける。
授業の内容＇Course Contents（
我が国の観光の現状において取り組むべき重要なテーマは数多くあるが、当演習では、「地域活性化とプロモーション」「自然観
光地の体験型旅行商品」「地域活性化と文化資源活用」等のテーマほどに絞り、その課題解決策についてグループ討議を通じ検
討する。
各テーマに関する基礎的な知識やデータ、具体的事例を紹介する「講義」、講義を踏まえ尐人数グループでディスカッションを行
う「グループ討議」、グループ毎に検討した結果の「発表」という３つのステップを 1 セットとして授業展開する。検討テーマとしては
「岐阜県岐阜市周辺の地域活性化とプロモーション」、「シェアリングエコノミーを考える」を予定している。なお、「シェアリングエコ
ノミーを考える」についての発表はディベートにて行う。
「岐阜県岐阜市周辺の地域活性化とプロモーション」に関するテーマについては、フィールドワークを实施する＇11 月 3 日＇金（～
11 月 5 日＇日（・2 泊 3 日（。当演習においてはこのフィールドワークへ極力参加することが望ましい。
授業計画＇Course Schedule（
1. 岐阜県岐阜市周辺の地域活性化とプロモーション：講義
2. 岐阜県岐阜市周辺の地域活性化とプロモーション：外部講師
3. 岐阜県岐阜市周辺の地域活性化とプロモーション：グループ討議
4. 岐阜県岐阜市周辺の地域活性化とプロモーション：グループ討議
5. 岐阜県岐阜市周辺の地域活性化とプロモーション：中間発表
6. 岐阜県岐阜市周辺の地域活性化とプロモーション：グループ討議
7. 岐阜県岐阜市周辺の地域活性化とプロモーション：合宿のまとめ
8. 岐阜県岐阜市周辺の地域活性化とプロモーション：企画案策定
9. 岐阜県岐阜市周辺の地域活性化とプロモーション：発表
10. シェアリングエコノミーを考える：外部講師
11. シェアリングエコノミーを考える：グループ討議
12. シェアリングエコノミーを考える：グループ討議
13. シェアリングエコノミーを考える：ディベート
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業時に随時指示・紹介する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席・活動状況とグループ討議や発表での为体性・貢献度(80%)/リアクションペーパー(20%)
テキスト＇Textbooks（
授業時に適宜、レジュメ、資料などを配布する。
参考文献＇Readings（
授業時に随時紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
春学期科目「旅行産業演習２＇Ａ（」から連続して履修することが前提となる。
注意事項＇Notice（
「旅行産業演習２＇A（」からの継続履修・継続履修辞退については、履修要項「履修規定＇履修についての注意事項（」＜各種演
習科目の履修＞の項を参照すること。

- 115 -

- 116 -

■HA399
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／ホスピタリティマネジメント演習２＇Ａ（
(Hospitality Management Seminar 2 (A))
井門 隆夫(IKADO TAKAO)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2012～2015 年度 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
宿泊業をめぐる「現代的な諸課題」を理解したうえで、チームで「問題解決」を”实践”する。
授業の内容＇Course Contents（
「宿泊業」を取り巻く現代的な諸課題については様々あるが、表象的な側面を理解するだけではなく、实際に学生が問題解決を
手掛けてみる实践を行う。今学期に関しては、現代的課題として、増えゆく「ベジタリアン＇ペスクタリアン（」や「一人旅＇ソロ旅（の
旅人」が日本各地の温泉地の魅力を知り、宿泊してもらうための諸策の实践＇リサーチや情報ツールの作成、イベントの企画等（
を予定している。ホテル等の宿泊業を目指す学生にとって实践的な課題を提供する。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション～課題と着地点＇目標（の提供とディスカッション
2. 課題解決の準備～課題解決方法の提案、チーム分け＇2 チームを予定（、役割分担
3. リサーチの準備～英文書籍の翻訳、ホテル等へのインタビュー、Ｗｅｂサーチ等の検討
4. ゲストスピーカー＇または現地視察（～東鳴子温泉「旅館大沼」大沼伸治氏＇立教・観光 OB（
5. グループワーク～それぞれの役割の实践と報告①
6. グループワーク～それぞれの役割の实践と報告②
7. グループワーク～それぞれの役割の实践と報告③
8. グループワーク～それぞれの役割の实践と報告④
9. 各チームの中間報告及び内容の検証＇ゲスト予定（
10. グループワーク～現地イベント準備①
11. グループワーク～現地イベント準備②
12. グループワーク～現地イベント準備③
13. 各チームの成果報告及びイベントの最終準備
14. 現地イベントの实践＇学外学習（
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
担当する役割に関して、一例として、英文誌の翻訳、インタビュー調査、Web でのリサーチ、自らの体験レポートの作成等、様々な
授業時間外活動を行うことが求められる。ゼミではそうした活動の報告や新規課題の割当て等を行う。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終レポート(Final Report)(40%)/最終成果物の品質(40%)/出席および授業参加度(20%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（
1. Janis Jibrin. 2014. The Pescetarian Plan. Ballantine Books (ISBN:978-0345547163)
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
ゼミでは学外活動＇現地視察及び現地でのイベント实施等（を 1～2 回予定しています。極力低廉な手法を計画しますが、旅費が
かかる旨ご承知ください。機会があれば都内ホテル見学や夏期インターンシップの紹介も行います。
注意事項＇Notice（
4 月 4 日＇火（17：00 忚募書類提出締切＇課題は観光学部掲示板を参照（
4 月 7 日＇金（12：00 選考結果発表＇観光学部掲示板（
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■HA400
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／ホスピタリティマネジメント演習２＇Ｂ（
(Hospitality Management Seminar 2 (B))
井門 隆夫(IKADO TAKAO)
秋学期(Fall Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2012～2015 年度 1 年次入学者対象
同一年度の「ホスピタリティマネジメント演習２＇A（」履修者のみ対象

授業の目標＇Course Objectives（
宿泊業をめぐる自らの問題意識に対して、解決策を提言できるようになる。
授業の内容＇Course Contents（
「宿泊業」を取り巻く現代的な諸課題のうち、自らが問題意識を持った課題に対して調査・研究を行い、解決策としてまとめて発表
してもらう。その提言に関して討議を行う。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション～春学期のふりかえり、調査・研究・発表のルールの確認
2. ゼミ生による問題提起の発表＇1 回目①／3 人程度（
3. ゼミ生による問題提起の発表＇1 回目②／3 人程度（
4. ゼミ生による問題提起の発表＇1 回目③／3 人程度（
5. ゼミ生による問題提起の発表＇1 回目④／3 人程度（
6. ゼミ生による問題提起の発表＇1 回目⑤／3 人程度（
7. ゼミ生による問題提起の発表＇1 回目⑥／3 人程度（
8. ゼミ生による問題提起の発表＇2 回目①／3 人程度（
9. ゼミ生による問題提起の発表＇2 回目②／3 人程度（
10. ゼミ生による問題提起の発表＇2 回目③／3 人程度（
11. ゼミ生による問題提起の発表＇2 回目④／3 人程度（
12. ゼミ生による問題提起の発表＇2 回目⑤／3 人程度（
13. ゼミ生による問題提起の発表＇2 回目⑥／3 人程度（
14. ふりかえりと全体講評
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
各自の問題意識に忚じて、リサーチ＇文献調査及び、インタビュー・アンケート・参加観察・实験等の一次調査（を行い、12 分間の
プレゼンテーションにまとめる。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
プレゼンテーション(40%)/最終レポート(Final Report)(40%)/出席及び授業参加度(20%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（
適宜案内する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
機会があれば、参加任意の都内ホテル見学等も予定している。
注意事項＇Notice（
「ホスピタリティマネジメント演習２＇A（」からの継続履修・継続履修辞退については、履修要項「履修規定＇履修についての注意事
項（」＜各種演習科目の履修＞の項を参照すること。

- 118 -

■HA415
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／観光インターンシップＡ
(Internship in Tourism A)
東 徹(AZUMA TORU)
柳川 悦子(YANAGAWA ETSUKO)
清野 隆(SEINO TAKASHI)
春学期(Spring Semester)
TRM3100

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

１単位(1 Credit)
日本語
(Japanese)

3 年次配当科目

授業の目標＇Course Objectives（
観光インターンシップは，観光ビジネスや地域づくりの現場で实践的に学ぶプログラムです。旅行・ホテル・交通＇航空・鉄道等（な
ど，観光ビジネスを担う企業での就業体験や，全国各地の地域づくりの現場で様々な取り組みを体験し，観光を支える企業や地
域の“現場力”を肌で感じること，それが大きなねらいです。
授業の内容＇Course Contents（
観光インターンシップは，３年生の夏休みに行われる企業や地域での实習を中心として，事前の準備学習，事後のふりかえりと
成果のまとめからなっています。春学期の観光インターンシップ A では，企業・業界研究や地域研究，社会人として身につけてお
くべきマナーや心構えの修得など，十分に準備をした上で夏休みの实習に臨みます。
［实習先］観光ビジネスに従事する企業＇旅行・宿泊・交通等（，観光・地域振興に取り組む自治体・NPO・観光協会等
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション
＇インターンシップの心構え、授業の進め方など（
2. 自己分析と实習の目標設定＇1（
3. 自己分析と实習の目標設定＇2（
4. 自己分析と实習の目標設定＇3（
5. 自己分析と实習の目標設定＇4（
6. 自己分析と实習の目標設定＇5（
7. 企業・業界研究，地域研究＇1（
8. 企業・業界研究，地域研究＇2（
9. 企業・業界研究，地域研究＇3（
10. 企業・業界研究，地域研究＇4（
11. 企業・業界研究，地域研究＇5（
12. 企業・業界研究，地域研究＇6（
13. ビジネス・マナー研修
14. 实習に臨むにあたって
※实習は，夏休み期間中，２週間～１カ月程度行われます
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業時に必要に忚じて指示する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
授業に対する意欲・参加態度、発表内容など(100%)
※観光インターンシップＡ・Ｂは，連続して履修することが前提となります。
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
授業開始前に履修者の選考＇書類審査・面接（を行います。
４月１日のガイダンスで説明を行いますので，希望者は必ず参加してください。
实習を受け入れてくださる企業や地域の方々は，お忙しい中，親身になって皆さんのご指導・お世話をしてくださいます。真摯な
態度と感謝の気持ちを持って取り組んでください。
注意事項＇Notice（
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4 月 1 日＇土（10:30～2・3・4 年次履修ガイダンス内にて教員による説明＇N121（
4 月 3 日＇月（16:00 忚募書類提出締切
4 月 4 日＇火（15:00 教員面談時間・場所発表＇観光学部掲示板（
4 月 5 日＇水（ 教員面談
4 月 6 日＇木（12:00 選考結果発表＇観光学部掲示板（
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■HA416
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／観光インターンシップＢ
(Internship in Tourism B)
東 徹(AZUMA TORU)
柳川 悦子(YANAGAWA ETSUKO)
清野 隆(SEINO TAKASHI)
秋学期(Fall Semester)
TRM3100

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

１単位(1 Credit)
日本語
(Japanese)

同一年度の「観光インターンシップ A」履修者のみ対象

授業の目標＇Course Objectives（
観光インターンシップは，観光ビジネスや地域づくりの現場で实践的に学ぶプログラムです。旅行・ホテル・交通＇航空・鉄道等（な
ど，観光ビジネスを担う企業での就業体験や，全国各地の地域づくりの現場で様々な取り組みを体験し，観光を支える企業や地
域の“現場力”を肌で感じること，それが大きなねらいです。
授業の内容＇Course Contents（
観光インターンシップは，３年生の夏休みに行われる企業や地域での实習を中心として，事前の準備学習，事後のふりかえりと
成果のまとめからなっています。实習を終えた秋学期には，それぞれの体験をふりかえり，成果をまとめ，課題を仲間と共有して
いきます。こうしたプロセスを通じて，２年間観光学部で学んだことを实践の場に照らし合わせ，一層深めるとともに，これから社
会に出ていくまでの間にさらに学ぶべき課題を発見し，新たな学びに結びつけていきます。
授業計画＇Course Schedule（
1. 夏休み期間中の实習の終了報告と事後研修の進め方
2. 实習のふりかえりと課題の共有＇1（
3. 实習のふりかえりと課題の共有＇2（
4. キャリア研修＇1（
＇観光関連企業の人事担当者をお招きして，キャリア研修を行います（
5. 成果のまとめと発表＇1（
6. 成果のまとめと発表＇2（
7. 成果のまとめと発表＇3（
8. キャリア研修＇2（
＇観光関連企業の人事担当者をお招きして，キャリア研修を行います（
9. 成果のまとめと発表＇4（
10. 成果のまとめと発表＇5（
11. キャリア研修＇3（
＇観光関連企業の人事担当者をお招きして，キャリア研修を行います（
12. 成果報告のとりまとめと最終プレゼンテーションの準備・練習
13. 成果報告
＇实習でお世話になった皆様をお招きして「成果発表会」を行います（
14. インターンシップを終えるにあたって
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業時に必要に忚じて指示する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
实習成果、授業における意欲・参加態度、報告書・発表の内容など(100%)
※観光インターンシップＡ・Ｂは，連続して履修することが前提となっています。
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
实習が終わっても気を抜かず，しっかりと实習をふりかえり，得たもの，達成できなかったこと，これから取り組むべき課題などを
確認しましょう。皆さんのご指導・お世話をしてくださった实習先の方々は，皆さんの成果発表を楽しみにしています。感謝の気持
ちを忘れず，きちんとした成果報告ができるよう，真摯な態度で取り組んでください。
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注意事項＇Notice（
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■HA418
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／経団連インターンシップ
(Keidanren Internship)
野田 健太郎(NODA KENTARO)
森島 聡(MORISHIMA SATOSHI)
単位
＇Credit（
言語
TRM3100
＇Language（
一般社団法人日本経済団体連合会寄付講座
3 年次配当科目
通年(Full year)

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

授業の目標＇Course Objectives（
観光産業及び関連事業分野で活躍する人材の育成を念頭に、学内での事前研修の後、企業での实務研修を行い、受講者の实
社会への理解とキャリアに関する意識を深めることを目標とする。
授業の内容＇Course Contents（
春学期は学内事前研修として实習の内容･意義のみならず会社の歴史から現状までを企業派遣講師より直接学び、幅広い理解
の下で实習志望先を決定する｡实習を終えた秋学期においては報告会での発表やレポート作成を通じて本課程の成果を整理し、
知識・経験の定着を図る。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス
2. 实習受入企業講義 その１
3. 实習受入企業講義 その２
4. 实習受入企業講義 その３
5. 实習受入企業講義 その４
6. 实習受入企業講義 その５
7. 实習受入企業講義 その６
8. 实習受入企業講義 その７
9. 实習受入企業講義 その８
10. 实習受入企業講義 その９
11. 实習受入企業講義 その１０
12. マナー研修
13. 受講者实習前クラス発表 その１
14. 受講者实習前クラス発表 その２
15. 实習 1
16. 实習 2
17. 实習 3
18. 实習 4
19. 实習 5
20. 实習 6
21. 实習 7
22. 实習 8
23. 受講者实習後クラス発表
24. 实習報告リハーサル その１
25. 实習報告リハーサル その２
26. 实習報告リハーサル その３
27. 实習報告反省会
28. 報告書執筆要領説明
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業時に必要に忚じて指示する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
平常点(100%)
授業ごとのレポート、实習報告書、实習先からの評価、实習後の発表、出席状況等を対象とする
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（
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その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
4 月 1 日の履修ガイダンスにおいて説明会を行うので、希望者は必ず参加すること。
(参考)2017 年度实施予定企業:アサヒビールコミュニケーションズ、 味の素、 ANA 総合研究所(ANA セールス)、近畿日本ツーリ
スト、東日本旅実鉄道(東京モノレール、日本ホテル、びゅうトラベルサービス)、 三井不動産＇三井不動産商業マネジメント（、三
菱 UFJ ニコス、森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ、ヤマト運輸、リゾートトラスト他
注意事項＇Notice（
4 月 1 日＇土（10:30～2・3・4 年次履修ガイダンス内にて教員による説明＇N121（
4 月 4 日＇火（13:00 忚募書類提出締切
4 月 5 日＇水（11:00 教員面談時間・場所発表＇観光学部掲示板（
4 月 6 日＇木（ 教員面談
4 月 7 日＇金（12:00 選考結果発表＇観光学部掲示板（
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■HA503
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

抽選登録／観光特論１＇中国語（
(Special Lecture on Tourism 1(in Chinese))
張 碧惠(CHANG PIHUI)
春学期(Spring Semester)
TRM3003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

人数制限科目＇20 名（

授業の目標＇Course Objectives（
本授業の目標は、第一に、中国語圏において発信されている日本の観光対象に関する中国語メディアの情報を理解できるように
なることである。同時にそれらの地域の観光事情も把握できるようになることである。第二に、こうした学びをつうじて中国語を読
むことと聞くことを中心とした語学力の向上を目指す。
授業の内容＇Course Contents（
中国語で日本の観光対象が中国語圏において、如何に語られるかを異文化相互理解という視点から授業を進める。観光対象の
紹介に関するネット・中国語映画などのメディアを教材として用い、学期の後半からは履修者が発表する形式で授業を行なう。ま
た中国本土で使われている簡体字のみならず、台湾や香港で使われている繁体字のメディアも適宜に取り入れる。なお、講義は
为に中国語で行なうため、履修者は中国語中級レベル単位取得者が望ましい。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス、中国語中級レベルの復習
2. 中国語圏の観光事情に関するメディア・文献の講読(1)
3. 中国語圏の観光事情に関するメディア・文献の講読(2)
4. 中国語圏の観光事情に関するメディア・文献の講読(3)
5. 中国語圏の観光事情に関するメディア・文献の講読(4)
6. 中国語の映画の鑑賞(地域開発に関連する作品)及びその解説
7. 中国語圏の観光事情に関するメディア・文献の講読(5)
8. 中国語圏の観光事情に関するメディア・文献の講読(6)・履修者による報告
9. 中国語圏の観光事情観光事情に関するメディア・文献の講読(7)・履修者による報告
10. 中国語圏の観光事情観光事情に関するメディア・文献の講読(8)・履修者による報告
11. 中国語の映画鑑賞(若者文化に関連する作品)及びその解説
12. 中国語圏の観光事情に関するメディア・文献の講読(9)・履修者による報告
13. 中国語圏の観光事情に関するメディア・文献の講読(10)・履修者による報告
14. 最終テスト
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
次の授業に向けて、事前に渡された課題に目を通しておく。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終テスト(Final Test)(40%)/出席率(20%)/小テスト・課題(40%)
テキスト＇Textbooks（
授業中に配布する。
参考文献＇Readings（
授業中に指示する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
授業中に指示する。
注意事項＇Notice（
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■HA504
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

抽選登録／観光特論２＇朝鮮語（
(Special Lecture on Tourism 2 (in Korean))
鄭 玉姫(JUNG OKHEE)
春学期(Spring Semester)
TRM3003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

人数制限科目＇20 名（

授業の目標＇Course Objectives（
観光は韓国において重要な産業である。この授業では，韓国の観光施設，観光産業，観光行政の動態などをとおして，韓国にお
ける観光の多様性と，観光の持つ意義について理解する。
授業の内容＇Course Contents（
この授業では，韓国における観光の歴史，観光産業の展開などを概観した上で，代表的な観光分野を取り上げ，その運営の取り
組みや動向について学ぶ。観光実数，観光地の写真などの資料を活用しながら進めていく。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション＇韓国の位置と自然環境（
2. 産業構造からみると観光の位置づけ
3. 韓国の観光史 1
4. 韓国の観光史 2
5. 観光資源と観光地
6. 観光政策・行政
7. 韓国人観光実の観光实態
8. 訪韓外国人観光実の動向
9. 韓流＇音楽・ドラマ等（によるコンテンツツーリズム
10. 地域文化と観光
11. 潮干狩り体験と観光
12. 海水浴民泊集落の形成
13. 観光産業 1―宿泊産業，旅行業
14. 観光産業 2―MICE，外食産業
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
ニュースと新聞記事，インターネットを利用して韓国の社会情勢および観光動向に注意を払ってください。朝鮮語で講義するため，
受講希望者は，朝鮮語を理解できる方が望ましい。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席(40%)/授業内課題(30%)/レポート(30%)
テキスト＇Textbooks（
授業時にレジュメ，資料などを配布する。
参考文献＇Readings（
なし。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA505
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

抽選登録／観光特論３＇英語（
(Special Lecture on Tourism 3(in English))
Introducing Japan from an international viewpoint
武内 一良(TAKEUCHI KAZUYOSHI)
秋学期(Fall Semester)
TRM3003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

人数制限科目＇20 名（

授業の目標＇Course Objectives（
The main objective of this course is to stimulate students' previous knowledge of their junior high school age and enable them to
communicate in English with foreign visitors at tourist sites in Japan.
授業の内容＇Course Contents（
When it comes to brushing up English skills, experience is the best teacher. This course is designed to utilize students' previous
knowledge of their junior high school age and enable them to communicate in English with foreign visitors at tourist sites in Japan.
The first half of the course will demonstrate skills of introducing Japanese culture to people who have no knowledge of it. Then
students will learn how human interactions work in English-speaking situations through the experiences of class activities.
授業計画＇Course Schedule（
1. Introduction of the course
2. The ages of emperors and samurai warriors
3. The gap between family members and total strangers
4. Seniority-oriented society and its honorific expressions
5. Japanese cuisine and its table manners
6. World topic 1: Religions
7. World topic 2: Social codes
8. World topic 3: Pearl Harbor versus Hiroshima and Nagasaki
9. World topic 4: Korean issues in Japan
10. World topic 5: Japanese footprints in the world
11. Field work 1: Survey at an internal tourist site
12. Field work 2: Survey at an international airport
13. Final discussions on Presentation Day 1
14. Final discussions on Presentation Day 2
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
Students are required to review the English lessons of their junior high school age, especially focusing on the basic English
vocabulary and grammatical structures.
成績評価方法・基準＇Evaluation（
Final Discussions on Presentation Days(40%)/Participation in Class Activities(30%)/Field Works(30%)
テキスト＇Textbooks（
Printing materials will be provided in each class.
参考文献＇Readings（
To be announced during classes, if necessary.
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA506
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

抽選登録／観光特論４＇英語（
(Special Lecture on Tourism 4(in English))
Understanding the Tourism Industry in Hawaii
ウエノ，Ｒ．(UYENO,RUSSELL KAZUO)
春学期(Spring Semester)
TRM3003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

人数制限科目＇20 名（
集中講義：7 月 4 日＇火（～8 日＇土（ 火～金曜 5～7 限、土曜 3～5 限

授業の目標＇Course Objectives（
To understand the development and current issues of Hawaii's tourism industry.
To provide students with a friendly and low-stress opportunity to improve their English listening and speaking skills.
授業の内容＇Course Contents（
Overview of Hawaii, the development of the tourism industry, current issues and challenges facing the tourism industry in areas
such as policy and planning, natural resources, workforce development, marketing, etc.
授業計画＇Course Schedule（
1. Introduction to the course and to the instructor.
2. Overview of Hawaii's location and geography.
3. Historical overview of Hawaii.
4. Development of the tourism industry in Hawaii.
5. Current status of the tourism industry in Hawaii.
6. Natural resources.
7. Sustainability.
8. Marketing research.
9. Product development.
10. Workforce development.
11. Marketing and branding.
12. Policy and planning.
13. Hawaiian culture.
14. Course summary.
15. Final test.
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
Short handouts to be distributed by instructor.
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終テスト(Final Test)(40%)/Attendance and class work(60%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（
Instructor will provide short reading assignments.
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
本科目は集中講義科目であるが、授業期間中の 5 日間＇日程は備考欄を参照（を通して開講される。そのため、履修登録システ
ムにおいては、集中講義ではなく、火～金曜 5～7 限・土曜 3～5 限のいずれかの＜追加＞ボタンをクリックし、登録を行うこと。ま
た、以下に注意すること。
①通年・春学期に開講される科目との曜日時限の重複は認めない。
②本科目と同時に「米国欧州観光論/米国欧州観光研究総論」の履修を希望する場合は、科目コード登録期間内に新座キャン
パス教務事務センターに届け出ること。
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■HA517
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

抽選登録／観光特論５＇英語（
(Special Lecture on Tourism 5(in English))
Hospitality and Tourism
藤田 玲子(FUJITA REIKO)
秋学期(Fall Semester)
TRM2003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

2016 年度以降 1 年次入学者対象
人数制限科目＇30 名（

授業の目標＇Course Objectives（
The purpose of the course is to introduce tourism and hospitality studies from worldwide perspectives.
授業の内容＇Course Contents（
Students will understand how tourism is shifting and changing in today's complex world. Through reading the class materials and
doing research presentations, students will gain knowledge and identify problems surrounding world tourism. In addition, current
situation and issues in tourism industry in the world will be covered. The class will be managed in a student-centered method, so
the students' active involvement is expected. The course will be taught in English, but simple English and simplified textbook will
be used.
授業計画＇Course Schedule（
1. Class Orientation
2. World tourism: A Shift in the center of gravity
3. Hospitality and tourism education
4. Tourism in specific countries
5. Designing a destination
6. Student presentations
7. Student presentations
8.
Hospitality Industry
9. Globalization and tourism industry
10. Airline business
11. Guides interpreter
12. Bridging cultures
13. Students' poster session
14. Review and Final test
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
Students are required to read the assigned units of the textbook before class, and work on given assignments. Students also are
asked to do research on designated topics.
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終テスト(Final Test)(30%)/リサーチプレゼンテーション(25%)/平常点＇授業参加・宿題・クラス貢献など（(30%)/ポスターセッション
(15%)
テキスト＇Textbooks（
1. Kyoko Morikoshi and Kayoko Yoshida. 2016. Introduction to Hospitality and Tourism. Marketasia (ISBN:978-981-09-8535-6)
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA518
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA518／観光特論６＇英語（
(Special Lecture on Tourism 6(in English))
韓 志昊(HAN JIHO)
春学期(Spring Semester)
TRM2003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

2016 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
This course aims to provide students a basic understanding of tourism and skills to do research in English.
授業の内容＇Course Contents（
This first half of the course discusses the basic terms and concepts of tourism to prepare students to complete the second half
of the course which requires students to analyze information from various sources for tourism research in English.
授業計画＇Course Schedule（
1. Introduction
2. Definitions of terms of Tourism
3. Basic Concepts of Tourism Studies
(Quiz1)
4. Basic Concepts of Travel
(Quiz2)
5. Basic Concepts of Travel Behavior
(Quiz3)
6. Basic Concepts of Tourism Business
(Quiz4)
7. Mid-term Test-in Class
8. Reading newspaper and magazine articles
(Quiz5)
9. Reading book chapters
(Quiz6)
10. Reading statistics and reports
(Quiz7)
11. Reading novels and essays on Travel
(Quiz8)
12. Reading textbooks
(Quiz9)
13. How to read academic journal articles on tourism in English (Quiz10)
14. Final Test-in Class
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
Students are required to prepare for a quiz every class.
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終テスト(Final Test)(25%)/中間テスト＇Mid-term Test)(25%)/Quiz (5 点 X10 回（(50%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
観光庁 HP: http://www.mlit.go.jp/kankocho/en/index.html
JTB 総合研究所： http://www.tourism.jp/en/
UNWTO: http://www2.unwto.org
JNTO: http://www.jnto.go.jp/eng/
The Japan Times: http://www.japantimes.co.jp/life/travel/
注意事項＇Notice（
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科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

■HA602
HA602／観光デザイン論
(Tourist Design)
グローバルな視点から観光全般に関するデザインとヴィジュアルコミュニケーションを、
日本の文化と世界の文化を比較しながら「何故？」を学ぶ
マーク伊東(MARK ITO)
春学期(Spring Semester)
TRM3000

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2012 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
グローバルな視点から観光全般に関するデザインとヴィジュアルコミュニケーションを日本の文化と世界の文化を比較しながら
「何故？」を学び、インターナショナルな競争の基本を学ぶ。
授業の内容＇Course Contents（
アメリカ在住 25 年のホテルインテリアデザイナーの経験から観光産業全般のあらゆるデザインを国際的な視点から議論し解説す
る。
日本では観光ビジネス全般が中流为義で占められ、均一化されたサービスや観光商品が中心になっているように感じるが、世界
では更に幅広い観光プロダクトが提供されている。
それは何故かという疑問を議論し解説すると同時に、日本の観光ビジネスは外貨を日本国内で稼ぐという意味で大きな輸出産業
であるという事を理解し、世界レベルで幅広い観光プロダクトを開発するための発想とは何かを模索し議論する。 ここでは、ビジ
ネスの視点に立ち、クライアントが何を求め、何を探しているかという基本的な事柄を理解するための議論を行う。
また、日本の観光産業と海外の観光産業を広く比較をしながら「世界の中の日本」という目線で日本の産業を俯瞰し、将来の為
に議論する。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション・概論
講師のホテルデザイナーとしての経験や作品を紹介し、ホテルデザインについて理解する。
そして、観光デザインとは？ そして観光産業でデザインの果たす役割を議論する。
デザインとは建築やインテリアのみでなく、広く文化に関わっていることを学ぶ為の準備。
2. 観光＇旅行（はいつ始まるか、そして何を求めてゲストは旅に出るか。 観光に関わるデザインとはどういうものがあるのかを
議論する。 ホテル＇宿泊施設（は文化であるということを学ぶ。
3. ゲストは何を期待しているか
旅に出るときの期待とは何か、そしてそれらを「デザインというツール」を使って「ホスピタリティー」という商品を提供すること
の概念を学ぶ。
4. デザインという観点から観光と文化、そしてグレードセグメンテーションについて。
ゲストの文化＇地域と宗教（エリア・グループ構成・家族構成・生活レベル・目的・ライフスタイル・学歴などで、ホスピタリティ
ー産業はどのような「商品」を提供しているかを学ぶ。
5. ソーシャルクラスとホテルクラス、そして滞在型ホテルとトランジエントタイプの短期型、都市型とリゾートなど施設とデザイン
の多様性を解説する。
6. ライフスタイルホテルの出現。
すなわち、価格帯の高低のみならず、生活スタイルに合わせた観光が出現し、同時に宿泊施設も多様化して来ていることを
学ぶ。
7. ホテルが提供するサービスの種類とそれに伴うデザインとグレード表現
Accommodation / F&B / Banquet / Relaxation / Sports & Outdoor
8. ホームアウェイフロムホーム
Home Away From Home の概念。 ライフスタイルをシームレスに保ちつつ旅行をすることの意味と商品内容をケーススタデ
ィーによって解説する。
9. Workshop
各自自由に旅行先を選び、それを題材にウェブ上で情報収集の Workshop を行う。 このときに、日本語サイトと外国語サ
イトとを調査し、情報の内容や、情報量、そして表現方法などを読み解き、どのような違いがあり、それはなぜかを議論す
る。 また、そこから得られるヒントを将来の観光産業に生かす為のヒントを議論する。
10. Workshop 発表
Workshop 課題をクラスで共有し、そこから得られた情報やヒント、学びをクラスで議論し理解する。
11. インテリアデザイン
インテリアデザインの役割とその内容を解説する。
12. 建築デザインと建築史、そして日本のホテルの歴史の解説。
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13.

14.

建築デザインの役割とその内容を解説する。 同時に、世界史と建築史の解説、日本のホテルの歴史も解説する。
環境デザインと LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
環境デザインの役割とその内容を解説する。
また、観光産業に関わる「デザイン」及び「レスポンシブル・ツーリズム」全般を学ぶ。
ウェブデザイン、パンフレット、ロゴマーク、広告、ユニフォーム、サイン、メニュー等無数のデザインが総合的に観光産業や
宿泊施設を構成していることを学ぶ。 そして、観光産業の中にどのような社会的貢献が組み込まれてきているかを解説す
る。
まとめ

授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
ホテルのデザインや観光産業の中のヴィジュアルコミュニケーションについて興味を持って考察し、授業の復習と理解を深めるこ
とを期待する。 講義第９回、１０回目を中心に参加型のプロジェクトを行い、発表・プレゼンテーションにも参加してもらう。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(100%)
筆記試験及び、出席票兼コメントカード評価とする。 欠席回数３回を超えた場合、４回目では D 評価とする。
テキスト＇Textbooks（
テキストブックは特になし。
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
演者ホームページ
http://www.markitodesign.com/
注意事項＇Notice（
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■HA603
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA603／観光感性論
(Sensuous analysis of tourism)
橋本 俊哉(HASHIMOTO TOSHIYA)
春学期(Spring Semester)
TRM3000

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2012 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
観光者・サービス提供者の行動・心理を理解するうえで，また観光者の立場からみた観光地づくりを進めるうえで備えるべき心
理学的・行動論的な見方を实例に即して学ぶことを通して，観光現象を理解するための視点を習得し,感性を養うこと。
授業の内容＇Course Contents（
担当者による「観光行動論」の内容をふまえ，よりソフト面での計画論的な視点にたって，観光現象を理解する「感性」の役割と
重要性について講述する予定である。
講義は講義資料と視覚教材を使用しつつ進める。授業時間内に，受講者に質問したり小レポートの作成・提出を求めることが
ある。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション
2. 観光とアメニティ１
3. 観光とアメニティ２
4. 観光における空間認知
5. 視覚特性と景観体験１
6. 視覚特性と景観体験２
7. 五感を刺激する観光１
8. 五感を刺激する観光２
9. 自然観光の効果１
10. 自然観光の効果２
11. 「歩く観光」について
12. 観光における「感動」の分析１
13. 観光における「感動」の分析２
14. 総括
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
前回までの講義内容を確認し復習しておくこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(60%)/授業中の小レポート(20%)/課題レポート(20%)
テキスト＇Textbooks（
とくに使用せず，毎時間講義資料を配布する。
参考文献＇Readings（
適宜講義資料に付記する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA604
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA604／観光リスクマネジメント
(Tourist Risk Management)
畑 敬(HATA KEI)
春学期(Spring Semester)
TRM3100

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2012 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
観光業に関係する者にとって知っておくべき事例とそれについてのリスクマネジメントに関する基礎知識を収得することを目標と
する。
授業の内容＇Course Contents（
实際に起きた具体的事例をとりあげ、リスクは何か、事前に予防する方法はあるか、事後的な対処方法は何かについて討論す
る。
授業計画＇Course Schedule（
1. 宿泊約款
2. 寄託物
3. 取消料
4. ポイント、マイレージ
5. クレジットカード、プリペイドカード
6. 旅行における手配義務＇1（
7. 旅行における手配義務＇2（
8. 旅行における旅程管理義務
9. 旅行における安全確保義務
10. プロバイダ責任制限法
11. 公益通報者保護法
12. セクハラ
13. パワハラ
14. 最終テスト
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
各回予習が必要。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終テスト(Final Test)(40%)/授業時の意見発表、又はテスト(60%)
テキスト＇Textbooks（
事前にレジュメ、法令、約款等を Blackboard に掲載するのでダウンロードして持参する。
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA605
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／自由研究
(Independent Study)
毛谷村 英治(KEYAMURA EIJI)
単位
＇Credit（
言語
＇Language（

その他(Others)

２単位(2 Credits)

2015 年度以前 1 年次入学者対象
「自由研究の手引き」参照

授業の目標＇Course Objectives（
自由研究は学生自身が独自の発想で提案する研究を学部が教育して支援する科目である。「自由研究の手引き」を受領して熟
読すること。
授業の内容＇Course Contents（
学生自身が研究テーマを設定し，専任教員の指導の下で，研究の深化をはかる。
本科目は学生自身が提案する個別テーマに対して，観光学部専任教員を配置して授業を行うため，指導は個別対忚になる。「自
由研究の手引き」を受領して熟読すること。
また，研究の報告は，必ず 28 コマ時間で完成する内容を要求してはいない。しかるべき研究成果を提出する事を強く希望する。
例えば以下のようなスケジュールで研究を進める。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション
2. テーマを考える
3. テーマを決める
4. 文献を集める１
5. 文献を集める２
6. 文献を集める３
7. 文献を集める４
8. 研究の目的を書いてみる
9. 調査の方法を考える
10. 調査を試してみる１
11. 調査を試してみる２
12. 本調査を实施する
13. 中間レポートをまとめる
14. 中間レポートを提出する
15. 本調査の实施と経過報告１
16. 本調査の实施と経過報告２
17. 本調査の实施と経過報告３
18. 調査結果の分析１
19. 調査結果の分析２
20. 調査結果の分析３
21. 分析結果の読み込み１
22. 分析結果の読み込み２
23. 報告書の骨子検討
24. 報告書に必要な図版の作成
25. 報告書に必要な図版のレイアウト
26. 報告書の作成
27. 報告書の読み直し
28. 報告書に基づき研究内容の発表と質疑忚答
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
履修するまでに指導を希望する教員と研究内容について調整しておくこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
中間報告および年度末に提出される報告書をもとに評価する。「自由研究の手引き」を参照すること。(100%)
テキスト＇Textbooks（
担当の教員が授業中に指示する。
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参考文献＇Readings（
担当の教員が授業中に指示する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
自由研究の履修は履修前に担当教員との合意を得ておく事
注意事項＇Notice（
履修登録には「研究計画書」の提出が必要である。詳細は「自由研究の手引き」＇新座キャンパス教務事務センター配付（を参照
すること。
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■HA606
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／早期体験プログラム
(Early Exposure Program)
門田 岳久(KADOTA TAKEHISA) 他
単位
＇Credit（
言語
＇Language（

通年(Full year)
TRM1003

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

1 年次配当科目
人数制限科目＇108 名（

授業の目標＇Course Objectives（
本科目は海外での 1 週間前後のフィールドワーク・スタディツアーを通じて観光現象の生起する現場を学ぶとともに、観光を通し
た異文化・グローバル社会への理解を深めることを目標とする。それと同時に受講生には、観光を単に余暇の対象として楽しむ
のではなく、学術的な対象として学ぶための基礎的な見方を身につけることが求められる。要するに、旅行に行きたいだけの学
生の受講は不可である。
授業の内容＇Course Contents（
授業は(1)海外研修＇スタディツアー（の内容の説明、(2)研修参加者のコース分け、(3)各コースでの事前指導と海外研修の实施、
(4)各コースでの事後指導という流れで構成される。
本科目の目的は観光旅行を行うことではない。尐人数のコースに分かれて渡航地域の社会・文化や観光産業を理解し、観光とい
う現象が生じている現場を知ることで、観光学部で学ぶ意義を自分なりに見出すことが具体的なゴールである。引率教員から各
コースのテーマに関して説明を受けたのち、受講生はコース希望レポートを提出し、内容によって振り分けが行われる。振り分け
後の授業は各教員の指導によって進捗する。
授業計画＇Course Schedule（
1. 早期体験プログラムの趣旨説明＇コーディネーター（
2. 各コース内容紹介＇各担当教員（
3. 各コース内容紹介＇各担当教員（
4. 各コース内容紹介＇各担当教員（
5. 各コース内容紹介＇各担当教員（
6. 海外研修の方法論
7. 海外研修の方法論
8. 海外渡航の基礎知識
9. コースごとの事前研修＇各担当教員（
10. コースごとの事前研修＇各担当教員（
11. コースごとの事前研修＇各担当教員（
12. コースごとの事前研修＇各担当教員（
13. コースごとの事前研修＇各担当教員（
14. コースごとの事前研修＇各担当教員（
15. コースごとの事後研修＇各担当教員（
16. コースごとの事後研修＇各担当教員（
17. コースごとの事後研修＇各担当教員（
18. コースごとの事後研修＇各担当教員（
19. コースごとの事後研修＇各担当教員（
20. コースごとの事後研修＇各担当教員（
21. コースごとの事後研修＇各担当教員（
22. コースごとの事後研修＇各担当教員（
23. コースごとの事後研修＇各担当教員（
24. コースごとの事後研修＇各担当教員（
25. コースごとの事後研修＇各担当教員（
26. コースごとの事後研修＇各担当教員（
27. コースごとの事後研修＇各担当教員（
28. コースごとの事後研修＇各担当教員（
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
本科目では 4 月下旪にコース分けを实施するが、その際「どこに行くか」ではなく「何を学ぶか」に为眼を置いた配属希望書を提出
する。従って観光学や観光現象の中でどのようなテーマに関心があるのか、具体的に考えておくこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終レポート(Final Report)(40%)/海外研修での参加状況(40%)/事前・事後研修への出席状況(20%)
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テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
・本科目は人数制限科目＇履修者選抜試験あり（のため、履修後に「キャンセル」という制度は存在しない。どのコースに配属され
るかは提出課題の内容に依るが、希望者数によっては必ずしも第一希望のコースに配属されるわけではないことに要注意。
・本科目は海外研修という性質上、受講態度や提出物締切には厳格な態度が求められる。守られない場合は途中で受講停止措
置を行う場合もある。
・旅程手配のため、参加代金の一部を前払いで納入することもありうる。
・旅程手配のため、受講後はメールを常時確認し、迅速な忚答が求められる。
・履修に必要なプロセスは 4 月 3 日の 1 年生ガイダンス内で説明するので、履修希望者は参加必須。
注意事項＇Notice（
選考結果発表前に火曜 2 限に他の科目を登録しないこと＇抽選登録科目への忚募を含む（。登録した場合は早期体験プログラム
への忚募が無効となる。
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■HA607
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

抽選登録／ＧＩＳ演習
(GIS Practice)
鄭 玉姫(JUNG OKHEE)
春学期(Spring Semester)
TRM1000

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2012 年度以降 1 年次入学者対象
人数制限科目＇25 名（

授業の目標＇Course Objectives（
空間情報学の基本概念を理解した上で，GIS＇地理情報システム（ソフトの操作方法を体系的に身につける。
空間の立地条件，特徴について説明できる。
授業の内容＇Course Contents（
GIS＇地理情報システム（ソフトの仕組みと操作方法を習得するとともに，人口統計データなどを使って空間分析を体験的に学習
する。授業の後半は授業内で学ぶ空間分析方法を用いて，各自課題レポートに取り組む。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション＇GIS とは（
2. GIS の基礎知識
3. 空間情報と地図投影法
4. 統計データの地図化 1
5. 統計データの地図化 2
6. 地図の編集ルーツ 1
7. 地図の編集ルーツ 2
8. 地図の編集ルーツ 3
9. 操作の練習
10. 課題テーマの設定
11. 課題レポート作成 1
12. 課題レポート作成 2
13. 課題レポート作成 3
14. 課題レポート作成・提出
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
日頃から自分が通っている地域＇空間（における銀行，コンビニエンスストア，レストランなどといった施設の立地条件について関
心＇なぜ，そこがそうなっているのか。（を持つようにしてください。また，パソコン＇エクセル（の操作ができる方が望ましいです。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
授業中の提出物(20%)/課題レポート(80%)
テキスト＇Textbooks（
授業時にプリント資料を配布する。
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA608
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA608／観光の社会的広がり
(Tourism and Social impacts)
阿南 透(ANAMI TOORU)
秋学期(Fall Semester)
TRM1000

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2012 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
観光を社会学の観点から考察することにより、観光に対する理解を深めることを目標とする｡
授業の内容＇Course Contents（
この講義では、観光という社会現象について、社会学および文化人類学の成果に基づき、さまざまな視点から分析する｡具体的
には、現代日本における観光目的や観光地の変化を具体的に紹介し、観光社会学の最近のテーマにも触れながら、観光と日常
生活の関係を分析する｡
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション｡観光をどうとらえるか。
2. 祭りと観光(１) 東北三大祭の成立と観光化
3. 祭りと観光(２) 歴史祭りにみる文化資源化と観光利用
4. 祭りと観光(３) 踊りの祭りとイベント観光
5. 大都市観光(１) ドラマトゥルギーの社会学から見た都市
6. 大都市観光(2) 事例
7. 民俗観光における伝統の観光化
8. 観光みやげの作られ方と｢真正性｣
9. アートプロジェクトと観光
10. 民族観光
11. シンガポールと民族観光以後の観光
12. コンテンツツーリズム
13. 観光と写真
14. 総括：観光化する日常
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業時に指示する｡
成績評価方法・基準＇Evaluation（
レポート試験(Report Exam)(100%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（
授業時に紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（

- 141 -

■HA611
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇２年（Ａ
(Seminar (2nd year)A)
小野 良平(ONO RYOHEI)
春学期(Spring Semester)
TRM2003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
観光地を始めとする地域の風景・景観の価値評価や保全・活用のあり方に関する，基礎的な研究の課題や方法について学ぶ。
授業の内容＇Course Contents（
観光地を風景や景観という観点から捉える視点を持って，風景や景観論に関連する基本的な文献を講読し，風景・景観の評価や
保全に関する基礎的な知識を得るとともに，議論を通してその理解を深めさらなる課題について考察する。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス
2. 風景・景観論の概要
3. 自己紹介＇私の好きな風景・観光地（＇１（
4. 自己紹介＇私の好きな風景・観光地（＇２（
5. 自己紹介＇私の好きな風景・観光地（＇３（
6. 文献講読と議論＇１（
7. 文献講読と議論＇２（
8. 文献講読と議論＇３（
9. 文献講読と議論＇４（
10. 文献講読と議論＇５（
11. 文献講読と議論＇６（
12. 文献講読と議論＇７（
13. 文献講読と議論＇８（
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
発表のための十分な準備と議論への積極的参加・発言が求められる。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席・参加状況、およびレポート等を総合的に評価(100%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（
必要に忚じて適宜紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA612
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇２年（Ｂ
(Seminar (2nd year)B)
小野 良平(ONO RYOHEI)
秋学期(Fall Semester)
TRM2003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
身近な観光地を対象に観光地の地域資源を風景や景観の観点から評価する見方を学ぶ。
授業の内容＇Course Contents（
観光地をはじめとする地域を風景・景観という観点からとらえて評価する方法について概要を紹介する。その上で参加者はグル
ープに分かれて東京とその近郊の範囲内で観光地とみなされる地域・地区を一か所選び、景観を中心とした地域資源評価のた
めの調査計画を立て、調査を实施し、その結果をまとめて発表する。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス
2. 観光地景観資源調査の考え方＇１（
3. 観光地景観資源調査の考え方＇２（
4. 实地調査計画＇１（
5. 实地調査計画＇２（
6. 实地調査計画＇３（
7. 实地調査中間報告＇１（
8. 实地調査中間報告＇２（
9. 实地調査中間報告＇３（
10. 实地調査最終報告＇１（
11. 实地調査最終報告＇２（
12. 实地調査最終報告＇３（
13. 实地調査最終報告＇４（
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
発表のための十分な準備と議論への積極的参加・発言が求められる。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席・参加状況、およびレポート等を総合的に評価(100%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（
必要に忚じて適宜紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA613
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇２年（Ａ
(Seminar (2nd year)A)
羽生 冬佳(HANYU FUYUKA)
春学期(Spring Semester)
TRM2003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
観光地や地域の課題発見ならびに解決策の提案のための視点について学ぶとともに，現状の把握ならびに分析の方法を習得
する。
授業の内容＇Course Contents（
関連文献や既往研究の講読により基礎的な知識やスキルの習得を行う。また，地域の魅力を発見し，それらを高めるための取り
組みについて対象地を訪れて調査を实施するとともに，文献調査と合わせて課題発見のための基礎的な項目の把握や調査方
法についての理解を深める。
なお、参加者には为体的に討議に参加することを求める。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス
2. 事例の提示とディスカッション
3. 観光地の成立・発展に関する文献の講読１
4. 観光地の成立・発展に関する文献の講読２
5. 観光地の成立・発展に関する文献の講読３
6. 観光地の成立・発展に関する文献の講読４
7. 論文紹介１
8. 論文紹介２
9. 論文紹介３
10. 論文紹介 4
11. 学外演習に向けての準備１
12. 学外演習に向けての準備２
13. 成果取りまとめ，発表
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
配付された資料には必ず事前に目を通して授業に臨むこと。また，各自・グループの作業成果を発表する際には，入念な準備を
行うこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
ゼミ中の発表，討論への参加状況，およびレポートを総合的に評価(100%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（
演習中に適宜紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（

- 144 -

■HA614
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇２年（Ｂ
(Seminar (2nd year)B)
羽生 冬佳(HANYU FUYUKA)
秋学期(Fall Semester)
TRM2003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
観光地や地域の課題発見ならびに解決策の提案のための視点について学ぶとともに，現状の把握ならびに分析の方法を習得
する。
授業の内容＇Course Contents（
関連文献や既往研究の講読により基礎的な知識やスキルの習得を行う。また，地域の魅力を発見し，それらを高めるための取り
組みについて対象地を訪れて調査を实施するとともに，文献調査と合わせて課題発見のための基礎的な項目の把握や調査方
法についての理解を深める。
なお，参加者には为体的に討議に参加することを求める。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス
2. 学外演習の振り返り，成果取りまとめ１
3. 学外演習の振り返り，成果取りまとめ２
4. 学外演習の振り返り，成果取りまとめ３
5. 地域調査の方法に関する文献の講読１
6. 地域調査の方法に関する文献の講読２
7. 地域調査の方法に関する文献の講読３
8. 観光地の魅力の発見と成立に関する調査１
9. 観光地の魅力の発見と成立に関する調査２
10. 観光地の魅力の発見と成立に関する調査３
11. 観光地の魅力の発見と成立に関する調査４
12. 成果取りまとめ，発表１
13. 成果取りまとめ，発表２
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
配付された資料には必ず事前に目を通して授業に臨むこと。また，各自・グループの作業成果を発表する際には，入念な準備を
行うこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
ゼミ中の発表，討論への参加状況，およびレポートを総合的に評価(100%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（
演習中に適宜紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA615
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇２年（Ａ
(Seminar (2nd year)A)
観光・サービス・地域振興のマーケティング
～集実と満足の仕組みづくり～
東 徹(AZUMA TORU)
春学期(Spring Semester)
TRM2003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
この演習では身近なケースに隠された“売れる仕組み”“買ってもらえる仕掛け”を読み解きながら，“マーケティング・マインド”，つ
まりマーケティング的なものの見方・考え方を養っていきます。
授業の内容＇Course Contents（
この演習の研究テーマは，「観光・サービス・地域振興のマーケティング」です。マーケティングの考え方・進め方を学びながら，そ
れを“地域を元気にする仕組みづくり”や“集実と満足の仕組みづくり”に忚用していきます。
２年の春学期では，まずマーケティングの考え方・進め方をしっかりと学びます。テキストの学習のほか、課題ごとに各自がレポー
トをまとめてプレゼンテーションを行い，それをもとに全員でディスカッションを行います。
通常の授業のほか，観光振興や地域づくりの現場を訪ねたり，ビジネスの最前線で活躍されている方をお招きした講演会，他大
学の学生との交流なども計画しています。
授業計画＇Course Schedule（
1. マーケティングの基本的な考え方・進め方を学ぶ①＇テキストの学習とディスカッション（
2. 課題レポートの発表とディスカッション①＇マーケティングとは（
3. マーケティングの基本的な考え方・進め方を学ぶ②＇テキストの学習とディスカッション（
4. 課題レポートの発表とディスカッション②＇製品差別化（
5. マーケティングの基本的な考え方・進め方を学ぶ③＇テキストの学習とディスカッション（
6. 課題レポートの発表とディスカッション③＇市場細分化（
7. マーケティングの基本的な考え方・進め方を学ぶ④＇テキストの学習とディスカッション（
8. 課題レポートの発表とディスカッション④＇製品ライフサイクル（
9. マーケティングの基本的な考え方・進め方を学ぶ⑤＇テキストの学習とディスカッション（
10. 課題レポートの発表とディスカッション⑤＇ブランド（
11. マーケティングの基本的な考え方・進め方を学ぶ⑥＇テキストの学習とディスカッション（
12. 課題レポートの発表とディスカッション⑥＇サービス・マーケティング（
13. マーケティングの基本的な考え方・進め方を学ぶ⑦＇テキストの学習とディスカッション（
14. 課題レポートの発表とディスカッション⑦＇マーケティングの現代的課題（
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
演習＇ゼミナール（は，受講生が自ら問題意識を持って課題に取り組み，研究発表とディスカッションを行います。实りあるディスカ
ッションとなるよう，発表の準備を入念に行うのはもちろんのこと，参加者全員に積極的な発言が求められます。
普段から社会やビジネスの現实に関心を持ち，情報収集を心がけましょう。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
授業における意欲・参加態度、発表の内容など(100%)
テキスト＇Textbooks（
1. 嶋 正・東 徹編著、2012 年、『現代マーケティングの基礎知識』、創成社
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA616
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇２年（Ｂ
(Seminar (2nd year)B)
観光・サービス・地域振興のマーケティング
～集実と満足の仕組みづくり～
東 徹(AZUMA TORU)
秋学期(Fall Semester)
TRM2003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
この演習では身近なケースに隠された“売れる仕組み”“買ってもらえる仕掛け”を読み解きながら，“マーケティング・マインド”，つ
まりマーケティング的なものの見方・考え方を養っていきます。
授業の内容＇Course Contents（
この演習の研究テーマは，「観光・サービス・地域振興のマーケティング」です。マーケティングの考え方・進め方を学びながら，そ
れを“地域を元気にする仕組みづくり”や“集実と満足の仕組みづくり”に忚用していきます。
２年の秋学期では，「ヒット商品の研究」がテーマです。各自が担当するヒット商品について調べ、ヒットした背景や企業の戦略な
どについて考察し、それをレポートにまとめてプレゼンテーションを行い，それをもとに全員でディスカッションを行います。
通常の授業のほか，観光振興や地域づくりの現場を訪ねたり，ビジネスの最前線で活躍されている方をお招きした講演会，他大
学の学生との交流なども計画しています。
授業計画＇Course Schedule（
1. マーケティングの基本的な考え方・進め方を学ぶ①＇テキストの学習とディスカッション（
2. 課題レポートの発表とディスカッション①＇ヒット商品の研究 1（
3. マーケティングの基本的な考え方・進め方を学ぶ②＇テキストの学習とディスカッション（
4. 課題レポートの発表とディスカッション②＇ヒット商品の研究 2（
5. マーケティングの基本的な考え方・進め方を学ぶ③＇テキストの学習とディスカッション（
6. 課題レポートの発表とディスカッション③＇ヒット商品の研究 3（
7. マーケティングの基本的な考え方・進め方を学ぶ④＇テキストの学習とディスカッション（
8. 課題レポートの発表とディスカッション④＇ヒット商品の研究 4（
9. マーケティングの基本的な考え方・進め方を学ぶ⑤＇テキストの学習とディスカッション（
10. 課題レポートの発表とディスカッション⑤＇ヒット商品の研究 5（
11. マーケティングの基本的な考え方・進め方を学ぶ⑥＇テキストの学習とディスカッション（
12. 課題レポートの発表とディスカッション⑥＇ヒット商品の研究 6（
13. マーケティングの基本的な考え方・進め方を学ぶ⑦＇テキストの学習とディスカッション（
14. 課題レポートの発表とディスカッション⑦＇ヒット商品の研究 7（
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
演習＇ゼミナール（は，受講生が自ら問題意識を持って課題に取り組み，研究発表とディスカッションを行います。实りあるディスカ
ッションとなるよう，発表の準備を入念に行うのはもちろんのこと，参加者全員に積極的な発言が求められます。
普段から社会やビジネスの現实に関心を持ち，情報収集を心がけましょう。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
授業における意欲・参加態度、発表の内容など(100%)
テキスト＇Textbooks（
1. 嶋 正・東 徹編著、2012 年、『現代マーケティングの基礎知識』、創成社
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA617
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇２年（Ａ
(Seminar (2nd year)A)
庄司 貴行(SHOJI TAKAYUKI)
春学期(Spring Semester)
TRM2003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
グループワークの進め方やプレゼンテーションのスキルとともに、観光経営学の基礎的な考え方を理解する。
授業の内容＇Course Contents（
ビジネスプランをつくりあげるグループワークを通して、経営学の基礎的な考え方を理解するとともに、観光分野におけるイノベー
ションの課題を学ぶ。
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション：観光というビジネス
2. 観光経営学の基礎：市場をつくり出す企業活動
3. ビジネスプランニングの基礎：事業計画書の意味
4. 観光経営学の基礎：価値形成のマネジメント
5. ビジネスプランニングの基礎：ビジネスコンセプトの作り方
6. 観光経営学の基礎：価値实現のマネジメント
7. ビジネスプランニングの基礎：プロダクトとイノベーション
8. 観光経営学の基礎：事業組織のマネジメント
9. ビジネスプランニングの基礎：ニーズとウォンツ
10. 観光経営学の基礎：市場のメカニズム
11. ビジネスプランニングの基礎：資金計画と利益計画 1
12. 観光経営学の基礎：消費者行動の論理
13. ビジネスプランニングの基礎：資金計画と利益計画 2
14. 観光経営学の基礎：競争構造の理解
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
簿記論の基礎について知識が不足している学生は、各自で学習すること。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席(100%)
テキスト＇Textbooks（
必要に忚じてプリントを配布する。
参考文献＇Readings（
1. 石井淳蔵/嶋口充輝/栗木契/余田拓郎、2013、『ゼミナール マーケティング入門』、日本経済新聞出版社
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA618
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇２年（Ｂ
(Seminar (2nd year)B)
庄司 貴行(SHOJI TAKAYUKI)
秋学期(Fall Semester)
TRM2003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
グループワークの進め方やプレゼンテーションのスキルとともに、観光経営学の基礎的な考え方を理解する。
授業の内容＇Course Contents（
ビジネスプランをつくりあげるグループワークを通して、経営学の基礎的な考え方を理解するとともに、観光分野におけるイノベー
ションの課題を学ぶ。
授業計画＇Course Schedule（
1. ビジネスプランニングの基礎：ビジネスの価値
2. 観光経営学の基礎：取引関係の理解
3. ビジネスプランニングの基礎：中間報告 1
4. 観光経営学の基礎：プロセスとしての競争
5. ビジネスプランニングの基礎：ビジネスの収支計算
6. 観光経営学の基礎：産業のライフサイクル
7. ビジネスプランニングの基礎：中間報告 2
8. 観光経営学の基礎：流通システムのマネジメント
9. ビジネスプランニングの基礎：事業計画書とプレゼンテーション 1
10. 観光経営学の基礎：顧実関係のマネジメント
11. ビジネスプランニングの基礎：事業計画とプレゼンテーション 2
12. 観光経営学の基礎：ブランドのマネジメント
13. ビジネスプランニングの基礎：最終報告
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
同一担当者の演習＇2 年（Ａを履修していること。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終プレゼンテーション(50%)/出席(50%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA619
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇２年（Ａ
(Seminar (2nd year)A)
麻生 憲一(ASOH KEN-ICHI)
春学期(Spring Semester)
TRM2003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
本演習では、１年生で培ってきた知力をより忚用・实践的に発展させていく。読解力・文章力・ディベート力・プレゼン力・データ分
析力を養成する。また、フィールドワークも重視し、地域の人たちとの交流を通じて、コミュニケーション力を身につける。
授業の内容＇Course Contents（
本演習では、以下の点を中心に進めていく。
＇1（専門書の輪読＇過疎、まちづくり、観光産業、ホスピタリティ等（
＇2（グループワーク・ワークショップ＇ファシリテーション技法の習得（
＇3（データに基づく統計分析＇エクセルの活用（
＇4（プレゼンテーション＇活動報告、他大学との合同ゼミ（
＇5（フィールドワーク＇地域調査、地域イベントへの参加（
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション
2. 文献輪読と討議１
3. グループワーク１
4. ワークショップ 1
5. ディベート 1
6. 文献輪読と討議 2
7. グループワーク 2
8. ワークショップ 2
9. ディベート 2
10. 文献輪読と討議 3
11. グループワーク 3
12. ワークショップ 3
13. ディベート 3
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
ゼミ生をグループ単位に分けて、テーマに沿ってゼミ活動を行う。授業時間以外に、文献輪読やフィールド活動なども实施する場
合がある。夏季・冬季休業中には、ゼミ視察・合宿を实施する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
授業への出席、報告によって総合的に評価する。(100%)
テキスト＇Textbooks（
必要に忚じてプリントを配付する。
参考文献＇Readings（
授業中に適宜紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA620
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇２年（Ｂ
(Seminar (2nd year)B)
麻生 憲一(ASOH KEN-ICHI)
秋学期(Fall Semester)
TRM2003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
演習では地域の現状とその課題を理解する。また、グループワークを通じて、プレゼンテーションのスキルを身につける。
授業の内容＇Course Contents（
演習の前半では、地域やまちづくりに関する文献を読破し、その地域の实態を把握する。後半では、グループワークを通じて討議
を行い、グループ研究の成果を報告する。なお、演習で研究、活動してきたことを報告書として取りまとめを行う。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション
2. 文献輪読と討議１
3. 文献輪読と討議２
4. 文献輪読と討議３
5. 文献輪読と討議４
6. 文献輪読と討議５
7. 文献輪読と討議６
8. グループワーク１
9. グループワーク２
10. グループワーク３
11. グループワーク４
12. グループ研究報告１
13. グループ研究報告２
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
演習では、テーマに忚じていくつかのグループに班編成を行う。各グループは、演習時間以外に個別に活動する場合がある。冬
季休業中には、ゼミ視察を实施する。テキストは事前に熟読しておくこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席と報告について総合的に評価する。(100%)
テキスト＇Textbooks（
適宜プリントを配付する。
参考文献＇Readings（
授業中に紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（

- 153 -

■HA621
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇２年（Ａ
(Seminar (2nd year)A)
杜 国慶(DU GUOQING)
春学期(Spring Semester)
TRM2003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
観光における地理学の重要性を体系的かつ包括的な方法で学習する。特に，都市観光に重点を置き，都市観光の意義を考察
する。
授業の内容＇Course Contents（
この授業は，学生による都市観光に関する論文紹介を中心とする。この過程で，文献の読み方，レジュメのまとめ方，口頭発表
やディスカッションの仕方等をはじめ，基本的なアカデミック・スキルを習得する。この授業は演習形式であり，学生が为体的にデ
ィスカッションに参加することを求める。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション
2. GIS 实習 1
3. GIS 实習 2
4. GIS 实習 3
5. 論文紹介 1
6. 論文紹介 2
7. 論文紹介 3
8. 論文紹介 4
9. 論文紹介 5
10. 論文紹介 6
11. 論文紹介 7
12. 論文紹介 8
13. 海外調査準備 1
14. 海外調査準備 2
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
発表者，共同発表者，サポーター，質問者等の役割分担を決める。役割に忚じた準備を行なうこと。詳細は初回授業オリエンテ
ーション時に説明する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終レポート(Final Report)(40%)/発表内容と質問内容(60%)
テキスト＇Textbooks（
1. クリストファー・ロー、1997、『アーバン・ツーリズム』、近代文芸社 (ISBN:4773358270)
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
Blackboard を利用する
注意事項＇Notice（
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■HA622
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇２年（Ｂ
(Seminar (2nd year)B)
都市観光と観光地域の構造
杜 国慶(DU GUOQING)
秋学期(Fall Semester)
TRM2003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
観光における地理学の重要性を体系的かつ包括的な方法で学習する。特に，都市観光に重点を置き， 都市観光の意義を考
察する。
授業の内容＇Course Contents（
演習の前半は，学生による論文紹介とディスカッションを通してゼミを進めるとともに，学習と研究に欠かせない基礎知識を学ぶ。
コンピュータ技術による地理情報の分析手段「地理情報システム (GIS) 」の知識を活かして最終報告を作成する。履修者は必ず
「都市観光論」を履修すること。
授業計画＇Course Schedule（
1. 報告構想 1
2. 報告構想 2
3. 報告構想 3
4. 報告作成準備・ゼミ合宿反省会
5. 報告発表 1
6. 報告発表 2
7. 報告発表 3
8. 報告発表 4
9. 報告発表 5
10. 報告発表 6
11. 報告作成
12. 報告仮提出
13. 報告作成
14. 報告提出
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業時に適宜指示する
成績評価方法・基準＇Evaluation（
授業への参加と発表・質問内容(70%)/報告(30%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
Blackboard を利用する
注意事項＇Notice（
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■HA623
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇２年（Ａ
(Seminar (2nd year)A)
橋本 俊哉(HASHIMOTO TOSHIYA)
春学期(Spring Semester)
TRM2003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
観光者の立場から観光現象を理解することを目的とし，为に観光レクリエーション場面における人間の行動や心理について学
習する。また，３年次以降に展開される演習に必要とされる知識および基礎的なスキルを習得する。
授業の内容＇Course Contents（
観光行動・心理の調査研究に参考となる幅広い領域の文献・資料の講読やフィールドワークを行う。参加者には，毎時間の課
題に加え，定期的な発表を義務づけ，討議の時間を設ける。フィールドワークや合宿その他の活動は，原則として橋本ゼミナー
ル他学年の演習参加者と合同で行う。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション
2. プレゼンテーション
3. 文献講読，討議
4. 文献講読，討議
5. 文献講読，討議
6. 文献講読，討議
7. 文献講読，討議
8. 文献講読，討議
9. 文献講読，討議
10. 文献講読，討議
11. 文献講読，討議
12. 文献講読，討議
13. 文献講読，討議
14. 総括
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業で扱うテキストを必ず事前に読んで理解し，オリエンテーションにおいて指定された形式に沿って課題を提出すること。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席状況・発表内容・提出物(70%)/フィールドワーク・調査等への参加状況(30%)
テキスト＇Textbooks（
1. 中西 進、2008、『日本人の忘れもの(2)』、ウェッジ文庫
2. 前田勇編著、2015、『新現代観光総論』、学文社
参考文献＇Readings（
必要に忚じて適宜紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
積極的・自为的な行動，集団の一員として「規律」を守ることが必須である。その他詳細は講義第 1 回のオリエンテーション時に
説明するので，必ず出席すること。
注意事項＇Notice（
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■HA624
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇２年（Ｂ
(Seminar (2nd year)B)
橋本 俊哉(HASHIMOTO TOSHIYA)
秋学期(Fall Semester)
TRM2003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
観光者の立場から観光現象を理解することを目的とし，为に観光レクリエーション場面における人間の行動や心理について学
習する。また，３年次以降に展開される演習に必要とされる知識および基礎的なスキルを習得する。
授業の内容＇Course Contents（
観光行動・心理の調査研究に参考となる幅広い領域の文献・資料の講読や，フィールドワークを行う。参加者には毎時間の課
題と定期的な発表を義務づけ，討議の時間を設ける。フィールドワークや合宿その他の活動は，原則として担当者による他学年
の演習参加者と合同で行う。
授業内ではテキスト(A)を題材としたスピーチを行うとともに，前半はテキスト(B)を輪読し，後半は夏休みの課題やテキスト(C)に
よるグループ研究の成果を個別に発表する。
授業計画＇Course Schedule（
1. 夏休みの課題提出，秋期の発表割当
2. スピーチ，文献講読
3. スピーチ，文献講読，グループ研究
4. スピーチ，文献講読，グループ研究
5. スピーチ，文献講読，グループ研究
6. スピーチ，文献講読，グループ研究
7. スピーチ，文献講読
8. スピーチ，個人研究発表
9. スピーチ，個人研究発表
10. スピーチ，個人研究発表
11. スピーチ，個人研究発表
12. スピーチ，グループ研究
13. スピーチ，グループ研究
14. 総括
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業内で扱うテキストを必ず事前に読み，理解しておくこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席状況・発表内容(70%)/調査等への参加状況(30%)
テキスト＇Textbooks（
1. (A)前田勇 編著、2015、『新現代観光総論』、学文社
2. (B)山田剛史・林創、2011、『大学生のためのリサーチリテラシー入門』、ミネルヴァ書房
3. (C)小林茂雄・東京都市大学小林研究审、2010、『ストリート・ウォッチング』、誠信書房
参考文献＇Readings（
必要に忚じて適宜紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA625
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇２年（Ａ
(Seminar (2nd year)A)
野田 健太郎(NODA KENTARO)
春学期(Spring Semester)
TRM2003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
現实のデータに基づいて判断する能力を修得すること。基礎的な企業データに関する知識を身につける。春学期は業界全体の
分析を中心に行う。
授業の内容＇Course Contents（
観光産業をはじめさまざまな産業・企業について、現实のデータに基づいて比較・分析を行う。関連する教材の輪読や希望する
産業を共同研究し発表する。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス
2. 大まかなテーマの設定
3. テーマに関係する資料の収集
4. 発表事例の吟味
5. 予備発表
6. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。
7. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。
8. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。
9. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。
10. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。
11. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。
12. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。
13. さまざまな討論
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
報告者はレジメなどの準備を行うこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席・報告内容によって総合的に評価する(100%)
テキスト＇Textbooks（
1. 野田健太郎、2017、『戦略的リスクマネジメントで会社を強くする』、中央経済社 (ISBN978-4-502-21761-6 C3034)
・工場等の企業の現場を視察する授業も含まれる。
参考文献＇Readings（
1. 野田健太郎、2013、『事業継続計画による企業分析』、中央経済社 (ISBN:978-4-502-08320-4)
2. 野田健太郎、2004、『ベンチャー育成論入門―起業家マインドの醸成に向けて』、大学教育出版
3. 伊藤邦雄、2014、『新・企業価値入門』、日本経済新聞出版社
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA626
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇２年（Ｂ
(Seminar (2nd year)B)
野田 健太郎(NODA KENTARO)
秋学期(Fall Semester)
TRM2003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
現实のデータに基づいて判断する能力を修得すること。基礎的な企業データ、財務データに関する知識を身につける。秋学期は
個々の特徴的な企業・産業についても理解を深める。
授業の内容＇Course Contents（
観光産業をはじめさまざまな産業・企業について、現实のデータに基づいて比較・分析を行う。関連する教材の輪読や希望する
産業を共同研究し発表する。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス
2. 大まかなテーマの設定
3. テーマに関係する資料の収集
4. 発表事例の吟味
5. 予備発表
6. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。
7. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。
8. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。
9. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。
10. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。
11. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。
12. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。
13. さまざまな討論
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
報告者はレジメなどの準備を行うこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席・報告内容によって総合的に評価する(100%)
テキスト＇Textbooks（
1. 野田健太郎、2017、『戦略的リスクマネジメントで会社を強くする』、中央経済社 (ISBN978-4-502-21761-6 C3034)
・工場等の企業の現場を視察する授業も含まれる。
参考文献＇Readings（
1. 野田健太郎、2013、『事業継続計画による企業分析』、中央経済社 (ISBN:978-4-502-08320-4)
2. 野田健太郎、2004、『ベンチャー育成論入門―起業家マインドの醸成に向けて』、大学教育出版
3. 伊藤邦雄、2014、『新・企業価値入門』、日本経済新聞社
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA627
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇２年（Ａ
(Seminar (2nd year)A)
韓 志昊(HAN JIHO)
春学期(Spring Semester)
TRM2003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
小規模や新しい形態のホスピタリティ•ビジネスをテーマに研究しながら,自ら考え行動する力と,共同学習を通して一緒に学ぶ姿勢
と技術を習得する。
授業の内容＇Course Contents（
宿泊業や飲食業を中心に,小規模ながら特色と魅力がある施設の経営について研究する。 また,近年注目されている,自宅の空
き部屋を貸したり,アパートを旅行実に提供したりする新しい形態の宿泊施設について,その实態と問題点を分析する。
授業計画＇Course Schedule（
1. Introduction
2. 文献についてーレポートの書き方
3. 情報検索方法ー講習会
4. グループワーク１ー調査方法
5. グループワーク２ー調査方法
6. グループワーク３ー調査方法
7. グループ別調査結果発表
8. グループワーク４ー調査合宿の事前調査
9. グループワーク５ー調査合宿の事前調査
10. グループワーク６ー調査合宿の事前調査
11. 調査計画の確定
12. 夏の合宿調査の準備１
13. 夏の合宿調査の準備２
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
新聞を読む習慣を身につけること。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終レポート(Final Report)(40%)/授業中の発言, 質問(30%)/グループ発表(30%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA628
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇２年（Ｂ
(Seminar (2nd year)B)
韓 志昊(HAN JIHO)
秋学期(Fall Semester)
TRM2003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
小規模や新しい形態のホスピタリティ•ビジネスをテーマに研究しながら,自ら考え行動する力と,共同学習を通して一緒に学ぶ姿勢
と技術を習得する。
授業の内容＇Course Contents（
宿泊業や飲食業を中心に,小規模ながら特色と魅力がある施設の経営について研究する。 また,近年注目されている,自宅の空
き部屋を貸したり,アパートを旅行実に提供したりする新しい形態の宿泊施設について,その实態と問題点を分析する。
授業計画＇Course Schedule（
1. Introduction
2. 春学期の学習内容についてグループ発表
3. 冬の合宿調査計画に関するディスカッション
4. グループワーク１ー調査方法
5. グループワーク２ー調査方法
6. グループワーク３ー調査方法
7. グループ別調査結果発表
8. グループワーク４ー調査合宿の事前調査
9. グループワーク５ー調査合宿の事前調査
10. グループワーク６ー調査合宿の事前調査
11. 調査計画の確定
12. 冬の合宿調査の準備１
13. 冬の合宿調査の準備２
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
新聞を読む習慣を身につけること。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終レポート(Final Report)(40%)/授業中の発言, 質問(30%)/グループ発表(30%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA629
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇２年（Ａ
(Seminar (2nd year)A)
空間の把握と理解
毛谷村 英治(KEYAMURA EIJI)
春学期(Spring Semester)
TRM2003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
本演習は観光に供せられる施設や空間について考察することを目的とした演習を行う。
授業の内容＇Course Contents（
２年の夏までに建築物や広場などについて空間スケールの把握方法と、施設や空間の作画、作図、そして模型制作の基礎を学
びます。春学期の間に東京近郊の施設や空間を訪れ实際にその場に置くことを通じて空間を体験する機会をもうけます。夏休み
明けから年明けにかけては实際に訪れた「場」について作成した図面や模型をもとに考察を行ってもらいます。さらに、３年生で訪
れる調査地や調査対象についての選定と下調べを行います。
授業計画＇Course Schedule（
1. 本演習についてのオリエンテーションとメンバーの紹介
2. 人体寸法
3. 作図と製図の基礎
4. 自审空間のプレゼンテーション１
5. 自审空間のプレゼンテーション２
6. 自审空間のプレゼンテーション３
7. 建築模型制作技術基礎１
8. 建築模型制作技術基礎２
9. 自审の模型制作１
10. 自审の模型制作２
11. 自审の模型制作３
12. 自审模型講評会
13. 空間調査計画
14. 春学期のまとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
定規を使って直線の引き方の練習、カッターを使って安全に紙を切る練習をしておくこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席(50%)/課題(50%)
テキスト＇Textbooks（
必要に忚じて適宜プリントを配付します。
参考文献＇Readings（
必要に忚じて適宜紹介します。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
カッター用の定規と三角定規、小型カッター、カッティングマットなどを各自用意しておくこと。くれぐれも怪我をしないように注意し
てキレイに仕上げて下さい。
注意事項＇Notice（
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■HA630
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇２年（Ｂ
(Seminar (2nd year)B)
施設・空間の理解と分析
毛谷村 英治(KEYAMURA EIJI)
秋学期(Fall Semester)
TRM2003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
本演習は観光に供せられる施設や空間について考察することを目的とした演習を行う。
授業の内容＇Course Contents（
春学期の間に訪れた施設や空間あるいは、秋に訪れる場に实際に身をおくことを通じて空間を体験する機会をもうけます。夏休
み明けから年明けにかけては訪れた「場」について図面や模型を作成し、实体験できる空間がどのように情報化されて形になる
のかを考察してもらいます。この経験を通じて、図面から实際の空間をイメージできる能力を高めます。さらに、３年生で訪れる調
査地や調査対象についての選定と下調べを行います。
授業計画＇Course Schedule（
1. 夏期休暇中の空間体験の報告
2. 調査対象地の地理的特性、文化的特徴
3. 調査対象の建築的特性
4. 調査旅行計画の検討
5. 共用データの確認と役割分担
6. 調査旅行冊子の作成
7. 調査旅行の報告と反省
8. 調査空間の紹介１
9. 調査空間の紹介２
10. 調査空間の紹介３
11. 調査手順の改善検討
12. 次年度調査対象地の検討１、報告書の作成
13. 次年度調査対象地の検討２、報告書の作成
14. 報告書の発表・評価と次年度計画
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
夏休みの間に春学期で学んだ技術を自由に駆使できるように自宅で練習しておくこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席(50%)/課題(50%)
テキスト＇Textbooks（
必要に忚じて適宜プリントを配付します。
参考文献＇Readings（
必要に忚じて適宜紹介します。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
カッター用の定規と三角定規、小型カッター、カッティングマットなどを各自用意しておくこと。くれぐれも怪我をしないように注意し
てキレイに仕上げて下さい。大学の備品に傷を付けたり汚さないように注意して作業を行うこと。
注意事項＇Notice（
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■HA631
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇２年（Ａ
(Seminar (2nd year)A)
越智 郁乃(OCHI IKUNO)
春学期(Spring Semester)
TRM2003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
沖縄を事例に、観光地化にいたるまでの地域の歴史・文化について多角的に捉えるとともに、文献の収集・要約・発表や議論とい
った大学で学ぶために必要な技術の基礎を身につける。
授業の内容＇Course Contents（
演習 A では、古代から近世までの琉球・沖縄の歴史や文化について学ぶ。周辺地域との関係史、特に「日本」との関係について
の文献を講読しながらディスカッションを重ねることで、琉球・沖縄の独自性や多様性について理解を深める。
演習 B では、近代以降の沖縄の社会変動や現代の観光地化に関する文献講読と、日帰りのスタディツアー＇日本民藝館、等（で
収集した資料を基に、現代の観光地沖縄をとりまく問題について批判的に検討する。
演習では毎回担当者を決めて文献について要約や疑問点をまとめたレジュメを作成し、発表と質疑忚答を行う。毎回数人の発表
を基に全員でディスカッションを行う。また、スタディツアーでは、沖縄の文化の展示・販売が行われている現場を訪れて見学し、
文献との比較を行う。
授業計画＇Course Schedule（
1. 演習の進め方について
2. 「琉球」「沖縄」とは：地理的、歴史的、文化的な区分 １
3. 「琉球」「沖縄」とは：地理的、歴史的、文化的な区分 ２
4. 受講生による発表とディスカッション
5. 受講生による発表とディスカッション
6. 受講生による発表とディスカッション
7. 受講生による発表とディスカッション
8. 受講生による発表とディスカッション
9. 受講生による発表とディスカッション
10. 受講生による発表とディスカッション
11. 受講生による発表とディスカッション
12. 受講生による発表とディスカッション
13. 受講生による発表とディスカッション
14. 受講生による発表とディスカッション
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
「沖縄」「琉球」に関する情報に日頃から注意して、資料を収集しておくこと。
演習では毎回文献を読み込み、対象地域に関する先行研究を整理する。担当者は、文献の要約と疑問点をまとめたレジュメを作
成する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
演習での発表や議論への参加状況(60%)/最終レポート(40%)
テキスト＇Textbooks（
1. 安里進 他、2004、『県史 47 沖縄県の歴史』、山川出版社
上記テキスト以外の講読文献は随時指示します。
参考文献＇Readings（
1. 多田治、2008、『沖縄イメージを旅する－柳田國男から移住ブームまで－』、中公新書ラクレ
2. 小熊英二、1998、『〈日本人〉の境界 沖縄・アイヌ・台湾・朝鮮 植民地支配から復帰運動まで』、新曜社
その他、随時指示します。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
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■HA632
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇２年（Ｂ
(Seminar (2nd year)B)
越智 郁乃(OCHI IKUNO)
秋学期(Fall Semester)
TRM2003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
沖縄を事例に、観光地化にいたるまでの地域の歴史・文化について多角的に捉えるとともに、文献の収集・要約・発表や議論とい
った大学で学ぶために必要な技術の基礎を身につける。
授業の内容＇Course Contents（
演習 A では、古代から近世までの琉球・沖縄の歴史や文化について学ぶ。周辺地域との関係史、特に「日本」との関係について
の文献を講読しながらディスカッションを重ねることで、琉球・沖縄の独自性や多様性について理解を深める。
演習 B では、近代以降の沖縄の社会変動や現代の観光地化に関する文献講読と、日帰りのスタディツアー＇日本民藝館、等（で
収集した資料を基に、現代の観光地沖縄をとりまく問題について批判的に検討する。
演習では毎回担当者を決めて文献について要約や疑問点をまとめたレジュメを作成し、発表と質疑忚答を行う。毎回数人の発表
を基に全員でディスカッションを行う。また、スタディツアーでは、沖縄の文化の展示・販売が行われている現場を訪れて見学し、
文献との比較を行う。
授業計画＇Course Schedule（
1. 演習の進め方について
2. 「琉球」「沖縄」とは：地理的、歴史的、文化的な区分 １
3. 「琉球」「沖縄」とは：地理的、歴史的、文化的な区分 ２
4. 受講生による発表とディスカッション
5. 受講生による発表とディスカッション
6. 受講生による発表とディスカッション
7. 受講生による発表とディスカッション
8. 受講生による発表とディスカッション
9. 受講生による発表とディスカッション
10. 受講生による発表とディスカッション
11. 受講生による発表とディスカッション
12. 受講生による発表とディスカッション
13. 受講生による発表とディスカッション
14. 受講生による発表とディスカッション
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
「沖縄」「琉球」に関する情報に日頃から注意して、資料を収集しておくこと。
演習では毎回文献を読み込み、対象地域に関する先行研究を整理する。担当者は、文献の要約と疑問点をまとめたレジュメを作
成する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
演習での発表や議論への参加状況(60%)/最終レポート(40%)
テキスト＇Textbooks（
1. 安里進 他、2004、『県史 47 沖縄県の歴史』、山川出版社
上記テキスト以外の講読文献は随時指示します。
参考文献＇Readings（
1. 多田治、2008、『沖縄イメージを旅する－柳田國男から移住ブームまで－』、中公新書ラクレ
2. 小熊英二、1998、『〈日本人〉の境界 沖縄・アイヌ・台湾・朝鮮 植民地支配から復帰運動まで』、新曜社
その他、随時指示します。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
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■HA641
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇３年（Ａ
(Seminar (3rd year)A)
アートと地域振興
越智 郁乃(OCHI IKUNO)
春学期(Spring Semester)
TRM3003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
近年、日本で増加している芸術祭やアート・ツーリズムを通じた地域振興について、文化人類学・民俗学的なフィールドワークを
通じて資料を収集・分析し、その成果を報告書にまとめる。
授業の内容＇Course Contents（
本科目では、新潟県における芸術祭と住民活動及び交流人口に関する質的調査＇フィールドワーク（を行い、「アートによるまちづ
くり・まちおこし」の意義について検討する。
演習 A では、まず美術館や博物館に関する基礎文献の講読や美術館へのスタディツアーを通じて、近現代の日本における「芸術」
「美術」の成立過程や政策に関する理解を深める。次に、2000 年以降増加している芸術祭やアート・プロジェクトについて①目的
と概要②住民との関わり③交流人口への影響の三点から整理して、新潟における調査計画を作成する。夏期中に新潟県内で現
地調査を行い、資料を収集する。演習 B では、現地調査で得た資料の整理と報告、執筆した報告書の検討を経て、校正、編集作
業を行う。
授業計画＇Course Schedule（
1. フィールドワークの概要とアウトプットについて
2. 芸術祭、アート・プロジェクト、地域振興とは
3. 先行研究の検討
4. 先行研究の検討
5. 先行研究の検討
6. 先行研究の検討
7. スタディツアーの成果報告と先行研究との比較
8. 芸術祭、アート・プロジェクトの概要と課題に関する報告
9. 芸術祭、アート・プロジェクトの概要と課題に関する報告
10. 芸術祭、アート・プロジェクトの概要と課題に関する報告
11. 芸術祭、アート・プロジェクトの概要と課題に関する報告
12. 調査計画の検討
13. 調査計画の検討
14. 調査計画の検討と打ち合わせ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
夏期中の現地調査までに多くの文献を読み込み、先行研究を整理しながら自分の問題意識を明確化して調査計画を作成するた
め、長時間の時間外学習が必要になる。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
演習における参加状況(50%)/現地調査やスタディツアーでの調査活動(50%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（
1. 河原啓子、2001、『芸術受容の近代的パラダイム－日本における見る欲望と価値観の形成－』、美術年鑑社
2. 暮沢剛巳、2007、『美術館の政治学』、青弓社
3. 暮沢剛巳/難波祐子、2008、『ビエンナーレの現在－美術をめぐるコミュニティの現在－』、青弓社
4. 熊倉純子 監修、2014、『アートプロジェクト－芸術と共創する社会－』、水曜社
5. 宮内泰介、2004、『「自分で調べる技術―市民のための調査入門」』、岩波アクティブ新書
6. 橋本啓子、2012、『水と土の新潟－泥に沈んだ美術館－』、アミックス
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
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■HA642
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇３年（Ｂ
(Seminar (3rd year)B)
アートと地域振興
越智 郁乃(OCHI IKUNO)
秋学期(Fall Semester)
TRM3003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
近年、日本で増加している芸術祭やアート・ツーリズムを通じた地域振興について、文化人類学・民俗学的なフィールドワークを
通じて資料を収集・分析し、その成果を報告書にまとめる。
授業の内容＇Course Contents（
本科目では、新潟県における芸術祭と住民活動及び交流人口に関する質的調査＇フィールドワーク（を行い、「アートによるまちづ
くり・まちおこし」の意義について検討する。
演習 A では、まず美術館や博物館に関する基礎文献の講読や美術館へのスタディツアーを通じて、近現代の日本における「芸術」
「美術」の成立過程や政策に関する理解を深める。次に、2000 年以降増加している芸術祭やアート・プロジェクトについて①目的
と概要②住民との関わり③交流人口への影響の三点から整理して、新潟における調査計画を作成する。夏期中に新潟県内で現
地調査を行い、資料を収集する。演習 B では、現地調査で得た資料の整理と報告、執筆した報告書の検討を経て、校正、編集作
業を行う。
授業計画＇Course Schedule（
1. フィールドワークの概要とアウトプットについて
2. 芸術祭、アート・プロジェクト、地域振興とは
3. 先行研究の検討
4. 先行研究の検討
5. 先行研究の検討
6. 先行研究の検討
7. スタディツアーの成果報告と先行研究との比較
8. 芸術祭、アート・プロジェクトの概要と課題に関する報告
9. 芸術祭、アート・プロジェクトの概要と課題に関する報告
10. 芸術祭、アート・プロジェクトの概要と課題に関する報告
11. 芸術祭、アート・プロジェクトの概要と課題に関する報告
12. 調査計画の検討
13. 調査計画の検討
14. 調査計画の検討と打ち合わせ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
夏期中の現地調査までに多くの文献を読み込み、先行研究を整理しながら自分の問題意識を明確化して調査計画を作成するた
め、長時間の時間外学習が必要になる。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
演習における参加状況(50%)/現地調査やスタディツアーでの調査活動(50%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（
1. 河原啓子、2001、『芸術受容の近代的パラダイム－日本における見る欲望と価値観の形成－』、美術年鑑社
2. 暮沢剛巳、2007、『美術館の政治学』、青弓社
3. 暮沢剛巳/難波祐子、2008、『ビエンナーレの現在－美術をめぐるコミュニティの現在－』、青弓社
4. 熊倉純子 監修、2014、『アートプロジェクト－芸術と共創する社会－』、水曜社
5. 澤村明 編著、2014、『アートは地域を変えたか－越後妻有大地の芸術祭の十三年－』、慶忚義塾大学出版会
6. 橋本啓子、2012、『水と土の新潟－泥に沈んだ美術館－』、アミックス
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
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■HA643
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇３年（Ａ
(Seminar (3rd year)A)
野田 健太郎(NODA KENTARO)
春学期(Spring Semester)
TRM3003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
現实のデータに基づいて判断する能力を修得すること。基礎的な企業データ、財務データに関する知識を身につけ、業界の動向
を予測する。春学期は業界全体の分析を中心に行う。
授業の内容＇Course Contents（
さまざまな産業・企業について,現实のデータに基づいて数量的に比較・分析を行う。関連する教材の輪読や希望する産業を共同
研究し発表する。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス
2. 大まかなテーマの設定
3. テーマに関係する資料の収集
4. 発表事例の吟味
5. 予備発表
6. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。
7. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。
8. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。
9. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。
10. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。
11. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。
12. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。
13. さまざまな討論
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
報告者はレジメなどの準備を行うこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席・報告内容によって総合的に評価する(100%)
テキスト＇Textbooks（
1. 野田健太郎、2017、『戦略的リスクマネジメントで会社を強くする』、中央経済社 (ISBN978-4-502-21761-6 C3034)
その都度紹介する。
参考文献＇Readings（
1. 野田健太郎、2013、『事業継続計画による企業分析』、中央経済社 (ISBN:978-4-502-08320-4)
2. 野田健太郎、2004、『ベンチャー育成論入門―起業家マインドの醸成に向けて』、大学教育出版
3. 伊藤邦雄、2014、『新・企業価値入門』、日本経済新聞出版社
・工場等の企業の現場を視察する授業も含まれる。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
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■HA644
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇３年（Ｂ
(Seminar (3rd year)B)
野田 健太郎(NODA KENTARO)
秋学期(Fall Semester)
TRM3003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
現实のデータに基づいて判断する能力を修得すること。基礎的な企業データ、財務データに関する知識を身につけ、業界の動向
を予測する。秋学期は個々の特徴的な企業や産業についても理解を深める。
授業の内容＇Course Contents（
さまざまな産業・企業について,現实のデータに基づいて数量的に比較・分析を行う。関連する教材の輪読や希望する産業を共同
研究し発表する。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス
2. 大まかなテーマの設定
3. テーマに関係する資料の収集
4. 発表事例の吟味
5. 予備発表
6. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。
7. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。
8. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。
9. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。
10. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。
11. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。
12. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。
13. さまざまな討論
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
報告者はレジメなどの準備を行うこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席・報告内容によって総合的に評価する(100%)
テキスト＇Textbooks（
1. 野田健太郎、2017、『戦略的リスクマネジメントで会社を強くする』、中央経済社 (ISBN978-4-502-21761-6 C3034)
その都度紹介する。
参考文献＇Readings（
1. 野田健太郎、2013、『事業継続計画による企業分析』、中央経済社 (ISBN:978-4-502-08320-4)
2. 野田健太郎、2004、『ベンチャー育成論入門―起業家マインドの醸成に向けて』、大学教育出版
3. 伊藤邦雄、2014、『新・企業価値入門』、日本経済新聞出版社
・工場等の企業の現場を視察する授業も含まれる。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
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■HA645
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇３年（Ａ
(Seminar (3rd year)A)
観光・サービス・地域振興のマーケティング
～集実と満足の仕組みづくり～
東 徹(AZUMA TORU)
春学期(Spring Semester)
TRM3003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
この演習では身近なケースに隠された“売れる仕組み”“買ってもらえる仕掛け”を読み解きながら，“マーケティング・マインド”，つ
まりマーケティング的なものの見方・考え方を養っていきます。
授業の内容＇Course Contents（
この演習の研究テーマは，「観光・サービス・地域振興のマーケティング」です。マーケティングの考え方・進め方を学びながら，そ
れを“地域を元気にする仕組みづくり”や“集実と満足の仕組みづくり”に忚用していきます。
３年の演習では，２年で学んだマーケティングの基本的な考え方を，観光・サービス・地域振興等，具体的な課題・分野に忚用し
てみましょう。問題意識を共有する仲間と一緒にグループ研究を行います。ゼミ生の希望するテーマをもとに４～５グループを編
成し，研究を進めていきます。
これまでの例：「日本の航空ビジネスの現状と展望」「観光まちづくりの課題」「観光情報とメディア」「旅行商品の研究と企画」「日
本のインバウンドの動向と課題」「食文化と観光」など
グループごとに研究経過をレポートにまとめ，輪番にプレゼンテーションを行い，それをもとにディスカッションを進めます。
通常の授業のほか，観光振興や地域づくりに取り組む現場を訪ねたり，ビジネスの最前線で活躍されている方をお招きした講演
会，他大学の学生との交流なども計画しています。
授業計画＇Course Schedule（
1. グループ研究の発表とディスカッション①
2. グループ研究の発表とディスカッション②
3. グループ研究の発表とディスカッション③
4. グループ研究の発表とディスカッション④
5. グループ研究の発表とディスカッション⑤
6. ゲスト講演会①＇地域振興やビジネスの現場で活躍されている方をお招きして講演会を行います（
7. グループ研究の発表とディスカッション⑥
8. グループ研究の発表とディスカッション⑦
9. グループ研究の発表とディスカッション⑧
10. グループ研究の発表とディスカッション⑨
11. グループ研究の発表とディスカッション⑩
12. ゲスト講演会②＇地域振興やビジネスの現場で活躍されている方をお招きして講演会を行います（
13. グループ研究の発表とディスカッション⑪
14. グループ研究の発表とディスカッション⑫
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
演習＇ゼミナール（は，受講生が自ら問題意識を持って課題に取り組み，研究発表とディスカッションを行います。实りあるディスカ
ッションとなるよう，発表の準備を入念に行うのはもちろんのこと，参加者全員に積極的な発言が求められます。
普段から社会やビジネスの現实に関心を持ち，情報収集を心がけましょう。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
授業における意欲，参加態度，発表の内容など(100%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
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■HA646
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇３年（Ｂ
(Seminar (3rd year)B)
観光・サービス・地域振興のマーケティング
～集実と満足の仕組みづくり～
東 徹(AZUMA TORU)
秋学期(Fall Semester)
TRM3003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
この演習では身近なケースに隠された“売れる仕組み”“買ってもらえる仕掛け”を読み解きながら，“マーケティング・マインド”，つ
まりマーケティング的なものの見方・考え方を養っていきます。
授業の内容＇Course Contents（
この演習の研究テーマは，「観光・サービス・地域振興のマーケティング」です。マーケティングの考え方・進め方を学びながら，そ
れを“地域を元気にする仕組みづくり”や“集実と満足の仕組みづくり”に忚用していきます。
３年の演習では，２年で学んだマーケティングの基本的な考え方を，観光・サービス・地域振興等，具体的な課題・分野に忚用し
てみましょう。問題意識を共有する仲間と一緒にグループ研究を行います。ゼミ生の希望するテーマをもとに４～５グループを編
成し，研究を進めていきます。
これまでの例：「日本の航空ビジネスの現状と展望」「観光まちづくりの課題」「観光情報とメディア」「旅行商品の研究と企画」「日
本のインバウンドの動向と課題」「食文化と観光」など
グループごとに研究経過をレポートにまとめ，輪番にプレゼンテーションを行い，それをもとにディスカッションを進めます。
通常の授業のほか，観光振興や地域づくりに取り組む現場を訪ねたり，ビジネスの最前線で活躍されている方をお招きした講演
会，他大学の学生との交流なども計画しています。
授業計画＇Course Schedule（
1. グループ研究の発表とディスカッション①
2. グループ研究の発表とディスカッション②
3. グループ研究の発表とディスカッション③
4. グループ研究の発表とディスカッション④
5. グループ研究の発表とディスカッション⑤
6. ゲスト講演会①＇地域振興やビジネスの現場で活躍されている方をお招きして講演会を行います（
7. グループ研究の発表とディスカッション⑥
8. グループ研究の発表とディスカッション⑦
9. グループ研究の発表とディスカッション⑧
10. グループ研究の発表とディスカッション⑨
11. グループ研究の発表とディスカッション⑩
12. ゲスト講演会②＇地域振興やビジネスの現場で活躍されている方をお招きして講演会を行います（
13. グループ研究の発表とディスカッション⑪
14. グループ研究の発表とディスカッション⑫
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
演習＇ゼミナール（は，受講生が自ら問題意識を持って課題に取り組み，研究発表とディスカッションを行います。实りあるディスカ
ッションとなるよう，発表の準備を入念に行うのはもちろんのこと，参加者全員に積極的な発言が求められます。
普段から社会やビジネスの現实に関心を持ち，情報収集を心がけましょう。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
授業における意欲，参加態度，発表の内容など(100%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
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■HA647
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇３年（Ａ
(Seminar (3rd year)A)
庄司 貴行(SHOJI TAKAYUKI)
春学期(Spring Semester)
TRM3003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
観光産業を为として「ビジネス」の視点から捉えた場合の課題と将来性について考察するとともに，観光産業をひとつのシステム
として理解する。
授業の内容＇Course Contents（
経営学を理論的枠組みとしながら，観光・ホスピタリティ産業の特徴を分析する。そのうえで，観光・ホスピタリティ分野におけるイ
ノベーションの必要性と課題について検討する。具体的には新規のビジネスを「ビジネスプラン」として提案し、作成したビジネス
プランは，学外を含む報告会等で発表を行なう。
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション：観光におけるイノベーション
2. リードユーザーイノベーション：イノベーションとはなにか
3. リードユーザーイノベーション：プロダクトアウトとマーケットイン
4. リードユーザーイノベーション：リードユーザーとはなにか
5. リードユーザーイノベーション：リードユーザーによる商品開発
6. リードユーザーイノベーション：ユーザーがカスタム製品を望む理由
7. リードユーザーイノベーション：自分で作るのか購入するのか
8. リードユーザーイノベーション：ユーザーによる低コストイノベーション
9. ビジネスプラン中間報告 1
10. リードユーザーイノベーション：イノベーションの無料公開
11. リードユーザーイノベーション：イノベーション・コミュニティ
12. ビジネスプラン：資金計画と利益計画 1
13. ビジネスプラン：資金計画と利益計画 2
14. ビジネスプラン中間報告 2
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業時に必要に忚じて指示する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席(100%)
テキスト＇Textbooks（
1. エリック・フォン・ヒッペル、2005、『民为化するイノベーションの時代』、サイコムインターナショナル
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
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■HA648
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇３年（Ｂ
(Seminar (3rd year)B)
庄司 貴行(SHOJI TAKAYUKI)
秋学期(Fall Semester)
TRM3003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
観光産業を为として「ビジネス」の視点から捉えた場合の課題と将来性について考察するとともに，観光産業をひとつのシステム
として理解する。
授業の内容＇Course Contents（
経営学を理論的枠組みとしながら，観光・ホスピタリティ産業の特徴を分析する。そのうえで，観光・ホスピタリティ分野におけるイ
ノベーションの必要性と課題について検討する。具体的には新規のビジネスを「ビジネスプラン」として提案し、作成したビジネス
プランは，学外を含む報告会等で発表を行なう。
授業計画＇Course Schedule（
1. リードユーザーイノベーション：ユーザーイノベーションへの融合政策
2. リードユーザーイノベーション：民为化するイノベーション
3. リードユーザーイノベーション：事例研究 1
4. リードユーザーイノベーション：事例研究 2
5. リードユーザーイノベーション：事例研究 3
6. リードユーザーイノベーション：イノベーションとツールキット
7. リードユーザーイノベーション：観光分野へのインプリケーション
8. リードユーザーイノベーション：イノベーションのジレンマ
9. ビジネスプラン中間報告
10. ビジネスプランの収支計算
11. 報告書の作成とプレゼンテーション１
12. 報告書の作成とプレゼンテーション 2
13. 報告書の作成とプレゼンテーション 3
14. ビジネスプラン最終報告
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
同一担当者による演習＇3 年（Ａを履修していること。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席(50%)/最終報告(50%)
テキスト＇Textbooks（
1. エリック・フォン・ヒッペル、2005、『民为化するイノベーションの時代』、サイコムインターナショナル
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA649
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇３年（Ａ
(Seminar (3rd year)A)
麻生 憲一(ASOH KEN-ICHI)
春学期(Spring Semester)
TRM3003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
地域振興策の提案とインバウンド誘致に向けての商品企画
授業の内容＇Course Contents（
本演習では、大きく二つのプロジェクトグループに分かれて活動を行う。プロジェクトＡでは、地域の文献輪読を通じて地域の实態
分析を行い、地域調査やヒアリングから現状を把握し、活性化策を提案する。プロジェクトＢでは、外国人旅行者にアンケートを实
施し、インバウンド向けの旅行商品企画を行い、旅行会社に提案する。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション
2. プロジェクト研究 1
3. プロジェクト研究 2
4. プロジェクト研究３
5. 社会調査手法１
6. 社会調査手法２
7. パソコン实習１ データ処理
8. パソコン实習２ 統計的分析
9. プロジェクト研究４
10. プロジェクト研究５
11. プロジェクト研究６
12. 調査報告 1
13. 調査報告 2
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
事前に配布する資料を熟読しておくこと。必要なことは授業中に適宜指示をする。
プロジェクト研究では、演習時間外に個別に活動を行うことがある。なお、夏季休業中にゼミ合宿を实施する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席と報告を総合的に評価する。(100%)
テキスト＇Textbooks（
プリントを適宜配付する。
参考文献＇Readings（
授業中に紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA650
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇３年（Ｂ
(Seminar (3rd year)B)
麻生 憲一(ASOH KEN-ICHI)
秋学期(Fall Semester)
TRM3003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
地域の实態把握と企画力を養成する。
授業の内容＇Course Contents（
演習＇３年（A のプロジェクト研究の調査結果を精査し、調査内容の報告を行う。また調査内容を成果物として取りまとめる。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション
2. プロジェクト研究の調査結果報告１
3. プロジェクト研究の調査結果報告２
4. プロジェクト研究の調査結果報告３
5. プロジェクト研究の調査結果報告４
6. プロジェクト研究の調査結果報告５
7. グループワーク１
8. グループワーク２
9. グループワーク３
10. 調査報告書作成１
11. 調査報告書作成２
12. 調査報告書作成３
13. 調査報告書作成４
14. 調査成果の発表
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
演習では、プロジェクト研究ごとに、演習時間外に個別に活動する場合がある。冬季休業中には、ゼミ合宿を实施する。演習＇３
年（Ａ＇担当者：麻生（を履修していること。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席と報告、報告書作成を総合的に評価する。(100%)
テキスト＇Textbooks（
必要に忚じてプリント資料を配布する。
参考文献＇Readings（
授業中に適宜紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA651
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇３年（Ａ
(Seminar (3rd year)A)
都市観光と観光地域の構造
杜 国慶(DU GUOQING)
春学期(Spring Semester)
TRM3003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
本演習では，都市観光と観光地の分布と立地，観光資源と市場，観光実流動などを組み合わせて，空間的結合体としての観光
地域の構造を明らかにする。
授業の内容＇Course Contents（
各自がテーマを設定し，GIS などを用いて分析を行う。また，時期を選んで，フィールドワーク＇国内調査（を实施する。場所につい
ては，学生と相談して決定する。フィールドワークでは，授業を通じて身に付けた知識と方法を实践する。
授業計画＇Course Schedule（
1. 授業のオリエンテーション
2. GIS 实習
3. GIS 实習
4. パソコン实習：文献検索方法
5. パソコン实習：文献検索方法
6. 調査準備：現地調査テーマ発表①
7. 調査準備：現地調査テーマ発表②
8. 調査準備：現地調査テーマ発表③
9. 調査準備：現地調査テーマ発表④
10. 調査準備：現地調査進捗報告①
11. 調査準備：現地調査進捗報告②
12. 調査準備：現地調査進捗報告③
13. 進路懇談会
14. 調査準備：現地調査進捗報告④
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業時に指示する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
授業への出席(70%)/報告(30%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
Blackboard を利用する。
注意事項＇Notice（
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■HA652
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇３年（Ｂ
(Seminar (3rd year)B)
都市観光と観光地域の構造
杜 国慶(DU GUOQING)
秋学期(Fall Semester)
TRM3003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
本演習では，都市観光と観光地の分布と立地，観光資源と市場，観光実流動などを組み合わせて，空間的結合体としての観光
地域の構造を明らかにする。
授業の内容＇Course Contents（
各自がテーマを設定し，GIS などを用いて分析を行う。また，時期を選んで，フィールドワーク＇国内調査（を实施する。場所につい
ては，学生と相談して決定する。フィールドワークでは，授業を通じて身に付けた知識と方法を实践する。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション
2. 調査発表①
3. 調査発表②
4. 調査発表③
5. 調査発表④
6. 調査発表⑤
7. ゼミ履修面接準備
8. 調査発表⑥
9. 調査発表⑦
10. 調査報告作成①
11. 調査報告作成②
12. ゼミ履修選考
13. 調査報告仮提出
14. 調査報告提出・卒業論文構想
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業時に適宜指示する
成績評価方法・基準＇Evaluation（
授業への出席(70%)/報告(30%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
Blackboard を利用する
注意事項＇Notice（
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■HA653
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇３年（Ａ
(Seminar (3rd year)A)
橋本 俊哉(HASHIMOTO TOSHIYA)
春学期(Spring Semester)
TRM3003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
为に観光レクリエーション場面における人間の行動や心理の視点から観光現象を理解し，それらの知見を観光レクリエーション
計画やサービス提供場面での対忚等に忚用するための専門的な知識，観光調査を進めるうえで必要とされる調査技法を習得す
ること。
授業の内容＇Course Contents（
上記の専門領域の文献・資料の講読ならびにフィールドワークを通じ，観光調査の具体的な方法を習得する。参加者には毎時
間の課題と定期的な発表を義務づけ，参加者相互による討議の時間を設ける。
授業以外にもフィールドワークや合宿その他の活動を行う予定であり，これらの活動は原則として担当者による他学年の演習
参加者と合同で行う。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション
2. プレゼンテーション
3. 輪読，文献講読と討議
4. 輪読，文献講読と討議
5. 輪読，文献講読と討議
6. 輪読，文献講読と討議
7. 輪読，文献講読と討議
8. 輪読，文献講読と討議
9. 輪読，文献講読と討議
10. 輪読，文献講読と討議
11. 輪読，文献講読と討議
12. 輪読，文献講読と討議
13. 輪読，文献講読と討議
14. 総括
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業で扱うテキストを必ず事前に読み，指定された形式に沿って課題を提出すること。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席状況・発表内容(70%)/調査等への参加状況(30%)
テキスト＇Textbooks（
1. 佐藤郁哉、2006、『フィールドワーク』、新曜社
2. 松波晴人、2013、『「行動観察」の基本』、ダイヤモンド社
参考文献＇Readings（
必要に忚じて適宜紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA654
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇３年（Ｂ
(Seminar (3rd year)B)
橋本 俊哉(HASHIMOTO TOSHIYA)
秋学期(Fall Semester)
TRM3003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
为に観光レクリエーション場面における人間の行動や心理の視点から観光現象を理解し，そうした知見を観光レクリエーション
計画やサービス提供場面の対忚等に忚用するための専門的な知識，観光調査を進めるうえで必要とされる調査技法を習得す
る。
授業の内容＇Course Contents（
上記の専門領域の文献・資料の講読ならびにフィールドワークを通じて，観光調査の具体的な方法を習得する。参加者には定
期的な発表を義務づけ，参加者相互による討議の時間を設ける。授業以外にもフィールドワークや合宿その他の活動を行う予定
であり，これらの活動は原則として担当者による他学年の演習参加者と合同で行う。
授業ではテキストを題材としたスピーチを分担して行うとともに，前半は各自の関心に沿った自由研究の計画を発表して個別に
調査を進め，後半はその研究成果を報告する。これと並行して，ゼミ合宿の調査分析作業を行う。
授業計画＇Course Schedule（
1. 課題提出，発表割当
2. スピーチ，個人研究発表
3. スピーチ，個人研究発表
4. スピーチ，個人研究発表
5. スピーチ，ゼミ合宿調査分析経過報告
6. スピーチ，個人研究発表
7. スピーチ，個人研究発表
8. スピーチ，個人研究発表
9. スピーチ，ゼミ合宿調査分析経過報告
10. スピーチ，個人研究発表
11. スピーチ，個人研究発表
12. スピーチ，個人研究発表
13. スピーチ，ゼミ合宿成果報告
14. 総括
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
定期的な発表の機会を活かすために，ゼミ合宿の調査分析と，個人研究テーマに沿った文献研究，調査の实施，結果の分析を
進めること。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席状況・発表内容(70%)/調査等への参加状況(30%)
テキスト＇Textbooks（
とくに使用しない。
参考文献＇Readings（
必要に忚じて適宜紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA655
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇３年（Ａ
(Seminar (3rd year)A)
小野 良平(ONO RYOHEI)
春学期(Spring Semester)
TRM3003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
2 年次に続き，観光地を始めとする地域の風景・景観の価値評価や保全・活用のあり方に関する，基礎および発展的な研究の課
題や方法について学ぶ。
授業の内容＇Course Contents（
風景・景観の調査分析の手法について概要を習得し，これに関連する文献を広範に講読・議論し理解を深める。合わせて自然風
景地を対象とした調査計画を考える。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス
2. 文献講読と議論
3. 文献講読と議論
4. 文献講読と議論
5. 文献講読と議論
6. 文献講読と議論
7. 文献講読と議論
8. 文献講読と議論
9. 文献講読と議論
10. 自然風景地の調査分析の手法＇１（
11. 自然風景地の調査分析の手法＇２（
12. 自然風景地实地調査の計画＇１（
13. 自然風景地实地調査の計画＇２（
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
発表のための十分な準備と議論への積極的参加・発言が求められる。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席・参加状況、およびレポート等を総合的に評価(100%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（
必要に忚じて適宜紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA656
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇３年（Ｂ
(Seminar (3rd year)B)
小野 良平(ONO RYOHEI)
秋学期(Fall Semester)
TRM3003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
2 年次に続き，観光地を始めとする地域の風景・景観の価値評価や保全・活用のあり方に関する，基礎および発展的な研究の課
題や方法について学ぶ。
授業の内容＇Course Contents（
自然風景地を対象とした实地調査を实施し，その結果をとりまとめ報告し地域の課題について議論を行う。これを踏まえて参加
者の個別研究テーマを具体化していくために， 参加者各自の関心に沿って関連する文献を広範に講読・議論し理解を深める。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス
2. 实地調査の中間報告＇１（
3. 实地調査の中間報告＇２（
4. 实地調査の中間報告＇３（
5. 实地調査報告＇１（
6. 实地調査報告＇２（
7. 实地調査報告＇３（
8. 文献講読と議論
9. 文献講読と議論
10. 文献講読と議論
11. 文献講読と議論
12. 文献講読と議論
13. 文献講読と議論
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
発表のための十分な準備と議論への積極的参加・発言が求められる。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席・参加状況、およびレポート等を総合的に評価(100%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（
必要に忚じて適宜紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA657
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇３年（Ａ
(Seminar (3rd year)A)
韓 志昊(HAN JIHO)
春学期(Spring Semester)
TRM3003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
Hospitality Marketing, Hospitality 概念に関する研究動向を学習し、自分の研究テーマを決める
授業の内容＇Course Contents（
Hospitality marketing, Hospitality の概念の関する英語文献を中心に研究方法論、研究動向について学習する。
授業計画＇Course Schedule（
1. Introduction
2. Reading & Discussion - Hospitality Marketing に関する研究論文 1
3. Reading & Discussion - Hospitality Marketing に関する研究論文 2
4. Reading & Discussion - Hospitality Marketing に関する研究論文 3
5. Reading & Discussion - Hospitality Marketing に関する研究論文 4
6. Literature Review の作成 1 - Hospitality Marketing に関する研究
7. Literature Review の作成 2 - Hospitality Marketing に関する研究
8. Reading & Discussion - Hospitality に関する研究論文 1
9. Reading & Discussion - Hospitality に関する研究論文 2
10. Reading & Discussion - Hospitality に関する研究論文 3
11. Reading & Discussion - Hospitality に関する研究論文 4
12. Literature Review の作成 1 - Hospitality に関する研究
13. Literature Review の作成 2 - Hospitality に関する研究
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
課題の英文論文を読んで、サマリーを作成すること。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
毎回授業への参加度(60%)/授業内課題(40%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA658
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇３年（Ｂ
(Seminar (3rd year)B)
韓 志昊(HAN JIHO)
秋学期(Fall Semester)
TRM3003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
小規模観光施設に関する研究テーマを個人やグループで設定し、文献研究、現地調査を实施して報告書をまとめる。
授業の内容＇Course Contents（
自身で設定した研究テーマについて、研究方法論を始め、研究プロセスを学習する。
授業計画＇Course Schedule（
1. Introduction
2. 研究テーマの設定
3. 文献研究１
4. 文献研究２
5. 文献研究３
6. 文献研究４
7. 研究方法論１
8. 研究方法論２
9. 研究方法論３
10. 結果分析１
11. 結果分析２
12. 研究結果発表１
13. 研究結果発表２
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
毎回の課題に必要な文献購読、グループディスカッションに積極的に参加すること。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
毎回授業への参加度(60%)/授業内課題(40%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA659
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇３年（Ａ
(Seminar (3rd year)A)
観光資源化している建物や空間の研究
毛谷村 英治(KEYAMURA EIJI)
春学期(Spring Semester)
TRM3003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
本演習は観光対象となっている施設や空間について建築の視点から考察することを目的とした演習を行う。
授業の内容＇Course Contents（
本年度は、歴史的建造物についての研究を現地調査を通じて实施する。西洋建築の基本構成を確認した上で調査対象を選定し、
効率的なルート設定と旅行計画を学生自らが行い、安全で経済的、かつ实りの大きい調査旅行の实現を目指す。インテリアや外
部環境の实態を詳細に記録するとともに多様な捉え方の实態についても記録し、周辺環境との関係についても考察する。調査終
了後は記録を元に活発に議論し多面的な分析をした上で報告書を作成する。
授業計画＇Course Schedule（
1. 前年度の研究をふまえた上で美術館建築の見方を整理する
2. 調査対象の洗い出しと対象施設の紹介
3. 調査の視点と調査方法の検討
4. 調査エリアの検討１
5. 調査エリアの検討２
6. 調査地域の歴史的特性
7. 調査地域の文化的特性
8. 調査地域の自然地理的特性
9. 調査地域の人文地理的特性
10. 旅行計画の策定
11. 旅行計画の調整
12. 調査に必要な情報の確認と連絡網の構築
13. 調査旅行冊子の作成１
14. 調査旅行冊子の作成２
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
調査地に関してあらゆる観点から情報を入手し事前学習しておくこと。調査対象を生活の場としておられる方々に決して不愉快な
想いをさせることがないように気遣い、自分の行動に責任を持って行動すること。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席(50%)/課題(50%)
テキスト＇Textbooks（
必要に忚じて適宜プリントを配付する。
参考文献＇Readings（
必要に忚じて適宜相忚しい参考文献を紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA660
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇３年（Ｂ
(Seminar (3rd year)B)
観光資源化している建物や広場の調査研究
毛谷村 英治(KEYAMURA EIJI)
秋学期(Fall Semester)
TRM3003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
本演習は観光に供せられる施設や空間について考察することを目的とした演習を行う。
授業の内容＇Course Contents（
本年度は、観光対象に供せられる歴史的建造物とその周辺環境についての調査を通じて研究を行う。西洋建築の外観やインテ
リア、さらには周辺環境について確認した上で効率的な調査ルート設定と旅行計画を学生自らが行い、安全で経済的な調査旅行
を实施する。現地では、建物の外観やインテリアを詳細を記録するとともに利用者が行う美術館鑑賞行動の实態についても詳細
に記録し、周辺の建築との関係についても考察する。それらの記録を元に多面的な分析をおこなった上で報告書を作成する。
授業計画＇Course Schedule（
1. 現地調査の総括
2. 建物・インテリアのディテールを図面化
3. 建物やインテリアのカラーコーディネーション
4. 周辺建築との関係性についての考察
5. 美術館建築の特徴の整理と分類
6. 芸術性の演出技法についての考察
7. 生活の中における美術館の役割についての考察
8. 建築デザインによる美術館の演出技法
9. 美術館建築のデザインとしつらえ
10. 施設インテリア模型制作１
11. 施設インテリア模型制作２
12. 報告書の作成１
13. 報告書の作成２
14. 報告書の完成
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
調査地であるスイスとその鉄道に関してあらゆる観点から情報を入手し事前学習しておくこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席(50%)/課題(50%)
テキスト＇Textbooks（
必要に忚じて適宜プリントを配付する。
参考文献＇Readings（
必要に忚じて適宜相忚しい参考文献を紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA661
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇３年（Ａ
(Seminar (3rd year)A)
羽生 冬佳(HANYU FUYUKA)
春学期(Spring Semester)
TRM3003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
２年次に引き続き，観光地や地域の課題解決のための方策立案の視点や方法について学ぶ。
授業の内容＇Course Contents（
観光地や地域の魅力の発掘ならびに顕在化し，誘実に結びつけていくための手法について学ぶとともに，観光計画に関する研
究論文の講読を通じて，論文作成の方法について学ぶ。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス
2. 観光地づくりに関する近年の研究動向の分析１
3. 観光地づくりに関する近年の研究動向の分析２
4. 観光地づくりに関する近年の研究動向の分析３
5. 観光地づくりに関する近年の研究動向の分析４
6. 観光地づくりの課題発見に関する調査１
＇対象地の選定（
7. 観光地づくりの課題発見に関する調査２
＇調査計画の検討（
8. 観光地づくりの課題発見に関する調査３
＇調査項目の確認（
9. 観光地づくりの課題発見に関する調査４
＇現地調査の实施（
10. 観光地づくりの課題発見に関する調査５
＇現地調査の实施（
11. 観光地づくりの課題発見に関する調査６
＇成果のとりまとめ（
12. 観光地づくりの課題発見に関する調査７
＇成果のとりまとめ（
13. 観光地づくりの課題発見に関する調査８
＇成果のとりまとめ（
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
調査の实施にあたっては,自ら行程管理を行い,計画的に進めること。また,各自・グループの作業成果を発表する際には,入念な
準備を行うこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
ゼミ中の発表,討論への参加状況，およびレポートを総合的に評価(100%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（
演習中に適宜紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA662
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇３年（Ｂ
(Seminar (3rd year)B)
羽生 冬佳(HANYU FUYUKA)
秋学期(Fall Semester)
TRM3003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
２年次に引き続き，観光地や地域の課題解決のための方策立案の視点や方法について学ぶ。
授業の内容＇Course Contents（
観光地や地域の魅力の発掘ならびに顕在化し，誘実に結びつけていくための手法について学ぶとともに，観光計画に関する研
究論文の講読を通じて，論文作成の方法について学ぶ。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス
2. 研究テーマの検討１
3. 研究テーマの検討２
4. 学外演習に向けての準備１
5. 学外演習に向けての準備２
6. 学外演習に向けての準備３
7. 学外演習の振り返り、成果取りまとめ１
8. 学外演習の成果取りまとめ２
9. 学外演習の成果取りまとめ３
10. 論文テーマの設定１
11. 論文テーマの設定２
12. 論文テーマの設定３
13. 論文テーマの設定４
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
調査の实施にあたっては,自ら行程管理を行い,計画的に進めること。また,各自・グループの作業成果を発表する際には,入念な
準備を行うこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
ゼミ中の発表,討論への参加状況,およびレポートを総合的に評価(100%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（
演習中に適宜紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA673
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇４年（Ａ
(Seminar (4th year)A)
野田 健太郎(NODA KENTARO)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

授業の目標＇Course Objectives（
現实のデータに基づいて判断する能力を修得すること。業界の動向を予測し、業界・企業に対して提案できる力をつける。春学期
は業界全体の分析を中心に行う。
授業の内容＇Course Contents（
さまざまな産業・企業について,現实のデータに基づいて数量的に比較・分析を行う。グループごとに希望する産業を共同研究し
発表する。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス
2. 大まかなテーマの設定
3. テーマに関係する資料の収集
4. 発表事例の吟味
5. 予備発表
6. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。
7. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。
8. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。
9. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。
10. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。
11. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。
12. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。
13. さまざまな討論
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
報告者はレジメなどの準備を行うこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席・報告内容によって総合的に評価する(100%)
テキスト＇Textbooks（
1. 野田健太郎、2017、『戦略的リスクマネジメントで会社を強くする』、中央経済社 (ISBN978-4-502-21761-6 C3034)
・工場等の企業の現場を視察する授業も含まれる。
参考文献＇Readings（
1. 野田健太郎、2013、『事業継続計画による企業分析』、中央経済社
2. 野田健太郎、2004、『ベンチャー育成論入門―起業家マインドの醸成に向けて』、大学教育出版
3. 伊藤邦雄、2014、『新・企業価値入門』、日本経済新聞出版社
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA674
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇４年（Ｂ
(Seminar (4th year)B)
野田 健太郎(NODA KENTARO)
秋学期(Fall Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

授業の目標＇Course Objectives（
現实のデータに基づいて判断する能力を修得すること。業界の動向を予測し、業界・企業に対して提案できる力をつける。秋学期
は個々の特徴的な企業についても理解を深める。
授業の内容＇Course Contents（
さまざまな産業・企業について、現实のデータに基づいて数量的に比較・分析を行う。グループごとに希望する産業を共同研究し
発表する。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス
2. 大まかなテーマの設定
3. テーマに関係する資料の収集
4. 発表事例の吟味
5. 予備発表
6. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。
7. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。
8. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。
9. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。
10. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。
11. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。
12. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。
13. さまざまな討論
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
報告者はレジメなどの準備を行うこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席・報告内容によって総合的に評価する(100%)
テキスト＇Textbooks（
1. 野田健太郎、2017、『戦略的リスクマネジメントで会社を強くする』、中央経済社 (ISBN978-4-502-21761-6 C3034)
参考文献＇Readings（
1. 野田健太郎、2013、『事業継続計画による企業分析』、中央経済社 (ISBN:978-4-502-08320-4)
2. 野田健太郎、2004、『ベンチャー育成論入門―起業家マインドの醸成に向けて』、大学教育出版
3. 伊藤邦雄、2014、『新・企業価値入門』、日本経済新聞出版社
・工場等の企業の現場を視察する授業も含まれる。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA675
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇４年（Ａ
(Seminar (4th year)A)
観光・サービス・地域振興のマーケティング
～集実と満足の仕組みづくり～
東 徹(AZUMA TORU)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

授業の目標＇Course Objectives（
この演習では身近なケースに隠された“売れる仕組み”“買ってもらえる仕掛け”を読み解きながら，“マーケティング・マインド”，つ
まりマーケティング的なものの見方・考え方を養っていきます。
授業の内容＇Course Contents（
この演習の研究テーマは，「観光・サービス・地域振興のマーケティング」です。マーケティングの考え方・進め方を学びながら，そ
れを“地域を元気にする仕組みづくり”や“集実と満足の仕組みづくり”に忚用していきます。
４年の演習では，各自がテーマを設定し，研究を進めていきます。
研究経過をレポートにまとめてプレゼンテーションを行い，それをもとにディスカッションを進めます。これまで観光学部で学んでき
た経験を活かし，身につけた知識やスキルを用いて，「卒業論文」または「卒業研究レポート」をまとめてみましょう。社会に巣立っ
ていくに当たり，これまでの集大成をするのもよし，あるいはこれから進む進路にあわせて研究に取り組むのもいいでしょう。
通常の授業のほか，観光振興や地域づくりに取り組む現場を訪ねたり，ビジネスの最前線で活躍されている方をお招きした講演
会，他大学の学生との交流なども計画しています。
授業計画＇Course Schedule（
1. 課題研究の発表とディスカッション①
2. 課題研究の発表とディスカッション②
3. 課題研究の発表とディスカッション③
4. 課題研究の発表とディスカッション④
5. 課題研究の発表とディスカッション⑤
6. ゲスト講演会①＇地域振興やビジネスの現場で活躍されている方をお招きして講演会を行います（
7. 課題研究の発表とディスカッション⑥
8. 課題研究の発表とディスカッション⑦
9. 課題研究の発表とディスカッション⑧
10. 課題研究の発表とディスカッション⑨
11. 課題研究の発表とディスカッション⑩
12. ゲスト講演会②＇地域振興やビジネスの現場で活躍されている方をお招きして講演会を行います（
13. 課題研究の発表とディスカッション⑪
14. 課題研究の発表とディスカッション⑫
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
演習＇ゼミナール（は，受講生が自ら問題意識を持って課題に取り組み，研究発表とディスカッションを行います。实りあるディスカ
ッションとなるよう，発表の準備を入念に行うのはもちろんのこと，参加者全員に積極的な発言が求められます。
普段から社会やビジネスの現实に関心を持ち，情報収集を心がけましょう。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
授業における意欲，参加態度，発表内容など(100%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA676
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇４年（Ｂ
(Seminar (4th year)B)
観光・サービス・地域振興のマーケティング
～集実と満足の仕組みづくり～
東 徹(AZUMA TORU)
秋学期(Fall Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

授業の目標＇Course Objectives（
この演習では身近なケースに隠された“売れる仕組み”“買ってもらえる仕掛け”を読み解きながら，“マーケティング・マインド”，つ
まりマーケティング的なものの見方・考え方を養っていきます。
授業の内容＇Course Contents（
この演習の研究テーマは，「観光・サービス・地域振興のマーケティング」です。マーケティングの考え方・進め方を学びながら，そ
れを“地域を元気にする仕組みづくり”や“集実と満足の仕組みづくり”に忚用していきます。
４年の演習では，各自がテーマを設定し，研究を進めていきます。
研究経過をレポートにまとめてプレゼンテーションを行い，それをもとにディスカッションを進めます。これまで観光学部で学んでき
た経験を活かし，身につけた知識やスキルを用いて，「卒業論文」または「卒業研究レポート」をまとめてみましょう。社会に巣立っ
ていくに当たり，これまでの集大成をするのもよし，あるいはこれから進む進路にあわせて研究に取り組むのもいいでしょう。
通常の授業のほか，観光振興や地域づくりに取り組む現場を訪ねたり，ビジネスの最前線で活躍されている方をお招きした講演
会，他大学の学生との交流なども計画しています。
授業計画＇Course Schedule（
1. 課題研究の発表とディスカッション①
2. 課題研究の発表とディスカッション②
3. 課題研究の発表とディスカッション③
4. 課題研究の発表とディスカッション④
5. 課題研究の発表とディスカッション⑤
6. ゲスト講演会①＇地域振興やビジネスの現場で活躍されている方をお招きして講演会を行います（
7. 課題研究の発表とディスカッション⑥
8. 課題研究の発表とディスカッション⑦
9. 課題研究の発表とディスカッション⑧
10. 課題研究の発表とディスカッション⑨
11. 課題研究の発表とディスカッション⑩
12. ゲスト講演会②＇地域振興やビジネスの現場で活躍されている方をお招きして講演会を行います（
13. 課題研究の発表とディスカッション⑪
14. 課題研究の発表とディスカッション⑫
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
演習＇ゼミナール（は，受講生が自ら問題意識を持って課題に取り組み，研究発表とディスカッションを行います。实りあるディスカ
ッションとなるよう，発表の準備を入念に行うのはもちろんのこと，参加者全員に積極的な発言が求められます。
普段から社会やビジネスの現实に関心を持ち，情報収集を心がけましょう。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
授業における意欲，参加態度，発表内容など(100%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA677
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇４年（Ａ
(Seminar (4th year)A)
庄司 貴行(SHOJI TAKAYUKI)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

授業の目標＇Course Objectives（
観光経営学の分野における研究のフレームワークと为要テーマを理解する。
授業の内容＇Course Contents（
観光ビジネス・ホスピタリティビジネスの分野を中心に，近年の研究動向を整理・分類する。具体的な研究論文を題材に，研究に
おける理論的フレームワークの設定や概念規定，および仮説設定とその検証方法について学ぶ。
授業計画＇Course Schedule（
1. 研究分野としての観光学
2. 研究にとっての論文の意味
3. アカデミズムとジャーナリズム
4. 観光学と経営学
5. 図書館とデータベース
6. 先行研究の調査 1
7. 先行研究の調査 2
8. 先行研究の調査 3
9. 研究のフレームワークと理論 1
10. 研究のフレームワークと理論 2
11. データの価値とサンプリング
12. 1 次データと 2 次データ
13. 先行研究の調査と選別の基準
14. 仮説の設定
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業時に必要に忚じて指示する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終プレゼンテーション(50%)/出席(50%)
テキスト＇Textbooks（
特に指定しない。
参考文献＇Readings（
授業において指示する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA678
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇４年（Ｂ
(Seminar (4th year)B)
庄司 貴行(SHOJI TAKAYUKI)
秋学期(Fall Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

授業の目標＇Course Objectives（
観光経営学の分野における研究のフレームワークと为要テーマを理解する。
授業の内容＇Course Contents（
観光ビジネス・ホスピタリティビジネスの分野を中心に、近年の研究動向を整理・分類する。具体的な研究論文を題材に、研究に
おける理論的フレームワークの設定や概念規定，および仮説設定とその検証方法について学ぶ。
授業計画＇Course Schedule（
1. 観光経営学の現在
2. 観光経営学の研究分野 1
3. 観光経営学の研究分野 2
4. 観光経営学の研究分野 3
5. 観光経営学の研究分野 4
6. 観光経営学の新領域 1
7. 観光経営学の新領域 2
8. 観光経営学の新領域 3
9. 観光経営学の新領域 4
10. 先行研究の整理 1
11. 先行研究の整理 2
12. 先行研究の整理 3
13. 学生プレゼンテーション
14. 学生プレゼンテーション
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
同一担当者の演習＇4 年（Ａを履修していること。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終プレゼンテーション(50%)/出席(50%)
テキスト＇Textbooks（
特に指定しない。
参考文献＇Readings（
授業において指示する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（

- 198 -

■HA679
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇４年（Ａ
(Seminar (4th year)A)
小野 良平(ONO RYOHEI)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

授業の目標＇Course Objectives（
観光地を始めとする地域の風景・景観の価値評価や保全・活用のあり方に関する，独自の研究のための方法等について学ぶ。
授業の内容＇Course Contents（
3 年次までに学んだ調査研究の方法等について，自身のテーマに即して具体的に検討し，議論も踏まえながら研究を進める。そ
の成果を卒業論文としてまとめる＇推奨（。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス
2. 研究テーマの検討＇１（
3. 研究テーマの検討＇２（
4. 研究テーマの検討＇３（
5. 研究テーマの検討＇４（
6. 研究経過報告と議論＇１（
7. 研究経過報告と議論＇２（
8. 研究経過報告と議論＇３（
9. 研究経過報告と議論＇４（
10. 研究経過報告と議論＇５（
11. 研究経過報告と議論＇６（
12. 研究経過報告と議論＇７（
13. 研究経過報告と議論＇８（
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
発表のための十分な準備と議論への積極的参加・発言が求められる。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席・参加状況、およびレポート等を総合的に評価(100%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（
必要に忚じて適宜紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（

- 199 -

■HA680
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇４年（Ｂ
(Seminar (4th year)B)
小野 良平(ONO RYOHEI)
秋学期(Fall Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

授業の目標＇Course Objectives（
観光地を始めとする地域の風景・景観の価値評価や保全・活用のあり方に関する，独自の研究のための方法等について学ぶ。
授業の内容＇Course Contents（
3 年次までに学んだ調査研究の方法等について，自身のテーマに即して具体的に検討し，議論も踏まえながら研究を進める。そ
の成果を卒業論文としてまとめる＇推奨（。
授業計画＇Course Schedule（
1. 中間報告会＇１（
2. 中間報告会＇２（
3. 中間報告会＇３（
4. 研究経過報告と議論＇１（
5. 研究経過報告と議論＇２（
6. 研究経過報告と議論＇３（
7. 研究経過報告と議論＇４（
8. 研究経過報告と議論＇５（
9. 研究経過報告と議論＇６（
10. 研究経過報告と議論＇７（
11. 研究経過報告と議論＇８（
12. 最終発表会＇１（
13. 最終発表会＇２（
14. 最終発表会＇３（
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
発表のための十分な準備と議論への積極的参加・発言が求められる。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席・参加状況、およびレポート等を総合的に評価(100%)
出席・参加状況、およびレポート等を総合的に評価＇100%（
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（
必要に忚じて適宜紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA681
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇４年（Ａ
(Seminar (4th year)A)
都市観光と観光地域の構造
杜 国慶(DU GUOQING)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

授業の目標＇Course Objectives（
都市観光と観光地域の構造について，各自の関心を持つテーマを決定し，フィールドワークを通じて， 今まで学習した知識を实
践的な研究に活用することである。
授業の内容＇Course Contents（
定期的な発表を通じて指導する。研究の進め方，論文の作成に関しては，それぞれの進み具合に忚じて個別に指導を行う。論文
作成においての文献の講読，パソコン・ソフトの運用を学習する。文章のみならず，空間的に物事を考え，地図で表現する能力を
育成・強化する。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション
2. レポート作成法：Word 作業
3. レポート作成法：モデル図
4. テーマ報告①
5. テーマ報告②
6. テーマ報告③
7. テーマ報告④
8. テーマ報告⑤
9. 調査報告①
10. 調査報告②
11. 調査報告③
12. 調査報告④
13. 進路懇談会
14. 調査報告⑤
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業時に指示する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
授業への出席(40%)/報告(60%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
Blackboard を利用する。
注意事項＇Notice（
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■HA682
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇４年（Ｂ
(Seminar (4th year)B)
都市観光と観光地域の構造
杜 国慶(DU GUOQING)
秋学期(Fall Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

授業の目標＇Course Objectives（
都市観光と観光地域の構造について，各自の関心を持つテーマを決定し，フィールドワークを通じて， 今まで学習した知識を实
践的な研究に活用することである。
授業の内容＇Course Contents（
定期的な発表を通じて指導する。研究の進め方，論文の作成に関しては，それぞれの進み具合に忚じて個別に指導を行う。論文
作成においての文献の講読，パソコン・ソフトの運用を学習する。文章のみならず，空間的に物事を考え，地図で表現する能力を
育成・強化する。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション
2. 調査発表①
3. 調査発表②
4. 調査発表③
5. 調査発表④
6. 調査報告作成
7. 調査報告①
8. 調査報告②
9. 調査報告③
10. 調査報告作成①
11. 調査報告作成②
12. 調査報告作成・ゼミ履修選考面接
13. 調査報告仮提出
14. 調査報告本提出
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業時に適宜指示する．
成績評価方法・基準＇Evaluation（
授業への出席(40%)/報告(60%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
Blackboard を利用する
注意事項＇Notice（
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■HA683
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇４年（Ａ
(Seminar (4th year)A)
橋本 俊哉(HASHIMOTO TOSHIYA)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

授業の目標＇Course Objectives（
観光行動・心理を中心とする研究分野のテーマを自ら設定し，関連するデータを組織的・計画的に収集し，分析する方法を習得
すること。
授業の内容＇Course Contents（
本演習では，「学生生活の総仕上げ」の意味をもつ卒業論文を必修としている。３年次までに演習や講義を通じて学んだ知識や
調査方法を駆使し，個々人の問題意識に沿った研究テーマを設定して個人研究に取り組む。
授業計画＇Course Schedule（
1. 研究テーマの設定
2. 研究テーマの設定
3. 研究テーマの設定
4. 先行研究の整理
5. 先行研究の整理
6. 先行研究の整理
7. 調査計画の設定
8. 調査計画の設定
9. 調査計画の設定
10. 予備調査の实施
11. 予備調査の实施
12. 予備調査の实施
13. 調査計画の再検討
14. 調査計画の再検討
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
指導内容を参考に，各自のテーマに沿って準備を進めること。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席状況(50%)/発表内容(50%)
テキスト＇Textbooks（
とくに使用しない。
参考文献＇Readings（
研究テーマに忚じて個別に紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA684
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇４年（Ｂ
(Seminar (4th year)B)
橋本 俊哉(HASHIMOTO TOSHIYA)
秋学期(Fall Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

授業の目標＇Course Objectives（
観光行動・心理を中心とする研究分野のテーマを自ら設定し，関連するデータを組織的・計画的に収集し，分析・表現する方法
を習得する。
授業の内容＇Course Contents（
本演習では，「学生生活の総仕上げ」の意味をもつ卒業論文を必修としている。３年次までの演習や講義を通じて学んだ知識と
調査方法を駆使し，個々人の問題意識に沿った研究テーマを設定して個人研究に取り組む。
授業計画＇Course Schedule（
1. 研究経過の報告
2. 本調査の实施
3. 本調査の实施
4. 本調査の实施
5. 調査データの分析
6. 調査データの分析
7. 調査データの分析
8. 論文執筆の方法
9. 論文執筆の方法
10. 論文執筆の方法
11. 論文執筆の方法
12. プレゼンテーションの方法
13. プレゼンテーションの方法
14. 総括
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
指導内容を参考に，各自のテーマに沿って準備を進めること。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席状況(50%)/発表内容(50%)
テキスト＇Textbooks（
とくに使用しない。
参考文献＇Readings（
研究テーマに忚じて個別に紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA685
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇４年（Ａ
(Seminar (4th year)A)
麻生 憲一(ASOH KEN-ICHI)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

授業の目標＇Course Objectives（
観光地や過疎地域の現状を把握し、問題解決に向けての視点と手法を理解する。
授業の内容＇Course Contents（
観光地や過疎地域に関する研究論文を輪読し、その成功要因を抽出する。同時に、個人研究のテーマ設定と方法について習得
する。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション
2. 地域づくり事例研究１
3. 地域づくり事例研究２
4. 地域づくり事例研究３
5. 地域づくり事例研究４
6. 地域づくり事例研究５
7. 地域づくり事例研究６
8. 個人研究テーマの設定１
9. 個人研究テーマの設定２
10. 個人研究テーマの設定３
11. 個人研究テーマの設定４
12. 個人研究の報告１
13. 個人研究の報告２
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
事前配布のテキストを熟読し、レジュメに纏めておくこと。報告用資料の作成。
夏季休業中にゼミ合宿を实施する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席と報告を総合的に判断する。(100%)
テキスト＇Textbooks（
適宜プリントを配付する。
参考文献＇Readings（
授業中に紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA686
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇４年（Ｂ
(Seminar (4th year)B)
麻生 憲一(ASOH KEN-ICHI)
秋学期(Fall Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

授業の目標＇Course Objectives（
観光地や過疎地域の課題を把握し、問題解決に向けての視点と分析手法を理解する。
授業の内容＇Course Contents（
観光地や過疎地域に関する研究論文を輪読し、その成功要因を抽出する。同時に、個人研究の分析方法について習得する。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション
2. 個人研究テーマの中間報告１
3. 個人研究テーマの中間報告２
4. 個人研究テーマの中間報告３
5. 個人研究テーマの中間報告４
6. 個人研究テーマの中間報告 5
7. 個人研究報告書の作成と報告１
8. 個人研究報告書の作成と報告２
9. 個人研究報告書の作成と報告３
10. 個人研究報告書の作成と報告４
11. 個人研究報告書の作成と報告５
12. 個人研究報告書の作成と報告６
13. 個人研究報告書の作成と報告７
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
各自のテーマに沿って準備しておく。授業中に適宜指示をする。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席と報告により総合的に評価する。(100%)
テキスト＇Textbooks（
必要に忚じてプリントを配布する。
参考文献＇Readings（
授業中に適宜紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA687
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇４年（Ａ
(Seminar (4th year)A)
韓 志昊(HAN JIHO)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

授業の目標＇Course Objectives（
研究の方法論、文献研究の進め方、調査計画の立て方、論文の書き方を指導する。
授業の内容＇Course Contents（
研究したいテーマについて、関連論文を読んで要約をまとめたうえで、自分の研究計画にどのように生かすか、を考えながら、研
究を進める。
授業計画＇Course Schedule（
1. Introduction
2. 論文の書き方
3. 研究テーマの設定
4. 研究テーマの発表
5. 研究計画と予備調査計画の作成
6. 研究計画と予備調査計画の発表
7. 文献研究１ 要約の発表
8. 文献研究２ 要約の発表
9. 文献研究３ 要約の発表
10. 予備調査結果の発表１
11. 予備調査結果の発表２
12. 研究テーマ、研究計画の再検討
13. 最終研究計画の発表
14. 進捗状況の確認
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
「論文の書き方」に関する本を 2 冊以上読むこと。卒論を提出する人は、研究テーマに関わる論文を、CiNii などで探して、最低７
本読み込み、要約をまとめ、発表すること。卒論を提出しない人も、自分が興味を持った分野に関する論文を、CiNii などで最低
５本探して、読み込み、要約をまとめ、発表すること。各自が論文を読み込んでいる前提で、授業を進める。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
平常点(100%)
テキスト＇Textbooks（
特に指定しない
参考文献＇Readings（
各自の研究テーマに忚じて、必要と思われる参考文献を随時、紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA688
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇４年（Ｂ
(Seminar (4th year)B)
韓 志昊(HAN JIHO)
秋学期(Fall Semester)

授業の目標＇Course Objectives（
研究成果の分析、結果を報告書としてまとめるプロセスと方法を理解する。
授業の内容＇Course Contents（
各自の研究成果を分析して、報告書と発表の形で表現するプロセスを学ぶ。
授業計画＇Course Schedule（
1. Introduction
2. 研究結果の確認
3. 研究結果の分析についてー１
4. 研究結果の分析についてー２
5. 研究結果の分析についてー３
6. 研究結果分析の発表ー１
7. 研究結果分析の発表ー２
8. 報告書作成についてー結果分析の書き方１
9. 報告書作成についてー結果分析の書き方２
10. 報告書作成についてー結論の書き方１
11. 報告書作成についてー結論の書き方２
12. 発表資料の作成１
13. 発表資料の作成２
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
「論文の書き方」に関する本を２冊以上読うこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
平常点(100%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（
必要に忚じて紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

■HA689
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇４年（Ａ
(Seminar (4th year)A)
観光に供せられる施設・空間についての課題の分析
毛谷村 英治(KEYAMURA EIJI)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

授業の目標＇Course Objectives（
本演習は観光に供せられる施設や空間について考察することを目的とした演習を行う。
授業の内容＇Course Contents（
３年時に調査した内容に関して研究論文としての体裁を整えるべく必要に忚じて追加調査やデーターの加工などを行い伝えたい
ことが分かり易く伝わるようにプレゼンテーション技術を高めるとともに、内容を精査し研究の質を高める。得られたデータを図示
化するだけではなく、データから読み取ったことを検証し、その理由や影響について考察を深められるようゼミで議論を行い実観
的な観点を養う。取り組んだことの無い未知の課題に如何に取り組み、糸口を探し出し、答えを導きだせたかを实感できるように
演習を進める。
授業計画＇Course Schedule（
1. 前年度の報告書の内容確認１
2. 前年度の報告書の内容確認２
3. 前年度の報告書の内容確認３
4. 为観的記述と実観的記述の確認
5. 調査を通じて得られた知見の独自性確認
6. 調査を通じて得られた知見の独自性確認
7. 図、表、写真を用いた表現手法
8. イラストレーターの操作１
9. イラストレーターの操作２
10. イラストレーターの操作３
11. ポートフォリオの作成１
12. ポートフォリオの作成２
13. ポートフォリオの作成３
14. ポートフォリオの評価
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
前年度末に作成した調査レポートを春休みの間に熟読し記述の信憑性について確認するとともに実観的な記述がなされている
かどうかを確認しておくこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席(50%)/課題(50%)
テキスト＇Textbooks（
必要に忚じて適宜プリントを配付する。
参考文献＇Readings（
必要に忚じて適宜相忚しい参考文献を紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA690
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇４年（Ｂ
(Seminar (4th year)B)
観光に供せられる施設・空間についての調査分析と議論
毛谷村 英治(KEYAMURA EIJI)
秋学期(Fall Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

授業の目標＇Course Objectives（
本演習は観光に供せられる施設や空間について考察することを目的とした演習を行う。
授業の内容＇Course Contents（
３年時に調査した内容に関して研究論文としての体裁を整えるべく必要に忚じて追加調査やデーターの加工などを行い伝えたい
ことが分かり易く伝わるようにプレゼンテーション技術を高めるとともに、内容を精査し研究の質を高める。得られたデータを図示
化するだけではなく、データから読み取ったことを検証し、その理由や影響について考察を深められるようゼミで議論を行い実観
的な観点を養う。取り組んだことの無い未知の課題に如何に取り組み、糸口を探し出し、答えを導きだせたかを实感できるように
演習を進める。
授業計画＇Course Schedule（
1. ポートフォリオの発表と討議１
2. ポートフォリオの発表と討議２
3. 追加分析・追加調査の検討１
4. 追加分析・追加調査の検討２
5. 調査・分析フィールドワーク
6. 調査・分析フィールドワーク
7. 追加分析・追加調査の報告と検討１
8. 追加分析・追加調査の報告と検討２
9. ゼミ論作成１
10. ゼミ論作成２
11. ゼミ論作成３
12. ゼミ論提出
13. ゼミ内発表会
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
夏期休暇期間中に春学期に作成したポートフォリオを熟読し、問題点がないか、更に改善するには何が必要かを確認しておくこ
と。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席(50%)/課題(50%)
テキスト＇Textbooks（
必要に忚じて適宜プリントを配付する。
参考文献＇Readings（
必要に忚じて適宜相忚しい参考文献を紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA691
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇４年（Ａ
(Seminar (4th year)A)
羽生 冬佳(HANYU FUYUKA)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

授業の目標＇Course Objectives（
持続的な観光地域づくりに結びつくための課題発見，解決策提案のための調査・研究手法を身につけるとともに、論文の作成技
法を理解する。
授業の内容＇Course Contents（
３年次までの成果を踏まえて，持続的な観光地域づくりに結びつくための課題発見，解決策提案のための調査・研究を個々に設
定，实施する。
原則として，１ヶ月に１回程度は途中経過を報告し，意見交換ならびに研究指導を行う。なお，本演習の履修者には成果を「卒業
論文」として取りまとめることを推奨する。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス
2. 論文作成に向けた個別指導１
3. 論文作成に向けた個別指導２
4. 論文作成に向けた個別指導３
5. 論文作成に向けた個別指導４
6. 論文作成に向けた個別指導５
7. 中間報告会１
8. 論文作成に向けた個別指導６
9. 論文作成に向けた個別指導７
10. 論文作成に向けた個別指導８
11. 論文作成に向けた個別指導９
12. 論文作成に向けた個別指導 10
13. 中間報告会２
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
自らの発表の際には事前に入念な準備を行うとともに，授業中に指摘されたこと，議論した内容は必ず次の発表までに反映する
こと。また他の学生が指摘されていることも自らに当てはめて考えることによって，毎授業同じような指摘が繰り返されないように
注意すること。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
ゼミ中の発表、討論への参加状況を総合的に評価(100%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（
各自のテーマに忚じて適宜紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA692
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇４年（Ｂ
(Seminar (4th year)B)
羽生 冬佳(HANYU FUYUKA)
秋学期(Fall Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

授業の目標＇Course Objectives（
持続的な観光地域づくりに結びつくための課題発見，解決策提案のための調査・研究手法を身につけるとともに、論文の作成技
法を理解する。
授業の内容＇Course Contents（
３年次までの成果を踏まえて，持続的な観光地域づくりに結びつくための課題発見，解決策提案のための調査・研究を個々に設
定，实施する。
原則として，１ヶ月に１回程度は途中経過を報告し，意見交換ならびに研究指導を行う。なお，本演習の履修者には成果を「卒業
論文」として取りまとめることを推奨する。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス
2. 論文執筆に向けた個別指導１
3. 論文執筆に向けた個別指導２
4. 論文執筆に向けた個別指導３
5. 論文執筆に向けた個別指導４
6. 中間報告会
7. 論文執筆に向けた個別指導５
8. 論文執筆に向けた個別指導６
9. 論文執筆に向けた個別指導７
10. 論文執筆に向けた個別指導８
11. 最終発表に向けた個別指導９
12. 最終発表に向けた個別指導 10
13. 最終発表会
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
自らの発表の際には事前に入念な準備を行うとともに，授業中に指摘されたこと，議論した内容は必ず次の発表までに反映する
こと。また他の学生が指摘されていることも自らに当てはめて考えることによって，毎授業同じような指摘が繰り返されないように
注意すること。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
ゼミ中の発表、討論への参加状況を総合的に評価(100%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（
各自のテーマに忚じて適宜紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA695
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇４年（Ａ
(Seminar (4th year)A)
自己を取り巻く世界の多様性と他者理解
越智 郁乃(OCHI IKUNO)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

授業の目標＇Course Objectives（
身近にありながら気づきにくい「異文化」への「フィールドワーク」をテーマにした文献の講読とディスカッションを通じて、自分と社
会との関わりや、自己の社会への認識について考察する。
授業の内容＇Course Contents（
本演習では、日本社会の中にあるが意識されない「異文化」を理解していくために、文化人類学者もしくは民俗学者＇あるいはそ
れを目指す学生（がどのようなフィールドワークを行っているのかということについて、「フィールドワークの歴史」「調査者と被調査
者の力関係」「職人の世界」「ホームレス」「高齢者」「移住者」「病」などトピック毎の講義または論文の輪読を通じて、自己の問題
関心を深めていく。
授業計画＇Course Schedule（
1. フィールドワークの歴史
2. 調査者と被調査者の力関係
3. 論理性と理解不可能なこと
4. 受講生による発表とディスカッション
5. 受講生による発表とディスカッション
6. 受講生による発表とディスカッション
7. 受講生による発表とディスカッション
8. 受講生による発表とディスカッション
9. 受講生による発表とディスカッション
10. 受講生による発表とディスカッション
11. 受講生による発表とディスカッション
12. 受講生による発表とディスカッション
13. 受講生による発表とディスカッション
14. 受講生による発表とディスカッション
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
課題論文を熟読し、演習中にあげる参考文献や参考資料にあたる。担当者は論文の要約、疑問点を整理したレジュメの作成を
行う。また、自分の問題関心を深めるために、各自トピックに関する自为的な学習を行うこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
演習への取組み(100%)
テキスト＇Textbooks（
購読論文は適宜指示します。
参考文献＇Readings（
1. 菅原和孝、2006、『フィールドワークの挑戦 〈实践〉人類学入門』、世界思想社
2. 岸政彦、2016、『質的社会調査の方法－他者の合理性の理解社会学－』、有斐閣ストゥディア
3. 坂野徹、2012、『フィールドワークの戦後史－宮本常一と九学会連合－』、吉川弘文館
適宜、演習中に指示します
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA696
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇４年（Ｂ
(Seminar (4th year)B)
自己を取り巻く世界の多様性と他者理解
越智 郁乃(OCHI IKUNO)
秋学期(Fall Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

授業の目標＇Course Objectives（
身近にありながら気づきにくい「異文化」への「フィールドワーク」をテーマにした文献の講読とディスカッションを通じて、自分と社
会との関わりや、自己の社会への認識について考察する。
授業の内容＇Course Contents（
本演習では、日本社会の中にあるが意識されない「異文化」を理解していくために、文化人類学者もしくは民俗学者＇あるいはそ
れを目指す学生（がどのようなフィールドワークを行っているのかということについて、「フィールドワークの歴史」「調査者と被調査
者の力関係」「職人の世界」「ホームレス」「高齢者」「移住者」「病」などトピック毎の講義または論文の輪読を通じて、自己の問題
関心を深めていく。
授業計画＇Course Schedule（
1. フィールドワークの歴史
2. 調査者と被調査者の力関係
3. 論理性と理解不可能なこと
4. 受講生による発表とディスカッション
5. 受講生による発表とディスカッション
6. 受講生による発表とディスカッション
7. 受講生による発表とディスカッション
8. 受講生による発表とディスカッション
9. 受講生による発表とディスカッション
10. 受講生による発表とディスカッション
11. 受講生による発表とディスカッション
12. 受講生による発表とディスカッション
13. 受講生による発表とディスカッション
14. 受講生による発表とディスカッション
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
課題論文を熟読し、演習中にあげる参考文献や参考資料にあたる。担当者は論文の要約、疑問点を整理したレジュメの作成を
行う。また、自分の問題関心を深めるために、各自トピックに関する自为的な学習を行うこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
演習への取組み(100%)
テキスト＇Textbooks（
購読論文は適宜指示します。
参考文献＇Readings（
1. 菅原和孝、2006、『フィールドワークの挑戦 〈实践〉人類学入門』、世界思想社
2. 岸政彦、2016、『質的社会調査の方法－他者の合理性の理解社会学－』、有斐閣ストゥディア
3. 坂野徹、2012、『フィールドワークの戦後史－宮本常一と九学会連合－』、吉川弘文館
適宜、演習中に指示します
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（

- 214 -

■HA732
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／卒業論文
(Graduation Thesis)
専任教員
単位
＇Credit（
言語
＇Language（

その他(Others)

８単位(8 Credits)

授業の目標＇Course Objectives（
卒業論文の完成に向けて多角的な視点からアドバイスを行うことにより，観光研究に関する専門知識を深めるとともに，卒業論
文の執筆がスムースに進められるようにする。
授業の内容＇Course Contents（
卒業論文の執筆に必要とされる専門知識や技術を学びつつ，完成に向けて準備を進めていくための指導を適宜行う。具体的に
は，研究テーマの設定，調査計画の設定，調査・分析方法，さらにはその内容を理解してもらうために必要なプレゼンテーション
能力等である。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション
2. 研究テーマの設定１
3. 研究テーマの設定２
4. 研究テーマの設定３
5. 文献研究１
6. 文献研究２
7. 文献研究３
8. 調査計画の設定１
9. 調査計画の設定２
10. 調査計画の設定３
11. 予備調査の实施１
12. 予備調査の实施２
13. 調査計画の再検討１
14. 調査計画の再検討２
15. 本調査の实施１
16. 本調査の实施２
17. 本調査の实施３
18. 調査結果の分析と考察１
19. 調査結果の分析と考察２
20. 調査結果の分析と考察３
21. 論文執筆と構成・内容等の指導１
22. 論文執筆と構成・内容等の指導２
23. 論文執筆と構成・内容等の指導３
24. 論文執筆と構成・内容等の指導４
25. 報告準備１
26. 報告準備２
27. プレゼンテーション準備１
28. プレゼンテーション準備２
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
指導内容を参考に，各自のテーマに沿って準備を進めること。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
提出された卒業論文の本体ならびに卒業論文報告会における報告ならびに質疑忚答を対象に行う。(100%)
卒業論文を履修し指導をうけたことのみ，あるいは卒業論文本体の提出のみでは成績評価の対象とならないので注意すること。
テキスト＇Textbooks（
とくに使用しない。
参考文献＇Readings（
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各自のテーマに忚じて個別に紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
履修登録については観光学部掲示板を参照すること。
卒業論文の提出、卒業論文報告会については、履修要項「履修規定＇履修についての注意事項（」＜卒業論文＞の項を参照する
こと。
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■HA801
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA801／文学
(Literature)
観光文学序説
石橋 正孝(ISHIBASHI MASATAKA)
春学期(Spring Semester)
TRM1200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2012 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
十九世紀と二十世紀のヨーロッパ文学と日本文学を中心に，旅やリゾートに関わる作品を読み，「文学」と「観光」の相互影響関
係を考察する．
授業の内容＇Course Contents（
文学は古来，上流階級の専有物であり，「小説」の登場を俟ってそれが大衆化した後も，読者層そのものの拡大とは裏腹に，上
流階級が自身のことを書くという根本的性格は，十九世紀を通じて大きく変わらなかった．その意味で，文学と観光の接点はまず
「リゾート」に見出される．近代的なリゾート地は，十八世紀後半から十九世紀にかけてイギリスで生まれ，世界各国に広まってい
った．それは近代の成立，すなわち大衆の登場とほぼ並行し，上流階級によるリゾート生活というモデルを大衆観光に提示した．
とはいえ，モデルとしての「リゾート地」は，大衆的な「観光名所」と重なりつつも，それを否定的に見下すことで人々を惹きつける．
同様の事態が近代的な観光の原点として発見された自然の美にも認められるが，文学においては推理小説によって構造化され
ていて，後者が内容と受容の両面で観光と切り離せないのは偶然ではない．歴史的文脈を参照しながら作品を読解することで，
文学との間に「仕組まれた」対立を通じて観光が社会に浸透していく過程を跡づける．その上で，「文学」と「観光」の間の対立を
逆手に取った「観光文学」の成立可能性を探っていく．
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション
2. グランドツアーの系譜――ローマ、ヴェネツィアをめぐる作家たち
3. 自然美の発見 1
4. 自然美の発見 2
5. リゾート文学 1＇温泉保養地（
6. リゾート文学 2＇海浜保養地（
7. 旅行という制度――ヴェルヌ『八十日間世界一周』
8. 俗と超俗の間で――推理小説
9. 歩くという方法――スティーヴンソンからチャトウィンまで
10. 夏目漱石の場合
11. 宗教としての文学、文学としての宗教――ルルド、サンチアゴ・デ・コンポステーラ
12. ハワイという「楽園」――ロッジ『楽園ニュース』
13. テーマパーク化する世界
14. 死者とのコミュニケーション
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
山田登世子『リゾート世紀末』＇筑摩書房（ に目を通しておくことが望ましい。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終レポート(Final Report)(40%)/中間レポート(20%)/出席(40%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA802
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA802／哲学
(Philosophy)
哲学の大海を渡る
加藤 喜市(KATO KIICHI)
秋学期(Fall Semester)
TRM1200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2012 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
＇１（哲学史・倫理思想史上のさまざまな学説・考え方に触れることで，「哲学」・「倫理学」という学問に関する基礎的な知識を学び，
理解を深める／＇２（課題やレポートの作成を通して，哲学的・倫理学的な思考の方法と学術的な文章の書き方を身につける．
授業の内容＇Course Contents（
今年度は尐し気取った講義のタイトルをつけてみました．この授業では，哲学という学問に初めて触れる学生を为な対象として，
さながら星々の大海を旅する銀河鉄道のように，広大な哲学史・倫理思想史の中から有名どころをいくつか選んで拾い読みして
いきます．授業では毎回，「存在」・「認識」・「幸福」・「快苦」などといった個別のトピックを設定したうえで，古代から中世，近・現代
へという流れを大まかに意識しつつ，さまざまな哲学者たちの思想を紹介します．下記のスケジュールはあくまで目安となります
が，講義の前半はいわゆる「理論哲学」の内容を扱い，後半は「实践哲学」，すなわち倫理学の話が中心になるでしょう＇担当者
の専門は，古代ギリシアの倫理学になります（．観光学部設置の科目ですから，折りに触れて観光に関連する話題を取り上げま
す．また講義の終盤では，哲学の視点から旅や観光についても为題的に扱う予定です．
例年，１年生の履修が比較的多いことを考慮して，授業中に適宜，参考文献の探し方やレポートの書き方の紹介・指導を行ない
たいと思います．また，学期中に数回＇尐なくとも一度は（，授業内で音楽を聴いたり動画を見たりして，関心を広げてもらうための
機会を設ける予定です．
授業計画＇Course Schedule（
1. 導入：哲学と関連諸学
2. 自然について：自然と人為・科学技術と自然・進化論
3. 存在について：存在論・形而上学・『存在と時間』
4. 認識について：不知の自覚・経験論と合理論・独我論
5. 美について：美のイデア・完全性・関心なき適意
6. 超越について：旧約/新約聖書・神の存在証明・宗教哲学
7. 中間レポート
8. 幸福について：「善く生きる」・『ニコマコス倫理学』・幸福論
9. 快苦について：エピクロス派・功利为義・『動物の解放』
10. 義務について：ストア派・義務論・正義論
11. 徳について：四元徳・徳の教育・徳倫理
12. 自他について：エゴイズム・歓待・共生
13. 旅について：旅の楽しみ・哲学者と旅・余暇理論
14. 観光について：哲学と観光・観光倫理学・全体のまとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
配布資料をあらかじめ読んできてもらうこともあるかもしれませんが，基本的には予習よりも復習に重点を置かれると良いでしょう．
学期末レポートを作成するためには，各自で参考文献に当たって調べることが必須となります．
成績評価方法・基準＇Evaluation（
レポート試験(Report Exam)(60%)/教場レポート＇持ち込み可の中間テスト（(30%)/出席点・リアクションペーパー等(10%)
出席が 10 回に満たない場合，単位の取得は不可とします＇公欠・インフルエンザ・教育实習等を除く（．また出席票の代筆が発覚
した場合には，その場で両名とも欠席扱いにします．
テキスト＇Textbooks（
テキストは指定しません．毎回の授業でプリントを配ります．
参考文献＇Readings（
1. 熊野純彦、2006、『西洋哲学史：古代から中世へ』、岩波書店 (ISBN:4004310075)
2. 熊野純彦、2006、『西洋哲学史：近代から現代へ』、岩波書店 (ISBN:4004310083)
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3. 三木清、1978、『人生論ノート』、新潮社 (ISBN:4101019010)
その他の参考文献については，授業で配るレジュメを参照してください．
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
授業内容に関する質問は＇授業中であっても（大いに歓迎しますが，「他者危害排除の原則」に基づき，私語については厳しく注
意します．また，クイズや簡単なアンケートをお願いしたり，コメントを求めたりすることもあるかもしれません．授業への積極的な
参加を期待します．
注意事項＇Notice（
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■HA803
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA803／人類学
(Anthropology)
文化人類学的表現の可能性
丹羽 朊子(NIWA TOMOKO)
春学期(Spring Semester)
TRM1200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2012 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
文化人類学は、世界の多様な地域の人々が生きる営みや現代社会の文化現象を知り、「他者」の理解を通して自らの「当たり前」
を問い直す学問である。本講義では、これまで多様な形で試みられてきた調査記録の手法、そのデータを用いた「民族誌」の作
成と公開に至る一連の人類学的实践について、特にテキストや描画、映像、展覧会といった使用メディアの特性を注視しつつ考
察していく。自らの身近な暮らしを含む世の中の事象を複眼的な目で捉えて情報発信するための「人類学的想像力」を養うことを、
本講義の目標とする。
授業の内容＇Course Contents（
文化人類学者は、「フィールドワーク」と呼ばれる経験的調査によって得た知見を、微視的視点と比較文化的な巨視的視点を交
差させつつ、「民族誌」として表現していく。本講義では、文化人類学における多様なメディアを用いた記録と表現をめぐる問題に
ついて、その歴史的変遷から、近年隆盛するドキュメンタリー映画や現代アートなどとの境界横断的な实践にいたるまで広く射程
に入れて考察する。東日本大震災の経験の記録とその共有に向けた表現活動にとりくむゲスト・スピーカーの作品上映等も交え
ながら、各回、映像や展示、アーカイブ活動等、多彩なジャンルの記録と表現实践の鑑賞とそれについての議論を通じ、他者と自
己の関係を問い直して揺さぶりをかける、文化人類学の今日的意義や新たな可能性について考えていく。
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション
2. 文化人類学とフィールドワーク
3. 異文化の表象をめぐる問題
4. 文化人類学の転回―観察から協働へ
5. 日常世界の人類学＇１（－調査手法と自己省察性
6. 日常世界の人類学＇２（－記録メディアの介入
7. 記録映像による文化比較＇１（－「私」と「他者」の間
8. 記録映像による文化比較＇２（－記録映像アーカイブの活用
9. 「生きられる時間」の記録と表現
10. 「もの」の記録から見た世界
11. 非文字社会の人々による記録と表現－声・かたち・身体表現
12. 記録および表現メディアの多様性＇１（－災害の記憶と記録
13. 記録および表現メディアの多様性＇２（－現代アートと人類学
14. まとめ－現代社会における人類学的表現实践の可能性
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
準備学習については毎回の授業で指示する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
レポート試験(Report Exam)(45%)/出席及び授業への参加度＇リアクションペーパーおよび課題（(55%)
本授業は民族誌映像や映画を多用する。リアクション・ペーパーは、講義内容を参考に、授業で見た映像を受講者が自分なりに
考察することが求められる。 なお、授業計画はゲスト・スピーカーのスケジュールの都合等により、若干変更する可能性がある。
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（
1. 太田好信・浜本満編、2005、『メイキング文化人類学』、世界思想社 (ISBN:9784790711025)
2. 分藤大翼・川瀬慈・村尾清二編、2015、『フィールド映像術』、古今書院 (ISBN:9784772271363)
3. 椎野若菜・丹羽朊子・梶丸岳編、2016、『フィールドノート古今東西』、古今書院 (ISBN:9784772271349)
4. 高倉浩樹編、2015、『展示する人類学―日本と異文化をつなぐ対話』、昭和堂 (ISBN:9784812214190)
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その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA804
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA804／美学
(Aesthetics)
粟田 大輔(AWATA DAISUKE)
秋学期(Fall Semester)
TRM1200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2012 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
美学・感性学の知見を踏まえ、文化的な情報リテラシーを養う。
美学にまつわる専門用語を習得する。
授業の内容＇Course Contents（
美学・感性学的な観点から具体的事例＇「アニメ聖地巡礼」「珍味」「グランドツアー」「キャラクター」「ゆるキャラ」「アイドル」「ホラー
映画」「ロボット演劇」等々（を挙げながら講義します。
授業計画＇Course Schedule（
1. 美学と感性学
2. 「趣味」と観光
3. ピクチャレスクの旅
4. 廃墟とノスタルジア
5. 美的カテゴリーと崇高
6. キャラクターと感性的質
7. 「かわいい」と感情移入
8. アイドルと「かわいい」
9. 「美しい」人体
10. 観相学と「美しい」顔
11. 恐怖とヒステリー
12. 模倣とロボット演劇
13. あたらしい美学
14. 補論・まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業後、１週間以内に小レポートをまとめ＇復習（、配布したテキストなどを読んで授業に臨んでください。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終レポート(Final Report)(40%)/授業毎回時小レポート(60%)
テキスト＇Textbooks（
テキストは授業時に適宜配布します。
参考文献＇Readings（
1. 佐々木健一、1995、『美学辞典』、東京大学出版会
そのほかの参考文献は授業時に適宜紹介します。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA805
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA805／民法
(Civil Law)
小池 修司(KOIKE SHUJI)
春学期(Spring Semester)
TRM1200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2012 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
旅行契約を含む取引のルールを理解するための前提知識として、私法の基本法である民法の基本原則を学ぶ。
授業の内容＇Course Contents（
できる限り多くの事例を交えながら講義を進める。民法の入門的な内容ではあるが、聞き慣れない用語や複雑な概念についての
理解を求められるので、積極的な態度で授業に臨む必要がある。
授業計画＇Course Schedule（
1. 講義ガイダンス、民法の沿革
2. 日常生活と民法、契約の成立
3. 契約の効力
4. 売買、物の貸借
5. 金銭の貸借、委任と請負
6. 債務の履行
7. 債権の担保その 1、その 2
8. 債権の担保その 3
9. 不法行為、不法行為に対する救済
10. 企業責任と無過失責任、所有権
11. 団体、時間の経過と権利義務
12. 夫婦、親子と扶養
13. 相続、遺言
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
事前にテキストの該当箇所を読んでおくこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(70%)/出席および授業参加度(30%)
テキスト＇Textbooks（
1. 幾代通，遠藤浩編 奥田昌道補訂、2012、『民法入門〔第 6 版 〕』、有斐閣双書 (ISBN:978-4-641-11281-0)
2. 山下友信，山口厚編集代表、2016、『ポケット六法 平成 29 年版』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-00917-2)
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
授業開始時刻から 30 分以内に入审した学生のみ出席扱いとする。
注意事項＇Notice（
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■HA811
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA811／法学１
(Law 1)
日本国憲法
金子 和夫(KANEKO KAZUO)
春学期(Spring Semester)
TRM1200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2016 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
本講義はわが国の最高法規である日本国憲法について理解する。それにより，社会福祉士・精神保健福祉士国家試験，教員・
地方公務員試験対策を中心に，日常生活にも対忚できることを目標とする。
授業の内容＇Course Contents（
本講義は国民为権，平和为義，基本的人権の尊重という基本原理を中心に，具体的事例をあげながら講義する。中でも基本的
人権を中心に，幸福追求権や平等権などの一般理論，自由権，社会権の内容について判例をあげながら紹介する。さらに三権
分立や地方自治についても講義する。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス授業＇法の一般理論（
2. 憲法の基本原理
3. 国民为権
4. 平和为義
5. 基本的人権の一般理論
6. 自由権１＇精神的自由（
7. 自由権２＇経済的自由（
8. 自由権３＇人身の自由（
9. 社会権１＇生存権（
10. 社会権２＇生存権に関する判例（
11. 社会権３＇教育権，勤労権，労働基本権（
12. 三権分立
13. 財政
14. 地方自治
15. 試験・まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
日常的に新聞を読む習慣を身につけ，憲法や法律に関する動向に関心を持ってください。最近では，18 歳以上の参政権，安保
法制，個別規定の違憲判決、国会運営など，憲法にかかわる多くの話題が新聞紙上を賑わしています。また、授業で毎回配布さ
れる講義資料により、必ず復習してください。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(100%)
テキスト＇Textbooks（
毎回講義資料を配布します。
参考文献＇Readings（
1. 芦部信義、2015、『憲法』、岩波書店
2. 江頭他、2017、『ポケット六法』、有斐閣
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA812
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA812／法学２
(Law 2)
権利擁護と成年後見制度
金子 和夫(KANEKO KAZUO)
秋学期(Fall Semester)
TRM1200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2016 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
民法を中心に，成年後見制度や消費者保護，虐待防止関係の制度を理解する。それにより，社会福祉士・精神保健福祉士国家
試験，教員・地方公務員試験対策や日常生活にも対忚できることを目標とする。
授業の内容＇Course Contents（
本講義は，民法を中心に行政法についても講義する。民法では契約，損害賠償、夫婦・親子・扶養などの親族＇ＤＶや虐待防止も
含む（および相続，成年後見制度など、行政法は行政処分や不朋申立てについて学習し，さらに消費者・利用者の権利擁護制度
やそれに係わる機関・専門職について，関連法制度を含めてその实際を理解する。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス授業
2. 行政法＇行政処分と不朋申立て（
3. 民法 1＇契約と消費者保護（
4. 民法 2＇損害賠償制度（
5. 民法 3＇夫婦とＤＶ防止法（
6. 民法 4＇親子と児童虐待防止法（
7. 民法 5＇扶養と高齢者虐待防止法、生活保護法（
8. 民法 6＇相続（
9. 民法 7＇権利能力と行為能力（
10. 成年後見制度 1＇制度の概要（
11. 成年後見制度 2＇任意後見を含めた動向（
12. 成年後見制度 3＇その实際を見る（
13. 権利擁護制度＇専門機関（
14. 権利擁護制度＇専門職（
15. 試験・まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
日常的に新聞を読む習慣を身につけ，尐子高齢社会や家族を含む日常生活問題に関心を持って下さい。また、授業で毎回配布
される講義資料で必ず復習してください。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(100%)
テキスト＇Textbooks（
毎回講義資料を配布します。
参考文献＇Readings（
1. 江頭他、2017、『ポケット六法』、有斐閣
内容が多岐にわたるため，レジュメや資料を配布するので参考にすること。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA813
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA813／政治学
(Political Science)
データで見る貧困・労働・生活保障の政治学
笠井 昭文(KASAI AKIFUMI)
秋学期(Fall Semester)
TRM1200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2016 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
日本社会に拡がる貧困、止まらない尐子高齢化の進行、仕事も子育ても真っ最中の現役世代に対して乏しい公的な生活支援、
過酷さを増す労働現場…。これらの問題は、日本社会のどのような雇用慣行や社会保障の性格から、また政府の政策方針や私
たちの価値観から生み出されているのかについて理解を深めていきたいと思います。また、問題解決に向けた生活保障の新しい
政策や構想について紹介し、日本社会の現状を変えていく新たな道筋を見出したいと思います。
授業の内容＇Course Contents（
貧困が拡大しているのはなぜか、「ブラック企業」のような過酷な労働現場が生まれるのはなぜか、「女性の活躍」を謳うことが
なぜ女性を追い詰めることになるのか等々、現在の日本社会が抱える構造的な社会問題を豊富なデータを示しながら解き明かし
ていきます。同時にこれらの問題を解決するために諸外国で行われている様々な試みや政策についても紹介します。最終的に
は持続可能な新しい社会の姿をイメージしてもらうことで、皆さん自身の社会と政治を視る眼を培っていきたいと思います。
授業計画＇Course Schedule（
1. 見えにくい貧困を見えるようにする
2. 戦後日本型生活保障の特徴と問題
3. 非正規雇用労働者の「活用」がもたらしたもの
4. 均等待遇・同一価値労働同一原則を確立する必要
5. 派遣労働者のキャリア・パス、日本の場合・フランスの場合
6. ヨーロッパの雇用システムとヨーロッパの学生の就職活動
7. 日本の雇用システムと日本の学生の就職活動
8. 日本の正社員と残業の切っても切れない関係
9. 日本型雇用の延長線上に現れる「ブラック企業」
10. 日本の女性の働き方と生き方、「女性の活用」が失敗するわけ
11. 雇用のセーフティネットと社会保険のセーフティネット
12. 为婦という生き方・パートという働き方に依存する日本社会
13. 人生前半の社会保障、企業内福祉から普遍的な福祉へ
14. 無限定な働き方を止め、誰もが羽ばたいていける社会をつくる
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
毎回の講義で小レポート課題を提示します。提示した課題について自分なりの考えをまとめ、他人が読んでも恥ずかしくない文
章へと仕上げる作業を４回以上してもらうことになります。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(60%)/講義で毎回提示する小レポート課題を４回以上提出＇３回以下では成績評価の対象としません（。
(40%)
テキスト＇Textbooks（
毎回、講義内容を概略したレジュメを配布します。
参考文献＇Readings（
配付するレジュメや資料の中で随時紹介します。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
授業計画は、学生の関心や理解に配慮して随時組み替えていきます。
注意事項＇Notice（
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■HA814
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA814／経済学
(Economics)
石井 優子＇ISHII YUKO（
春学期(Spring Semester)
TRM1200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2016 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
経済学の基本的な考え方を学ぶと同時に、グローバル化する経済の現状と諸課題を読み解くことを目標とする。
授業の内容＇Course Contents（
本講義では、日本経済の歴史を例に経済発展の基本的な考え方を考察する。とりわけ、わが国の経済発展とは切り離せない世
界経済のグローバ化に着目し、金融、貿易、直接投資を中心に講義を行う。さらに、こうしたグローバル経済の中で生じる諸課題
について考察し、学生の理解を深めたい。
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション
2. 経済発展の理論と日本経済の歴史①
3. 経済発展の理論と日本経済の歴史②
4. 経済のグローバル化と日本経済
5. 国際金融
6. 貿易①
7. 貿易②
8. 前半のまとめ及び確認
9. 直接投資①
10. 直接投資②
11. グローバル化する経済の諸課題①
12. グローバル化する経済の諸課題①
13. 経済発展と豊かさ
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
必要に忚じて別途指示する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(80%)/出席およびリアクションペーパー(20%)
テキスト＇Textbooks（
テキストは使用せず、毎回レジュメを配布する。
参考文献＇Readings（
必要に忚じて別途指示する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA815
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA815／経営学
(Business Management)
黄 耀偉(WONG YIUWAI)
春学期(Spring Semester)
TRM1200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2016 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
経営学の基礎理論、知識を理解する。
授業の内容＇Course Contents（
経営学全般の基礎理論やフレームワークを観光学部の学生として、持ってほしい観点から講義しながら、色々なテーマや企業に
ついて、話す。履修する学生の人数によって、授業の形式を変わる。
経営学全般を理解することは、企業を知るうえでの大きなスキルとなる。
授業計画＇Course Schedule（
1. Introduction
2. 経済学基礎
3. 財務会計
4. 財務および株式市場
5. 管理会計
6. 意思決定
7. ゲーム理論
8. 税務システム
9. マーケティング(1)
10. マーケティング(2)
11. 雇用構造
12. 組織、報酬システム
13. 戦略
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
本コースで紹介された知識を普段のニュースを見ながら、考えてほしい。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終レポート(Final Report)(40%)/出席・授業内貢献(30%)/授業内レポート(30%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
会計学について、まったく知識のない学生へ推薦図書
『なぜ、会計嫌いのあいつが会社の数字に強くなった?: 図だけでわかる財務 3 表』、東洋経済新報社、村上裕太郎
注意事項＇Notice（
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■HA816
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

抽選登録／社会学１
(Sociology 1)
社会学のイメージを捉える
入江 公康(IRIE KIMIYASU)
春学期(Spring Semester)
TRM1200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2016 年度以降 1 年次入学者対象
人数制限科目

授業の目標＇Course Objectives（
社会を捉える包括的な見方を学ぶ。社会学のイメージを捉える。
＇なお、「社会学１」「社会学２」と蓄積的に講義を進めて行くため、双方を受講することが望ましい。（
授業の内容＇Course Contents（
社会学の基本的な概念や思考方法を紹介しながら、現代社会を把握する視点を獲得。「社会」は今あるものが昔からずっとそう
だったわけではなく、そこには歴史が存在している。そうした「社会」の歴史、すなわち変化を踏まえ、現代社会を考察する。
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション
2. 社会と近代化――社会学の古典から
3. 産業社会論 １ 工業化
4. 産業社会論 ２ 脱産業化
5. 「戦前」と「戦後」の社会
6. ジェンダーの視点から １
7. ジェンダーの視点から ２
8. カルチュラル・スタディーズについて １
9. カルチュラル・スタディーズについて ２
10. 「都市」――ニューアーバンソシオロジー
11. グローバル化からポスト・グローバル化の社会へ １
12. グローバル化からポスト・グローバル化の社会へ ２
13. 保険とリスク社会
14. 社会学理論の古典
15. 試験・まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業後のノートの見直し、授業中指示されたテキストの読解など。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(70%)/最終レポート(Final Report)(30%)
適宜、講義時にリアクションペーパーを課し、出席票として扱います。
テキスト＇Textbooks（
特に指定しない。
参考文献＇Readings（
1. 入江公康、2008、『眠られぬ労働者たち』、青土社 (ISBN:978-4791763979)
講義中に触れられたテキストなどできるかぎり参照するように心がけてもらえればいいと思います。
なお、現在テキスト的なものを準備中ですが、まだ未完なので、出来次第指示します。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
映像資料を適宜使用します。
注意事項＇Notice（
他学部履修不可＇2016 年度以降現代心理学部 1 年次入学者は履修可（。
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■HA817
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

抽選登録／社会学２
(Sociology 2)
社会学のイメージを捉える・現代社会を捉える眼を持つ
入江 公康(IRIE KIMIYASU)
秋学期(Fall Semester)
TRM1200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2016 年度以降 1 年次入学者対象
人数制限科目

授業の目標＇Course Objectives（
現代社会を捉えるうえで、どのような社会学・社会思想・社会哲学的視角が必要か、を掴み取ってもらう。
＇なお、「社会学１」を踏まえて講義を進めるので、本講義「社会学２」は「社会学１」をあらかじめ受講していることが望ましい。（
授業の内容＇Course Contents（
「現代社会」ということを多角的に捉えるべく、わりと新しい社会学、社会哲学的方法論などを駆使しながら講義を進める。その際、
社会の中の政治、社会運動、社会のダイナミズム、社会の中の価値の多様性、社会構造とその変化などに留意しながら「現代社
会」を読み解く。特に、「暴力」「力」といった点に着目し、それらを社会哲学的な抽象性にまでさかのぼって把握することに努め
る。
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション
2. グローバルな社会・ポストグローバルな社会 １
3. グローバルな社会・ポストグローバルな社会 ２
4. 消費社会と戦争――＜帝国＞の時代
5. 政治の始まりと社会運動論――「政治」を社会の中から／で考える １
6. 政治の始まりと社会運動論――「政治」を社会の中から／で考える ２
7. 「暴力」と社会――「構造的暴力」を考える １
8. 「暴力」と社会――「構造的暴力」を考える ２
9. 生活史の社会学
10. 大衆社会と全体为義
11. 優生思想と社会 １
12. 優生思想と社会 ２
13. ユートピアと社会――オルタナティヴな社会構想 １
14. ユートピアと社会――オルタナティヴな社会構想 ２
15. 試験・まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
ノートの見直し、授業中指示したテキストの読解など
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(70%)/最終レポート(Final Report)(30%)
適宜、講義時にリアクションペーパーを課し、出席票として扱います。
テキスト＇Textbooks（
特に指定しない。
参考文献＇Readings（
1. 入江公康、2008、『眠られぬ労働者たち』、青土社 (ISBN:978-4791763979)
現在、テキスト的なものを準備中ですが、まだ未完なので、出来次第指示します。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
視聴覚資料を多用します。
注意事項＇Notice（
他学部履修不可＇2016 年度以降現代心理学部 1 年次入学者は履修可（。
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■HA818
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

抽選登録／心理学１
(Psychology 1)
発達と関係性
白川 園子(SHIRAKAWA SONOKO)
春学期(Spring Semester)
TRM1200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2016 年度以降 1 年次入学者対象
人数制限科目

授業の目標＇Course Objectives（
ひとは誕生したその瞬間あるいはそれ以前から、社会的関係性の中で生きている。周囲の、ひと・もの・環境との相互交渉を積み
重ねながら、自らの個性を構築し、人生を紡いでいく。関係性はどのように育まれ、機能していくのか。また、そこに不全が生じた
時、どんなことが起き、それはどのように乗り越えられていくのか。社会的関係性のあり方が大きく変化・多様化し、あらためてそ
の意味が問われている今日、発達の道筋を辿りながら、ひとの関係性について考える。
授業の内容＇Course Contents（
ひとが、生まれ、育ち、思考し、感情を経験し、行動する世界を、発達心理学の諸理論を基礎に、最新の知見にも触れながら、学
生の皆様とともに探検してみたい。講義では、担当者が用意するレジメや視聴覚教材を用い、特に教科書は指定しない。尚、学
習に有効な参考文献等々は、授業の中で適宜紹介していく予定である。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション
2. Competent baby
3. 発達の規定因
4. 関係性の発達１
5. 関係性の発達２
6. 関係性の発達３
7. 認知の発達
8. 社会性の発達
9. 発達心理学における先行研究―Mahler , Erikson & Vygotsky らの理論
10. ひとの発達を支えるものーあそび
11. 乳幼児精神保健＇Infant Mental Health（の理念
12. 乳幼児精神保健＇Infant Mental Health（に基づく支援
13. 心理アセスメントの諸方法
14. 心理療法
15. 授業内テスト
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業に先立って配布するレジメの予習、および、日頃から発達に関する今日的問題について関心や知見を深めておくこと等を希
望します。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終テスト(Final Test)(40%)/出席回数(60%)
出席は、学生証の読み取りによってカウントする。
テキスト＇Textbooks（
授業ごとにレジメを配布する。
参考文献＇Readings（
授業時間内で、適宜紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
追加授業日：６月３０日＇金（６時限
注意事項＇Notice（
他学部履修不可＇2016 年度以降現代心理学部 1 年次入学者は履修可（。
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■HA819
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

抽選登録／心理学２
(Psychology 2)
発達臨床
白川 園子(SHIRAKAWA SONOKO)
秋学期(Fall Semester)
TRM1200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2016 年度以降 1 年次入学者対象
人数制限科目

授業の目標＇Course Objectives（
発達臨床とは、発達心理学の知見や見解に立って、発達や適忚の問題を考える臨床である。本授業では、発達臨床の視点から、
発達の多様性およびその問題、社会適忚や家族の在り方について考察する。
授業の内容＇Course Contents（
わたしたちは、それぞれが固有の存在であり、ひとりひとりの特性は、適忚や自己概念の基盤として機能する重要な「私自身」と
して尊重されるべきものと考える。一方で、その特性ゆえになんらかの生きにくさを有する人たちもいる。こうした人たちに対する
理解や支援は広まりつつあるが、いまだ充分とはいえない。社会の単位としての「家族」もまた多様化し、その在り方や機能が問
われている。こうした個人・家族をめぐる今日的問題について、発達臨床の観点から考察を試み、今、われわれに何ができるか、
何をすることが求められているかについて考えたい。授業では、担当者が用意するレジメや視聴覚教材を用い、特に教科書は指
定しない。尚、学習に有効な参考文献等々は、授業の中で適宜紹介していく予定である。

授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション・生涯発達
2. 発達における問題の概観
3. 発達特性１＇DSMーⅤを中心に考察（
4. 発達特性２＇DSMーⅤを中心に考察（
5. 発達特性３＇DSMーⅤを中心に考察（
6. 発達特性４＇DSMーⅤを中心に考察（
7. 発達特性５＇DSMーⅤを中心に考察（
8. 家族の臨床１
9. 家族の臨床２
10. 家族の臨床３
11. 家族の臨床４
12. 家族の臨床５
13. 今日の日本における心理学的問題の考察１
14. 今日の日本における心理学的問題の考察２
15. 授業内テスト
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業で使用するレジメの内容について予習しておくこと、および、発達臨床に関する諸問題について考えておくことを希望します。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終テスト(Final Test)(40%)/出席回数(60%)
出席回数は、学生証の読み取りによってカウントする。
テキスト＇Textbooks（
授業で使用するレジメを配布する。
参考文献＇Readings（
授業時間内に、適宜紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
追加授業日：１２月１５日＇金（６時限
注意事項＇Notice（
他学部履修不可＇2016 年度以降現代心理学部 1 年次入学者は履修可（。
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■HA820
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA820／地理学１
(Geography 1)
日本列島の生い立ちと自然環境を学ぶ
中山 大地(NAKAYAMA DAICHI)
春学期(Spring Semester)
TRM1200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2016 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
日本列島における地形・水文・気候といった自然環境と，そこで生活する人々との関わりを理解することを目標とする．
授業の内容＇Course Contents（
日本列島を取り巻く自然環境と人間の相互作用について，地球規模から地域レベルまでの空間スケールを交えて講義する．パ
ワーポイントや Google Earth などを用い，ビジュアルな授業を行う．また，理解を深めるために一部地図を用いた作業も行う．
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス：本授業のねらい
2. 相模原の河岸段丘と人々の生活(1)：地図を使って分析をする
3. 相模原の河岸段丘と人々の生活(2)：図上作業の結果からわかること
4. 相模原の河岸段丘と人々の生活(3)：水と人びとの生活
5. 日本の地形区分(1)：海水準変動と平野の地形
6. 日本の地形区分(2)：山地と平野
7. 日本周辺の大地形(1)：地震と火山
8. 日本周辺の大地形(2)：プレートテクトニクスと島弧—海溝系
9. 日本の古地理変遷
10. モンスーンと日本の冬
11. 日本の豪雪災害
12. 局地風と人びとの暮らし
13. 北東ユーラシアにおける偏西風と日本の気候
14. 大気大循環と世界の気候帯
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業時に提示するキーワードについて，事前に調べてくること．
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(50%)/中間テスト(30%)/授業への貢献度(20%)
中間テストは Blackboard を用いて实施する．
テキスト＇Textbooks（
適宜プリントを配付する．プリントは授業支援システムからダウンロードできるようにする．
参考文献＇Readings（
1. 杉谷隆・松本淳・平井幸弘、2005、『風景のなかの自然地理＇改訂版（』、古今書院 (ISBN:9784772270175)
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
作業に必要な器材＇色鉛筆や物差しなど（については，Blackboard 上で指示を出す．
注意事項＇Notice（
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■HA821
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA821／地理学２
(Geography 2)
中山 大地(NAKAYAMA DAICHI)
秋学期(Fall Semester)
TRM1200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

2016 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
地図に関する歴史を紹介し，地図を使った様々な分析手法について学ぶ
授業の内容＇Course Contents（
講義に加えて，地図を使った作業を行う
授業計画＇Course Schedule（
1. 授業ガイダンス：地理情報科学とはなにか
2. 地理的世界の表現法：紙の地図とデジタルマップ
3. 日本における地図の歴史：最古の日本地図『行基図』1
4. 日本における地図の歴史：最古の日本地図『行基図』2
5. 日本における地図の歴史：江戸時代の地図 1
6. 日本における地図の歴史：江戸時代の地図 2
7. 日本における地図の歴史：伊能忠敬の日本地図
8. 地理的データの取得方法：地図上の計測
9. 見えないものを地図にする：コロプレスマップの作成
10. 小学校区は適切か：ボロノイ分割による空間分割
11. お実は何人見込めるか：面積按分による人口推定
12. クリニックの多い場所はどこか：格子法による点パターン分析
13. 小学校とクリニックに関係はあるのか：平均最短距離法による点パターン分析
14. 混ざっている？混ざっていない？：Ｊｏｉｎ統計量による空間的自己相関
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業時に提示するキーワードについて，事前に調べてくること．
成績評価方法・基準＇Evaluation（
レポート試験(Report Exam)(50%)/提出物(30%)/授業への貢献度(20%)
テキスト＇Textbooks（
適宜プリントを配付する．プリントは授業支援システムからダウンロードできるようにする．
参考文献＇Readings（
1. 野上道男ほか、2001、『地理情報学入門』、古今書院 (ISBN:4130225006)
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
作業に必要な器材＇色鉛筆や物差しなど（については，Blackboard 上で指示を出す．
注意事項＇Notice（
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２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

■HA822
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA822／日本史１
(Japanese History 1)
茶谷 誠一(CHADANI SEIICHI)
春学期(Spring Semester)
TRM1200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2016 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
19 世紀後半～20 世紀初頭における日本近代史を近代国家建設の過程や国際関係を中心に概観しながら， 大日本帝国時代の
国家のしくみについて理解を深めていく。
授業の内容＇Course Contents（
本講義では，大日本帝国時代の日本の近代史について，「帝国为義」の視点から，国内政治体制の変遷や欧米諸国，アジア諸
国との国際関係を含めて紹介していく。対象時期の中心は，明治国家の建設過程から，1920 年代までの帝国繁栄の時期を中心
とし，1930 年代の軍部の台頭までを取り扱う。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス、近代国家建設への道＇導入（
2. 明治憲法体制
3. 東アジア地域秩序の変動＇日清戦争（
4. 日本の帝国为義化＇日露戦争（
5. 第一次世界大戦
6. 大衆社会と原内閣
7. 憲政の常道
8. 政党内閣制の時代
9. 満蒙の危機と昭和恐慌
10. 満州事変
11. 満州国建国
12. 国際連盟脱退
13. 軍部の台頭
14. 学期のまとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業時に必要に忚じて指示する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(60%)/出席点(30%)/講義後のコメント点(10%)
出席を重視するので，欠席や遅刻、途中退审には注意すること。出席は毎回とる。平常における出席状況を重視し、欠席や遅刻
が多い場合は，試験の成績にかかわらず，それだけで不合格の対象とするので注意すること。
テキスト＇Textbooks（
テキストは指定せず，プリントを適宜配布する。
参考文献＇Readings（
1. 坂野潤治、2012 年、『近代日本政治史』、岩波書店
2. 加藤陽子、2009 年、『それでも，日本人は「戦争」を選んだ』、朝日出版社
3. 江口圭一、1991 年、『新版十五年戦争小史』、青木書店
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA823
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA823／日本史２
(Japanese History 2)
茶谷 誠一(CHADANI SEIICHI)
秋学期(Fall Semester)
TRM1200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2016 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
日中戦争以降の日本近現代史につき，政治外交史を中心に概観し，なぜ，日本が無謀な戦争へとを突き進んでいったのかを理
解する。
授業の内容＇Course Contents（
本講義では，大日本帝国時代の日本の近現代史について，帝国の崩壊過程，すなわち，中国大陸への膨張政策を契機に列強
との協調関係を崩壊させ，アジア太平洋戦争へと突入し，敗戦に至る 1930 年代から 40 年代の日本の姿を追っていく。授業後半
では占領期の新憲法成立や東京裁判を題材にあげ、戦後復興の裏面を紹介する。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス＇講義内容，成績評価など（
2. 盧溝橋事件
3. 日中戦争の長期化
4. 三国同盟
5. 日米交渉
6. 開戦前の国内情勢
7. 日米開戦
8. アジア・太平洋戦争の展開
9. 戦局の悪化
10. 沖縄戦，原爆
11. ポツダム宠言受諾と敗戦
12. 新憲法の成立
13. 東京裁判と天皇免責
14. 学期のまとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業時に必要に忚じて指示する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
レポート試験(Report Exam)(50%)/出席点(30%)/講義後のコメント点(20%)
出席を重視するので，欠席や遅刻、途中退审には注意すること。出席は毎回とる。平常の出席状況を重視し、欠席や遅刻が多い
場合は，レポートの成績にかかわらず，それだけで不合格の対象とするので注意すること。
テキスト＇Textbooks（
とくに指定せず，講義時に適宜プリントを配布する。
参考文献＇Readings（
1. 吉田裕・森茂樹、2007 年、『アジア・太平洋戦争』、吉川弘文館
2. 古川隆久、2015 年、『「昭和天皇实録」講義』、吉川弘文館
3. 加藤陽子、2016 年、『戦争まで』、朝日出版社
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA824
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA824／外国史１
(World History 1)
海域アジア史の展開
坪井 祐司(TSUBOI YUUJI)
春学期(Spring Semester)
TRM1200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2016 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
１．海域アジアの歴史に関する基礎的な知識を体系的に習得し、世界史全体の流れのなかで理解する。
２．講義の内容をふまえ、海域アジア史の諸問題に関して自らの見解を述べる力をつける。
授業の内容＇Course Contents（
15 世紀から 19 世紀の東南アジアを中心とした海域アジアの歴史を解説する。東南アジアの沿海地域は海上交易路の要衝であり、
交易を基盤とする港市国家という独特な政体が発展した。これらの港市では、様々な地域との間の文化、人間、商品の交流によ
り、多様性を持った社会が形成された。講義では毎回一つの港市をとりあげ、海上交易の展開とそれに伴う地域秩序の変化とい
う視角から論じることで、アジアの海域社会の特徴について考える。
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション
2. 海域アジア世界
3. 港市国家と交易ネットワーク
4. インド洋交易圏
5. 南シナ海交易圏
6. ポルトガル、スペインのアジア進出
7. 東南アジアの日本人町
8. オランダ東インド会社の覇権
9. アジアのイスラム・ネットワーク
10. 近世の王朝国家と海域世界
11. 東南アジアにおける華人
12. イギリスのアジア進出
13. シンガポールの建設と海域アジアの秩序の変化
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
資料は事前に配布するので、予習として目を通しておくこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(60%)/コメントカード、小レポート(40%)
テキスト＇Textbooks（
教科書は使用せず、パワーポイント・スライドと資料をもとに講義する形態をとる。
参考文献＇Readings（
1. 石井米雄、桜井由躬雄編、1999、『東南アジア史 I 大陸部＇新版世界各国史 5（』、山川出版社
2. 池端雪浦編、1999、『東南アジア史 II 島嶼部＇新版世界各国史 6（』、山川出版社
その他の参考文献は、授業中に適宜紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（

- 237 -

■HA825
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA825／外国史２
(World History 2)
アジア近代史の展開
坪井 祐司(TSUBOI YUUJI)
秋学期(Fall Semester)
TRM1200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2016 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
１．アジアの近代史に関する基礎的な知識を体系的に習得し、アジアにおける近代という時代に対する理解を深める。
２．講義の内容をふまえ、アジア近代史の諸問題に関して自らの見解を述べる力をつける。
授業の内容＇Course Contents（
19～20 世紀の東南アジアを中心としたアジア近代史の展開を論じる。東西交易の要衝で多様な人々や文化が交流してきた東南
アジアでは、近代の植民地化により現在の国境線がひかれ、言語や宗教を異にする多くの民族が共存する国家が形成された。
同時に、最近は地域統合や経済発展によって存在感を高めている地域でもある。講義では、外来の勢力や文化をとりいれ、多様
性を持ちながら成長する東南アジアの歴史を描く。そして、他地域との関係を視野に入れながら、アジアにおける近代という時代
の意味を議論する。
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション
2. 東南アジアの植民地化＇１（19 世紀前半
3. 東南アジアの植民地化＇２（19 世紀後半
4. 植民地経済の展開＇１（自由貿易体制と輸出経済の形成
5. 植民地経済の展開＇２（アジア間交易の発展
6. 近代東南アジア社会＇１（都市の発展と移民の役割
7. 近代東南アジア社会＇２（農村社会の変化
8. アジアにおけるナショナリズム＇１（20 世紀初頭
9. アジアにおけるナショナリズム＇２（1920、30 年代
10. 第二次世界大戦と日本軍政
11. 東南アジア諸国の独立
12. 冷戦構造とアジアの社会为義体制
13. アジアの経済発展と開発体制
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
資料は事前に配布するので、予習として目を通しておくこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(60%)/コメントカード、小レポート(40%)
テキスト＇Textbooks（
教科書は使用せず、パワーポイント・スライドと資料をもとに講義する形態をとる。
参考文献＇Readings（
1. 石井米雄、桜井由躬雄編、1999、『東南アジア史 I 大陸部＇新版世界各国史 5（』、山川出版社
2. 池端雪浦編、1999、『東南アジア史 II 島嶼部＇新版世界各国史 6（』、山川出版社
上記以外の参考文献は、授業の中で適宜紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA826
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA826／地誌学
(Regional Geography)
中牧 崇(NAKAMAKI TAKASHI)
春学期(Spring Semester)
TRM1200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2016 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
授業では、日本地誌を通して、国土構造のあり方に関心を払いながら、現实に起きている多様な現象への認識を深め、考えるこ
とができるようにする。
授業の内容＇Course Contents（
授業では、地理的見方・考え方を身につけながら、自然的条件や社会・経済的条件が密接に関わって形成された地域の特徴を
日本地誌を通して理解する。事例地域をできるだけ多く取り上げることにより、他地域との比較・検討を行いたい。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス＇地理学とは何か―地理学のなかの地誌学―（
2. 地理的見方・考え方と地誌学の視点
3. レポートの作成について
4. 関東地方の地誌＇１（
5. 関東地方の地誌＇２（
6. 関東地方の地誌＇３（
7. 関東地方の地誌＇４（
8. 関東地方の地誌＇５（
9. 関東地方の地誌＇６（
10. 関東地方の地誌＇７（
11. 甲信越地方＋静岡県の地誌＇１（
12. 甲信越地方＋静岡県の地誌＇２（
13. 甲信越地方＋静岡県の地誌＇３（
14. 甲信越地方＋静岡県の地誌＇４（
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
事後学習とあわせて授業時に指示する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(65%)/出席点(25%)/レポート点(10%)
出席点＇25％（であるが、出席回数９回以下 or４回連続欠席は評価対象外になるので注意すること。
テキスト＇Textbooks（
配布プリントを用いる。二宮書店 or 帝国書院の地図帳を持参すること。
参考文献＇Readings（
配布プリントに提示する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
第１回目の授業＇ガイダンス（に出席することがきわめて重要である。なお、授業計画は履修者の人数などにより、変更することが
ある。
注意事項＇Notice（
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■HA827
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA827／生涯学習概論１
(Introduction to Lifelong Education 1)
小川 誠子(OGAWA SEIKO)
春学期(Spring Semester)
TRM1200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2016 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
生涯学習に関わる基本的な考え方を社会教育との関連で把握した上で、多様な学習機会に対する理解を通して、生涯学習概念
を具体的に捉えていくことを目標としている。
授業の内容＇Course Contents（
生涯学習という言葉は、1965 年、ユネスコの提言を契機として、国際的に普及・浸透し現在に至る。この授業では、生涯学習の概
念とその社会的意味について詳述し、社会教育との関連で解説を加えていく。また、カナダにおける生涯学習の展開を踏まえて、
比較的観点から日本の生涯学習について考察する。生涯学習概念の具体的な理解を深めるためには、多様な学習機会にも目
を向けることが重要となる。ここでは、専修学校、企業、ボランティア活動における教育・学習活動を取り上げる。なお、海外・国内
での訪問調査記録は、映像を含めた総合的な理解を深めるために、パワーポイントを用いて紹介したいと考えている。
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション
2. 社会教育の概念 (1)一般的概念と法制上の概念
3. 社会教育の概念 (2)具体的内容
4. 生涯学習の理念
5. 生涯学習論の生成と展開
6. 日本における生涯学習の展開
7. カナダにおける生涯学習の展開＇前半（
8. カナダにおける生涯学習の展開＇後半（
9. 成人学習者の特性
10. 多様な学習機会 (1)専修学校を中心として
11. 多様な学習機会 (2)企業内教育を中心として―その構造
12. 多様な学習機会 (3)企業内教育を中心として―その具体的事例
13. 多様な学習機会 (4)ボランティア活動―カナダとの比較的観点から
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
毎回の授業で学んだことを、よく復習しておくこと。なお、予習や課題に関しては、第 1 回目の授業で詳しく述べる。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(100%)
テキスト＇Textbooks（
使用しない。必要な時は資料を準備する。
参考文献＇Readings（
1. 倉内史郎・鈴木眞理編、1998 年、『生涯学習の基礎』、学文社
2. 鈴木眞理・永井健夫・梨本雄太郎編、2011 年、『生涯学習の基礎』、学文社
3. 鈴木眞理・松岡廣路編、2006 年、『社会教育の基礎』、学文社
4. 鈴木眞理・松岡廣路編、2003 年、『生涯学習と社会教育』、学文社
5. 三輪建二著、2010 年、『生涯学習の理論と实践』、放送大学教育振興会
6. 日本生涯教育学会編、『生涯学習研究ｅ事典』＇http://ejiten.javea.or.jp（
その他、必要に忚じて授業時に紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
生涯学習概論２、社会教育施設論１・２の履修もあるとさらに理解が深まる。なお、授業において私語を繰り返す学生は単位を取
得することができない。
注意事項＇Notice（

- 240 -

■HA828
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA828／生涯学習概論２
(Introduction to Lifelong Education 2)
小川 誠子(OGAWA SEIKO)
秋学期(Fall Semester)
TRM1200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2016 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
生涯学習概念の基礎的理解を前提としつつ、社会的要請にもとづく生涯学習についての理解を深めることを目的としている。
授業の内容＇Course Contents（
生涯学習概念は、個人的要請と社会的要請の 2 つの要請から成り立っている。この授業では特に、社会的要請からの生涯学習
に位置づく現代的課題に焦点を据えることによって、生涯学習概念の総合的理解を深めていくことをめざしている。具体的な現代
的課題として、「高齢社会」「尐子社会」における諸問題に注目し、それぞれの社会において求められている課題について考察を
加える。それらの考察を通して、履修者自身が、「高齢社会」「尐子社会」をどのように生きていくのかについて考えていくことがで
きるような授業展開に努める。
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション
2. 生涯学習と現代的課題―生涯学習の社会的基底
3. 高齢社会と生涯学習 1―高齢者をとりまく状況
4. 高齢社会と生涯学習 2―教育老年学と高齢者教育学
5. 高齢社会と生涯学習 3―高齢者の特性を生かした学習支援①
6. 高齢社会と生涯学習 4―高齢者の特性を生かした学習支援②
7. 尐子社会と生涯学習 1―尐子社会の状況と考察する枠組
8. 尐子社会と生涯学習 2―子どもを育む社会づくりに向けて
9. 尐子社会と生涯学習 3―異年齢交流の事例「どんぐりクラブ」
10. 尐子社会と生涯学習 4―異年齢交流の事例「寺子屋事業」
11. ワーク・ライフ・バランス 1―その生成と展開
12. ワーク・ライフ・バランス 2―育児休業制度を中心として
13. ワーク・ライフ・バランス 3―カナダとの比較的観点から
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
毎回の授業で学んだことを、よく復習しておくこと。なお、予習や課題に関しては、第 1 回目の授業で詳しく述べる。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(100%)
テキスト＇Textbooks（
使用しない。必要な時は資料を準備する。
参考文献＇Readings（
1. 鈴木眞理・小川誠子編、2003 年、『生涯学習をとりまく社会環境』、学文社
2. 鈴木眞理・永井健夫・梨本雄太郎編、2011 年、『生涯学習の基礎』、学文社
その他、必要に忚じて授業時に紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
生涯学習概論１、社会教育施設論１・２の履修もあるとさらに理解が深まる。なお、授業において私語を繰り返す学生は単位を取
得することができない。
注意事項＇Notice（
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■HA829
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA829／社会教育施設論１
(Facilities for Adult Education 1)
小川 誠子(OGAWA SEIKO)
春学期(Spring Semester)
TRM1200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2016 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
生涯学習との関連で、人びとの学習活動を支援する社会教育施設の役割について検討する。
授業の内容＇Course Contents（
人びとの生涯学習支援のなかで、公民館・博物館などの社会教育施設が果たす役割について詳述する。その際、社会教育施設
ボランティアの自己形成や、カナダを中心とした諸外国の類似施設にも注目することによって、日本における社会教育施設の意
味・役割について考察を深めていく。また、この授業では、社会教育施設に対する具体的な理解を深めるために、履修者それぞ
れが博物館・公民館を見学し、そこで学んだ内容をレポートにまとめることが求められる。プレゼンテーションが求められることも
ある。施設見学の内容に関しては、初回の授業で説明する。
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション
2. 社会教育施設の意味①
3. 社会教育施設の意味②
4. 生涯学習行政の概要
5. カルチャーセンター―公民館との比較的観点から①
6. カルチャーセンター―公民館との比較的観点から②
7. 公民館の活動をめぐる諸問題①
8. 公民館の活動をめぐる諸問題②
9. 公民館の活動をめぐる諸問題③
10. 公民館の活動をめぐる諸問題④
＇公民館視察の報告会（
11. 博物館の活動をめぐる諸問題①
12. 博物館の活動をめぐる諸問題②
13. 博物館の活動をめぐる諸問題③
14. まとめ＇プレゼンテーション（
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
毎回の授業で学んだことを、よく復習しておくこと。なお、課題に関しては、第 1 回目の授業で詳しく述べる。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
レポート試験(Report Exam)(60%)/公民館ミニレポート(20%)/受講態度＜ディスカッションなどでの授業の貢献度やリアクションペー
パーへの記入状況を含む＞(20%)
テキスト＇Textbooks（
1. 鈴木眞理・井上伸良・大木真徳編、2015、『社会教育の施設論』、学文社 (ISBN:978-4-7620-2513-6)
必要な時は資料を準備する。
参考文献＇Readings（
1. 鈴木眞理・守井典子編、2003 年、『生涯学習の計画・施設論』、学文社
2. 碓井正久・倉内史郎編、1996 年、『新社会教育』、学文社
3. 鈴木眞理・松岡廣路編、2006 年、『社会教育の基礎』、学文社
4. 鈴木眞理・津田英二編、2003 年、『生涯学習の支援論』、学文社
5. 鈴木眞理他編、2011 年、『生涯学習の基礎』、学文社
6. 大堀哲他編、1999 年、『博物館概論』、樹村房
7. 大堀哲他編、2005 年、『博物館概論』、学文社
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
社会教育施設論２、生涯学習概論１・２の履修もあるとさらに理解が深まる。なお、授業において私語を繰り返す学生は単位を取
得することができない。
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注意事項＇Notice（
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■HA830
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA830／社会教育施設論２
(Facilities for Adult Education 2)
小川 誠子(OGAWA SEIKO)
秋学期(Fall Semester)
TRM1200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2016 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
生涯学習との関連で、人びとの学習活動を支援する社会教育施設の役割について検討する。
授業の内容＇Course Contents（
社会教育施設論１の未履修者へも配慮し、社会教育施設の概況を説明した上で、特に、図書館・青尐年教育施設・女性教育施
設＇男女共同参画センターを含む（の活動をめぐる諸問題について講述する。その際、社会教育施設ボランティアの自己形成に
注目することによって、社会教育施設の意味・役割について検討する。また、この授業では、社会教育施設に対する具体的な理
解を深めるために、履修者それぞれが図書館などを見学し、そこで学んだ内容をレポートにまとめることが求められる。プレゼン
テーションが求められることもある。施設見学の内容に関しては、初回の授業で説明する。
授業計画＇Course Schedule（
1. 社会教育施設の概況
2. 青尐年教育施設の活動をめぐる諸問題①
3. 青尐年教育施設の活動をめぐる諸問題②
4. 青尐年教育施設の活動をめぐる諸問題③
5. 青尐年教育施設の活動をめぐる諸問題④
6. 青尐年教育施設の活動をめぐる諸問題⑤
7. 図書館の活動をめぐる諸問題①
8. 図書館の活動をめぐる諸問題②
9. 図書館の活動をめぐる諸問題③
10. 図書館の活動をめぐる諸問題④
＇図書館視察の報告会（
11. 女性教育施設の活動をめぐる諸問題①
12. 女性教育施設の活動をめぐる諸問題②
13. 女性教育施設の活動をめぐる諸問題③
14. まとめ＇プレゼンテーション（
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
毎回の授業で学んだことを、よく復習しておくこと。なお、課題に関しては、第 1 回目の授業で詳しく述べる。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
レポート試験(Report Exam)(60%)/図書館ミニレポート(20%)/受講態度＜ディスカッションなどでの授業の貢献度やリアクションペー
パーへの記入状況を含む＞(20%)
テキスト＇Textbooks（
1. 鈴木眞理・井上伸良・大木真徳編、2015、『社会教育の施設論』、学文社 (ISBN:978-4-7620-2513-6)
必要な時は資料を準備する。
参考文献＇Readings（
1. 鈴木眞理・守井典子編、2003 年、『生涯学習の計画・施設論』、学文社
2. 鈴木眞理・松岡廣路編、2006 年、『社会教育の基礎』、学文社
3. 北嶋武彦編、2005 年、『図書館概論』、東京書籍
4. 植松貞夫他編、2005 年、『図書館概論』、樹村房
5. 塩見昇編、2008 年、『図書館概論』、日本図書館協会
6. 小田光宏編、2005 年、『図書館サービス論』、日本図書館協会
7. 日本生涯教育学会編、『生涯学習研究ｅ事典』＇http://ejiten.javea.or.jp（
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
社会教育施設論１，生涯学習概論１・２の履修もあるとさらに理解が深まる。なお、授業において私語を繰り返す学生は単位を取
得することができない。
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注意事項＇Notice（
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■HA831
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA831／社会教育計画１
(Planning for Adult Education 1)
社会教育に関係する理論
米澤 朊英(YONEZAWA TOMOHIDE)
春学期(Spring Semester)
TRM1200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2016 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
社会教育，生涯学習に関係する理論を中心に解説し，計画と立案に必要な考え方と知識を身につける。
授業の内容＇Course Contents（
社会の急激な変化と学習者のニーズの多様化により，生涯学習・社会教育の現場では实践的な対忚が必要になっている。
この講義では，現在の成人学習者の特性，学習メディアの特性，教授・学習理論などの理論的な枠組みの理解を,教育学等の理
論を通して学習し，社会教育計画・生涯学習振興計画を作る上で必要な知識と技術を身につけてもらう。
※一部、生涯学習概論などと重複する内容がある。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンスと社会教育と生涯学習
2. 社会教育为事の仕事
3. 社会教育に関連する法律 1
4. 社会教育に関連する法律 2
5. 社会教育施設＇中間課題出題 予定（
6. 成人学習者の特性
7. 成人が学習する動機
8. 教育理論
9. 指導と支援のタイミング
10. 指導・支援の方法と技術
11. 指導・支援の組織
12. ブレーンストーミングと KJ 法
13. 社会教育と教育メディア
14. 評価理論
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
中間課題は学外での学習活動が必要になる。その他については復習が中心になる。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(80%)/中間課題(20%)
中間課題がある。レポートを提出してもらう。内容は講義中に指示する。
テキスト＇Textbooks（
レジュメを毎時間配布する。再配布はしない。
参考文献＇Readings（
授業時に適宜紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
出欠確認は毎回行う。その他の講義の進め方や受講時の注意事項については 1 回目の講義で説明する。
注意事項＇Notice（
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■HA832
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA832／社会教育計画２
(Planning for Adult Education 2)
調査と計画の立案
米澤 朊英(YONEZAWA TOMOHIDE)
秋学期(Fall Semester)
TRM1200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2016 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
生涯学習・社会教育における事業計画の手法と社会教育調査の理論と方法について理解する。
授業の内容＇Course Contents（
社会教育計画１で学習する理論や概念は理解しているとを前提に授業を進めるので,社会教育計画１を履修してから受講してもら
いたい。
社会教育計画２では，いくつかの自治体の事例を取り上げ解説する。
後半は社会教育調査の考え方，手法について解説する。
社会教育計画１の理論的な内容とは異なり，事例的，实践的な内容である。
調査や予算計等を作成してもらう中間課題がある。
また、授業の中ではグループに分かれて,計画の立案等を行い、発表してもらうことを行う。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンスと生涯学習と社会教育
2. 社会教育計画の基本的な考え方
3. 社会教育計画の实際１＇総論（
4. 社会教育計画の实際２＇各論（
5. 社会教育計画の实際３＇用語と表現等（
6. 社会教育調査１＇調査の必要性（
7. 社会教育調査２＇調査のフロー（
8. 社会教育調査３＇サンプルの抽出１（
9. 社会教育調査４＇サンプルの抽出２（
10. 社会教育調査５＇質問文の作り方１（
11. 社会教育調査６＇質問文の作り方２（
12. 計画の立案＇課題とブレーンストーミング（
13. 計画の立案＇発表と評価（
14. 社会教育と著作権
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
中間課題は学外での学習活動が必要になる。その他については復習が中心になる。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(80%)/中間課題(20%)
中間課題として，設定した条件を満たす計画書の提出がある。
テキスト＇Textbooks（
必要に忚じて、レジュメと資料を配布する。再配布はしない。
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
出欠確認は毎回行う。その他の講義の進め方や受講時の注意事項,採点基準の詳細については 1 回目の講義で説明する。
注意事項＇Notice（
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■HA833
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA833／職業指導概論１
(Career Guidance 1)
佐々木 尚毅(SASAKI NAOKI)
春学期(Spring Semester)
TRM1200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2016 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
生徒一人ひとりのキャリア発達を支援するために、その基礎として、支援指導援助の対象である子どもと若者の社会化過程を
理解する。さらに、現代社会における社会化の歪みの背景について理解する。
授業の内容＇Course Contents（
子どもは歳をとるだけではオトナにならない。オトナになって自然と働き始めるものでもない。そこに必要なのは成熟である。職
業指導とは，児童生徒が自己の将来の「進路・職業」を自律的・自立的に選択できるように援助する教育活動である。そのために
はまず何よりも、援助対象である児童生徒を理解することが必要である。本講は、日本の子どもの現状を理解する。同時に、受
講者自身が援助者として自己について理解することも目指す。
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション-なぜ学ぶのか、何を学ぶのか2. 社会化(1)-“意味ある大人”の影響力・子どもはどのようにして大人になるのか。・大人とは、子どもとは。
3. 社会化(2)-「私の頭はコンピュータ」・支配し管理する親、忚えようとする子ども。
4. 社会化(3)-子どもの育自力、子どもの教育力・育児と育自。・子育てと子育ち。
5. 社会化(4)-社会化の現代的特質・子どもの育ち、若者の現状。・見誤られる「教育問題」の本質。
6. ジェンダー(1)-「男は外で仕事、女は家庭で家事育児」・性別役割と特性論。
7. ジェンダー(2)-2000 年『人口白書』の警告
・尐子高齢社会の必然。・ジェンダーと尐子化の関係。
8. ジェンダー(3)-「男」・「女」としてではなく「人」として・働くことと生きること。・男女平等－世界の中の日本－
9. “子どもの荒れ”(1)-人は人の中で人になる・ムラは機能的共同体。・子育てと子育ちの仕掛けと儀式。
10. “子どもの荒れ”(2)-高度経済成長を支えた“金の卵”たち・「襟裳岬に春をよべ」。・ムラを忘れた子どもたち。
11. “子どもの荒れ”(3)-「社会が荒れると子どもが荒れる」・ジェンダーと学歴社会。
12. 大人になれない子どもたち-一億総ガキ社会日本・「生きる力」はなぜ求められたか。・児童生徒の現状と指導の課題
13. 指導・支援・援助-自分をみつめる・大人として。・親として。・教師として。
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
第一回目授業「イントロダクション」以外は、次の授業までに読んでおくべき資料などを配布する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(60%)/リアクションペーパー兼出席票(20%)/授業内に指示する提出物(20%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（
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その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
履修希望者は、第一回目の授業に必ず出席すること。
注意事項＇Notice（
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■HA834
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA834／職業指導概論２
(Career Guidance 2)
佐々木 尚毅(SASAKI NAOKI)
春学期他(Spring Others)
TRM1200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2016 年度以降 1 年次入学者対象
集中講義：8 月 3 日＇木（・7 日＇月（・8 日＇火（各 1～5 時限

授業の目標＇Course Objectives（
生徒一人ひとりにふさわしいキャリアを形成していくために必要な意欲・態度や能力を育てるための实践的な指導力を身につけ
ることを目標とする。
授業の内容＇Course Contents（
職業指導とは，生徒に「君はどう生きるか」を問う教育活動である。
生徒が自己の将来の「進路・職業」を自立的・自律的に選択できるように援助する教育活動であり，学校教育において「進路指導」
といわれ，生徒に自己の「生き方」「あり方」を見つめさせる教育活動である。本講では，キャリア教育への理解を通して「進路指
導」の实践的な指導力を身につける。
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション-何を学ぶのか。なぜ学ぶのか2. 年齢と職業(1)-人は歳を取るだけでは大人にならない3. 年齢と職業(2)-人は子どもを生むだけでは親にはなれない4. 年齢と職業(3)-知識だけでは“先生”にはなれない5. 職業指導・進路指導・キャリア教育の歴史と展開(1)-アメリカ6. 職業指導・進路指導・キャリア教育の歴史と展開(2)-日本①7. 職業指導・進路指導・キャリア教育の歴史と展開(3)-日本②8. 進路指導・キャリア教育实践のための手順
9. 進路指導・キャリア教育实践のための教師の役割
10. 「キャリア教育」实践の具体的検討(1)
11. 「キャリア教育」实践の具体的検討(2)
12. 「キャリア教育」实践の具体的検討(3)
13. 「キャリア教育」实践の具体的検討(4)
14. 「キャリア教育」实践の具体的検討(5)
15. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
初日第 1 時間目の授業には必ず出席すること。資料を配付する。二日目はその資料についての討議を行う。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終レポート(Final Report)(40%)/授業内に指示する提出物(40%)/授業への参加姿勢(20%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA835
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA835／商法１
(Commercial Law 1)
金澤 大祐(KANAZAWA DAISUKE)
春学期(Spring Semester)
TRM1200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2016 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
会社の設立から企業買収に至るまでの規制や利害調整の原理等の会社法上の基本的な知識を理解し、併せて、具体的な事例
について、会社法を適用して、考察することができる。
授業の内容＇Course Contents（
授業にあたっては、授業計画に記した各事項について、抽象的な法理論のみでなく、できるだけ实際の裁判例や实務の動向を紹
介し、また書式なども用いながら、一緒に考える内容としたい。授業においては、適宜、質疑忚答を行うことを予定している。
授業計画＇Course Schedule（
1. 株式会社の設立手続と会社の能力
2. 株为の地位と株为間の利害調整
3. 株式の内容と株式の流通
4. 会社の資金調達方法
5. 株为総会１
6. 株为総会２
7. 取締役・取締役会１
8. 取締役・取締役会２
9. 企業会計と監査役、指名委員会等設置会社と監査等委員会設置会社
10. 役員等の責任
11. 組織再編１
12. 組織再編２
13. 組織再編３
14. 総復習
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
準備学習の指示は、適宜講義内にて行う。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(70%)/授業参加度(10%)/小テスト(20%)
テキスト＇Textbooks（
1. 山下友信・山口厚、2016、『ポケット六法 平成２9 年版』、有閣斐
2. 松嶋隆弘、2015、『会社法講義３０講』、中央経済社
参考文献＇Readings（
1. 根田正樹、2014、『アプローチ商法』、弘文堂
2. 岩原紳作ほか、2016、『会社法判例百選第３版』、有斐閣
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA836
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA836／商法２
(Commercial Law 2)
金澤 大祐(KANAZAWA DAISUKE)
秋学期(Fall Semester)
TRM1200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2016 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
企業取引について、取引为体に関わる問題、各種取引に関わる問題、取引の決済に関わる問題とに分けて検討し、企業取引に
ついての基本的な知識を理解する。また、具体的な事例に、商法を適用し、考察することができる。
授業の内容＇Course Contents（
授業にあたっては、授業計画にある各事項について、抽象的な法理論のみならず、できるだけ实際の裁判例や实務を紹介し、ま
た統計や書式なども用いながら、一緒に考える内容としたい。授業においては、適宜、質疑忚答を行うことを予定している。
授業計画＇Course Schedule（
1. 商人・商行為概念と商号
2. 契約の成立過程１
3. 契約の成立過程２
4. 消費者取引１
5. 消費者取引２
6. 代理商と仲立人
7. 問屋と運送取扱人
8. 運送取引と倉庫取引
9. 場屋取引と電気通信事業
10. 手形の振出
11. 手形の裏書
12. 手形所持人の保護
13. 電子記録債権
14. 総復習
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
準備学習の指示は、適宜講義内において行う。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(70%)/授業参加度(10%)/小テスト(20%)
テキスト＇Textbooks（
1. 根田正樹、2014、『アプローチ商法』、弘文堂
2. 山下友信・山口厚、2016、『ポケット六法 平成２９年版』、有斐閣
参考文献＇Readings（
1. 江頭憲治郎・山下友信、2008、『商法(総則・商行為)判例百選第５版』、有斐閣
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA837
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA837／自然地理学
(Physical Geography)
中山 大地(NAKAYAMA DAICHI)
秋学期(Fall Semester)
TRM1200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2016 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
地球環境と人間活動を理解するために，自然地理学の重要な思考法と基礎知識を身につけることを目標とする．
授業の内容＇Course Contents（
地球環境と人間活動の相互作用に関する話題を紹介する授業を通して自然地理学の基礎的な知識を身につけると共に，我々
が生活している地球について考える場とする．
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション：自然地理学の考え方
2. 環境と文化・文明(1)：日本人は火山をどう見てきたのか
3. 環境と文化・文明(2)：もし巨大噴火が起きたら日本はどうなるのか
4. 環境と文化・文明(3)：ご町内の富士山
5. 環境と文化・文明(4)：ピラミッド，サモトラケのニケ，コロッセオ，タージ・マハル
6. 環境と文化・文明(5)：淀川の治水
7. 東地中海世界の自然地理(1)：ハイサーグラフの作成と地中海周辺の気候
8. 東地中海世界の自然地理(2)：アブラハムはなぜハランを経由して カナンへ行ったのか
9. 東地中海世界の自然地理(3)：エルサレムにはなぜ古くから人が住んだのか
10. 東地中海世界の自然地理(4)：レバント地方における水と人びとの暮らし
11. 環境変化と人類(1)：地球温暖化は人間活動が原因か？
12. 環境変化と人類(2)：7 万 4 千年前，人類は一万人まで減ってしまった
13. 環境変化と人類(3)：ハンニバルの象つかい
14. 環境変化と人類(4)：「赤ずきんちゃん」とは何なのか
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業時に提示するキーワードについて，事前に調べてくること．
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(50%)/課題の提出状況(30%)/授業への貢献度(20%)
テキスト＇Textbooks（
適宜プリントを配付する．プリントは授業支援システムからダウンロードできるようにする．
参考文献＇Readings（
作業に必要な器材＇色鉛筆や物差しなど（については，Blackboard 上で指示を出す．
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（

- 253 -

■HA901
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA901／観光ビジネス概論
(Introduction to Tourism Business)
橋本 俊哉(HASHIMOTO TOSHIYA)
春学期(Spring Semester)
TRM2100

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

立教観光クラブ寄付講座

授業の目標＇Course Objectives（
日本の観光関連産業の現状・課題と今後の方向性について，現場で活躍するゲストスピーカーの方々から学ぶことを通して，
観光関連産業の職業の多様性と，そこで働くことの意義について理解すること。
授業の内容＇Course Contents（
授業は講義と討論を組み合わせて行う。講義では，毎時間観光関連産業で活躍する校友をゲストスピーカーとして招き，講義を
受けたのちに質疑の時間をとる。討論は講義内容に関係した内容を設定して行う。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション
2. 宿泊業１
3. 宿泊業２
4. 宿泊業３
5. 交通業１
6. 交通業２
7. 宿泊業・交通業に関する討論
8. 旅行業１
9. 旅行業２
10. 旅行業３
11. 観光関連事業１
12. 観光関連事業２
13. 旅行業・観光関連事業に関する討論
14. 総括
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
前回までの講義内容を確認し復習しておくこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
授業への参加状況(50%)/毎時間の課題レポート(50%)
テキスト＇Textbooks（
特定のテキストは使用せず、講義資料を配布する。
参考文献＇Readings（
適宜講義資料に付記する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
授業中に適宜紹介する。
注意事項＇Notice（
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■HA902
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

抽選登録／観光ビジネスプロジェクトＡ
(Project Planning Practice in Tourism A)
那須 一貴(NASU KAZUTAKA)
春学期(Spring Semester)
TRM3100

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

人数制限科目＇24 名（
履修者は秋学期「観光ビジネスプロジェクト B」が自動登録される。

授業の目標＇Course Objectives（
観光産業における企画力，マネジメント力を備えた即戦力ビジネスパーソンを育成するために，新規事業プランの立案を通じてビ
ジネス現場で求められる基礎的能力を養成することを目標とする。
授業の内容＇Course Contents（
本講義は観光ビジネスプロジェクト B とセットで履修する必要がある。
観光産業に関する新規事業計画の立案を通じて，マーケティング・経営戦略・財務会計の基礎を学習する。本講義では新規事業
計画策定のうち，外部環境分析から事業構想の構築までを行う。講義内でも中間発表会やグループワークを適宜行い，プレゼン
テーション能力の育成とプロジェクトの進捗管理を实施する。1 チーム５～６人で編成されるプロジェクトチームでのグループ演習
を中心に行う。春学期の最後には，ゲストスピーカーに対して新規事業構想に関するプレゼンテーションを实施する予定である。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス、問題解決技法：ビジネス的発想方法の基礎
2. 事業計画とは何か～事業計画作成の手順と考え方
3. 外部・内部環境分析、市場ニーズ仮説の立案方法＇１（
4. 企業との打合せ
5. 外部・内部環境分析、市場ニーズ仮説の立案方法＇２（
6. 外部・内部環境分析、市場ニーズ仮説の立案方法＇３（
7. 市場ニーズ仮説の発表
8. マーケティングの基礎：ビジネスチャンスのとらえ方
9. 競争力の源泉：コア・コンピタンスと競争戦略
10. グループワーク：中間報告に向けたグループ作業
11. グループワーク：中間報告に向けたグループ作業
12. 中間報告に向けたディスカッション
13. 企業に対する事業案発表
14. 総括
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業の進捗をペースメーカーとして、各チームで授業時間外にグループワークを实施して事業プランを作成することとなる。グル
ープワークに対するアドバイスについては、個別に授業内で行っていくが、受講生の要望に忚じて担当教員がグループワークに
参加することもできる。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終レポート(Final Report)(40%)/講義への参加態度(20%)/ビジネスプラン案の内容(40%)
テキスト＇Textbooks（
特に用いない。
参考文献＇Readings（
講義の中で適宜指示する
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
本講義は演習型講義です。そのため途中辞退は他のメンバーに迷惑がかかりますので許されません。また、秋学期に開講され
る観光ビジネスプロジェクト B とセットで受講することが履修条件となります。講義期間中にゲストスピーカーによる講義＇１回（、ゲ
ストスピーカーに対するプレゼンテーション＇１回（が予定されていますが、これは土曜日に实施する予定です。新規事業プラン作
りは大変ですが、これをやり遂げると達成感とともにコミュニケーションスキルや責任感、プレゼンテーション能力など社会人に求
められる基礎力について、自分自身の大きな成長を实感できるはずです。皆さまの積極的なチャレンジをお待ちしております。
注意事項＇Notice（
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■HA903
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／観光ビジネスプロジェクトＢ
(Project Planning Practice in Tourism B)
那須 一貴(NASU KAZUTAKA)
秋学期(Fall Semester)
TRM3100

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

同一年度の「観光ビジネスプロジェクト A」履修者のみ対象

授業の目標＇Course Objectives（
観光産業における企画力，マネジメント力を備えた即戦力ビジネスパーソンを育成するために，新規事業プランの立案を通じてビ
ジネス現場で求められる基礎的能力を養成することを目標とする。
授業の内容＇Course Contents（
本講義は観光ビジネスプロジェクト A とセットで履修する必要がある。本講義で観光ビジネスプロジェクト A で立案した新規事業構
想に基づき，財務会計，投資評価，資金調達計画を策定し，事業計画を完成させる。
観光産業に関する新規事業計画の立案を通じて，マーケティング・経営戦略・財務会計の基礎を学習する。1 チーム５～６人で編
成されるプロジェクトチームでのグループ演習を中心に行う。講義期間中にゲストスピーカーに対する新規事業に関する中間報
告会と最終報告会の２回のプレゼンテーションを实施する予定である。
授業計画＇Course Schedule（
1. 事業計画に必要な会計の基礎知識
2. 資金繰りの基礎：資金繰り計画の意味と基礎知識
3. 資金繰り計画の策定方法：財務諸表と資金繰り計画
4. 市場規模予測の立案方法
5. グループワーク：事業計画概要報告会に向けたグループ作業
6. 事業計画概要報告会
7. 費用計画：費用計画の立案方法
8. プロジェクト評価手法
9. 資金調達計画の立案方法
10. 事業計画のまとめ方：最終プレゼンへの準備
11. グループワーク：事業計画発表会に向けたグループ作業＇１（
12. グループワーク：事業計画発表会に向けたグループ作業＇２（
13. 事業計画発表会＇最終プレゼンテーション（
14. 総括
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業の進捗をペースメーカーとして、各チームごとに授業時間外にグループワークをおこなって事業計画を完成させる必要があ
る。受講生の要望に忚じて、授業時間外のグループワークに担当教員が参加することもできる。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終レポート(Final Report)(40%)/講義での発言、参加態度(20%)/ビジネスプランの内容(40%)
テキスト＇Textbooks（
財務会計については，オリジナルテキストを配布する。
参考文献＇Readings（
授業内で適宜指示する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
本講義は演習型講義です。そのため途中辞退は他のメンバーに迷惑がかかりますので，許されません。講義期間中に实施する
ゲストスピーカーに対する２回のプレゼンテーションは土曜日に实施する予定です。新規事業プラン作りは大変ですが、これをや
り遂げると達成感とともにコミュニケーションスキルや責任感、プレゼンテーション能力など社会人に求められる基礎力について、
自分自身の大きな成長を实感できるはずです。皆さまの積極的なチャレンジをお待ちしております。
注意事項＇Notice（
「観光ビジネスプロジェクト A」からの継続履修・継続履修辞退については、履修要項「履修規定＇履修についての注意事項（」＜
各種演習科目の履修＞の項を参照すること。
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■HA928
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／マーケティング１
(Marketing 1)
売れる仕組みづくり・買ってもらえる仕掛けづくりを理解しよう
東 徹(AZUMA TORU)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2009 年度以前観光学科 1 年次入学者対象＇必修科目（

授業の目標＇Course Objectives（
「マーケティング・マインド」―つまりマーケティング的なものの見方・考え方を養ってもらうこと，それがこの授業のねらいです。ビ
ジネスの中で培われてきたマーケティングの知識やスキルを学び，身につけるとともに，社会の様々な問題解決に向けた忚用力
を養ってほしいと思っています。
授業の内容＇Course Contents（
この授業では，現代マーケティングの基本的な考え方・進め方について学んでいきます。より便利で魅力的な新製品の開発，買
いやすい価格の工夫，注目を引き記憶に残る広告，販売店の開拓等，企業がライバル企業との激しい競争の中で，移ろいやす
い顧実の心をひきつけ，満足してもらうためにどんな工夫を凝らしているのか，一緒に考えてみましょう。
授業計画＇Course Schedule（
1. マーケティングを学ぶにあたって
2. マーケティングの目的は販売を不要にすること？―利益獲得のカギは顧実満足にあり！―
3. 消費者需要の同質性と異質性を見極めろ！―マス・マーケティングｖｓ.ターゲット・マーケティング―
4. 値段の安さで勝負するか、製品の特徴で勝負するか―価格競争ｖｓ.非価格競争(製品差別化)―
5. 今、マーケットで何が起きている？―今日の市場環境＇コモディティ化、ＩＣＴの発達・・・ｅｔｃ．（をどう読む？―
6. 消費者はどのように製品・ブランドを選ぶのか？―消費者の購買行動を理解しようー
7. マーケティング戦略を組み立てる―どのような人に、どのようなものを、どのように提供するか―
8. 顧実にとっての価値を創り出す①＇製品・ブランド（
9. 顧実にとっての価値を創り出す②＇価格（
10. 顧実に価値を伝える＇プロモーション（
11. 顧実に価値を届ける＇流通（
12. 市場の発展段階を見極めろ！―製品ライフサイクルとマーケティング戦略―
13. 業界内の力関係を見極めろ！―市場競争地位とマーケティング戦略―
14. 要点の整理と補足説明
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
皆さんのまわりにはマーケティングを学ぶための「生きた教材」があふれています。次々と現れる新製品，百貨店やコンビニの店
頭，テレビや雑誌の広告，ユニークなパッケージ，通販サイト・・・etc，そこにどのような仕掛けや工夫が凝らされているか，皆さん
自身がどのようにして製品やブランド，店舗を選び，サービスを評価しているのか，身近な事例や体験を通して考えてみましょう。
常に現实に目を向け，講義やテキストで学んだ知識と結びつけて考えてみることで，マーケティングをよりイキイキと学ぶことがで
きるはずです。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(80%)/課題、リアクションペーパー等(20%)
テキスト＇Textbooks（
1. 嶋 正・東 徹編著、2012 年、『現代マーケティングの基礎知識』、創成社
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA939
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／交通産業特論
(Special Lecture on Transportation Industry)
西村 剛(NISHIMURA GO)
専任教員
春学期(Spring Semester)
TRM3100

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

株式会社 ANA 総合研究所寄付講座

授業の目標＇Course Objectives（
グローバルな視点から, エアラインビジネスを多角的に分析し，国際航空経営を理解する力を養います。
授業の内容＇Course Contents（
この科目では，世界的な航空規制緩和を視座に，アジア＇日本（・米国・欧州の３大航空市場ごとに具体的な政策課題ごとに講義
を行います。特に日本でも身近となったＬＣＣやオープンスカイ航空協定，グローバルアライアンスなど時々刻々変化する国際航
空産業の最新の動向にも着目し分析を行います。英国のＥＵ離脱、米国トランプ新政権の America First で揺れる航空オープンス
カイ政策を詳細に解説します。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション―開講にあたって
2. 市場メカニズムと「二つのエラー」
3. 航空協定と外資規制
4. 米国航空の歴史-航空規制の誕生
5. 米国の航空規制緩和政策
6. 欧州の段階的航空自由化
7. 米国ＬＣＣの誕生と発展
8. 欧州・アジアのＬＣＣ事例研究
9. 日本の航空政策-規制強化から規制緩和へ
10. 空港の民営化問題
11. 米国型二国間オープンスカイ協定
12. 欧州型多国間オープンスカイ協定
13. ３大グローバルアライアンス
14. 最終テスト
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
岡本伸之編著『観光経営学』＇朝倉書店、2013 年 10 月（の航空事業を事前に読んでおくこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終テスト(Final Test)(40%)/出席(30%)/期中レポート(30%)
テキスト＇Textbooks（
各回パワーポイントの資料を用意する。
参考文献＇Readings（
村上英樹，加藤望，榊原胖夫，高橋一誠編『航空の経済学』＇ミネルヴァ書房 2006 年（
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
4 月 4 日＇火（17:00 忚募書類提出締切＇課題は観光学部掲示板参照（
4 月 7 日＇金（12:00 選考結果発表＇観光学部掲示板（
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■HA960
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA960／都市型エンターテイメント論
(Urban Entertainment)
エンターテイメント産業概観・集実施設計画・ディズニーランドの空間科学
山口 有次(YAMAGUCHI YUUJI)
春学期他(Spring Others)
TRS3200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2012 年度以降 1 年次入学者対象
集中講義：8 月 1 日＇火（・2 日＇水（・3 日＇木（各 1～5 時限

授業の目標＇Course Objectives（
１（エンターテイメント産業における個別業界の概要を説明できる。
２（集実施設の空間計画手法を体系的に理解する。
３（集実施設の顧実や利用者となる「人」の心理や行動の法則性・原理原則を考察する。
授業の内容＇Course Contents（
テーマパーク、映画、鑑賞レジャー、音楽コンテンツ、カラオケ、ゲームセンターなどの都市型エンターテイメント産業について、経
営学的・集実戦略的・空間計画的側面から考察しながら各産業を概観する。テーマパークについては特に、世界のディズニーラ
ンドを比較分析しながら、あらゆる集実施設に忚用できる、行動科学・心理学的なアプローチによる空間計画手法を講義する。ま
た、エンターテイメント施設の集実戦略を 18 の視点から捉え、利用者行動からみた魅力的な空間づくりの手法を学ぶ。複合化、
休憩空間、ユニバーサルデザイン、福祉対策、空間単位、安全対策などは重点的に解説する。個別に取り上げる、映画、鑑賞レ
ジャー、音楽コンテンツ、カラオケ、ゲームセンターなどの産業は、それぞれの業界概要、需要動向、経営動向、今後の展望や課
題などについて、事例を踏まえながら学習する。
授業計画＇Course Schedule（
1. テーマパーク業界の概要
2. ディズニーランドの空間科学＇１（
3. ディズニーランドの空間科学＇２（
4. ディズニーランドのバリアフリー
5. ディズニーランドの接実サービスおよび成立与件 ＇小テスト（
6. 集実施設の経営戦略、集実施設の複合化
7. 集実施設の休憩空間
8. 集実施設のユニバーサルデザイン、福祉対策
9. 集実施設の空間単位
10. 集実施設の安全対策 ＇小テスト（
11. 産業論：映画
12. 産業論：鑑賞レジャー
13. 産業論：音楽コンテンツ
14. 産業論：カラオケ
15. 産業論：ゲームセンター ＇小テスト（
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
１（参考文献を事前に読み、予習しておくこと。２（授業時の質疑忚答に対忚できるようテーマについて考察しておくこと。３（エンタ
ーテイメント産業の概要を独自に調べておくこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
小テスト①(35%)/小テスト②(35%)/小テスト③(30%)
テキスト＇Textbooks（
特に指定しない。
参考文献＇Readings（
1. 山口有次、2015、『新 ディズニーランドの空間科学』、学文社 (ISBN:4762025097)
2. 山口有次、2008、『観光・レジャー施設の集実戦略』、日本地域社会研究所 (ISBN:4890228829)
3. 余暇総研、2016、『レジャー白書 2016』、日本生産性本部 (ISBN:4820120441)
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
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注意事項＇Notice（
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■HA970
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA970／風土と観光
(Socio-ecological system and tourism)
小野 良平(ONO RYOHEI)
秋学期(Fall Semester)
TRS2300

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2016 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
「風土」は地域の自然と文化を包括的にとらえる環境の概念の一つであるが，農業をはじめとして環境を資源とした産業がさまざ
まにある中で，この風土を直接資源とする産業が観光であるということができる。観光資源論および観光計画論の一環として，風
土の特質を活かした持続的な観光のあり方について考える。
授業の内容＇Course Contents（
風土という概念およびそれを取り上げる意義について，環境に関わる諸概念との関係を踏まえながら考えた上で，風土と深くか
かわる観光資源の例を何種類か取り上げてその特質を紹介する。また観光資源であるばかりでなく観光体験の基盤となる地域
を支える風土の特質について，その保全にかかわる諸課題とともに考える。
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション
2. 風土とその関連概念
3. 日本の風土の特質
4. 風土と観光資源：温泉
5. 風土と観光資源：社寺・信仰空間
6. 風土と観光資源：名所
7. 風土と観光資源：祭礼
8. 風土の象徴化：庭園１
9. 風土の象徴化：庭園２
10. 風土の保全と観光：都市
11. 風土の保全と観光：農山漁村
12. 風土の保全と観光：自然・森林
13. 風土の保全と観光：郊外と没風土性
14. まとめ：風土産業としての観光
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業時に必要に忚じて別途指示する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
レポート試験(Report Exam)(100%)
テキスト＇Textbooks（
特に指定しない。レジュメを配布
参考文献＇Readings（
授業時に適宜紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA971
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA971／市民参加とまちづくり
(Participatory Community Design)
市民まちづくりにおける参加と協働の現状と課題
大宮 透(OMIYA TORU)
春学期(Spring Semester)
TRS2300

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2016 年度以降 1 年次入学者対象
隔週開講

授業の目標＇Course Objectives（
市民参加や協働のまちづくりにおける仕組みについて、その歴史と現状、課題について学び、公共政策のあり方についての理解
を深める。
授業の内容＇Course Contents（
公共为体に市民が参加し、協働してまちづくりを行うための枠組みや、担い手としての市民为体を支援する仕組みづくりは、尐子
高齢化や自治体の財政状況の悪化などを背景に、その重要性を増しつつある。
本授業では、これらの仕組みの理論や实践事例を概観し、成熟社会における公共政策や行政経営のあり方について、また、地
域に関わる多様な为体の役割について考察する。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス：市民参加とは何か
2. まちづくりとは何か
3. 市民まちづくりの芽生え 〜NPO 法の施行と現状〜
4. 市民まちづくりを支える仕組み①：都市計画における市民参加
5. 市民まちづくりを支える仕組み②：提案権の拡大とまちづくり条例の普及
6. 市民まちづくりを支える仕組み③：まちづくり条例と調整会の仕組み
7. 市民まちづくりを支える仕組み④：まちづくり条例とまちづくりセンター
8. 市民まちづくりを支える仕組み⑤：まちづくり条例と市民ファンド
9. 市民まちづくりを支える仕組み⑥：協働まちづくり事業の普及
10. 市民まちづくりを支える仕組み⑦：地域住民自治組織の实践
11. 市民まちづくりを支える仕組み⑧：私有地を活かしたまちづくり
12. 参加から協働へ 〜市民、大学、企業などによるまちづくり〜
13. 参加から協働へ 〜市民、大学、企業などによるまちづくり〜
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業によっては事前予習＇文献調査（を課す回あり。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
レポート試験(Report Exam)(60%)/中間レポート(40%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（
1. 原科幸彦、2005、『市民参加と合意形成』、学芸出版社 (ISBN:978-4-7615-2370-1)
2. 小泉秀樹、2016、『コミュニティデザイン学』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-061133-6)
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
開講日は観光学部掲示板を参照すること。
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■HA980
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（

テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（

担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA980／観光ビジネス計画論１
(Business Development in Tourism 1)
Destination Marketing is the Heart & Soul of Tourism Planning
Japan got 24 million inbound visitors during 2016, up from 19.4 million a year earlier. Each
visitor has a strong personal interest and desire to see and experience the “real Japan”
and they are learning about new and diverse places around Japan in which to spend their
time and money. But that forces each destination to compete with many others to
showcase their unique and enjoyable characteristics, and to answer the tourist question:
“Where should we go and why.”
フックス，Ｐ．(FUCHS,PETER ERIK)
秋学期(Fall Semester)
TRM1003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

2010 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
This course is taught in Spring and Fall Semesters, but the Fall Semester will be aimed at visiting international exchange students,
taught primarily in English with more background on Japanese history, society and culture. The Spring Semester will be aimed at
Japanese students, and those with strong Japanese language skills. For both semester, the objective of this course is for students
to acquire the most effective skills and tools used by DMOs in Japan and other countries to boost their visitor flows.
授業の内容＇Course Contents（
The role and requirements of DMOs in Japan and the World.
All business is about competition with others to gain the attention, awareness and interest of the customer. Inbound visitors have
many choices from start to finish and along the way, from selection of the destination, location, transport, schedule, price, and
activities. The choice of destination is often the single most important one, as it shapes many of the other choices, and it is the job
of marketing people to promote THEIR destination to increase their visitor traffic and income opportunities.
授業計画＇Course Schedule（
1. 1) Tourism industry has a complex “eco-system” in which many players contribute to the overall experience and economy.
It is almost always a combination of public and private organizations that have to collaborate to keep the system going
smoothly, at a national, regional and local level. To be effective as a tourist destination, a place needs transportation (mostly
by railways but also buses, taxis and even rickshaw carriages), hospitality (shops and restaurants for visitors to have meals
and shop for locally produced souvenirs), and other attractions for visitors to enjoy (taking photos, wearing kimono, getting
historical tours). Local government must support private merchants for traffic safety and other issues.
2. 2) Destinations are at the centre of the travel and tourism eco-system. A destination is both a physical place, but also a
collection of diverse activities that often share a common theme, and thus create a certain cultural, even imaginary, place.
No destination is exactly the same as any other - there is only one Kiyiomizudera temple, only one SkyTree, only one Mt.
Fuji and so on, which helps destinations present themselves to visitors.
3. 3) Almost every product or service we can buy in the modern economy offers many competing choices, different brands,
different models, colors, functions, prices and so on; and because there are so many different choices, the companies have
to spend money on marketing, advertising and branding to attract customers.
4. 4) Branding examples: Japan’s richest man is Tadashi Yanai - we will see how marketing helps Uniqlo grow. America’s most
famous yuppie was Steve Jobs, and we will see how he turned Apple into the world’s most successful marketer. But we will
also look at locations such as Kyoto, Hida Takayama, Kanazawa and the Art Island of Naoshima have been marketed and
have become strong tourism brands.
5. One challenge for DMOs in Japan is that they often lack a central office, mission, team and budget to do the marketing job.
Instead destination marketing is often done by transport companies - esp. train operators that can get increased sales of
tickets and other items by promoting the destinations on their train lines. NTO, local governments and specialized consulting
firms are now actively helping create more DMOs with up-to-date skills and technology.
6. 6) Tourism industry examples: We will take a look at how JR train companies promote destinations around Japan, along with
other types of DMOs, and examine the way that local and regional DOMS are helping to promote historical and cultural
awareness across the entire country.
7. 7) The internet is a key infrastructure in the tourism industry, globally and in Japan. It provides many tools for visitors and
travelers to plan, research, and engage in tourism activity - and at the same time provides tools for tourism providers to
reach these visitors and provide them helpful information and transaction services.
8. 8) On-line examples: We will take a look at how online service providers such as Rakuten Travel, AirBnB, Yelp!, Facebook,
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9.

10.

11.

12.

13.
14.

TripAdvisor, GuruNavi got started and influenced the way ordinary customers/tourists make their plans.
9) Beyond Mt. Fuji, Part 1: How to tell inbound visitors that Yamanashi is not just Mt. Fuji - a case study of local and regional
DMOs in rural Japan. Go past Otsuki and Yamanashi has many attractions: wine country, Kofu city, Takeda Shingen, Suntory
Hakushu whiskey, Hotel Resonare, and Seisenryo - developed by Rikkyo's Paul Rusch-Sensei. We will study how domestic
tourism has changed and left some locations struggling.
9) Beyond Mt. Fuji, Part 2: How to tell inbound visitors that Yamanashi is not just Mt. Fuji - a case study of local and regional
DMOs in rural Japan. Go past Otsuki and Yamanashi has many attractions: wine country, Kofu city, Takeda Shingen, Suntory
Hakushu whiskey, Hotel Resonare, and Seisenryo - developed by Rikkyo's Paul Rusch-Sensei. We will study how domestic
tourism has changed and left some locations struggling.
10) Student challenge, Part 1: We will divide the class into small teams that will play the role of consultant to find ways to
help a local DMO promote itself to inbound visitors. Teams can chose the Yamanashi area of Hokuto Town and Yatsugatake
Region, Sado Island, Tohoku’s Shirakami Sanchi area; Aizu-Wakamatsu area of Fukushima; Kanazawa and Noto Peninsula
etc. We will end the semester by having each team make a presentation of their promotional idea for branding the destination
they have selected.
10) Student challenge, Part 2: We will divide the class into small teams that will play the role of consultant to find ways to
help a local DMO promote itself to inbound visitors. Teams can chose the Yamanashi area of Hokuto Town and Yatsugatake
Region, Sado Island, Tohoku’s Shirakami Sanchi area; Aizu-Wakamatsu area of Fukushima; Kanazawa and Noto Peninsula
etc. We will end the semester by having each team make a presentation of their promotional idea for branding the destination
they have selected.
Student presentations and evaluation, discussion of strengths and weaknesses.
Final session: Summary of key skills and tools used in DMOs, with a surprise guest speaker to discuss current state of DMOs
in Japan and answer student questions.

授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
Students will be expected to contribute to class discussion by reading course materials and to conduct on-line research on
destination marketing issues.
Teamwork and collaboration will be necessary to participate and complete group projects.
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終レポート(Final Report)(40%)/Active participation in class discussion(30%)/Performance on biweekly in-class quiz(30%)
テキスト＇Textbooks（
Reading material and other discussion material will be distributed to students in this course via Rikkyo Blackboard. Other books,
PDFs, and other publications may be recommended for purchase or borrowing.
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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HA981／観光ビジネス計画論２
(Business Development in Tourism 2)
Destination Marketing is the Heart & Soul of Tourism Planning
Japan got 24 million inbound visitors during 2016, up from 19.4 million a year earlier. Each
visitor has a strong personal interest and desire to see and experience the “real Japan”
and they are learning about new and diverse places around Japan in which to spend their
time and money. But that forces each destination to compete with many others to
showcase their unique and enjoyable characteristics, and to answer the tourist question:
“Where should we go and why.”
フックス，Ｐ．(FUCHS,PETER ERIK)
春学期(Spring Semester)
TRM2003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

2010 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
This course is taught in Spring and Fall Semesters, but the Fall Semester will be aimed at visiting international exchange students,
taught primarily in English with more background on Japanese history, society and culture. The Spring Semester will be aimed at
Japanese students, and those with strong Japanese language skills. For both semester, the objective of this course is for students
to acquire the most effective skills and tools used by DMOs in Japan and other countries to boost their visitor flows.
授業の内容＇Course Contents（
The role and requirements of DMOs in Japan and the World.
All business is about competition with others to gain the attention, awareness and interest of the customer. Inbound visitors have
many choices from start to finish and along the way, from selection of the destination, location, transport, schedule, price, and
activities. The choice of destination is often the single most important one, as it shapes many of the other choices, and it is the job
of marketing people to promote THEIR destination to increase their visitor traffic and income opportunities.
授業計画＇Course Schedule（
1. 1) Tourism industry has a complex “eco-system” in which many players contribute to the overall experience and economy.
It is almost always a combination of public and private organizations that have to collaborate to keep the system going
smoothly, at a national, regional and local level. To be effective as a tourist destination, a place needs transportation (mostly
by railways but also buses, taxis and even rickshaw carriages), hospitality (shops and restaurants for visitors to have meals
and shop for locally produced souvenirs), and other attractions for visitors to enjoy (taking photos, wearing kimono, getting
historical tours). Local government must support private merchants for traffic safety and other issues.
2. 2) Destinations are at the centre of the travel and tourism eco-system. A destination is both a physical place, but also a
collection of diverse activities that often share a common theme, and thus create a certain cultural, even imaginary, place.
No destination is exactly the same as any other - there is only one Kiyiomizudera temple, only one SkyTree, only one Mt.
Fuji and so on, which helps destinations present themselves to visitors.
3. 3) Almost every product or service we can buy in the modern economy offers many competing choices, different brands,
different models, colors, functions, prices and so on; and because there are so many different choices, the companies have
to spend money on marketing, advertising and branding to attract customers.
4. 4) Branding examples: Japan’s richest man is Tadashi Yanai - we will see how marketing helps Uniqlo grow. America’s most
famous yuppie was Steve Jobs, and we will see how he turned Apple into the world’s most successful marketer. But we will
also look at locations such as Kyoto, Hida Takayama, Kanazawa and the Art Island of Naoshima have been marketed and
have become strong tourism brands.
5. One challenge for DMOs in Japan is that they often lack a central office, mission, team and budget to do the marketing job.
Instead destination marketing is often done by transport companies - esp. train operators, that can get increased sales of
tickets and other items by promoting the destinations on their train lines. NTO, local governments and specialized consulting
firms are now actively helping create more DMOs with up-to-date skills and technology.
6. 6) Tourism industry examples: We will take a look at how JR train companies promote destinations around Japan, along with
other types of DMOs, and examine the way that local and regional DOMS are helping to promote historical and cultural
awareness across the entire country.
7. 7) The internet is a key infrastructure in the tourism industry, globally and in Japan. It provides many tools for visitors and
travelers to plan, research, and engage in tourism activity - and at the same time provides tools for tourism providers to
reach these visitors and provide them helpful information and transaction services.
8. 8) On-line examples: We will take a look at how online service providers such as Rakuten Travel, AirBnB, Yelp!, Facebook,
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TripAdvisor, GuruNavi got started and influenced the way ordinary customers/tourists make their plans.
9) Beyond Mt. Fuji, Part 1: How to tell inbound visitors that Yamanashi is not just Mt. Fuji - a case study of local and regional
DMOs in rural Japan. Go past Otsuki and Yamanashi has many attractions: wine country, Kofu city, Takeda Shingen, Suntory
Hakushu whiskey, Hotel Resonare, and Seisenryo - developed by Rikkyo's Paul Rusch-Sensei. We will study how domestic
tourism has changed and left some locations struggling.
9) Beyond Mt. Fuji, Part 2: How to tell inbound visitors that Yamanashi is not just Mt. Fuji - a case study of local and regional
DMOs in rural Japan. Go past Otsuki and Yamanashi has many attractions: wine country, Kofu city, Takeda Shingen, Suntory
Hakushu whiskey, Hotel Resonare, and Seisenryo - developed by Rikkyo's Paul Rusch-Sensei. We will study how domestic
tourism has changed and left some locations struggling.
10) Student challenge, Part 1: We will divide the class into small teams that will play the role of consultant to find ways to
help a local DMO promote itself to inbound visitors. Teams can chose the Yamanashi area of Hokuto Town and Yatsugatake
Region, Sado Island, Tohoku’s Shirakami Sanchi area; Aizu-Wakamatsu area of Fukushima; Kanazawa and Noto Peninsula
etc. We will end the semester by having each team make a presentation of their promotional idea for branding the destination
they have selected.
10) Student challenge, Part 2: We will divide the class into small teams that will play the role of consultant to find ways to
help a local DMO promote itself to inbound visitors. Teams can chose the Yamanashi area of Hokuto Town and Yatsugatake
Region, Sado Island, Tohoku’s Shirakami Sanchi area; Aizu-Wakamatsu area of Fukushima; Kanazawa and Noto Peninsula
etc. We will end the semester by having each team make a presentation of their promotional idea for branding the destination
they have selected.
Student presentations and evaluation, discussion of strengths and weaknesses.
Final session: Summary of key skills and tools used in DMOs, with a surprise guest speaker to discuss current state of DMOs
in Japan and answer student questions.

授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
Students will be expected to contribute to class discussion by reading course materials and to conduct on-line research on
destination marketing issues.
Teamwork and collaboration will be necessary to participate and complete group projects.
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終レポート(Final Report)(40%)/Active participation in class discussion(30%)/Performance on biweekly in-class quiz(30%)
テキスト＇Textbooks（
Reading material and other discussion material will be distributed to students in this course via Rikkyo Blackboard. Other books,
PDFs, and other publications may be recommended for purchase or borrowing.
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA982
その他／観光ビジネスプラン＇演習（１
(Tourism Business Planning 1)
Umami and the Power of Taste in Japanese Food Tourism: Japanese food has become a
global boom phenomenon, and for most inbound tourists, one of the top 3 reasons for
wanting to visit Japan.
フックス，Ｐ．(FUCHS,PETER ERIK)
秋学期(Fall Semester)
TRM1003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

2010 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
This course will be taught in both Spring and Fall Semester, but the Fall Semester will focus on the special needs of international
visiting exchange students, and will include more background on Japanese history, society and culture. The Spring Semester will
be for Japanese (or Japanese-speaking) students. The goal of the course is for students to understand why today Japanese food
has become such a magnet, which along with manga, ninja and kimonos attract so many visitors to Japan. (Note: Some basic
cooking skills or restaurant experience helpful but not required. )
授業の内容＇Course Contents（
“Washoku” has managed to win what might be called the Academy Award or Nobel Prize for global culture, as in 2014 Japan’s
cuisine was recognized as a UNESCO Intangible Cultural Heritage. Eating Japanese food, especially that enjoyed by ordinary
people across Japan, has in recent years emerged as one of the top 3 reasons why 20 million or more inbound visitors chose to
come here, and will come again. But it has taken some 50-60 years for this global recognition to arrive. First there was just
Kikkoman and Ajinomoto sold in a few places with Japanese immigrants like Brazil and California, followed by the Benihana
teppanyaki chain and Dosanko ramen shops in New York. Today words like sushi, sukiyaki and umami have gone global into the
worldwide language of food. “Raw fish” is not sushi, and “flavor enhancer” is not umami - instead they are unique aspects of
Japanese culture - the food, the ingredients, and the people who create it.
授業計画＇Course Schedule（
1. Life on Earth and the origins of food: We start at the beginning, to understand the process that defines life, namely eating
(and secondly, of course, to reproduce). Life is a constant dinner party, but also a constant struggle to find food for energy
and nourishment. We will look at the amazing cycle of life in Nature, and the way that it allow Mankind to evolve and create
a social life, culture and what we now know to be “history.”
2. All living things take something from the environment, mostly energy and nutrients which are organic molecules like protein,
carbs, and fat. We speak of the “food chain” and the eco-systems in which food grows and gets eaten.
3. We take a look at how food culture in the world is based on a mix of history, location, climate and technology. All food history
around the world shows movement and discovery. Neapolitan spaghetti was only possible because Marco Polo brought
noodles from China while Columbus brought tomatoes and green peppers from the New World.
In Japan, the emergence of towns and big cities like Edo and Kyoto brought together many people of different classes and
roles - workers, servants, soldiers, merchants, gardeners. But they all had to eat so washoku began to emerge in different
styles for Buddhist monks, tea ceremony students, workers in the shitamachi and travelers along the high roads.
4. Food technologies: Before foods were mass-produced in modern factories, Japanese people found several innovative ways
to keep food - and make it easier to eat. We will look at drying - fish, fruits for example; pickling, all those colorful vegetables;
and most important, fermentation. Humans have a long-lasting collaboration with microbes such as bacteria but Japan has
made fermentation a major man/nature partnership. We will look at soy sauce and sake, among others. Of course, natto as
well - and learn the technical nutritional value of fermentation.
5. Washoku Grade A vs Grade B, Part 1: There is a wonderfully down-to-earth split between the “elegant” high society
Japanese cuisine, and the every-day affordable soul-food that most people eat most of the time. We will look at all those
Japanese “fast-foods” But the core skills and respect for customers - and for ingredients - come from the “elite” or “power
foods” starting with kaiseki. Today there is no clear line. Grade Bgourmet is just fine for most of us but we have to
understand why.
6. Washoku Grade A vs Grade B, Part 2: There is a wonderfully down-to-earth split between the “elegant” high society
Japanese cuisine, and the every-day affordable soul-food that most people eat most of the time. We will look at all those
Japanese “fast-foods” But the core skills and respect for customers - and for ingredients - come from the “elite” or “power
foods” starting with kaiseki. Today there is no clear line. Grade B gourmet is just fine for most of us but we have to
understand why.
7. Japanese culture and food culture are inter-related, Part 1: Japan has had both a hierarchy in society, and local equality
and tolerance. The elites of pre-modern Japan fostered a rich culture in the farming and food culture - as did later travelers
and merchants. Cleanliness is a religious passion in Japan - Medieval Edo was cleaner than Paris and London by a huge
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Japanese culture and food culture are inter-related, Part 2: Japan has had both a hierarchy in society, and local equality
and tolerance. The elites of pre-modern Japan fostered a rich culture in the farming and food culture - as did later travelers
and merchants. Cleanliness is a religious passion in Japan - Medieval Edo was cleaner than Paris and London by a huge
measure.
Today's food paradise, Part 1: With a huge appetite for “modernizing” Western ideas, Meiji Japan transformed in 30-40 years
to an industrial rather than a decentralized agricultural country. Japanese food business emerged and we will look at the
combination of urbanization, engineering and science changed food in Japan, and we will also look at the arrival of electricity,
refrigeration, mass-media, and after MacArthur, mostly American food ideas. The 1964 Olympic games gave Japan a new
chance to absorb world cuisine, and it has been a huge success ever since.
Today's food paradise, Part 2: With a huge appetite for “modernizing” Western ideas, Meiji Japan transformed in 30-40 years
to an industrial rather than a decentralized agricultural country. Japanese food business emerged and we will look at the
combination of urbanization, engineering and science changed food in Japan, and we will also look at the arrival of electricity,
refrigeration, mass-media, and after MacArthur, mostly American food ideas. The 1964 Olympic games gave Japan a new
chance to absorb world cuisine, and it has been a huge success ever since.
Food industry in Japan is a great story from pioneers Kikkoman and Ajinomoto to Suntory, Kirin and fast-food chains like
Toridoll and Hidakaya. We will look at how globalization will help these companies go global and escape local-only
“Galapagos.”
Student challenge、Part 1: Explaining Umami and Washoku as tourism attractions. We are going to divide the class into small
teams that will select one feature of “washoku” and create a tourism-industry presentation on how to make that aspect of
food tourism better understood and enjoyed among inbound visitors. How, for example, can you get inbound visitors to enjoy
natto?
Student challenge、Part 2: Explaining Umami and Washoku as tourism attractions. We are going to divide the class into small
teams that will select one feature of “washoku” and create a tourism-industry presentation on how to make that aspect of
food tourism better understood and enjoyed among inbound visitors. How, for example, can you get inbound visitors to enjoy
natto?
Final session: Summary of key skills and knowledge to understand and explain Washoku, with a surprise guest speaker to
discuss current state of food tourism in Japan and answer student questions.

授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
Students in this class will be expected to read and understand materials assigned before each class, and if called upon to
summarize the material in class. Short written tests of key ideas and concepts will be held every other week, and students will
prepare a team project at the end of the semester.
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終レポート(Final Report)(40%)/Active participation in class discussion(30%)/Performance on biweekly in-class quiz(30%)
テキスト＇Textbooks（
Reading material and other discussion material will be distributed to students in this course via Rikkyo Blackboard. Other books,
PDFs, and other publications may be recommended for purchase or borrowing.
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
8 月 31 日＇木（16：00 忚募書類提出締め切り＇課題は観光学部掲示板参照（
9 月 12 日＇火（12：00 選考結果発表＇観光学部掲示板（
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■HA983
その他／観光ビジネスプラン＇演習（２
(Tourism Business Planning 2)
Umami and the Power of Taste in Japanese Food Tourism: Japanese food has become a
global boom phenomenon, and for most inbound tourists, one of the top 3 reasons for
wanting to visit Japan.
フックス，Ｐ．(FUCHS,PETER ERIK)
春学期(Spring Semester)
TRM2003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

2010 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
This course will be taught in both Spring and Fall Semester, but the Fall Semester will focus on the special needs of international
visiting exchange students, and will include more background on Japanese history, society and culture. The Spring Semester will
be for Japanese (or Japanese-speaking) students. The goal of the course is for students to understand why today Japanese food
has become such a magnet, which along with manga, ninja and kimonos attract so many visitors to Japan. (Note: Some basic
cooking skills or restaurant experience helpful but not required. )
授業の内容＇Course Contents（
“Washoku” has managed to win what might be called the Academy Award or Nobel Prize for global culture, as in 2014 Japan’s
cuisine was recognized as a UNESCO Intangible Cultural Heritage. Eating Japanese food, especially that enjoyed by ordinary
people across Japan, has in recent years emerged as one of the top 3 reasons why 20 million or more inbound visitors chose to
come here, and will come again. But it has taken some 50-60 years for this global recognition to arrive. First there was just
Kikkoman and Ajinomoto sold in a few places with Japanese immigrants like Brazil and California, followed by the Benihana
teppanyaki chain and Dosanko ramen shops in New York. Today words like sushi, sukiyaki and umami have gone global into the
worldwide language of food. “Raw fish” is not sushi, and “flavor enhancer” is not umami - instead they are unique aspects of
Japanese culture - the food, the ingredients, and the people who create it.
授業計画＇Course Schedule（
1. Life on Earth and the origins of food: We start at the beginning, to understand the process that defines life, namely eating
(and secondly, of course, to reproduce). Life is a constant dinner party, but also a constant struggle to find food for energy
and nourishment. We will look at the amazing cycle of life in Nature, and the way that it allow Mankind to evolve and create
a social life, culture and what we now know to be “history.”
2. All living things take something from the environment, mostly energy and nutrients which are organic molecules like protein,
carbs, and fat. We speak of the “food chain” and the eco-systems in which food grows and gets eaten.
3. We take a look at how food culture in the world is based on a mix of history, location, climate and technology. All food history
around the world shows movement and discovery. Neapolitan spaghetti was only possible because Marco Polo brought
noodles from China while Columbus brought tomatoes and green peppers from the New World.
In Japan, the emergence of towns and big cities like Edo and Kyoto brought together many people of different classes and
roles - workers, servants, soldiers, merchants, gardeners. But they all had to eat so washoku began to emerge in different
styles for Buddhist monks, tea ceremony students, workers in the shitamachi and travelers along the high roads.
4. Food technologies: Before foods were mass-produced in modern factories, Japanese people found several innovative ways
to keep food - and make it easier to eat. We will look at drying - fish, fruits for example; pickling, all those colorful vegetables;
and most important, fermentation. Humans have a long-lasting collaboration with microbes such as bacteria but Japan has
made fermentation a major man/nature partnership. We will look at soy sauce and sake, among others. Of course, natto as
well - and learn the technical nutritional value of fermentation.
5. Washoku Grade A vs Grade B, Part 1: There is a wonderfully down-to-earth split between the “elegant” high society
Japanese cuisine, and the every-day affordable soul-food that most people eat most of the time. We will look at all those
Japanese “fast-foods” But the core skills and respect for customers - and for ingredients - come from the “elite” or “power
foods” starting with kaiseki. Today there is no clear line. Grade Bgourmet is just fine for most of us but we have to
understand why.
6. Washoku Grade A vs Grade B, Part 2: There is a wonderfully down-to-earth split between the “elegant” high society
Japanese cuisine, and the every-day affordable soul-food that most people eat most of the time. We will look at all those
Japanese “fast-foods” But the core skills and respect for customers - and for ingredients - come from the “elite” or “power
foods” starting with kaiseki. Today there is no clear line. Grade B gourmet is just fine for most of us but we have to
understand why.
7. Japanese culture and food culture are inter-related, Part 1: Japan has had both a hierarchy in society, and local equality
and tolerance. The elites of pre-modern Japan fostered a rich culture in the farming and food culture - as did later travelers
and merchants. Cleanliness is a religious passion in Japan - Medieval Edo was cleaner than Paris and London by a huge
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Japanese culture and food culture are inter-related, Part 2: Japan has had both a hierarchy in society, and local equality
and tolerance. The elites of pre-modern Japan fostered a rich culture in the farming and food culture - as did later travelers
and merchants. Cleanliness is a religious passion in Japan - Medieval Edo was cleaner than Paris and London by a huge
measure.
Today's food paradise, Part 1: With a huge appetite for “modernizing” Western ideas, Meiji Japan transformed in 30-40 years
to an industrial rather than a decentralized agricultural country. Japanese food business emerged and we will look at the
combination of urbanization, engineering and science changed food in Japan, and we will also look at the arrival of electricity,
refrigeration, mass-media, and after MacArthur, mostly American food ideas. The 1964 Olympic games gave Japan a new
chance to absorb world cuisine, and it has been a huge success ever since.
Today's food paradise, Part 2: With a huge appetite for “modernizing” Western ideas, Meiji Japan transformed in 30-40 years
to an industrial rather than a decentralized agricultural country. Japanese food business emerged and we will look at the
combination of urbanization, engineering and science changed food in Japan, and we will also look at the arrival of electricity,
refrigeration, mass-media, and after MacArthur, mostly American food ideas. The 1964 Olympic games gave Japan a new
chance to absorb world cuisine, and it has been a huge success ever since.
Food industry in Japan is a great story from pioneers Kikkoman and Ajinomoto to Suntory, Kirin and fast-food chains like
Toridoll and Hidakaya. We will look at how globalization will help these companies go global and escape local-only
“Galapagos.”
Student challenge、Part 1: Explaining Umami and Washoku as tourism attractions. We are going to divide the class into small
teams that will select one feature of “washoku” and create a tourism-industry presentation on how to make that aspect of
food tourism better understood and enjoyed among inbound visitors. How, for example, can you get inbound visitors to enjoy
natto?
Student challenge、Part 2: Explaining Umami and Washoku as tourism attractions. We are going to divide the class into small
teams that will select one feature of “washoku” and create a tourism-industry presentation on how to make that aspect of
food tourism better understood and enjoyed among inbound visitors. How, for example, can you get inbound visitors to enjoy
natto?
Final session: Summary of key skills and knowledge to understand and explain Washoku, with a surprise guest speaker to
discuss current state of food tourism in Japan and answer student questions.

授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
Students in this class will be expected to read and understand materials assigned before each class, and if called upon to
summarize the material in class. Short written tests of key ideas and concepts will be held every other week, and students will
prepare a team project at the end of the semester.
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終レポート(Final Report)(40%)/Active participation in class discussion(30%)/Performance on biweekly in-class quiz(30%)
テキスト＇Textbooks（
Reading material and other discussion material will be distributed to students in this course via Rikkyo Blackboard. Other books,
PDFs, and other publications may be recommended for purchase or borrowing.
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
4 月 4 日＇火（17：00 忚募書類提出締め切り＇課題は観光学部掲示板参照（
4 月 7 日＇金（12：00 選考結果発表＇観光学部掲示板（
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HA984／ＥＳＰ＇Ｉｎｖｅ ＆ Ｆｉｎａ（１
(ESP(Investment and Finance)1)
Mastering the top 10 key business skills for future tourism professionals.
Many more students study tourism at Rikkyo than will ever take a job in the tourism
industry, but as inbound tourism continues to grow in Japan, there are 10 core business
skills all students can learn to be successful in almost any business, while many of their
rivals will not know much about tourism.
フックス，Ｐ．(FUCHS,PETER ERIK)
春学期(Spring Semester)
TRM2003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

2010 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
This course will be taught in both Spring and Fall Semester. The Fall Semester will focus on the needs of international visiting
exchange students, and will include more background on Japanese history, society and culture, while the Spring Semester will be
aimed at Japanese (and Japanese-speaking) students but both are for students who have some business experience, or want to
master the 10 core skills needed both in tourism and general business management. Serious students only.
授業の内容＇Course Contents（
Inbound tourism in Japan has seen explosive growth, 19.4 million visitors in 2015 and 24 million in 2016. In just a few years, though
the trends and patterns of inbound tourism has changed as visitors began to spread their travels beyond the Golden Route to less
familiar parts and places in Japan. As in any fast-moving rapidly changing business, tourism professionals have to have strong
basic skills and flexibility in using those skills in any aspect of tourism - transport, hospitality, entertainment, public safety,
employment and training.
授業計画＇Course Schedule（
1. Technology and Innovation (Overview): From the mid-19th century, the industrial revolution created the “machine age” and
by mid-20th century, the electronics revolution launched the “computer age.” Today we all rely on computers, networks,
smartphones and the internet, and they continue to change the way we do business, and shape a new global culture. Donald
Trump is the first president to master these tools and the new modes of mass communication they make possible, but it is
unlikely that he understands how they work and where they came from. In this lecture we will explain exactly that in a way
that even Mr. Trump would understand.
2. Technology and Innovation (Uses in Tourism): The machine age could also be called the “steam age” as the rapid growth of
train lines, and later steam ships opened the door for mass tourism - of course, later followed by the automobile and jet
plane. Telegraph evolved into telephone, radio into mobile phone and cinema into television, now all converging on the
handheld wireless smartphone. In this lecture we will explain how rapidly evolving technology accelerates change in culture
and tourism.
3. Money and finance (Overview): The global economy is a giant eco-system full of interdependent parts, like a huge clockwork
where every little piece is connected to the whole, and the whole dependent on each one to function. Money is like water in
the natural eco-system, and finance is the knowledge of how to use the power of money - like farmers and fishermen
manage water - to grow the economy. In this lecture we explain how local, regional and national business and industry are
interconnected.
4. Money and finance (Uses in Tourism): Tourism depends on investment into building facilities, both public such as airports,
rail lines, harbors, and private such as resorts, hotels, and theme parks. In this lecture we will show how different types of
investors and businesses collaborate to share the total cost, and how they pay for workers, materials and services.
5. Management and measurement (Overview): The economy is not like a clock where each piece and component is designed to
do the same thing every time, but is a fluid, ever-changing mixture of supply and demand, delays, bottlenecks, and other
surprises. In this lecture we look at how any business has to manage its resources - people, facility, customers, suppliers to
ensure they can make a profit and stay healthy.
6. Management and measurement (Uses in Tourism): As a business, tourism is usually concerned with “capacity utilization”
which is measured as the occupancy rate in hotels, and similar in planes, trains, restaurants and so on. In this lecture we look
at how a business can find the right balance depending on season, weather, and other factors.
7. Marketing and branding (Overview): There are few if any business in the world without competition between different
suppliers of similar goods and services, or alternatives. We can shop for food at any supermarket, depa-chika or 7-11. Japan
has 8 makers of cars - and there are more imported brands, as in most other businesses, TVs, cameras, watches, shoes. In
this lecture we look at understanding who the customer is, what he/she needs and wants, and how to guide them to choose
one brand over another.
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Marketing and branding (Uses in Tourism): Travelers and tourists have a huge and growing number of choices, airlines,
destinations, hotels, attractions, shops, but also a large number of information resources to help narrow their choice and
guide their final decision. It is a crowded and “noisy” marketplace, and in this lecture we learn how clever firms can create a
clear brand image to raise their profit margins.
Collaboration and planning (Overview): In a global economy, no one company can do much on its own; instead they have to
plan and coordinate their actions with others. Parts from different suppliers around Japan all have to arrive at a Toyota or
Honda auto plant at just the right time, but in this lecture we will learn how collaboration is required in any business.
Collaboration and planning (Uses in Tourism Part 1): Transport systems are the backbone of tourism, and they need to be
safe, reliable, and on time. Hotels and restaurants need to be ready for each group of new customers and in this lecture we
will learn how they manage the flow of guests, staff, and supplies.
Collaboration and planning (Uses in Tourism Part 2): Transport systems are the backbone of tourism, and they need to be
safe, reliable, and on time. Hotels and restaurants need to be ready for each group of new customers and in this lecture we
will learn how they manage the flow of guests, staff, and supplies.
Student challenge: We are going to divide the class into small teams that will pick a Japanese tourism destination - or
tourism service provider and create a business plan to improve its brand image, raise capacity, increase customer
satisfaction and boost profitability using the 10 key business skills covered in this semester.
Student presentations and evaluations of strengths and weaknesses.
Surprise guest presentation to give a discussion of most recent business innovation in Japanese tourism sector.

授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
Students in this class will be expected to read and understand materials assigned before each class, and if called upon to
summarize the material in class. Short written tests of key ideas and concepts will be held every other week, and students will
prepare a team project at the end of the semester.
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終レポート(Final Report)(40%)/Active participation in class discussion(30%)/Performance on biweekly in-class quiz(30%)
テキスト＇Textbooks（
Reading material and other discussion material will be distributed to students in this course via Rikkyo Blackboard. Other books,
PDFs, and other publications may be recommended for purchase or borrowing.
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HA985
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（

テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（

担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HA985／ＥＳＰ＇Ｉｎｖｅ ＆ Ｆｉｎａ（２
(ESP(Investment and Finance)2)
Mastering the top 10 key business skills for future tourism professionals.
Many more students study tourism at Rikkyo than will ever take a job in the tourism
industry, but as inbound tourism continues to grow in Japan, there are 10 core business
skills all students can learn to be successful in almost any business, while many of their
rivals will not know much about tourism.
フックス，Ｐ．(FUCHS,PETER ERIK)
秋学期(Fall Semester)
TRM2003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

2010 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
This course will be taught in both Spring and Fall Semester. The Fall Semester will focus on the needs of international visiting
exchange students, and will include more background on Japanese history, society and culture, while the Spring Semester will be
aimed at Japanese (and Japanese-speaking) students but both are for students who have some business experience, or want to
master the 10 core skills needed both in tourism and general business management. Serious students only.

授業の内容＇Course Contents（
Inbound tourism in Japan has seen explosive growth, 19.4 million visitors in 2015 and 24 million in 2016. In just a few years, though
the trends and patterns of inbound tourism has changed as visitors began to spread their travels beyond the Golden Route to less
familiar parts and places in Japan. As in any fast-moving rapidly changing business, tourism professionals have to have strong
basic skills and flexibility in using those skills in any aspect of tourism - transport, hospitality, entertainment, public safety,
employment and training.
授業計画＇Course Schedule（
1. Technology and Innovation (Overview): From the mid-19th century, the industrial revolution created the “machine age” and
by mid-20th century, the electronics revolution launched the “computer age.” Today we all rely on computers, networks,
smartphones and the internet, and they continue to change the way we do business, and shape a new global culture. Donald
Trump is the first president to master these tools and the new modes of mass communication they make possible, but it is
unlikely that he understands how they work and where they came from. In this lecture we will explain exactly that in a way
that even Mr. Trump would understand.
2. Technology and Innovation (Uses in Tourism): The machine age could also be called the “steam age” as the rapid growth of
train lines, and later steam ships opened the door for mass tourism - of course, later followed by the automobile and jet
plane. Telegraph evolved into telephone, radio into mobile phone and cinema into television, now all converging on the
handheld wireless smartphone. In this lecture we will explain how rapidly evolving technology accelerates change in culture
and tourism.
3. Money and finance (Overview): The global economy is a giant eco-system full of interdependent parts, like a huge clockwork
where every little piece is connected to the whole, and the whole dependent on each one to function. Money is like water in
the natural eco-system, and finance is the knowledge of how to use the power of money - like farmers and fishermen
manage water - to grow the economy. In this lecture we explain how local, regional and national business and industry are
interconnected.
4. Money and finance (Uses in Tourism): Tourism depends on investment into building facilities, both public such as airports,
rail lines, harbors, and private such as resorts, hotels, and theme parks. In this lecture we will show how different types of
investors and businesses collaborate to share the total cost, and how they pay for workers, materials and services.
5. Management and measurement (Overview): The economy is not like a clock where each piece and component is designed to
do the same thing every time, but is a fluid, ever-changing mixture of supply and demand, delays, bottlenecks, and other
surprises. In this lecture we look at how any business has to manage its resources - people, facility, customers, suppliers to
ensure they can make a profit and stay healthy.
6. Management and measurement (Uses in Tourism): As a business, tourism is usually concerned with “capacity utilization”
which is measured as the occupancy rate in hotels, and similar in planes, trains, restaurants and so on. In this lecture we look
at how a business can find the right balance depending on season, weather, and other factors.
7. Marketing and branding (Overview): There are few if any business in the world without competition between different
suppliers of similar goods and services, or alternatives. We can shop for food at any supermarket, depa-chika or 7-11. Japan
has 8 makers of cars - and there are more imported brands, as in most other businesses, TVs, cameras, watches, shoes. In
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this lecture we look at understanding who the customer is, what he/she needs and wants, and how to guide them to choose
one brand over another.
Marketing and branding (Uses in Tourism): Travelers and tourists have a huge and growing number of choices, airlines,
destinations, hotels, attractions, shops, but also a large number of information resources to help narrow their choice and
guide their final decision. It is a crowded and “noisy” marketplace, and in this lecture we learn how clever firms can create a
clear brand image to raise their profit margins.
Collaboration and planning (Overview): In a global economy, no one company can do much on its own; instead they have to
plan and coordinate their actions with others. Parts from different suppliers around Japan all have to arrive at a Toyota or
Honda auto plant at just the right time, but in this lecture we will learn how collaboration is required in any business.
Collaboration and planning (Uses in Tourism Part 1): Transport systems are the backbone of tourism, and they need to be
safe, reliable, and on time. Hotels and restaurants need to be ready for each group of new customers and in this lecture we
will learn how they manage the flow of guests, staff, and supplies.
Collaboration and planning (Uses in Tourism Part 2): Transport systems are the backbone of tourism, and they need to be
safe, reliable, and on time. Hotels and restaurants need to be ready for each group of new customers and in this lecture we
will learn how they manage the flow of guests, staff, and supplies.
Student challenge, Part 1: We are going to divide the class into small teams that will pick a Japanese tourism destination - or
tourism service provider and create a business plan to improve its brand image, raise capacity, increase customer
satisfaction and boost profitability using the 10 key business skills covered in this semester.
Student presentations and evaluations of strengths and weaknesses.
Surprise guest presentation to give a discussion of most recent business innovation in Japanese tourism sector.

授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
Students in this class will be expected to read and understand materials assigned before each class, and if called upon to
summarize the material in class. Short written tests of key ideas and concepts will be held every other week, and students will
prepare a team project at the end of the semester.
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終レポート(Final Report)(40%)/Active participation in class discussion(30%)/Performance on biweekly in-class quiz(30%)
テキスト＇Textbooks（
Reading material and other discussion material will be distributed to students in this course via Rikkyo Blackboard. Other books,
PDFs, and other publications may be recommended for purchase or borrowing.
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB001
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB001／交流文化研究１＇地理学の方法（
(Foundation lecture 1 for Culture and Tourism Studies(Geography))
佐藤 大祐(SATO DAISUKE)
秋学期(Fall Semester)
TRC1100

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2012 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
様々な研究例を通して，地理学の基本概念と研究方法を理解する。
授業の内容＇Course Contents（
地域は自然環境や人間活動などが複雑に関連して成り立っている。本講義では，そうした関連性に着目して地域の成り立ちや仕
組みを学ぶ。その際，地理学の様々な研究事例を取り上げることで，多様な視点やアプローチの方法，表現手法なども学ぶ。
授業計画＇Course Schedule（
1. 地理学の考え方
2. 生物多様性と環境保全
3. 地域生態＇里山における人と自然（
4. 文化生態＇環境適忚とヒルステーション（
5. 文化伝播①＇スポーツの伝播とその調べ方（
6. 文化伝播②＇文化層序の「発掘」と観光（
7. 機能地域＇集実圏と実層（
8. 文化圏＇言葉と信仰の広がりとその調べ方（
9. 文化景観＇伝統的景観の創造（
10. 場所イメージ
11. 構築为義と地域
12. 聞き取り調査とアンケート調査の实際
13. 身近な地域の調査①
14. 身近な地域の調査②
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
受講生は，本科目の授業時間内に学ぶフィールドでの实践＇調査（方法とその分析方法を用いて，授業時間外に現地調査を自ら
实施し，中間レポートと学期末のレポート試験を作成する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
レポート試験(Report Exam)(50%)/中間レポート(30%)/授業内リアクションペーパー等の内容(20%)
学期末のレポート試験＇50％（と中間レポート＇30％（については，現地調査＇聞き取り調査やアンケート調査，参与観察など（を自
ら实施してデータを入手し，それをもとに自分で作成するものとする。
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（
授業中に適宜指示する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB002
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB002／交流文化研究２＇文化人類学の方法（
(Foundation lecture 2 for Culture and Tourism Studies(Cultural Anthropology)
門田 岳久(KADOTA TAKEHISA)
春学期(Spring Semester)
TRC1200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2012 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
文化人類学は日常環境を離れ「他者の世界」に滞在し、フィールドワークを通じてその理解に努める学問である。同時に人類学
は、結局のところヒトに関する学問分野である。ヒトはどこにでも存在しているにも関わらず、なぜ敢えて遠い世界にわざわざ行っ
て調べるのか。それは、ヒトが作る文化・社会に多様性があり、そのあり方を知ることが自らの常識を捉え直す契機になるからで
ある。「当たり前を捉え直す」文化人類学の視点を獲得し、観光学への興味関心を具体化させることが本科目の目標である。
授業の内容＇Course Contents（
「当たり前を捉え直す」には全く身近ではない事例を学ぶことが近道である。指定テキスト『人類学のコモンセンス』はアフリカを中
心とした豊富な事例が、それぞれの著者のフィールドワーク経験とともに多く掲出されている点でこれにふさわしい。毎週取り上
げる章を指示するので、受講者は課題の章を読んで臨むことが必須である。他方、事例は学術的な文脈に位置づけなければ、
ただ訳の分からないすごい話、として終わってしまう。講義では各事例について、人類学の理論や概念で体系化し、映像資料で
補完していく。
本科目はただ受動的に聞き流しているだけでは意味がない。テキストを読み、講義を聞き何を考えたか、という問いかけを授業中
に行うので、常に思考を続けておく必要がある。その意味では、気の抜けない授業である。
またテキストには性的な内容が多数含まれる。もちろん猥褻な文脈においてではない。他者の文化として、また人間の生きる根
源的な原理の一つとして性を扱うことは人類学にとって不可欠なので、受講にあたっては様々な性的表現に触れることを予め踏
まえること。
【重要】
本科目は 1 年次履修可能科目であることを鑑み、大学の講義としてあえて厳格な受講態度を求めます。
・一定回数以上欠席のあった受講者、指定のテキストを揃えない受講者は成績評価対象から除外します。
・講義中の途中退审、飲食、私語、写真撮影、PC 操作は厳禁です。繰り返しの注意にも関わらず改められない受講者には同様
の措置を講じます。
・なぜ写真撮影を禁じるのかは、人類学の視点と絡めて講義内で説明します。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション
2. ヒト：ヒトとサルの違いはどこに存在するのか
3. 文化：文化に優务はあるのか
4. 自然：「自然は美しい」？
5. ジェンダー：「男／女らしさ」は存在するのか
6. 親と子の関係：血の繋がりとはなにか
7. 人間の成長：大人と子どもの境目は何か
8. 死：なぜ死ぬのは怖いのか
9. 秩序：なぜ「きたない」ものは排除されるのか
10. 映像民族誌を見て考える排除と包摂
11. 暴力：ヒトが群れるとなぜ暴力も生まれるのか
12. 経済：なぜ贈り物にはお返しをしなければならないのか
13. 個人：我々はなぜ「为体的」に生きねばならないのか
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
文化人類学の学習はストーリー性のある民族誌的記述を読むことが不可欠である。そのため必ずテキストを入手し、指定の箇所
を各講義の前に読むことが求められる。読んでいない場合は講義について行くことは不可能である。
テキストは初年次学部生向けに書かれたものなので決して難しくないが、これまで全く学術的な文章に慣れていない人や、そもそ
も本を読まない人には難しく感じられると思う。内容自体のおもしろさにたどり着くには、まず読めないといけない。これを機会に、
文章を読むことにぜひ慣れてほしい。
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成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(60%)/中間評価(40%)
「中間評価」はテキスト及び配付資料に基づく小規模なテストもしくはレポートを課す。
テキスト＇Textbooks（
1. 浜本満・浜本まり子編、1994、『人類学のコモンセンス―文化人類学入門』、学術図書出版社 (ISBN:978-4873614328)
参考文献＇Readings（
1. 山下晋司・船曳建夫編、2008、『改訂版 文化人類学キーワード』、有斐閣 (ISBN:978-4641058866)
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB003
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB003／交流文化研究３＇社会学の方法（
(Foundation lecture 3 for Culture and Tourism Studies (Sociology))
社会学入門
高岡 文章(TAKAOKA FUMIAKI)
春学期(Spring Semester)
TRC1300

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2012 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
観光や文化について学ぶために必要な、社会学の基礎的な概念や手法について学ぶ。
授業の内容＇Course Contents（
階層、ジェンダー、エスニシティ、メディア、都市、国家、グローバル化、移動などをキーワードに、社会学の観点から現代社会の
諸問題について考察し、社会学的思考に親しむ。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス
2. 近代性とは何か
3. 近代社会・公共性・親密性
4. 自己へのまなざし
5. メディア・ナショナリズム・公共性
6. 国民国家とナショナリズム
7. グローバリゼーションとローカリティ
8. エスニシティとアイデンティティ
9. ジェンダーとセクシュアリティ
10. 労働と格差
11. 文化の社会学
12. 都市と地域
13. 空間と移動
14. 総括
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
指定された内容の予習が受講の前提となる。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(70%)/授業への参加度(30%)
テキスト＇Textbooks（
1. 長谷川公一ら、2007、『社会学』、有斐閣 (ISBN:9784641053700)
参考文献＇Readings（
1. アンソニー・ギデンズ、2009、『社会学 第 5 版』、而立書房 (ISBN:9784880593500)
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB004
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB004／交流文化研究４＇交流文学の方法（
(Foundation lecture 4 for Culture and Tourism Studies (Literature))
批評理論研究１
舛谷 鋭(MASUTANI SATOSHI)
春学期１(Spring Semester 1)
TRC1400

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2012 年度以降 1 年次入学者対象
春学期１＇4/11～5/31（開講科目
開講曜日時限：月曜 2 時限・木曜 4 時限＇両曜日時限とも出席すること（

授業の目標＇Course Objectives（
観光をはじめとする文化の交流にかかわる事象を読み解くため，文学理論＇批評理論（を週二回集中的に学ぶ。この講義は，本
学部の交流文学系科目の中でも，大学の学び全体の基礎となる理論面の習得を目標とする。
授業の内容＇Course Contents（
文学理論(批評理論（はアカデミックな見方・考え方の基礎であり，大学の講義を理解するためのポイントである。多くの教員はこ
うした理論を背景に論じており，動的で忚用的な内容を多く含む観光学において，話の組み立てを予測し，的確に理解するため
に欠かせないリテラシーである。Blackboard にアップされた授業パワーポイントで復習し，テキスト該当箇所を予習することで，講
義中は内容の理解に注力してほしい。
授業計画＇Course Schedule（
1. 講義の進め方・はしがき ※テキストなしに理解は難しいので，初回までに紙版か電子版を入手し，各回の該当部分に目を
通しておくこと
2. 序章ー文学とは何か？観光とは何か？
3. 序章ーフォルマリストたち
4. 英文学批評の誕生ーロマン派以降
5. 英文学批評の誕生ー〜学の構築
6. 英文学批評の誕生ースクルーティニー運動
7. 現象学
8. 解釈学
9. 受容理論
10. 構造为義
11. 構造为義
12. 記号論
13. まとめー観光と批評理論
14. 最終レポートテスト
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
必ずテキストを手元の置き，授業前に各回の該当部分に目を通し，わからない箇所や気になった箇所に印をつけておくこと。授業
後は各回指定されたタスクに従い，次の回までに Blackboard 掲示板にリアクションペーパーを投稿してもらう。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席および参加状況(40%)/各回 Blackboard リアクションペーパー(30%)/最終レポート(Final Report)(30%)
テキスト＇Textbooks（
1. イーグルトン、『文学とは何か＇上（』、岩波書店/Kindle 等
参考文献＇Readings（
1. 大橋洋一、1995、『新文学入門』、岩波書店
2. 蓼沼正美、2015、『超入門!現代文学理論講座』、筑摩書房/Kindle 等
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
http://cgi.rikkyo.ac.jp/~masutani/wiki.cgi?KouryuBungaku
注意事項＇Notice（
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■HB011
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB011／交流文化論
(Cultural Issues in Tourism)
大橋 健一(OHASHI KENICHI)
秋学期(Fall Semester)
TRC1200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2010 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
「文化」という観点から観光現象を把握しようとする際に求められる「文化」概念認識の基本を現代社会の文脈に照らして理解す
ることを目標とする。
授業の内容＇Course Contents（
現代社会における地球規模での交流の加速化は，これまで自明とされてきた固定的な「文化」概念の再考を我々に迫っている。
従来の「文化」概念の成り立ちとその社会的機能を批判的に検討し，観光を含む現代のトランスナショナリズムの展開を視野に入
れた動態的な「文化」概念の理解のしかたについて講義する。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション
2. 観光交流と「文化」
3. 「文化」とは何か(1)
4. 「文化」とは何か(2)
5. 「文化」概念の再検討(1)
6. 「文化」概念の再検討(2)
7. 「文化」概念の成り立ちと社会的機能(1)
8. 「文化」概念の成り立ちと社会的機能(2)
9. 「文化」概念の政治性(1)
10. 「文化」概念の政治性(2)
11. トランスナショナリズムと「文化」(1)
12. トランスナショナリズムと「文化」(2)
13. 新たな「文化」認識論の検討
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
身の回りで多用される「文化」という言葉の使われ方に対して意識的な態度をとり，その使われ方の具体的な状況を把握しておく
こと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(70%)/授業時のリアクションペーパー(30%)
テキスト＇Textbooks（
特に指定しない。
参考文献＇Readings（
1. 鏡味治也、2010、『キーコンセプト 文化』、世界思想社 (ISBN:978-4-7907-1493-4)
その他適宜紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB012
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB012／観光史
(History of Tourism)
千住 一(SENJU HAJIME)
秋学期(Fall Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2010・2011 年度 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
観光学部での学修において必要不可欠な基礎知識やものの見方を、観光現象の歴史的展開という視点から学ぶ。
授業の内容＇Course Contents（
観光や観光産業の歴史について、西洋史および日本史の側面から学ぶ。取り上げる時代は、観光現象の特性上、近世、近代、
現代が中心となる。講義では、観光現象の歴史的展開に関する基礎知識だけでなく、歴史的展開の背景として存在する社会的
要因や、複合性・地域横断性といった観光現象を理解する上での基本的な分析視角を身に付ける。あわせて、観光現象の歴史
的連続性／非連続性という観点から、今日における観光のありようを理解する態度を習得する。
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション
2. グランドツアー
3. トマス＝クック
4. トマス＝クック社
5. 江戸の街道
6. 伊勢参り
7. 開国と遊歩
8. 喜賓会とジャパン＝ツーリスト＝ビューロー
9. 国際観光局
10. 近代日本におけるホテル
11. 現代日本におけるホテル
12. 現代における観光
13. 現代における観光
14. 講義のまとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
高校までの歴史に関する学習内容のうち、観光と関連が深いと思われる事柄について振り返っておくこと。講義で紹介する文献
を積極的に読み進めること。観光と関連するニュースや出来事への関心を、日頃から高めておくこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(60%)/出席(40%)
学生証を携帯していない場合は、出席確認を实施しない。出席状況の照会には忚じない。
テキスト＇Textbooks（
特に指定しない。
参考文献＇Readings（
講義で文献リストを配付する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
本科目が観光学部の必修科目として設定されていることの意味をよく理解した上で、講義に臨むこと。講義では、私語ならびにス
ライドの撮影を厳禁とする。
注意事項＇Notice（
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■HB016
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／地域研究法２＇文化人類学（
(Regional Study Method for Cultural Anthropology)
門田 岳久(KADOTA TAKEHISA)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2009 年度以前交流文化学科 1 年次入学者対象＇必修科目（

授業の目標＇Course Objectives（
文化人類学は日常環境を離れ「他者の世界」に滞在し、フィールドワークを通じてその理解に努める学問である。同時に人類学
は、結局のところヒトに関する学問分野である。ヒトはどこにでも存在しているにも関わらず、なぜ敢えて遠い世界にわざわざ行っ
て調べるのか。それは、ヒトが作る文化・社会に多様性があり、そのあり方を知ることが自らの常識を捉え直す契機になるからで
ある。「当たり前を捉え直す」文化人類学の視点を獲得し、観光学への興味関心を具体化させることが本科目の目標である。
授業の内容＇Course Contents（
「当たり前を捉え直す」には全く身近ではない事例を学ぶことが近道である。指定テキスト『人類学のコモンセンス』はアフリカを中
心とした豊富な事例が、それぞれの著者のフィールドワーク経験とともに多く掲出されている点でこれにふさわしい。毎週取り上
げる章を指示するので、受講者は課題の章を読んで臨むことが必須である。他方、事例は学術的な文脈に位置づけなければ、
ただ訳の分からないすごい話、として終わってしまう。講義では各事例について、人類学の理論や概念で体系化し、映像資料で
補完していく。
本科目はただ受動的に聞き流しているだけでは意味がない。テキストを読み、講義を聞き何を考えたか、という問いかけを授業中
に行うので、常に思考を続けておく必要がある。その意味では、気の抜けない授業である。
またテキストには性的な内容が多数含まれる。もちろん猥褻な文脈においてではない。他者の文化として、また人間の生きる根
源的な原理の一つとして性を扱うことは人類学にとって不可欠なので、受講にあたっては様々な性的表現に触れることを予め踏
まえること。
【重要】
本科目は 1 年次履修可能科目であることを鑑み、大学の講義としてあえて厳格な受講態度を求めます。
・一定回数以上欠席のあった受講者、指定のテキストを揃えない受講者は成績評価対象から除外します。
・講義中の途中退审、飲食、私語、写真撮影、PC 操作は厳禁です。繰り返しの注意にも関わらず改められない受講者には同様
の措置を講じます。
・なぜ写真撮影を禁じるのかは、人類学の視点と絡めて講義内で説明します。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション
2. ヒト：ヒトとサルの違いはどこに存在するのか
3. 文化：文化に優务はあるのか
4. 自然：「自然は美しい」？
5. ジェンダー：「男／女らしさ」は存在するのか
6. 親と子の関係：血の繋がりとはなにか
7. 人間の成長：大人と子どもの境目は何か
8. 死：なぜ死ぬのは怖いのか
9. 秩序：なぜ「きたない」ものは排除されるのか
10. 映像民族誌を見て考える排除と包摂
11. 暴力：ヒトが群れるとなぜ暴力も生まれるのか
12. 経済：なぜ贈り物にはお返しをしなければならないのか
13. 個人：我々はなぜ「为体的」に生きねばならないのか
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
文化人類学の学習はストーリー性のある民族誌的記述を読むことが不可欠である。そのため必ずテキストを入手し、指定の箇所
を各講義の前に読むことが求められる。読んでいない場合は講義について行くことは不可能である。
テキストは初年次学部生向けに書かれたものなので決して難しくないが、これまで全く学術的な文章に慣れていない人や、そもそ
も本を読まない人には難しく感じられると思う。内容自体のおもしろさにたどり着くには、まず読めないといけない。これを機会に、
文章を読むことにぜひ慣れてほしい。
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成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(60%)/中間評価(40%)
「中間評価」はテキスト及び配付資料に基づく小規模なテストもしくはレポートを課す。
テキスト＇Textbooks（
1. 浜本満・浜本まり子編、1994、『人類学のコモンセンス―文化人類学入門』、学術図書出版社 (ISBN:978-4873614328)
参考文献＇Readings（
1. 山下晋司・船曳建夫編、2008、『改訂版 文化人類学キーワード』、有斐閣 (ISBN:978-4641058866)
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB019
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／開発と文化
(Development and Culture)
内藤 順子(NAITO JUNKO)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2009 年度以前交流文化学科 1 年次入学者対象＇必修科目（

授業の目標＇Course Objectives（
開発をめぐる諸問題について、その対象となる人びと・地域・国家などの社会・文化に焦点をあて、文化人類学的視点から考察し、
現代世界の構造をとらえることを目標とする。
授業の内容＇Course Contents（
本講義で扱う「開発」とは、「人の選択肢を広げる」という理念のもとで、国内外において实践される支援・援助活動をいう。そうし
た实践は、为として異なる社会文化的・経済的背景を持つ国家間や、異なる生活状況にある人間同士で实施されるため、多様な
文化や価値観が出会う現場ともなる。そこでは、他者や他者文化・社会＇とくに開発が対象とする「貧困」（に対してどのような配慮
や理解が必要となるのか。アジア、ラテンアメリカなどの具体的な開発援助・支援の例をあげながら検討・考察する。
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション：なぜ開発と文化か
2. 開発援助の仕組み
3. 開発援助の具体的現場から：問題の所在
4. 開発の現場の「文化摩擦」＇１（：住民と専門家
5. 開発の現場の「文化摩擦」＇２（：「途上国」と先進国
6. 開発対象地域と人びとの現实＇１（：アジア
7. 開発対象地域と人びとの現实＇２（：ラテンアメリカ
8. 貧困と社会問題
9. 「貧困」概念の再検討＇１（
10. 「貧困」概念の再検討＇２（
11. 現代世界の構造と開発
12. 「ボトムアップ」はいかに可能か
13. 被開発者あるいは他者の理解に近づくために
14. まとめ：開発あるいは他者にかかわるために必要な視点・構え・備え
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
世の中の動きに関心を持つこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(100%)
毎回リアクションペーパーを提出してもらいます
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB024
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB024／観光消費論
(Tourist Consumption)
須永 和博(SUNAGA KAZUHIRO)
秋学期(Fall Semester)
TRC2300

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2010 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
観光の文脈における、様々な商品化のプロセスを社会科学的な視点から分析・考察する能力を養う。
授業の内容＇Course Contents（
観光がモダニティという事象のなかで生起した現象であることを踏まえれば、観光を学術的に分析・考察するためには、モダニテ
ィの諸制度や言説についての一定程度の理解が不可欠である。本講義では、モダニティに特有の現象である「商品化」や「消費」
という視点から、観光現象にアプローチしていくための基本的視座を紹介する。観光では、エスニシティやジェンダー、宗教、感情、
記憶など、本来商品ならざる様々なモノが消費の対象となる。本講義では、消費社会論や批判的文化研究＇cultural studies（など
の視点から、観光の文脈における、様々な商品化のプロセスとそこに含まれる諸問題について検討する。
授業計画＇Course Schedule（
1. 趣旨説明
2. 観光消費のメカニズム
3. 消費から生産へ─社会的消費とツーリズム
4. モダニティと消費
5. ポスト・モダニティと消費
6. エスニシティの商品化 1
7. エスニシティの商品化 2
8. 貧困の商品化とスラム・ツーリズム
9. 場所の商品化とリゾート
10. 環境の商品化とリゾート
11. 記憶の商品化─ダークツーリズム
12. 商品化とジェンダー1
13. 商品化とジェンダー2
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
『観光学キーワード』＇有斐閣（や『よくわかる観光社会学』＇ミネルヴァ書房（などで、社会学的な視点から観光を理解するための
基本的な視座を事前に学習しておくことをお勧めします。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(70%)/リアクション・ペーパー(30%)
テキスト＇Textbooks（
特になし。
参考文献＇Readings（
毎回の授業時に参考文献リストを配布する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB025
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB025／地域研究法１＇地理学（
(Regional Study Method for Geography)
佐藤 大祐(SATO DAISUKE)
秋学期(Fall Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2011 年度以前 1 年次入学者対象
＇2009 年度以前交流文化学科 1 年次入学者は必修科目（

授業の目標＇Course Objectives（
様々な研究例を通して，地理学の基本概念と研究方法を理解する。
授業の内容＇Course Contents（
地域は自然環境や人間活動などが複雑に関連して成り立っている。本講義では，そうした関連性に着目して地域の成り立ちや仕
組みを学ぶ。その際，地理学の様々な研究事例を取り上げることで，多様な視点やアプローチの方法，表現手法なども学ぶ。
授業計画＇Course Schedule（
1. 地理学の考え方
2. 生物多様性と環境保全
3. 地域生態＇里山における人と自然（
4. 文化生態＇環境適忚とヒルステーション（
5. 文化伝播①＇スポーツの伝播とその調べ方（
6. 文化伝播②＇文化層序の「発掘」と観光（
7. 機能地域＇集実圏と実層（
8. 文化圏＇言葉と信仰の広がりとその調べ方（
9. 文化景観＇伝統的景観の創造（
10. 場所イメージ
11. 構築为義と地域
12. 聞き取り調査とアンケート調査の实際
13. 身近な地域の調査①
14. 身近な地域の調査②
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
受講生は，本科目の授業時間内に学ぶフィールドでの实践＇調査（方法とその分析方法を用いて，授業時間外に現地調査を自ら
实施し，中間レポートと学期末のレポート試験を作成する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
レポート試験(Report Exam)(50%)/中間レポート(30%)/授業内リアクションペーパー等の内容(20%)
学期末のレポート試験＇50％（と中間レポート＇30％（については，現地調査＇聞き取り調査やアンケート調査，参与観察など（を自
ら实施してデータを入手し，それをもとに自分で作成するものとする。
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（
授業中に適宜指示する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB026
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB026／地域研究法２＇文化人類学（
(Regional Study Method for Cultural Anthropology)
門田 岳久(KADOTA TAKEHISA)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2011 年度以前 1 年次入学者対象
＇2009 年度以前交流文化学科 1 年次入学者は必修科目（

授業の目標＇Course Objectives（
文化人類学は日常環境を離れ「他者の世界」に滞在し、フィールドワークを通じてその理解に努める学問である。同時に人類学
は、結局のところヒトに関する学問分野である。ヒトはどこにでも存在しているにも関わらず、なぜ敢えて遠い世界にわざわざ行っ
て調べるのか。それは、ヒトが作る文化・社会に多様性があり、そのあり方を知ることが自らの常識を捉え直す契機になるからで
ある。「当たり前を捉え直す」文化人類学の視点を獲得し、観光学への興味関心を具体化させることが本科目の目標である。
授業の内容＇Course Contents（
「当たり前を捉え直す」には全く身近ではない事例を学ぶことが近道である。指定テキスト『人類学のコモンセンス』はアフリカを中
心とした豊富な事例が、それぞれの著者のフィールドワーク経験とともに多く掲出されている点でこれにふさわしい。毎週取り上
げる章を指示するので、受講者は課題の章を読んで臨むことが必須である。他方、事例は学術的な文脈に位置づけなければ、
ただ訳の分からないすごい話、として終わってしまう。講義では各事例について、人類学の理論や概念で体系化し、映像資料で
補完していく。
本科目はただ受動的に聞き流しているだけでは意味がない。テキストを読み、講義を聞き何を考えたか、という問いかけを授業中
に行うので、常に思考を続けておく必要がある。その意味では、気の抜けない授業である。
またテキストには性的な内容が多数含まれる。もちろん猥褻な文脈においてではない。他者の文化として、また人間の生きる根
源的な原理の一つとして性を扱うことは人類学にとって不可欠なので、受講にあたっては様々な性的表現に触れることを予め踏
まえること。
【重要】
本科目は 1 年次履修可能科目であることを鑑み、大学の講義としてあえて厳格な受講態度を求めます。
・一定回数以上欠席のあった受講者、指定のテキストを揃えない受講者は成績評価対象から除外します。
・講義中の途中退审、飲食、私語、写真撮影、PC 操作は厳禁です。繰り返しの注意にも関わらず改められない受講者には同様
の措置を講じます。
・なぜ写真撮影を禁じるのかは、人類学の視点と絡めて講義内で説明します。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション
2. ヒト：ヒトとサルの違いはどこに存在するのか
3. 文化：文化に優务はあるのか
4. 自然：「自然は美しい」？
5. ジェンダー：「男／女らしさ」は存在するのか
6. 親と子の関係：血の繋がりとはなにか
7. 人間の成長：大人と子どもの境目は何か
8. 死：なぜ死ぬのは怖いのか
9. 秩序：なぜ「きたない」ものは排除されるのか
10. 映像民族誌を見て考える排除と包摂
11. 暴力：ヒトが群れるとなぜ暴力も生まれるのか
12. 経済：なぜ贈り物にはお返しをしなければならないのか
13. 個人：我々はなぜ「为体的」に生きねばならないのか
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
文化人類学の学習はストーリー性のある民族誌的記述を読むことが不可欠である。そのため必ずテキストを入手し、指定の箇所
を各講義の前に読むことが求められる。読んでいない場合は講義について行くことは不可能である。
テキストは初年次学部生向けに書かれたものなので決して難しくないが、これまで全く学術的な文章に慣れていない人や、そもそ
も本を読まない人には難しく感じられると思う。内容自体のおもしろさにたどり着くには、まず読めないといけない。これを機会に、
文章を読むことにぜひ慣れてほしい。
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成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(60%)/中間評価(40%)
「中間評価」はテキスト及び配付資料に基づく小規模なテストもしくはレポートを課す。
テキスト＇Textbooks（
1. 浜本満・浜本まり子編、1994、『人類学のコモンセンス―文化人類学入門』、学術図書出版社 (ISBN:978-4873614328)
参考文献＇Readings（
1. 山下晋司・船曳建夫編、2008、『改訂版 文化人類学キーワード』、有斐閣 (ISBN:978-4641058866)
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB027
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB027／地域研究法３＇社会学（
(Regional Study Method for Sociology)
社会学入門
高岡 文章(TAKAOKA FUMIAKI)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2011 年度以前 1 年次入学者対象
＇2009 年度以前交流文化学科 1 年次入学者は必修科目（

授業の目標＇Course Objectives（
観光や文化について学ぶために必要な、社会学の基礎的な概念や手法について学ぶ。
授業の内容＇Course Contents（
階層、ジェンダー、エスニシティ、メディア、都市、国家、グローバル化、移動などをキーワードに、社会学の観点から現代社会の
諸問題について考察し、社会学的思考に親しむ。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス
2. 近代性とは何か
3. 近代社会・公共性・親密性
4. 自己へのまなざし
5. メディア・ナショナリズム・公共性
6. 国民国家とナショナリズム
7. グローバリゼーションとローカリティ
8. エスニシティとアイデンティティ
9. ジェンダーとセクシュアリティ
10. 労働と格差
11. 文化の社会学
12. 都市と地域
13. 空間と移動
14. 総括
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
指定された内容の予習が受講の前提となる。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(70%)/授業への参加度(30%)
テキスト＇Textbooks（
1. 長谷川公一ら、2007、『社会学』、有斐閣 (ISBN:9784641053700)
参考文献＇Readings（
1. アンソニー・ギデンズ、2009、『社会学 第 5 版』、而立書房 (ISBN:9784880593500)
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB029
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB029／開発と文化
(Development and Culture)
内藤 順子(NAITO JUNKO)
春学期(Spring Semester)
TRC2200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2009 年度以前交流文化学科 1 年次入学者は必修科目

授業の目標＇Course Objectives（
開発をめぐる諸問題について、その対象となる人びと・地域・国家などの社会・文化に焦点をあて、文化人類学的視点から考察し、
現代世界の構造をとらえることを目標とする。
授業の内容＇Course Contents（
本講義で扱う「開発」とは、「人の選択肢を広げる」という理念のもとで、国内外において实践される支援・援助活動をいう。そうし
た实践は、为として異なる社会文化的・経済的背景を持つ国家間や、異なる生活状況にある人間同士で实施されるため、多様な
文化や価値観が出会う現場ともなる。そこでは、他者や他者文化・社会＇とくに開発が対象とする「貧困」（に対してどのような配慮
や理解が必要となるのか。アジア、ラテンアメリカなどの具体的な開発援助・支援の例をあげながら検討・考察する。
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション：なぜ開発と文化か
2. 開発援助の仕組み
3. 開発援助の具体的現場から：問題の所在
4. 開発の現場の「文化摩擦」＇１（：住民と専門家
5. 開発の現場の「文化摩擦」＇２（：「途上国」と先進国
6. 開発対象地域と人びとの現实＇１（：アジア
7. 開発対象地域と人びとの現实＇２（：ラテンアメリカ
8. 貧困と社会問題
9. 「貧困」概念の再検討＇１（
10. 「貧困」概念の再検討＇２（
11. 現代世界の構造と開発
12. 「ボトムアップ」はいかに可能か
13. 被開発者あるいは他者の理解に近づくために
14. まとめ：開発あるいは他者にかかわるために必要な視点・構え・備え
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
世の中の動きに関心を持つこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(100%)
毎回リアクションペーパーを提出してもらいます
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB030
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB030／交流文学論１
(Literature and Cultural Exchange 1)
批評理論研究１
舛谷 鋭(MASUTANI SATOSHI)
春学期１(Spring Semester 1)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2011 年度以前 1 年次入学者対象
＇2009 年度以前交流文化学科 1 年次入学者は必修科目（
春学期１＇4/11～5/31（開講科目
開講曜日時限：月曜 2 時限・木曜 4 時限
＇両曜日時限とも出席すること（

授業の目標＇Course Objectives（
観光をはじめとする文化の交流にかかわる事象を読み解くため，文学理論＇批評理論（を週二回集中的に学ぶ。この講義は，本
学部の交流文学系科目の中でも，大学の学び全体の基礎となる理論面の習得を目標とする。
授業の内容＇Course Contents（
文学理論(批評理論（はアカデミックな見方・考え方の基礎であり，大学の講義を理解するためのポイントである。多くの教員はこ
うした理論を背景に論じており，動的で忚用的な内容を多く含む観光学において，話の組み立てを予測し，的確に理解するため
に欠かせないリテラシーである。Blackboard にアップされた授業パワーポイントで復習し，テキスト該当箇所を予習することで，講
義中は内容の理解に注力してほしい。
授業計画＇Course Schedule（
1. 講義の進め方・はしがき ※テキストなしに理解は難しいので，初回までに紙版か電子版を入手し，各回の該当部分に目を
通しておくこと
2. 序章ー文学とは何か？観光とは何か？
3. 序章ーフォルマリストたち
4. 英文学批評の誕生ーロマン派以降
5. 英文学批評の誕生ー〜学の構築
6. 英文学批評の誕生ースクルーティニー運動
7. 現象学
8. 解釈学
9. 受容理論
10. 構造为義
11. 構造为義
12. 記号論
13. まとめー観光と批評理論
14. 最終レポートテスト
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
必ずテキストを手元の置き，授業前に各回の該当部分に目を通し，わからない箇所や気になった箇所に印をつけておくこと。授業
後は各回指定されたタスクに従い，次の回までに Blackboard 掲示板にリアクションペーパーを投稿してもらう。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席および参加状況(40%)/各回 Blackboard リアクションペーパー(30%)/最終レポート(Final Report)(30%)
テキスト＇Textbooks（
1. イーグルトン、『文学とは何か＇上（』、岩波書店/Kindle 等
参考文献＇Readings（
1. 大橋洋一、1995、『新文学入門』、岩波書店
2. 蓼沼正美、2015、『超入門!現代文学理論講座』、筑摩書房/Kindle 等
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
http://cgi.rikkyo.ac.jp/~masutani/wiki.cgi?KouryuBungaku
注意事項＇Notice（
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■HB044
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB044／地域経済学２
(Regional Economics 2)
麻生 憲一(ASOH KEN-ICHI)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2009 年度以前交流文化学科 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
１（地域経済学の目的と分析手法を理解する。
２（地域政策の歴史的変遷を把握する。
３（産業立地の理論モデルを理解する。
４（地域づくり・まちづくりの課題を把握し考察する。
授業の内容＇Course Contents（
本授業では、最初に地域経済学の目的と分析手法のあり方について論じる。その上で、戦後の日本の地域政策＇国土開発計画
等（についての歴史的変遷を概説し、その内容を検討する。また、地域内で生み出される付加価値＇地域所得（の概念と導出手
法、理論モデルを平易に解説する。そして、地域の産業構造や産業立地に関する理論モデルを解説する。授業の後半では、人
口減尐社会の实態を把握し、今後の地域政策の進むべき方向性を論じる。
授業計画＇Course Schedule（
1. 講義概要の説明
2. 地域経済学の目的と方法 ＇地域概念と政策理念（
3. 日本の地域構造＇１（－戦後の日本社会の変容
4. 日本の地域構造＇２（－国土開発計画の変遷
5. 日本の地域構造＇3（－観光開発と持続可能性
6. 地域経済学の理論分析＇1（－地域 GDP の導出
7. 地域経済学の理論分析＇2（－地域成長モデルと地域産業連関
8. 地域経済学の理論分析＇3（－産業立地と理論モデル
9. 地域経済学の实態分析＇1（－地域の産業構造
10. 地域経済学の实態分析＇2（－過疎化と人口減尐社会
11. 地域政策と観光まちづくり＇1（
12. 地域政策と観光まちづくり＇2（
13. 参加協働と住民为体
14. 今後の地域政策の展望
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
前回までの授業内容を復習しておくこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
レポート試験(Report Exam)(70%)/授業内レポート(20%)/出席(10%)
テキスト＇Textbooks（
適宜プリント資料を配付する。
参考文献＇Readings（
講義中に適宜紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
講義中に使用したプリントや資料は Blackboard の教材からダウンロードできるようにしておく。
注意事項＇Notice（
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■HB046
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB046／観光経済分析
(Economics of Tourism)
経済学的考え方を通じて様々な観光産業の経済活動を分析する
佐藤 浩之(SATOU HIROYUKI)
秋学期(Fall Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2009 年度以前 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
経済学の考え方を用いて、経済活動としての観光、特に供給者となる観光産業の経済行動に関する様々なトピックについて分析、
検討し、受講者の理解を深めていくことを目標とします。
授業の内容＇Course Contents（
観光には経済学の分析の対象となりうる様々なトピックがある。本授業では、特に観光の供給側の側面、観光関連産業に着目し、
できるだけ平易な経済学的ロジックを使った分析を受講者の皆さんに丁寧に紹介していきます。
授業計画＇Course Schedule（
1. 観光及び観光産業と経済学の接点は－産業組織論と観光産業
2. 市場とは、市場均衡と競争の効率性
3. 観光産業の経済分析(1)－不完全競争、独占
4. 観光産業の経済分析(2)－観光における政府の役割、市場の失敗
5. 観光産業の経済分析(3)－観光産業における価格差別
6. コンテスタブル市場と航空産業(1)－コンテスタビリティの理論
7. コンテスタブル市場と航空産業(2)－航空産業の規制緩和(前半)
8. コンテスタブル市場と航空産業(3)－航空産業の規制緩和(後半)
9. 中間テスト(予定、日程変更の可能性あり)
10. ゲーム理論の基礎
11. 観光におけるゲーム理論の忚用－”観光地の悲劇”、価格競争など
12. ネットワークの経済効果と観光産業
13. 観光立国政策の進展と観光産業
14. 講義のまとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
予習は特に必要ありませんが,日頃から新聞・雑誌、ニュースなどで講義に関連する分野の記事、情報等に関心を持つようにして
ください。また、授業内で触れる内容(特に経済学の議論など)についてはその後の議論でも用いることが多くあると思いますので、
授業の内容は簡単にでも復習しておいてください。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(60%)/中間テスト(30%)/授業への取り組み、貢献(受講者数による)(10%)
テキスト＇Textbooks（
特に指定しません｡ 必要に忚じて資料を配付します｡
参考文献＇Readings（
1. M.T.シンクレア他、2001、『観光の経済学』、学文社 (ISBN:9784762010460)
2. J.Tribe、2011、『The Economics of Recreation,Leisure and Tourism』 4th edition、Butterworth – Heinemann
(ISBN:9780080890500)
3. 櫻川昌哉編、2013、『ツーリズム成長論』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:9784766420203)
4. デービット・アトキンソン、2015、『新・観光立国論』、東洋経済新報社 (ISBN:9784492502754)
5. 矢口和宏・坂本直樹、2016、『経済学概論』、(株) みらい (ISBN:9784860153786)
その他論文など、講義の進行に合わせて適宜指定します。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
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■HB053
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB053／観光心理学１
(Tourist psychology 1)
中村 哲(NAKAMURA TETSU)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2011 年度以前 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
本講義の到達目標は，受講者の皆さんが，旅行前，旅行中，旅行後の人々が行う諸々の心理や行動について，理論的かつ具体
的に説明できるようになることです．
授業の内容＇Course Contents（
旅行の一連のプロセスに沿って順番に説明します．旅行前については＇モチベーション→情報探索→イメージ→選択肢の評価（
の過程を詳しく展開します．その上で，旅行中の心理状態，旅行後の経験評価の概要を取りあげます．最後に，旅行をしない理
由＇阻害要因（を見ていきます．
授業では PowerPoint を用いて説明を行うほか，アンケート等を用いて学生の参加を促します．
授業計画＇Course Schedule（
1. 講義方針の説明
2. 観光行動のプロセスに関するモデル
3. モチベーション
4. モチベーション
5. モチベーション
6. 情報探索
7. 情報探索
8. イメージ
9. イメージ
10. 選択肢の縮減過程と選択肢の決定方略
11. 旅行中の心理
12. 旅行中の心理
13. 旅行後の経験評価＇満足・不満足（
14. 若者の海外旅行離れ／旅行の阻害要因
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
参考文献 1『「若者の海外旅行離れ」を読み解く』，参考文献 2『観光行動論』を入手し，講義進行に対忚する部分＇講義時に指示（
を読み進めておくことで，授業の理解が容易になります．また，授業の設定レベルを超えた忚用的な学習もできます．
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(70%)/授業で説明した理論に基づいた旅行経験の分析に関するレポートまたはグループワーク(30%)
平常点の取り扱い＇レポートにするかグループワークにするか（については，受講登録者数が確定してから判断させてください．
大人数の場合はレポート，尐人数の場合はグループワークとお考えください．
テキスト＇Textbooks（
講義資料を配付します．保管するためのバインダー等を確保されることをお勧めします．
参考文献＇Readings（
1. 中村哲・西村幸子・髙井典子、2014、『「若者の海外旅行離れ」を読み解く』、法律文化社 (ISBN:978-4589036360)
2. 橋本俊哉(編)、2013、『観光行動論＇観光学全集第 4 巻（』、原書房 (ISBN:978-4562091911)
3. 前田勇、2015、『第 2 版 観光とサービスの心理学』、学文社 (ISBN:978-4762025068)
4. 小口孝司(編)、2005、『観光の社会心理学』、北大路書房 (ISBN:978-4762824968)
5. Kozak, M. & A.Decrop. 2009. Handbook of Tourist Behavior. Routledge (ISBN:978-0415993609)
その他，授業時に紹介します．
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
Blackboard を通じて，講義情報＇Powerpoint の Flash 版，配布資料の PDF（を提供します．就職活動中のためやむを得ず欠席さ
れる場合は，各自で自学自習をお願いいたします．
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■HB055
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB055／観光心理学
(Tourist psychology)
中村 哲(NAKAMURA TETSU)
春学期(Spring Semester)
TRC2000

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2012 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
本講義の到達目標は，受講者の皆さんが，旅行前，旅行中，旅行後の人々が行う諸々の心理や行動について，理論的かつ具体
的に説明できるようになることです．
授業の内容＇Course Contents（
旅行の一連のプロセスに沿って順番に説明します．旅行前については＇モチベーション→情報探索→イメージ→選択肢の評価（
の過程を詳しく展開します．その上で，旅行中の心理状態，旅行後の経験評価の概要を取りあげます．最後に，旅行をしない理
由＇阻害要因（を見ていきます．
授業では PowerPoint を用いて説明を行うほか，アンケート等を用いて学生の参加を促します．
授業計画＇Course Schedule（
1. 講義方針の説明
2. 観光行動のプロセスに関するモデル
3. モチベーション
4. モチベーション
5. モチベーション
6. 情報探索
7. 情報探索
8. イメージ
9. イメージ
10. 選択肢の縮減過程と選択肢の決定方略
11. 旅行中の心理
12. 旅行中の心理
13. 旅行後の経験評価＇満足・不満足（
14. 若者の海外旅行離れ／旅行の阻害要因
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
参考文献 1『「若者の海外旅行離れ」を読み解く』，参考文献 2『観光行動論』を入手し，講義進行に対忚する部分＇講義時に指示（
を読み進めておくことで，授業の理解が容易になります．また，授業の設定レベルを超えた忚用的な学習もできます．
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(70%)/授業で説明した理論に基づいた旅行経験の分析に関するレポートまたはグループワーク(30%)
平常点の取り扱い＇レポートにするかグループワークにするか（については，受講登録者数が確定してから判断させてください．
大人数の場合はレポート，尐人数の場合はグループワークとお考えください．
テキスト＇Textbooks（
講義資料を配付します．保管するためのバインダー等を確保されることをお勧めします．
参考文献＇Readings（
1. 中村哲・西村幸子・髙井典子、2014、『「若者の海外旅行離れ」を読み解く』、法律文化社 (ISBN:978-4589036360)
2. 橋本俊哉(編)、2013、『観光行動論＇観光学全集第 4 巻（』、原書房 (ISBN:978-4562091911)
3. 前田勇、2015、『第 2 版 観光とサービスの心理学』、学文社 (ISBN:978-4762025068)
4. 小口孝司(編)、2005、『観光の社会心理学』、北大路書房 (ISBN:978-4762824968)
5. Kozak, M. & A.Decrop. 2009. Handbook of Tourist Behavior. Routledge (ISBN:978-0415993609)
その他，授業時に紹介します．
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
Blackboard を通じて，講義情報＇Powerpoint の Flash 版，配布資料の PDF（を提供します．就職活動中のためやむを得ず欠席さ
れる場合は，各自で自学自習をお願いいたします．

- 297 -

注意事項＇Notice（

- 298 -

■HB063
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB063／観光地理学１
(Geography of Tourism 1)
佐藤 大祐(SATO DAISUKE)
春学期(Spring Semester)
TRC2100

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

授業の目標＇Course Objectives（
観光地理学における多様な地域モデルとその国内外の適用事例を学び，その手法や知見を忚用する力を身につける。
授業の内容＇Course Contents（
様々な観光地の形成や空間構造，観光実の行動・認識などに関する観光地理学の基本概念とモデルを取り上げる。その際，ま
ちづくりや，ガイドマップなどの实践的な手法も紹介することで，総合的な知識と思考力を身につける。
授業計画＇Course Schedule（
1. 観光地理学と地域概念
2. 都市と観光圏
3. 都市再開発と観光のモデル 1＇背景と開発プロセス（
4. 都市再開発と観光のモデル 2＇観光･スポーツによる都心再生戦略（
5. 観光圏の拡大モデル＇フロリダの海岸リゾートを例に（
6. 観光地の発達モデル＇認知編（
7. 観光地理学のアプローチ 1＇実層と集実圏の分析（
8. 観光地理学のアプローチ 2＇産業転換と空間利用の分析（
9. 観光地理学のアプローチ 3＇既得権者との競合・棲み分けの分析（
10. 観光地理学のアプローチ 4＇労働力配分と民宿経営の分析（
11. 観光地理学のアプローチ 5＇景観の演出とその为体の分析（
12. スポーツツーリズム 1＇観戦とクラブチームの立地論（
13. ガイドマップの作り方＇空間認識の忚用（
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
下記参考文献を読んでおくこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
レポート試験(Report Exam)(50%)/授業内で適宜行うリアクションペーパー等の内容(50%)
テキスト＇Textbooks（
使用しない。
参考文献＇Readings（
1. ダグラス・ピアス、2001、『現代観光地理学』、明石書店 (ISBN:475031384X)
2. 神田孝治編、2009、『観光の空間』、ナカニシヤ出版 (ISBN:4779503647)
毎回参考図書をあげるので，不明な点やより知識を深めたい点など参照のこと。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB064
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB064／観光地理学２
(Geography of Tourism 2)
松村 公明(MATSUMURA KOUMEI)
秋学期(Fall Semester)
TRC2100

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

授業の目標＇Course Objectives（
地域と景観に着目し，人の移動と観光現象を空間的な視点から考察する能力を培う。
授業の内容＇Course Contents（
景観を観察するための地図と写真をもとに，観光地域の形成とその地域的性格について，観光地理学の方法を用いて考察する。
授業の内容を手がかりに考察を進めるためには， 地図の読解や地形図の判読が欠かせない。
授業計画＇Course Schedule（
1. 観光地理学の視点と方法
2. 観光現象の空間スケール１
―地図の利用と読解―
3. 観光現象の空間スケール２
4. 観光と景観１
―自然と人間の共同作業―
5. 観光と景観２
6. 観光地化１
―空間分布と土地利用―
7. 観光地化２
8. 観光と地域１
―分布域と地域変化―
9. 観光と地域２
10. 観光地域の形成と変化１
―人の移動・流動と地域の形成―
11. 観光地域の形成と変化２
12. 観光の地域分化１
―Areal Differentiation―
13. 観光の地域分化２
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
地理学の授業にとって，地図と地図帳は「辞書」と位置づけられる。決して暗記をする必要はないが，授業で取り上げる地域や都
市の地理的位置を理解しなければ，授業の内容をもとに自ら考察を深めることは難しい。そこで，履修者は自身の地理的知識に
忚じた地図帳などを手元に用意して，繰り返し参照すること。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(88%)/授業中の提出物(12%)
テキスト＇Textbooks（
使用しない。
参考文献＇Readings（
授業時に紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB073
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB073／観光人類学１
(Anthropology of Tourism 1)
葛野 浩昭(KUZUNO HIROAKI)
春学期(Spring Semester)
TRC2200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

授業の目標＇Course Objectives（
観光にまつわる社会・文化現象を文化人類学の視点から多様かつ自省的に読み解く面白さを想像するための，講義形式の入門
的授業です｡
授業の内容＇Course Contents（
人類学者の多くは特定の地域や民族の社会にこだわって濃密かつ長期のフィールドワークを何度も繰り返し，その地の人々への
関係性を深めながら思索を進めています。そのフィールドでは，規模や重要度や内容や反忚は实に様々ですが，どこでもそれな
りに観光っぽい現象も生じています。ただし，観光も他の現象もその進み具合や受け止め方は，世界のどこでも誰でも一様であ
るはずはなく，1 つの社会でさえ，その中の誰とどのような関係性を取り結んでいるかによって，見えてくる風景も聞こえてくる声も
違ってきます。このような個別具体性をどこまで丁寧に掬いあげることができるか，そのことに現代人類学は腐心しています。現
代人類学を専攻する者の目から見た時に，観光論・観光研究とはどういった面白さや意義や困難があり得るのか，履修学生の皆
さんと部分的・一時的にも関心を共有できればと思います。
授業計画＇Course Schedule（
1. 導入 1：人類学者である私と観光との最初の出会い＇事例：北欧北極圏のサンタクロース観光との出会いと，私の戸惑い（
2. 導入 2：観光対象地の情報やイメージの形成・固定において権威であり続けてきた人類学者＇事例：人類学者による博物
館・テレビ番組・旅行雑誌記事等の監修・お墨付き作業と，そして観光（
3. 導入 3：人類学的フィールドワークとフィールドの自律性，そして観光＇事例：アンデスの考古学発掘調査と、そして観光（
4. 観光の人類学的研究の歴史と特徴＇基礎的・教科書的概観（
5. 観光的視線の誕生と展開 1：人類学＇や博物学・民族学（からのメディア論として：ヨーロッパ
6. 観光的視線の誕生と展開 2：人類学＇や民俗学（からのメディア論として：日本
7. 古典的な人類学的観光論：「日常 / 非日常」論や「ホスト / ゲスト」論は，今，どこまで面白いか
8. 観光を通した文化の交流・混淆・生成論の魅力と危うさ 1：民族文化の受け止め方＇事例：バリ島の芸能，など（
9. 観光を通した文化の交流・混淆・生成論の魅力と危うさ 2：ふるさと観光の受け止め方＇事例：遠野の昔話観光，など（
10. 観光の自省と変容 1：他者消費型のエスニック・ツーリズムから自律的な先住民族観光へ＇事例：オーストラリアのアボリジ
ニ観光，日本のアイヌ観光，北欧のサーミ観光、など（
11. 観光の自省と変容 2：「エコ」が孕む逆説＇事例：サラワクのエコツーリズムの盛衰，など（
12. 観光の自省と変容 3：観光とジェンダー，そして日本的セルフ・オリエンタリズムの増長と隘路
13. おわりに：現代日本社会における格差意識と観光：誰もが格差への社会的リテラシーを高めた現代日本社会で，観光やレ
ジャーはどのように展開し得るのか
14. 学期末試験へ向けて
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
講義形式の入門的授業ですが，各回で紹介・言及する事例への解釈は皆さん 1 人 1 人に開かれています｡授業の後半では，出
来る限り，何人かから自らの解釈を発表 (コメント) してもらおうと考えています｡ 積極的に参加のできる人を歓迎します｡
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(100%)
テキスト＇Textbooks（
随時，資料を配布します｡
参考文献＇Readings（
1. 江口信清・藤巻正己、2011、『観光研究レファレンスデータベース』、ナカニシヤ出版
2. 遠藤英樹ほか、2014、『観光メディア論』、ナカニシヤ出版
3. 酒井順子、2000、『観光の哀しみ』、新潮社
4. 古川彰・松田素二、2003、『観光と環境の社会学』、新曜社
5. 山下晋司、2007、『観光文化学』、新曜社
6. 山下晋司、2011、『観光学キーワード』、有斐閣
7. 山下晋司・船曳建夫、2008、『文化人類学キーワード(改訂版)』、有斐閣
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随時，資料を配布します｡
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（

- 302 -

■HB074
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB074／観光人類学２
(Anthropology of Tourism 2)
須永 和博(SUNAGA KAZUHIRO)
秋学期(Fall Semester)
TRC2200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

授業の目標＇Course Objectives（
文化人類学的視点から観光現象を分析するための、基礎的能力や想像力を養うことを目的とする。
授業の内容＇Course Contents（
観光は,世界システムの周辺に位置づけられるような第三世界や第四世界の人々の生活世界にどのような影響を及ぼしてきたの
か。本授業では,世界の先住民社会や農山漁村における観光開発の現状を紹介することを通じて,現代観光の問題点や可能性を
検討してみたい。
授業計画＇Course Schedule（
1. 趣旨説明
2. 新植民地为義と観光─ハワイ
3. 映像資料 (ジャマイカの観光開発)
4. 世界遺産と観光 1─ラオス・ルアンパバン
5. 世界遺産と観光 2─中国・麗江
6. セックス・ツーリズムと農村女性─タイ
7. バックパッカーの理想と現实
8. 映像資料：バックパッカーの現状
9. 先住民観光とアート─イヌイット
10. エコツーリズムと先住民 1─環境为義とは何か
11. エコツーリズムと先住民 2─持続可能な開発とは何か
12. エコツーリズムと先住民 3─タイ北部山地民カレン
13. 現代日本における農山村の再編と観光─高知県四万十川流域
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
『文化人類学キーワード』(有斐閣)や『観光学キーワード』(有斐閣)等で、関連する内容についての基礎的な知識を身につけておく
ことが望ましい。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
レポート試験(Report Exam)(80%)/リアクションペーパー(20%)
4 回以上の欠席で、単位認定の資格を失う。
テキスト＇Textbooks（
特に定めない。
参考文献＇Readings（
毎回の授業時に、参考文献リストを配布する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB083
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB083／観光社会学１
(Sociology of Tourism 1)
観光社会学の理論と忚用
須藤 廣(SUDO HIROSHI)
春学期(Spring Semester)
TRC2300

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

授業の目標＇Course Objectives（
観光社会学の理論と忚用の基本を学ぶ。観光が元来持っている文化・社会創造的側面と、現代社会におけるサービス商品とし
ての側面との両義性について深く考え、そこから新しい文化を創造する力を養う。
授業の内容＇Course Contents（
観光経験とは、地理的移動を含みつつ日常と非日常との差異の対比によって生じる独特の集合的経験のことと広く捉えることが
できる。それは、伝統社会では为に巡礼のなかに含まれていたものである。近代において観光は、産業の一部として社会に内部
化されるのであるが、商品化され尽くされない部分も残しつつ、商品化される。この観光の両義的な性格について、前半では为に
理論を追うことによって、後半では歴史及び各地の事例を分析することによって学ぶ。結論部分においては、「観光まちづくり」等
の事例をもとに、観光的なものの社会的広がり、個人化、カーニバル化、ポストモダン化等が持つ問題点について、さらに観光が
もたらす社会的アイデンティティや「つながり」の創造等の可能性と限界について議論する。
授業計画＇Course Schedule（
1. 観光とは何かについて。オリエンテーションとブレーン・ストーミングー複雑なものを単純化する力と「非決定性」の魅力。観
光の「権力」と「偶有性」という矛盾。
2. 観光社会学が焦点を当ててきたもの――観光対象の聖性、権威の喪失、人工化と「真正性」の問題。「虚構」と「現实」、観
光文化と地域の生活文化との矛盾。地域の経済、文化の内的発展と外的発展
3. 観光経験の商品化がもたらす「イメージ」の専制、「まなざし」の専制――D.ブーアスティン、J・アーリの理論を中心に
4. 観光文化における「疎外」現象と为体の関わり、社会的連帯の創出――D.マッキァーネルの理論を中心に
5. 観光における「マクドナルド化」「再魔術化」――G.リッツアーの理論を中心に
6. 観光における「虚構」と「現实」の位置ーN・ルーマンのシステム論から考える、観光における「複雑性の縮減」と「偶有性」
＇複雑性の再導入（。観光の社会創造力について。
7. 日本の観光の歴史①――巡礼から産業社会のなかの観光へ
8. 日本の観光の歴史②――マス・ツーリズムとは何か。産業労働と観光との関係
9. 日本の観光の歴史③――1970 年代以降の観光。ポスト・モダニティと観光との関係
10. 「観光まちづくり」幻想と再帰的社会――由布院の例、北九州＇門司港レトロ地区（の例から「観光まちづくり」の可能性と限
界について考える
11. ポストモダン文化と観光ー「虚構」消費か「超虚構」消費か「脱虚構」消費か？「観光」と「異化効果」＇ブレヒトの演劇用語（と
の関連について。
12. 消費社会のなかで観光はどこまで連帯を作りだせるのか①ーまんが・アニメツーリズム、ダークツーリズム
13. 消費社会のなかで観光はどこまで連帯を作りだせるのか②ーアートツーリズム
14. まとめ：観光と生産する消費者―様々な参加＇コミックマーケット、地下アイドル、ボランティアツーリズム（が作り出すもの。
残された問題。
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
本講義は、理論と現实の融合を目指すが、テーマかなり抽象的なものになるかも知れない。テキストをよく読み、観光社会学の考
え方を予習し、講義後の復習のなかで議論を発展させること
成績評価方法・基準＇Evaluation（
レポート試験(Report Exam)(80%)/コメントシート(20%)
コメントシートの記入は一連の授業の節目に行う
テキスト＇Textbooks（
1. 須藤 廣、2008、『観光化する社会―観光社会学の理論と忚用』、ナカニシヤ出版 (ISBN:978-4779502569)
参考文献＇Readings（
1. 須藤 廣、2012、『ツーリズムとポストモダン社会―後期近代における観光の両義性』、明石書店 (ISBN:978-4750335742)
2. 須藤廣、遠藤英樹、2005、『観光社会学―ツーリズム研究の冒険的試み』、明石書店 (ISBN:978-4750321189)
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3. J.アーリ,J.ラースン、2014、『観光のまなざし＇増補改訂版（』、法政大学出版局 (ISBN:978-4588010149)
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB084
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB084／観光社会学２
(Sociology of Tourism 2)
高岡 文章(TAKAOKA FUMIAKI)
秋学期(Fall Semester)
TRC2300

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

授業の目標＇Course Objectives（
社会学の基礎的な考え方を理解し、社会学の観点から観光行為／観光現象を分析するための手法を習得する。
授業の内容＇Course Contents（
モダニティ、オーセンティシティ、まなざし、シミュラークル、都市空間、情報メディア、ローカリティなどをキーワードに、観光社会学
の基礎的概念から最新の研究動向までを学ぶ。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス 観光社会学の問題系
2. 観光と社会学と近代
3. 大衆観光の誕生
4. 観光のオーセンティシティ
5. お実様社会における労働
6. 理想的な接実労働とは？
7. 観光のまなざし
8. まなざしの内面化
9. ディズニーランドとシミュラークル①
10. ディズニーランドとシミュラークル②
11. ディズニーランド・本物・偽物
12. ディズニーランド化する社会
13. 究極の観光都市ラスベガス
14. 総括 観光社会学の課題と展望
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
指定された内容の予習が受講の前提となる。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(70%)/授業への参加度(30%)
テキスト＇Textbooks（
1. 安村克己、2011、『よくわかる観光社会学』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623060375)
参考文献＇Readings（
1. 大橋昭一、2014、『観光学ガイドブック』、ナカニシヤ出版
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB085
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB085／観光と文化
(Culture and Tourism)
鈴木 涼太郎(SUZUKI RYOTARO)
春学期(Spring Semester)
TRC2200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2012 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
人間の地球規模での移動の一形態である観光は、必然的にそれに付随した「モノ」の移動をともなう。本講義では、観光に関連し
たモノの移動の代表例としておみやげを取り上げ考察する。おみやげという身近な存在を通じて、グローバルな人とモノの移動と
文化をめぐる動態について考える視野を身につけることを目標とする。
授業の内容＇Course Contents（
講義では、まず日本における観光みやげの成立やその生産や流通、販売にかかわる産業の現状について紹介し、次にみやげも
の存在を規定するいくつかの論理について概説する。その上で、観光を介したおみやげというモノの移動が、文化の消費、移転、
生産にいかにかかわっているのかについて具体的な事例をあげながら考察する。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス
2. おみやげとスーベニア
3. 観光みやげの近代
4. 「民芸品」をめぐるまなざし
5. 観光みやげと真正性
6. 観光みやげのギフト性
7. 観光みやげの儀礼的倒錯性
8. 観光みやげと「ものがたり」
9. こけしと木彫り熊
10. 旅するマトリョーシカ①
11. 旅するマトリョーシカ②
12. 民芸品としてのアジアン雑貨
13. アジアン雑貨がつくる旅①
14. アジアン雑貨がつくる旅②
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業内での指示に従い各自が予習復習を行うこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(70%)/授業内小課題(30%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（
授業内で関連する文献を紹介します。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB086
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB086／観光と宗教
(Religion and Tourism)
門田 岳久(KADOTA TAKEHISA)
秋学期(Fall Semester)
TRC2200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2016 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
社会科学的な視点に立った宗教理解の上で、宗教とツーリズムの結びつきを多元的に捉える。それにより、観光研究の文脈では
観光＇ツーリズム（の社会的な拡大を理解し、宗教研究の文脈では宗教の拡散や商品化の動態を理解することを目標とする。
授業の内容＇Course Contents（
宗教とツーリズムとの結びつきは近年多方面で注目されている現象であるが、単に宗教的な場所＇聖地（やモノ＇御朱印、護符な
ど（が観光資源になっている、という表層的な状況を見るのではなく、そのような現象がどの程度の歴史的深度を持ち、いかなる
社会相・時代相の変化とともに現象化しているのか理解する必要がある。そのためには多くの人にとって理解の不十分な「宗教」
とはそもそも何かという点を、教義や教団という狭義の構成要素からではなく、日常生活や社会的機能といった面から人類学的・
社会学的に捉えた上で、高度消費社会化する後期近代の特質が宗教の変容や観光資源化に作用している仕組みを、段階を追
って考えていく。その過程では、通常イメージされている「宗教」という意味合いを越える事象が扱われることになる。
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション：宗教のイメージを相対化する
2. 宗教と社会変動：世俗化
3. 高度消費社会化と拡散する宗教性
4. 巡礼のツーリズム化
5. 巡礼ツーリズムの現在
6. 聖地の構築と文化遺産
7. 心霊スポットからパワースポットへ
8. 集合的熱狂：フェス・デモ・全体为義
9. 他者に寛容なツーリズム：ハラール・礼拝堂・ベジタリアン
10. 映像視聴：Youtube 時代と消費される宗教情報
11. 自己啓発とセラピー文化
12. ディープエコロジーとロハス
13. 片づけ・断捨離・ライフヒストリー
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
・随時参考資料や文献を配布もしくはアップするので、指示があった場合は読んでくること。
・リアクションペーパーの提出、身近な事象に関する調べ物、ちょっとした文章の執筆を求めることがある。それらは「平常点」の加
点減点対象となる。
・本科目は言うまでもなく、宗教的なことを实践したり、パワースポットをお参りしたりすることが目的ではない。こうした現象や行為
を「好き」な人の受講は全くもって妨げるものではないが、学術的文脈に置き換えるためには分析的・批判的に捉える必要がある。
「好きなもの」を自己相対化する気概と、分析的・批判的にものごとを捉える力が求められる。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
レポート試験(Report Exam)(70%)/提出物(30%)
一定以上欠席した場合成績評価対象から除外する。
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（
1. 岡本亮輔、2015、『聖地巡礼―世界遺産からアニメの舞台まで』、中央公論新社
2. 山中弘編、2012、『宗教とツーリズム―聖なるものの持続と変容』、世界思想社
3. ベック、ウルリッヒ、2011、『〈私〉だけの神―平和と暴力のはざまにある宗教』、岩波書店
4. 河西瑛里子、2015、『グラストンベリーの女神たち イギリスのオルタナティヴ・スピリチュアリティの民族誌』、法蔵館
5. 小池靖、2007、『セラピー文化の社会学―ネットワークビジネス・自己啓発・トラウマ』、勁草書房
6. 牧野智和、2015、『日常に侵入する自己啓発―生き方・手帳術・片づけ』、勁草書房
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その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB093
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB093／観光と文化１
(Culture and Tourism 1)
鈴木 涼太郎(SUZUKI RYOTARO)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2011 年度以前 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
人間の地球規模での移動の一形態である観光は、必然的にそれに付随した「モノ」の移動をともなう。本講義では、観光に関連し
たモノの移動の代表例としておみやげを取り上げ考察する。おみやげという身近な存在を通じて、グローバルな人とモノの移動と
文化をめぐる動態について考える視野を身につけることを目標とする。
授業の内容＇Course Contents（
講義では、まず日本における観光みやげの成立やその生産や流通、販売にかかわる産業の現状について紹介し、次にみやげも
の存在を規定するいくつかの論理について概説する。その上で、観光を介したおみやげというモノの移動が、文化の消費、移転、
生産にいかにかかわっているのかについて具体的な事例をあげながら考察する。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス
2. おみやげとスーベニア
3. 観光みやげの近代
4. 「民芸品」をめぐるまなざし
5. 観光みやげと真正性
6. 観光みやげのギフト性
7. 観光みやげの儀礼的倒錯性
8. 観光みやげと「ものがたり」
9. こけしと木彫り熊
10. 旅するマトリョーシカ①
11. 旅するマトリョーシカ②
12. 民芸品としてのアジアン雑貨
13. アジアン雑貨がつくる旅①
14. アジアン雑貨がつくる旅②
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業内での指示に従い各自が予習復習を行うこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(70%)/授業内小課題(30%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（
授業内で関連する文献を紹介します。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB105
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB105／文化政策論
(Cultural Policies)
小西 公大(KONISHI KODAI)
秋学期(Fall Semester)
TRC2200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

授業の目標＇Course Objectives（
本講義は芸術文化,博物館,クールジャパンといった事例をもとに,文化が政治や政策と結びついていく近代社会特有の仕組みに
ついて理解を深める。
授業の内容＇Course Contents（
本科目でいう「文化」とは絵画や芸能などの芸術作品に限らず,文化人類学で定義するような人々の生活様式やものの考え全般
を指す。国家や現实政治がこうした意味での「文化」を対象化するということは,ある面では文化を創造し進化させていく側面を持
つが,別の面においては自律的な生活世界の統治や管理でもある。
なぜ近代国家や政治は文化をコントロール下に置くようになったのか。またその功罪は何か。「文化の政治学」について理解を深
めることは,観光と文化との関係を考察するためにも不可欠な視点を提供する。
本科目では日本をはじめアメリカやインド等の民族誌的事例に即して,文化政策の生成過程,地域社会の取り組み,文化の消費,グ
ローバル社会への包摂といった観点から読み解いていく。
授業計画＇Course Schedule（
1. 文化政策とはなにか①
2. 文化政策とはなにか②
3. 文化概念の系譜①
4. 文化概念の系譜②
5. 文化政策としてのアーツマネージメント①
6. 文化政策としてのアーツマネージメント①
7. 現代アートと地域振興①
8. 現代アートと地域振興②
9. 観光と文化資源①
10. 観光と文化資源②
11. 博物館をめぐるポリティクス
12. ローカルガバナンスと文化観光①
13. ローカルガバナンスと文化観光②
14. 文化政策における公共性と協働モデル
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業時に必要に忚じて指示する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
レポート試験(Report Exam)(50%)/課題レポート(30%)/出席状況(20%)
本科目では文化政策という一見遠い世界のように思える現象が、身近な環境に拡がっていることを自らの目で理解するために、
巡検や調査に基づくレポートを課します＇提出必須（。受講生の为体的な学習を求めます。
テキスト＇Textbooks（
テキストは指定しないが、授業内で適宜文献を提示もしくは配布する。
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB106
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB106／交流文学論２
(Literature and Cultural Exchange 2)
批評理論研究２
舛谷 鋭(MASUTANI SATOSHI)
春学期２(Spring Semester 2)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2011 年度以前 1 年次入学者対象
春学期２＇6/1～7/19（開講科目
開講曜日時限：月曜 2 時限・木曜 4 時限
＇両曜日時限とも出席すること（

授業の目標＇Course Objectives（
観光をはじめとする文化の交流にかかわる事象を読み解くため，文学理論＇批評理論（を週二回集中的に学ぶ。この講義は，本
学部の交流文学系科目の中でも，大学の学び全体の基礎となる理論面の習得を目標とする。
授業の内容＇Course Contents（
文学理論(批評理論（はアカデミックな見方・考え方の基礎であり，大学の講義を理解するためのポイントである。多くの教員はこ
うした理論を背景に論じており，動的で忚用的な内容を多く含む観光学において，話の組み立てを予測し，的確に理解するため
に欠かせないリテラシーである。Blackboard にアップされた授業パワーポイントで復習し，テキスト該当箇所を予習することで，講
義中は内容の理解に注力してほしい。
授業計画＇Course Schedule（
1. 講義の進め方・構造为義 ※テキストなしに理解は難しいので，初回までに紙版か電子版を入手し，各回の該当部分に目
を通しておくこと
2. ポスト構造为義ーソシュール
3. ポスト構造为義ーデリダ
4. ポスト構造为義ーバルト
5. ポスト構造为義ー英米のディコンストラクション
6. 精神分析批評ーフロイト
7. 精神分析批評ーフロイト
8. 精神分析批評ーラカン
9. 精神分析批評ーフェミニスト批評
10. 政治的批評ーリベラル・ヒューマニズム
11. 政治的批評ー文化研究
12. 文学理論の現在ー新歴史为義，ポスト〜
13. 文学理論の現在ー観光と批評理論
14. 最終レポートテスト
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
必ずテキストを手元の置き，授業前に各回の該当部分に目を通し，わからない箇所や気になった箇所に印をつけておくこと。授業
後は各回指定されたタスクに従い，次の回までに Blackboard 掲示板にリアクションペーパーを投稿してもらう。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席および参加状況(40%)/各回 Blackboard リアクションペーパー(30%)/最終レポート(Final Report)(30%)
この科目は交流文化研究４＇交流文学の方法（の履修を前提としない。
テキスト＇Textbooks（
1. イーグルトン、2014、『文学とは何か＇下（』、岩波書店/Kindle 等
参考文献＇Readings（
1. 大橋洋一、1995、『新文学入門』、岩波書店
2. 大橋洋一、2006、『現代批評理論のすべて』、新書館
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
http://cgi.rikkyo.ac.jp/~masutani/wiki.cgi?KouryuBungaku
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■HB107
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB107／旅行経験分析法
(Analytical Methods of Travel Experiences)
石橋 正孝(ISHIBASHI MASATAKA)
秋学期(Fall Semester)
TRC2400

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

授業の目標＇Course Objectives（
自他の旅行経験を分析するに当たって，旅行経験の言語化とはなにか，根本的に考える機会を提供する．また，優れた紀行文
に触れ，その魅力を単に感じて終わりにするのではなく，なぜ自分が魅力を感じるのかを認識し，それを他者に伝える＇＝普遍化
する（方法を学ぶ．
授業の内容＇Course Contents（
本講義は，理論篇，实例の分析篇の二部から構成される．まず理論篇で旅行経験とそれを語ることの関係を学ぶ．具体的には，
フランスの批評家・精神分析家ピエール・バイヤールの著作『行ったことのない土地についていかに語るべきか』＇2012 年，未訳（
の議論を紹介し，ある土地について語るためには实際にそこを訪れる必要があるのか，というバイヤールの挑発を受け止め，实
体験を語ることもフィクションにほかならず，そこにこそ旅の楽しみがあることを理解する．併せて物語分析の用語と基本的手法も
学んでいく．次の理論篇では，实例として優れた紀行文を取り上げ，その「語り＝騙り」の戦略を分析する．
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション――「旅」と「旅行」
2. 旅行経験を語るとはなにか 1
3. 旅行経験を語るとはなにか 2
4. 旅行経験を語るとはなにか 3
5. 实例 1-1――ジェラール・ド・ネルヴァル
6. 实例 1-2――ジェラール・ド・ネルヴァル
7. 实例 2-1――ミシェル・ビュトール
8. 实例 2-2――ミシェル・ビュトール
9. 实例 3-1――大岡昇平
10. 实例 3-2――大岡昇平
11. 实例 4――中上健次
12. 实例 5-1――武田百合子
13. 实例 5-2――武田百合子
14. 实例 6――山田稔
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業で取り上げる紀行文だけではなく，関心があるもののこれまで読んでいなかった紀行文があれば，それを積極的に読み，講
義内容との関連を考えてみること．また、自らの旅行経験を振り返るため，これまでに行った旅行をリスト化し，記憶を新たにする
中で，自分なりのメモを作成し，それぞれの位置づけを試みることを推奨する．
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終レポート(Final Report)(40%)/中間レポート(20%)/出席(40%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB108
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB108／言説分析
(Discourse Analysis)
空想旅行の系譜学
石橋 正孝(ISHIBASHI MASATAKA)
春学期(Spring Semester)
TRC2400

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

授業の目標＇Course Objectives（
古今東西の「空想旅行記」のうち，特に十九世紀ヨーロッパが生み出した作品を取り上げ，その読解を通じて西欧的な旅の根底
に潜む欲望を分析する。
授業の内容＇Course Contents（
十九世紀ヨーロッパは「空想」と「現实」の緊張関係が頂点に達した時代に当たり，多くの優れた空想旅行記が書かれている。そ
の代表作をなるべく多く紹介し，時代背景と密接に関連させながら，内容を解説する。物語構造を正確に把握し，細部に込められ
た意味を解明するだけではなく，関連図版によって理解を深める。旅は，人が世界を「知る」ための特権的な手段であると同時に
形式でもある．そこで問われている「世界に関する知」の性質が，テクノロジーの発展と脱宗教化を背景に「旅」が「観光」となった
「近代」において，いかなる変容を遂げたのか．講義全体を通して，「近代」を形成したヨーロッパ的な世界認識の特徴を，それ以
前の多くの文化の世界認識との比較によって把握したい．
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション――空想旅行という言説とその系譜学
2. 「極」をめぐる想像力――天動説から地動説へ
3. 極地の冒険 1
4. 極地の冒険 2
5. 極地の冒険 3
6. 秘境探検ものと童話
7. 地底の冒険 1
8. 地底の冒険 2
9. 地底の冒険 3
10. 月世界旅行 1
11. 月世界旅行 2
12. ロビンソン譚の系譜――島をめぐる想像力
13. ユートピア
14. アンチユートピア
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
谷川渥『幻想の地誌学』に目を通しておくことが望ましい。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終レポート(Final Report)(40%)/中間レポート(20%)/出席(40%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（
1. ウンベルト・エーコ、2015、『異世界の書』、東洋書林 (ISBN:4887218214)
2. ウンベルト・エーコ、2013、『ウンベルト・エーコ 小説の森散策』、岩波書店 (ISBN:4003271815)
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB109
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB109／交流文学論
(Literature and Cultural Exchange)
批評理論研究２
舛谷 鋭(MASUTANI SATOSHI)
春学期２(Spring Semester 2)
TRC2400

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2012 年度以降 1 年次入学者対象
春学期２＇6/1～7/19（開講科目
開講曜日時限：月曜 2 時限・木曜 4 時限
＇両曜日時限とも出席すること（

授業の目標＇Course Objectives（
観光をはじめとする文化の交流にかかわる事象を読み解くため，文学理論＇批評理論（を週二回集中的に学ぶ。この講義は，本
学部の交流文学系科目の中でも，大学の学び全体の基礎となる理論面の習得を目標とする。
授業の内容＇Course Contents（
文学理論(批評理論（はアカデミックな見方・考え方の基礎であり，大学の講義を理解するためのポイントである。多くの教員はこ
うした理論を背景に論じており，動的で忚用的な内容を多く含む観光学において，話の組み立てを予測し，的確に理解するため
に欠かせないリテラシーである。Blackboard にアップされた授業パワーポイントで復習し，テキスト該当箇所を予習することで，講
義中は内容の理解に注力してほしい。
授業計画＇Course Schedule（
1. 講義の進め方・構造为義 ※テキストなしに理解は難しいので，初回までに紙版か電子版を入手し，各回の該当部分に目
を通しておくこと
2. ポスト構造为義ーソシュール
3. ポスト構造为義ーデリダ
4. ポスト構造为義ーバルト
5. ポスト構造为義ー英米のディコンストラクション
6. 精神分析批評ーフロイト
7. 精神分析批評ーフロイト
8. 精神分析批評ーラカン
9. 精神分析批評ーフェミニスト批評
10. 政治的批評ーリベラル・ヒューマニズム
11. 政治的批評ー文化研究
12. 文学理論の現在ー新歴史为義，ポスト〜
13. 文学理論の現在ー観光と批評理論
14. 最終レポートテスト
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
必ずテキストを手元の置き，授業前に各回の該当部分に目を通し，わからない箇所や気になった箇所に印をつけておくこと。授業
後は各回指定されたタスクに従い，次の回までに Blackboard 掲示板にリアクションペーパーを投稿してもらう。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席および参加状況(40%)/各回 Blackboard リアクションペーパー(30%)/最終レポート(Final Report)(30%)
この科目は交流文化研究４＇交流文学の方法（の履修を前提としない。
テキスト＇Textbooks（
1. イーグルトン、2014、『文学とは何か＇下（』、岩波書店/Kindle 等
参考文献＇Readings（
1. 大橋洋一、1995、『新文学入門』、岩波書店
2. 大橋洋一、2006、『現代批評理論のすべて』、新書館
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
http://cgi.rikkyo.ac.jp/~masutani/wiki.cgi?KouryuBungaku
注意事項＇Notice（
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■HB111
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB111／アジア太平洋観光論
(Asia Pacific Tourism)
持続可能な観光開発に向けて
豊田 三佳(TOYOTA MIKA)
秋学期(Fall Semester)
TRC2500

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2012 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
観光開発はアジア太平洋地域の多くの国々で重要なサービス産業として位置づけられており,国家経済開発政策に組み込まれて
いる。しかし,観光の地域社会への影響は経済効果のみで計りきれるものではない。開発社会学の基本的概念,視点を紹介し,そ
の分析枠組みの理解に基づき,地域社会開発に根ざす観光のあり方を考察する。
授業の内容＇Course Contents（
開発社会学という学問領域が生まれた歴史的経緯をたどり,従来の経済開発に偏った視点から地域住民に焦点を据えた社会開
発への移行に寄与した基礎概念を学ぶ。その後,具体的に,アジア太平洋の異なる地域でどのような,観光政策が展開されている
のか,それは「持続可能な開発 Sustainable Development」なのか,そして,地域住民はどのような形で参加しているのかを検討す
る。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション
2. 開発という概念の歴史的変遷
3. 世界遺産と課題
4. カジノ観光：シンガポール、マカオ、韓国の事例より
5. 幸福度指標と持続可能な観光開発
6. グリーンツーリズム
7. 医療ツーリズム
8. グループワーク
9. グループ発表 (1)
10. グループ発表 (2)
11. グループ発表 (3)
12. グループ発表 (4)
13. グループ発表のフィードバックとディスカッション
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業の後半は履修者によるグループワーク、およびグループ発表という形式で、具体的な事例を考察します。あなた自身の関心
に基づき、アジア太平洋地域のどの国のどのような事例を取り上げたいか考えておいてください。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
レポート試験(Report Exam)(41%)/授業中に实施する小レポート(29%)/グループ発表(30%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB112
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB112／米国欧州観光論
(Western Tourism)
Key Issues in Western Tourism
ウエノ，Ｒ．(UYENO,RUSSELL KAZUO)
春学期他(Spring Others)
TRC2503

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

2012 年度以降 1 年次入学者対象
集中講義：6 月 27 日＇火（～7 月 1 日＇土（ 火～金曜 5～7 限、土曜 3～5 限

授業の目標＇Course Objectives（
To study important issues that affect Western destinations and travel markets.
To provide students with a friendly, low-stress opportunity to improve their English listening and speaking skills.
授業の内容＇Course Contents（
In this course, we will study a variety of interesting and important topics related to global destinations and markets, focusing
primarily on Europe and the Americas. Topics in hospitality, transportation, and tourism will be covered.
授業計画＇Course Schedule（
1. Introduction to the instructor and the course.
2. Historical development of western tourism.
3. Current status of western tourism (growth, trends, economic impact, etc.)
4. Recent issues in western tourism.
5. Destination branding.
6. Destination case studies.
7. Disruptive technology: Uber and ride sharing.
8. Disruptive technology: Air BnB and alternative accommodations.
9. Social media and tourism.
10. Tourism ethics: LGBT tourism, poverty tourism, accessible tourism, animal tourism.
11. Disasters and crisis management.
12. The Olympic Games and tourism.
13. Climate change and the tourism industry.
14. Review and summary.
15. Final test.
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
Course handouts (to be provided by the instructor).
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終テスト(Final Test)(40%)/Attendance and class exercises(60%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（
To be provided by the instructor.
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
本科目は集中講義科目であるが、授業期間中の 5 日間＇日程は備考欄を参照（を通して開講される。そのため、履修登録システ
ムにおいては、集中講義ではなく、火～金曜 5～7 限・土曜 3～5 限のいずれかの＜追加＞ボタンをクリックし、登録を行うこと。ま
た、以下に注意すること。
①通年・春学期に開講される科目との曜日時限の重複は認めない。
②本科目と同時に「観光特論 4＇英語（」の履修を希望する場合は、科目コード登録期間内に新座キャンパス教務事務センターに
届け出ること。
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■HB113
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB113／アジア太平洋観光研究総論
(Asia Pacific Tourism Study)
持続可能な観光開発に向けて
豊田 三佳(TOYOTA MIKA)
秋学期(Fall Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2011 年度以前 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
観光開発はアジア太平洋地域の多くの国々で重要なサービス産業として位置づけられており,国家経済開発政策に組み込まれて
いる。しかし,観光の地域社会への影響は経済効果のみで計りきれるものではない。開発社会学の基本的概念,視点を紹介し,そ
の分析枠組みの理解に基づき,地域社会開発に根ざす観光のあり方を考察する。
授業の内容＇Course Contents（
開発社会学という学問領域が生まれた歴史的経緯をたどり,従来の経済開発に偏った視点から地域住民に焦点を据えた社会開
発への移行に寄与した基礎概念を学ぶ。その後,具体的に,アジア太平洋の異なる地域でどのような,観光政策が展開されている
のか,それは「持続可能な開発 Sustainable Development」なのか,そして,地域住民はどのような形で参加しているのかを検討す
る。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション
2. 開発という概念の歴史的変遷
3. 世界遺産と課題
4. カジノ観光：シンガポール、マカオ、韓国の事例より
5. 幸福度指標と持続可能な観光開発
6. グリーンツーリズム
7. 医療ツーリズム
8. グループワーク
9. グループ発表 (1)
10. グループ発表 (2)
11. グループ発表 (3)
12. グループ発表 (4)
13. グループ発表のフィードバックとディスカッション
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業の後半は履修者によるグループワーク、およびグループ発表という形式で、具体的な事例を考察します。あなた自身の関心
に基づき、アジア太平洋地域のどの国のどのような事例を取り上げたいか考えておいてください。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
レポート試験(Report Exam)(41%)/授業中に实施する小レポート(29%)/グループ発表(30%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB114
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB114／米国欧州観光研究総論
(Western Tourism Study)
Key Issues in Western Tourism
ウエノ，Ｒ．(UYENO,RUSSELL KAZUO)
春学期他(Spring Others)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2011 年度以前 1 年次入学者対象
集中講義：6 月 27 日＇火（～7 月 1 日＇土（ 火～金曜 5～7 限、土曜 3～5 限

授業の目標＇Course Objectives（
To study important issues that affect Western destinations and travel markets.
To provide students with a friendly, low-stress opportunity to improve their English listening and speaking skills.
授業の内容＇Course Contents（
In this course, we will study a variety of interesting and important topics related to global destinations and markets, focusing
primarily on Europe and the Americas. Topics in hospitality, transportation, and tourism will be covered.
授業計画＇Course Schedule（
1. Introduction to the instructor and the course.
2. Historical development of western tourism.
3. Current status of western tourism (growth, trends, economic impact, etc.)
4. Recent issues in western tourism.
5. Destination branding.
6. Destination case studies.
7. Disruptive technology: Uber and ride sharing.
8. Disruptive technology: Air BnB and alternative accommodations.
9. Social media and tourism.
10. Tourism ethics: LGBT tourism, poverty tourism, accessible tourism, animal tourism.
11. Disasters and crisis management.
12. The Olympic Games and tourism.
13. Climate change and the tourism industry.
14. Review and summary.
15. Final test.
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
Course handouts (to be provided by the instructor).
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終テスト(Final Test)(40%)/Attendance and class exercises(60%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（
To be provided by the instructor.
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
本科目は集中講義科目であるが、授業期間中の 5 日間＇日程は備考欄を参照（を通して開講される。そのため、履修登録システ
ムにおいては、集中講義ではなく、火～金曜 5～7 限・土曜 3～5 限のいずれかの＜追加＞ボタンをクリックし、登録を行うこと。ま
た、以下に注意すること。
①通年・春学期に開講される科目との曜日時限の重複は認めない。
②本科目と同時に「観光特論 4＇英語（」の履修を希望する場合は、科目コード登録期間内に新座キャンパス教務事務センターに
届け出ること。
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■HB115
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB115／移住と定着
(Migration and Settlement)
今泉 良太(IMAIZUMI RYOTA)
春学期(Spring Semester)
TRC2500

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

授業の目標＇Course Objectives（
国境を超える人の移動の増大は世界的範囲で大きな社会変動を及ぼしている。本講義では、そうした現在の国際社会を理解す
るための視点を得ることを目標とする。
授業の内容＇Course Contents（
移民や移住など人間の国際間移動がこれまでどのような形で行われてきたかについて歴史的政治的経済的視点から講義してい
くこととする。またグローバリゼーション化がいっそう進みつつある現在における問題点、さらに最も身近な日本における現状や問
題点についても考察する。
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション：移民・移住について
2. 国際移民の時代：移民の発生要因
3. 移民と国民国家
4. 移民の歴史１
5. 移民の歴史２
6. 移民と国際関係・安全保障問題
7. 移民とナショナリズム
8. 日本における移民問題１
9. 日本における移民問題２
10. 移民とアイデンティティ
11. 移民の定着
12. 移民問題の将来
13. まとめと総括
14. 筆記テスト
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
新聞・インターネット・テレビ・ラジオ・書籍などを通じて常に国内外の政治・経済・社会の最新情勢を把握するように努めて下さ
い。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記テスト(40%)/出席状況を含むリアクションペーパーの内容による平常点(60%)
テキスト＇Textbooks（
必要に忚じてプリントを配布します。
参考文献＇Readings（
1. Ｓ．カールズ他、2011、『国際移民の時代 〔第 4 版〕』、名古屋大学出版会 (ISBN:4815806551)
2. 吉原和男など編、2013、『人の移動事典 －日本からアジアへ・アジアから日本へー』、丸善出版 (ISBN:4621087193)
その他、授業時に内容に忚じてその都度紹介していく予定です。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
受講者の人数によっては教員の講義だけではなく受講者の意見を聞いたり、ディスカッションなども取り入れたいと考えます。
注意事項＇Notice（
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■HB116
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB116／文化混淆論
(Cultural Hybridity)
世界は変わる、それにどう対忚するか
今泉 良太(IMAIZUMI RYOTA)
秋学期(Fall Semester)
TRC2200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

授業の目標＇Course Objectives（
「国際化」や「グローバル化」が深化しつつある現代は多様な文化が衝突・融合し，さらにそこから新しい文化が創造されている。
そうした文化変容の状況から現代社会を理解することを目標とする。
授業の内容＇Course Contents（
政治的変動や経済発展，さらに交通や通信手段の発展によって，人の国際間移動が急速に増大し，文化の形態も絶えず様々に
変化している。それがいかなる影響を社会に及ぼしてきたのかについて，歴史， 政治，社会の視点から事例とともに考察し，日
本における現状や問題点について考える。
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション：「文化」・「文化混淆」とは何か？
2. 情報と文化
3. 政治と文化
4. グローバリゼーションと文化
5. 多民族国家と文化１
6. 多民族国家と文化２
7. 多民族国家と文化３
8. 社会为義と文化
9. スポーツと文化１
10. スポーツと文化２
11. パブリック・ディプロマシーと日本
12. 日本における文化混淆１
13. 日本における文化混淆２
14. 筆記テスト
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
新聞・インターネット・テレビ・ラジオ・書籍などを通じて常に国内外の政治・経済・社会の最新情勢を把握するように努めて下さ
い。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記テスト(40%)/出席状況を含むリアクションペーパーの内容による平常点(60%)
テキスト＇Textbooks（
必要に忚じてプリントを配布します。
参考文献＇Readings（
授業時に必要に忚じてその都度紹介していきます。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
受講者の人数によっては教員の講義だけではなく受講者との意見交換や，ディスカッションなども取り入れたいと考えます。
注意事項＇Notice（
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■HB117
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB117／途上国の観光事業
(Tourist Industry in Developing Countries)
中東観光から国際観光をまなざす
安田 慎(YASUDA SHIN)
春学期(Spring Semester)
TRC2500

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

授業の目標＇Course Objectives（
＇1（途上国の観光事業の基本的事項について、中東観光を事例に説明ができる。
＇2（観光人類学・観光社会学の基本的事項について、中東観光の事例を踏まえて説明できる。
＇3（途上国の観光事業について、観光社会学・観光人類学の議論を踏まえながら、中東観光の事例から具体的な分析を行うこと
ができる。
授業の内容＇Course Contents（
本講義では、中東観光の歴史と現状を取り上げながら、途上国の観光事業がいかなる形で展開してきたのかについて、受講者と
ともに考えて生きたい。特に、観光人類学・観光社会学における議論を踏まえつつ、中東観光がいかに国際観光市場の構造や
潮流の影響を受けながら、独自に展開してきたのかについて議論していく。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション－中東観光とは何なのか？
2. 中東観光の基本構造を知る－オリエンタリズムから域内観光まで
3. トーマス・クックとエジプト観光－旅行者からマス・ツーリストへ
4. 観光実が生み出す景観－古代エジプト遺跡と考古学博物館
5. マラケシュ－アラブ的観光開発と観光実たちが生み出す生活空間
6. イスタンブール－東洋と西洋が出会う場
7. ベリーダンスの広がり－エキゾチック・エロチック・エレガント
8. スーフィズムとセマー－儀礼からパフォーマンス、そして儀礼へ
9. イスラームを商品化する－マッカ巡礼をめぐる「流行」たち
10. ビーチ・リゾートからエコツーリズムへ－自然はいかに植民地化されていったのか
11. ワーディー・ラム－ヨルダンにおけるエコツーリズム
12. 伝統から近未来へ－湾岸諸国の観光戦略と国家形成
13. ドバイ－中東の現代リゾートと楽園都市
14. リスク社会と観光－シリア内戦とアレッポ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
・中東のガイドブックを読み比べるだけでも、色々なものを知れて面白かったりします。暇な時間にめくってみて下さい。
・中東情勢に関わる新聞・雑記記事等に着目してみて下さい。見ると参考になるものについては、初回に指示します。
・身近な中東＇雑貨、料理、朋装、etc（に目を向けてみて下さい。案外色々とあるものです。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
リフレクションペーパー＇各回（(40%)/小レポート課題＇各 20%×3 回（(60%)
提出時期については、初回講義時に指示する。
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（
1. サイード, E. W.、1993、『オリエンタリズム＇上（』、平凡社 (ISBN:978-4582760118)
2. サイード, E. W.、1993、『オリエンタリズム＇下（』、平凡社 (ISBN:978-4582760125)
3. 松原康介、2008、『モロッコの歴史都市 フェスの保全と近代化』、学芸出版社 (ISBN:978-4761524241)
4. 安田慎、2016、『イスラミック・ツーリズムの勃興 宗教の観光資源化』、ナカニシヤ出版 (ISBN:978-4779510052)
5. Daher, R. F.. 2006. Tourism in the Middle East: Continuity, Change and Transformation (Tourism and Cultural Change) . Channel
View Publications (ISBN:978-1845410513)
6. Hazbun, W.. 2008. Beaches, Ruins, Resorts: The Politics of Tourism in the Arab WorldBeaches, Ruins, Resorts: The Politics of
Tourism in the Arab World. Univ of Minnesota Press (ISBN:978-0816654918)
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その他、関連資料については講義内でその都度指示する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
・授業評価や進め方に関わる事項については、初回のオリエンテーションの際に提示するので、必ず出席すること。
・希望者が多い場合、中東料理店や中東関連施設の訪問といった形のイベントを別途授業時間外に有志で实施することも有り得
る＇その場合、实施費用は自己負担となる（。
注意事項＇Notice（
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■HB118
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB118／植民地と観光
(Colonialism and Tourism)
まなざしの移設と交流
森 雅文(MORI MASAFUMI)
春学期(Spring Semester)
TRC2500

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

授業の目標＇Course Objectives（
旅や観光を含む人々の交流によって移設されるまなざしに焦点をあてながら、近現代の为体構築と植民地为義との連接を捉え
ることで、私たちが関与しうる不均衡な関係に真摯に向き合い、それを克朋する交流のあり方を考える。
授業の内容＇Course Contents（
宗为国と植民地の一筋縄ではない関係性を、日本と台湾の関係を中心事例として照査する。ポストコロニアリズムや文化研究
の議論に安易に納めるのではなく、そこに顕れる多声的なリアリティに留意しうる理解の枠組みを提示して、トランスコロニアルな
観光という営為に内在する非対称性の問題を考察する。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス
2. 近代の覇権と科学思想
3. 移動の世紀：植民地への／からの旅
4. 差異化の技法：民族の生成
5. 共同体の創設：国家・国民の形成
6. 包摂社会のリアリティ：同化と異化
7. インタールード：帝国のテクノロジー
8. 植民地経験の多声性
9. ポストコロニアリズムのコスモロジー
10. 観光とエスニック・リバイバル
11. 観光の非対称性
12. トランスコロニアルの現代
13. インタールード：交流と観光の未来学
14. まとめ：質疑と忚答
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
この項目は文部科学省の意向でできたようですが、「学ぶ」ことは他人から与えられる作業ではありません。自らの不足を自覚し
て補う学生の営みの一部としてください。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
中間テスト〈授業前半分のテスト〉(40%)/最終テスト〈授業後半分のテスト〉(40%)/２つのテストに付随する課題(20%)
テキスト＇Textbooks（
使用しない。
参考文献＇Readings（
授業時に紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
シラバスを熟読の上で履修すること。
授業では視聴覚資料を利用する。
注意事項＇Notice（
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■HB119
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB119／エスニックツーリズム論
(Ethnic Tourism)
葛野 浩昭(KUZUNO HIROAKI)
春学期(Spring Semester)
TRC2200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2010 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
学術的な人類学博物館であると同時に観光施設でもある ｢野外民族博物館リトルワールド｣ (愛知県犬山市) を探検・解剖しよう｡
人類学とは何か，博物館とは何か，そしてエスニックツーリズムとは何か，を实践的・自省的に考えるための演習・研修旅行型の
授業です｡
授業の内容＇Course Contents（
導入的授業と，リトルワールドの野外展示・本館展示・収蔵庫の見学とを経た上で，リトルワールドに住居建築等が移築・復元さ
れている世界各地の諸民族の中から，履修学生各人が１つを選び，自らの見学経験も踏まえながら，民族誌的データの提示を
含む発表を行う。
授業計画＇Course Schedule（
1. リトルワールドの概要説明｡ 授業計画の検討 (発表の分担・順番やリトルワールド研修旅行日程について) ｡
2. 人類学博物館とは，民族誌的記述とは｡ 授業計画の決定｡
3. 民族誌的データの発信とは，誰のため，何のために，どのように行われるのか｡ リトルワールド等での 『北欧・トナカイ遊牧
民の工芸』 (北欧閣僚評議会为催) ，TBS の『世界遺産：サーミ人地域』，伊勢丹での 『Christmas Journey2014』 のサーミ
展など，授業担当者自身が監修・協力してきた種々のサーミ文化の発信を事例に｡
4. ＇５月半ば～後半の週末にリトルワールド研修旅行（
5. 履修学生による発表と議論｡
6. 履修学生による発表と議論｡
7. 履修学生による発表と議論｡
8. 履修学生による発表と議論｡
9. 履修学生による発表と議論｡
10. 履修学生による発表と議論｡
11. 履修学生による発表と議論｡
12. 履修学生による発表と議論｡
13. 履修学生による発表と議論｡
14. 総括的議論｡
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
リトルワールド発行の雑誌『リトルワールド』『リトルワールド研究報告』や千里文化財団 (国立民族学博物館) 発行の雑誌『季刊
民族学』など各種の資料を豊富に用意しますが，担当する地域・民族に関する民族誌的データの収集には自らも積極的に取り組
んで下さい｡ リトルワールドのホームページ，観光学部雑誌『交流文化』06 号中の ｢リトルワールドと人類学的営み｣ ，16 号中の
「【みせたい】と【みたい】をつなぐ：博物館展示は誰のためにあるのか？」「＜文化収集の思想＞には当てはまらないモノたち：博
物館リトルワールドのバックヤードから見えること」(観光学部のホームページで読めます)に予め目を通して，自らにとっての授業
履修の意義を判断して下さい｡
成績評価方法・基準＇Evaluation（
発表(70%)/出席(30%)
テキスト＇Textbooks（
随時，資料を紹介します｡
参考文献＇Readings（
吉田憲司『文化の「発見」』岩波書店 1999 年
ジェイムズ・クリフォード『文化の窮状』人文書院 2003 年
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB120
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB120／エスニックツーリズム論
(Ethnic Tourism)
葛野 浩昭(KUZUNO HIROAKI)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2009 年度以前交流文化学科 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
学術的な人類学博物館であると同時に観光施設でもある ｢野外民族博物館リトルワールド｣ (愛知県犬山市) を探検・解剖しよう｡
人類学とは何か，博物館とは何か，そしてエスニックツーリズムとは何か，を实践的・自省的に考えるための演習・研修旅行型の
授業です｡
授業の内容＇Course Contents（
導入的授業と，リトルワールドの野外展示・本館展示・収蔵庫の見学とを経た上で，リトルワールドに住居建築等が移築・復元さ
れている世界各地の諸民族の中から，履修学生各人が１つを選び，自らの見学経験も踏まえながら，民族誌的データの提示を
含む発表を行う。
授業計画＇Course Schedule（
1. リトルワールドの概要説明｡ 授業計画の検討 (発表の分担・順番やリトルワールド研修旅行日程について) ｡
2. 人類学博物館とは，民族誌的記述とは｡ 授業計画の決定｡
3. 民族誌的データの発信とは，誰のため，何のために，どのように行われるのか｡ リトルワールド等での 『北欧・トナカイ遊牧
民の工芸』 (北欧閣僚評議会为催) ，TBS の『世界遺産：サーミ人地域』，伊勢丹での 『Christmas Journey2014』 のサーミ
展など，授業担当者自身が監修・協力してきた種々のサーミ文化の発信を事例に｡
4. ＇５月半ば～後半の週末にリトルワールド研修旅行（
5. 履修学生による発表と議論｡
6. 履修学生による発表と議論｡
7. 履修学生による発表と議論｡
8. 履修学生による発表と議論｡
9. 履修学生による発表と議論｡
10. 履修学生による発表と議論｡
11. 履修学生による発表と議論｡
12. 履修学生による発表と議論｡
13. 履修学生による発表と議論｡
14. 総括的議論｡
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
リトルワールド発行の雑誌『リトルワールド』『リトルワールド研究報告』や千里文化財団 (国立民族学博物館) 発行の雑誌『季刊
民族学』など各種の資料を豊富に用意しますが，担当する地域・民族に関する民族誌的データの収集には自らも積極的に取り組
んで下さい｡ リトルワールドのホームページ，観光学部雑誌『交流文化』06 号中の ｢リトルワールドと人類学的営み｣ ，16 号中の
「【みせたい】と【みたい】をつなぐ：博物館展示は誰のためにあるのか？」「＜文化収集の思想＞には当てはまらないモノたち：博
物館リトルワールドのバックヤードから見えること」(観光学部のホームページで読めます)に予め目を通して，自らにとっての授業
履修の意義を判断して下さい｡
成績評価方法・基準＇Evaluation（
発表(70%)/出席(30%)
テキスト＇Textbooks（
随時，資料を紹介します｡
参考文献＇Readings（
吉田憲司『文化の「発見」』岩波書店 1999 年
ジェイムズ・クリフォード『文化の窮状』人文書院 2003 年
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB125
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB125／都市観光論
(Urban Tourism)
杜 国慶(DU GUOQING)
秋学期(Fall Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2009 年度以前交流文化学科 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
本科目は都市への理解を深めた上で，大都市における観光について解釈かつ評価を行い，都市再建と再開発における観光の
重要性を検討する。
授業の内容＇Course Contents（
観光は都市にとって極めて重要な輸出産業であり，その多くの業務は恒久的である。大都市は最も重要な観光地として認識され，
観光産業も既に多くの都市で重要な役割を果たしている。首都や歴史都市のみならず，産業都市などの大都市でもつい最近に
なって観光の重要性が認知されている。
授業計画＇Course Schedule（
1. 都市に対する理解
2. 都市観光に対する理解
3. 都市観光の構造と構成要素
4. 都市観光戦略
5. 都市モデルと観光都市の構造
6. 都市観光の供給
7. 都市における観光者の行動
8. 都市観光の効果：経済，社会，文化，環境 １
9. 都市観光の効果：経済，社会，文化，環境 ２
10. 都市観光の計画とマネジメント
11. 事例研究：アメリカの都市観光
12. 事例研究：ヨーロッパの都市観光
13. 事例研究：アジアの都市観光
14. 最終レポート
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
Blackboard を利用する
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終レポート(Final Report)(40%)/リアクションペーパー(60%)
テキスト＇Textbooks（
指定なし
参考文献＇Readings（
1. Stephen Page. 1995. Urban Tourism. Routledge (ISBN:0415112184)
2. Stephen J. Page and C. Michael Hall. 2003. Managing Urban Tourism. Prentice Hall (ISBN:0130272868)
3. Leo van den Berg, Jan van der Borg, Jan van der Meer. 1995. Urban Tourism: Performance and Strategies in Eight European
Cities. Ashgat (ISBN:1859721524)
クリストファー・ロー『アーバン・ツーリズム』＇近代文芸社 1997 年（※入手の必要なし
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB126
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB126／農村観光論
(Rural Tourism)
嵩 和雄(KASAMI KAZUO)
秋学期(Fall Semester)
TRC2300

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2010 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
農山漁村の景観や生活文化等を資源とする農村観光(rural tourism) について, 歴史的経緯, 事業形態, 社会的意義について学
ぶことを目標とする｡
授業の内容＇Course Contents（
日本の農山漁村の置かれている現状を踏まえ,
1990 年代以降の都市農村交流事業を中心に, 農村観光のそれぞれのタイプやビジネスモデルを踏まえ,農村観光による地域活
性化について講義する｡ 具体的な国内外の事例を中心に, 最近の先進的な取組みについても解説する｡
授業計画＇Course Schedule（
1. 講義全体の説明、日本の農山村の現状と課題について
2. 都市農村交流と農村観光の位置づけ
3. リゾートブームと「グリーン・ツーリズム」の出現
4. 事例研究＇国内の農村観光の事例（
5. 人口減尐と日本＇映像教材から（
6. 農村観光における「地域資源」
7. 实践論① ゲスト・スピーカーの講義
8. ビジネスモデル①＇農泊、農家民宿（
9. ビジネスモデル②＇農村直売所と六次産業化の取り組み（
10. 实践論② ゲスト・スピーカーの講義
11. ビジネスモデル③＇教育旅行（
12. 農村への移住と観光の関わり
13. 实践論③ ゲスト・スピーカーの講義
14. 講義まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
農村観光に携わる事業实践者を招聘予定｡ 準備学習の指示等は授業中に行う｡
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(90%)/出席点(10%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB127
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB127／ヘリテージツーリズム論
(Heritage Tourism)
加藤 久子(KATO HISAKO)
春学期(Spring Semester)
TRC2200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

2010 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
観光の文脈においてヘリテージがどのように扱われてきたかを理解し、その変化について歴史的に把握する。
地域社会とヘリテージの関わり方に注目しつつ、さまざまな事例について学習することで、ヘリテージ・ツーリズムについて多面
的に理解することができる。
授業の内容＇Course Contents（
1972 年に UNESCO の世界遺産条約に署名されて以来、文化遺産や自然遺産は保護されるべきものとして扱われると同時に、
観光資源として消費の対象ともなってきた。このような傾向への批判から 2000 年代になって、地域社会が为体となったヘリテージ
の保護、あるいはヘリテージを活用した町づくり、ツーリストをも巻き込んでの持続可能な観光の有り方などが模索されている。
本授業では、このような傾向を踏まえ、文化遺産とともに暮らす＇日本を含む（世界各地の人々が、ヘリテージとどのような関係
を取り結ぼうとしているかという点に着目しながら、ヘリテージ・ツーリズムをさまざまな角度から学んでいく。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション
2. 観光資源としてのヘリテージ
3. 持続可能な観光をめざして
4. ヘリテージとしての歴史的環境①日本の事例
5. ヘリテージとしての歴史的環境②英国の事例
6. 再発見されるヘリテージ①石見銀山
7. 再発見されるヘリテージ②軍艦島
8. ヘリテージと他者①南米・マヤ遺跡
9. ヘリテージと他者②アウシュヴィッツ
10. 開発とヘリテージ①ドレスデン・エルベ渓谷
11. 開発とヘリテージ②鞆の浦
12. コンテンツが生み出すヘリテージ①祭礼
13. コンテンツが生み出すヘリテージ②民話
14. 中間課題講評、まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業中に参考文献や新聞記事、ウェブサイトを紹介するので、授業後に復習を兼ねて読んでおくこと。
提出課題については、自为的にテーマを選択し、文献などでリサーチを行った上で作成することになるので、相忚の時間の自为
学習に取り組むことになる。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(60%)/提出課題(40%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB130
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB130／農村観光論
(Rural Tourism)
嵩 和雄(KASAMI KAZUO)
秋学期(Fall Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2009 年度以前交流文化学科 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
農山漁村の景観や生活文化等を資源とする農村観光(rural tourism) について, 歴史的経緯, 事業形態, 社会的意義について学
ぶことを目標とする｡
授業の内容＇Course Contents（
日本の農山漁村の置かれている現状を踏まえ,
1990 年代以降の都市農村交流事業を中心に, 農村観光のそれぞれのタイプやビジネスモデルを踏まえ,農村観光による地域活
性化について講義する｡ 具体的な国内外の事例を中心に, 最近の先進的な取組みについても解説する｡
授業計画＇Course Schedule（
1. 講義全体の説明、日本の農山村の現状と課題について
2. 都市農村交流と農村観光の位置づけ
3. リゾートブームと「グリーン・ツーリズム」の出現
4. 事例研究＇国内の農村観光の事例（
5. 人口減尐と日本＇映像教材から（
6. 農村観光における「地域資源」
7. 实践論① ゲスト・スピーカーの講義
8. ビジネスモデル①＇農泊、農家民宿（
9. ビジネスモデル②＇農村直売所と六次産業化の取り組み（
10. 实践論② ゲスト・スピーカーの講義
11. ビジネスモデル③＇教育旅行（
12. 農村への移住と観光の関わり
13. 实践論③ ゲスト・スピーカーの講義
14. 講義まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
農村観光に携わる事業实践者を招聘予定｡ 準備学習の指示等は授業中に行う｡
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(90%)/出席点(10%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB131
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB131／ヘリテージツーリズム論
(Heritage Tourism)
加藤 久子(KATO HISAKO)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2009 年度以前交流文化学科 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
観光の文脈においてヘリテージがどのように扱われてきたかを理解し、その変化について歴史的に把握する。
地域社会とヘリテージの関わり方に注目しつつ、さまざまな事例について学習することで、ヘリテージ・ツーリズムについて多面
的に理解することができる。
授業の内容＇Course Contents（
1972 年に UNESCO の世界遺産条約に署名されて以来、文化遺産や自然遺産は保護されるべきものとして扱われると同時に、
観光資源として消費の対象ともなってきた。このような傾向への批判から 2000 年代になって、地域社会が为体となったヘリテージ
の保護、あるいはヘリテージを活用した町づくり、ツーリストをも巻き込んでの持続可能な観光の有り方などが模索されている。
本授業では、このような傾向を踏まえ、文化遺産とともに暮らす＇日本を含む（世界各地の人々が、ヘリテージとどのような関係
を取り結ぼうとしているかという点に着目しながら、ヘリテージ・ツーリズムをさまざまな角度から学んでいく。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション
2. 観光資源としてのヘリテージ
3. 持続可能な観光をめざして
4. ヘリテージとしての歴史的環境①日本の事例
5. ヘリテージとしての歴史的環境②英国の事例
6. 再発見されるヘリテージ①石見銀山
7. 再発見されるヘリテージ②軍艦島
8. ヘリテージと他者①南米・マヤ遺跡
9. ヘリテージと他者②アウシュヴィッツ
10. 開発とヘリテージ①ドレスデン・エルベ渓谷
11. 開発とヘリテージ②鞆の浦
12. コンテンツが生み出すヘリテージ①祭礼
13. コンテンツが生み出すヘリテージ②民話
14. 中間課題講評、まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業中に参考文献や新聞記事、ウェブサイトを紹介するので、授業後に復習を兼ねて読んでおくこと。
提出課題については、自为的にテーマを選択し、文献などでリサーチを行った上で作成することになるので、相忚の時間の自为
学習に取り組むことになる。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(60%)/提出課題(40%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB135
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB135／紀行文学論
(Travelogue Literature)
文学を旅する／旅を文学する
小林 实(KOBAYASHI MINORU)
秋学期(Fall Semester)
TRC2400

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

授業の目標＇Course Objectives（
哲学的思索と文学に関する教養を深めることで、旅や旅行をより豊かに楽しめるようになること。
授業の内容＇Course Contents（
旅と文学の類似性をさまざまな角度から検討し，人生の処し方をめぐる思索を深めつつ，人文学的思考を訓練する。毎回数種類
の文学作品の抜粋を読みながら，哲学的な思索を行う。
全 14 回を三つの段階と総括とに分ける。第一段階：文学および旅の原理に関する考察＇1～4（，第二段階：現象に対する細やか
な思索訓練＇5～8（，第三段階：創造的な思考の覚醒＇9～12（，まとめ：映画『星の旅人』を鑑賞しながら振り返り。
各回の授業前半は前回リアクションペーパーへのコメント、後半は新規事項の紹介という構成で進行する。
授業計画＇Course Schedule（
1. 「風景」：風景のとらえ方
2. 「参加」：物語とは何か
3. 「蒐集」：旅のはじまりと物語の構造
4. 「企画」：読者層の開拓
5. 「放浪」：小説の発生
6. 「聞き入る」：聞く文化と沈黙の深み
7. 「記憶」：場所の記憶
8. 「存在」：時空の仮構
9. 「生活」：生活と芸術
10. 「詠む」：詩と伝達
11. 「微分」：思索の永久深度
12. コメント振り返り
13. 総括：『星の旅人たち』前編
14. 総括：『星の旅人たち』後編
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
日記を通して日々の雑感を書き留める習慣をつけておいてください＇Twitter、Face Book、ブログなども可（。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
レポート試験(Report Exam)(80%)/毎回のリアクションペーパー(20%)
テキスト＇Textbooks（
教科書は特に指定しません。毎回プリントを配布します。
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB136
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB136／観光教育
(Tourism Education)
観光学の基本とその教育
武内 一良(TAKEUCHI KAZUYOSHI)
秋学期(Fall Semester)
TRC2000

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

授業の目標＇Course Objectives（
観光者が織り成す観光現象の構造を理解した上で、世界の人々に対して観光の授業を担当できる人材の育成を図ります。
授業の内容＇Course Contents（
まず、観光現象のメカニズムについて基本的な知識を確認し、文化の異なる人々との交流において必要となる社会的な視点を理
解します。その上で、国際語として機能する英語を補助として、観光現象についての教育シラバスを作成し、海外で観光学に関す
る教育を行う際の方法論について考察していきます。
授業計画＇Course Schedule（
1. ⑴ 授業の目的、授業スケジュール、評価方法
⑵ 哲学と方法論
2. 基本原理⑴
人類の移動、観光形態、余暇活動
3. 基本原理⑵
観光統計、経済効果、観光衛星勘定
4. 基本原理⑶
観光者の定義と分類、観光者の行動特性
5. 基本原理⑷
観光資源と観光対象、完全性と真正性、文化の商品化
6. 基本原理⑸
観光情報、国際語と地域語、製造物責任
7. 基本原理⑹
サービスとホスピタリティ
8. 基本原理⑺
観光ビジネスとイールドマネジメント
9. 基本原理⑻
観光政策と観光開発
10. 事例研究
観光関連産業において現役で活躍する方＇外部講師（による講義を予定
11. 観光教育⑴
教育目的、教育課程、評価基準
12. 観光教育⑵
国内および海外の教科書分析、クラスでのディスカッション
13. 観光教育⑶
評価方法の選定、クラスでのディスカッション
14. まとめ
基本知識の確認と授業計画案の提出
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
毎回授業で配付される印刷物が教科書となります。印刷物を十分に理解し、疑問を残すことなく翌週の授業に取り組むようにして
ください。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
観光学に関する最終確認(40%)/観光教育のシラバス提出(40%)/シラバスに関する討論(20%)
テキスト＇Textbooks（
毎回、講義の初めに配付する印刷物が教科書となります。
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参考文献＇Readings（
1. J. Jafari & H. Xiao (編). 2016. Encyclopedia of Tourism. Springer (ISBN-13: 978-3319013855)
2. J. Fletcher, A. Fyall, D. Gilbert & S. Wanhill＇編（. 2013. Tourism:Principles and Prtectice, 5th Edition. Pearson
(ISBN:ISBN978-0-273-75827-3)
3. C. Goeldner and J. R. B. Ritchie＇編（. 2012. Tourism: Principles, Practices, Philosophies, 12th Edition. Wiley
(ISBN:ISBN978-1-118-07177-9)
4. 長谷政弘＇編（、1999、『観光学辞典』、同文舘 (ISBN:ISBN4-495-36291-7)
5. 前田勇＇編（、2015、『現代観光総論』、学文社 (ISBN:ISBN978-4-7620-2532-7)
6. A. M. Munar & T. Jamal (編). 2016. Tourism Research Paradigms: Critical and Emergent Knowledges (Tourism Social Science
Series). Emerald (ISBN-13: 978-1783509294)
必要に忚じて適宜紹介します。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
講義は日本語で行いますが、英語の文献・資料をかなり扱うので英語の辞書等を必ず携帯してください。
注意事項＇Notice（
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■HB137
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB137／文化地理学
(Cultural Geography)
場所をめぐる文化のポリティクスを考える
松井 圭介(MATSUI KEISUKE)
春学期(Spring Semester)
TRC2100

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2012 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
文化地域，文化景観，文化生態，文化伝播等，文化地理学の基本的概念を理解させる。文化地理学の研究領域をまず示し，続
いて具体的な事例や研究成果に即しながら文化地理学の基本的な概念を身につける。
授業の内容＇Course Contents（
文化地域＇等質地域と機能地域，頭の中の地域と空間（，文化伝播＇伝播概念の背景，文化圏と文化領域，空間的拡散（，文化
生態＇環境決定論，環境可能論，環境認知論，心の中の景観（，文化統合＇統合体としての文化とその説明（，文化景観＇文化景
観とは何か，その解読，形成と変容，心の中の景観（などに触れる。紹介する文献や簡単な实習などを通して，文化地理学のも
つモノの見方・考え方を身につけることに为眼を置く。学期の後半には，テキストを用いて，教員自身の研究成果を踏まえ，現代
における文化・観光地理学の諸相について講義する。
授業計画＇Course Schedule（
1. 文化地理学の基本概念(1)：地理学の見方・考え方
2. 文化地理学の基本概念(2)：文化景観と自然景観
3. 文化地理学の基本概念(3)：文化生態と環境論
4. 景観と環境から読み解く地域社会＇1（：五箇山・白川郷の集落景観と地域生態①
5. 景観と環境から読み解く地域社会＇2（：五箇山・白川郷の集落景観と地域生態②
6. 文化景観を読み解く＇1（：景観修景と場所のポリティクス①
7. 文化景観を読み解く＇2（：景観修景と場所のポリティクス②
8. 文化景観を読み解く＇3（：景観修景と場所のポリティクス③
9. ケーススタディ：観光戦略としての宗教＇1（：聖地の観光資源化をめぐるポリティクス
10. ケーススタディ：観光戦略としての宗教＇2（：ホストの側の観光戦略
11. ケーススタディ：観光戦略としての宗教＇3（：世界遺産への動き
12. ケーススタディ：観光戦略としての宗教＇4（：創造される聖地＆教会を訪れる人々
13. ケーススタディ：観光戦略としての宗教＇5（：場所の商品化の課題
14. まとめ：文化地理学の見方・考え方
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
教員が指示した課題について積極的に取り組むこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(70%)/授業内レポート(30%)
テキスト＇Textbooks（
1. 松井圭介、2013、『観光戦略としての宗教』、筑波大学出版会 (ISBN:978-4-904074-26-8)
講義時に指示する。
参考文献＇Readings（
1. 高橋伸夫ほか、1996、『文化地理学入門』、東洋書林 (ISBN:4-88721-086-8)
2. 中川正ほか、2006、『文化地理学ガイダンス』、ナカニシヤ出版 (ISBN:4-7795-0101-6)
3. 竹中克行ほか、2009、『人文地理学』、ミネルヴァ書房 (978-4-623-05539)
4. 山崎孝史、2010、『政治・空間・場所』、ナカニシヤ出版 (ISBN:978-4-7795-0510-2)
5. 山中弘編、2012、『宗教とツーリズム』、世界思想社 (ISBN:978-4-7907-1565-8)
講義時に指示する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
担当教員 HP:http://www.geoenv.tsukuba.ac.jp/~human/geostaff.html
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注意事項＇Notice（
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■HB201
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／言語と文化現地研修
(Field Trip for Language and Culture Training)
言語の習得と生活体験
豊田 三佳(TOYOTA MIKA)
舛谷 鋭(MASUTANI SATOSHI)
杜 国慶(DU GUOQING)
佐藤 大祐(SATO DAISUKE)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

１単位(1 Credit)

2012～2015 年度 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
約２週間学部協定校に滞在し，各言語の基礎＇英語は上級（を学ぶとともに，講義等をもとに渡航先の社会・文化を異文化環境で
の生活体験の中で学ぶ。さらに協定校の学生との共同生活を通じて，同世代の海外学生と交流・コミュニケーション能力の向上
を図る。
授業の内容＇Course Contents（
本年度は英語＇ハワイ大学マノア校（，中国語＇中山大学（，インドネシア語＇インドネシア大（，タイ語＇タマサート大（、ベトナム語
＇ベトナム国家大ハノイ・人文社会科学大学の５コースを实施する。各コースとも研修プログラムは語学研修，社会・文化関係の
講義・实習，研修旅行＇日帰りを含む（，協定校学生との交流行事などから構成されている。授業は協定校との相互訪問のかたち
で实施され(英語を除く)，春学期中に協定校から学生が来日し観光学部で２週間の研修を行う。当該コースの履修者にとって，来
日する協定校学生のバディを担当し，研修のパートナーとして活動する。現地研修期間は引率教員が同行しないため履修者は
自为性と責任を持った行動が求められることに留意すること。また、本科目は履修に関して、いくつかの条件が課せられる。必要
事項を記載したパンフレットを配布するので、履修希望者は必ず受け取り、履修条件を理解、了承しておくこと。
授業計画＇Course Schedule（
1. 事前研修 1
2. 事前研修２
3. 事前研修３
4. 事前研修４
5. 事前研修５
6. 事前研修６
7. 事前研修７
8. 事前研修８
9. 事前研修９
10. 現地研修１
11. 現地研修２
12. 現地研修３
13. 現地研修４
14. 現地研修５
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
派遣先の社会，経済，政治，文化状況について自为的に学習しておく姿勢が必須である。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
コース修了証の提出(100%)
渡航先大学でコース修了に際して授与される修了書の提出をもって合否を判定する。修了証に加え修了レポートを課することが
ある。
テキスト＇Textbooks（
テキストを使用するコースは，現地研修時に配布する。テキスト代金は参加費用に含まれる。
参考文献＇Readings（
各コースの事前研修で担当教員がコース毎に指示する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
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注意事項＇Notice（
3 月 23 日＇木（13:00～ ガイダンス实施＇N313（ ※履修希望者は必ず出席すること。
3 月 29 日＇水（12:30 忚募書類提出締切
3 月 31 日＇金（9:00 面接対象者発表＇観光学部掲示板（
3 月 31 日＇金（13:00 面接
4 月 3 日＇月（13:00 選考結果発表＇観光学部掲示板（
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■HB202
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／言語と文化現地研修Ａ
(Field Trip for Language and Culture Training A)
言語の習得と生活体験
豊田 三佳(TOYOTA MIKA)
舛谷 鋭(MASUTANI SATOSHI)
杜 国慶(DU GUOQING)
佐藤 大祐(SATO DAISUKE)
春学期(Spring Semester)
TRM2003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

１単位(1 Credit)
その他
(Others)

2016 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
約２週間学部協定校に滞在し，各言語の基礎＇英語は上級（を学ぶとともに，講義等をもとに渡航先の社会・文化を異文化環境で
の生活体験の中で学ぶ。さらに協定校の学生との共同生活を通じて，同世代の海外学生と交流・コミュニケーション能力の向上
を図る。
授業の内容＇Course Contents（
本年度は英語＇ハワイ大学マノア校（，中国語＇中山大学（，インドネシア語＇インドネシア大（，タイ語＇タマサート大（、ベトナム語
＇ベトナム国家大ハノイ・人文社会科学大学の５コースを实施する。各コースとも研修プログラムは語学研修，社会・文化関係の
講義・实習，研修旅行＇日帰りを含む（，協定校学生との交流行事などから構成されている。授業は協定校との相互訪問のかたち
で实施され(英語を除く)，春学期中に協定校から学生が来日し観光学部で２週間の研修を行う。当該コースの履修者にとって，来
日する協定校学生のバディを担当し，研修のパートナーとして活動する。現地研修期間は引率教員が同行しないため履修者は
自为性と責任を持った行動が求められることに留意すること。また、本科目は履修に関して、いくつかの条件が課せられる。必要
事項を記載したパンフレットを配布するので、履修希望者は必ず受け取り、履修条件を理解、了承しておくこと。
授業計画＇Course Schedule（
1. 事前研修 1
2. 事前研修２
3. 事前研修３
4. 事前研修４
5. 事前研修５
6. 事前研修６
7. 事前研修７
8. 事前研修８
9. 事前研修９
10. 現地研修１
11. 現地研修２
12. 現地研修３
13. 現地研修４
14. 現地研修５
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
派遣先の社会，経済，政治，文化状況について自为的に学習しておく姿勢が必須である。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
コース修了証の提出(100%)
渡航先大学でコース修了に際して授与される修了書の提出をもって合否を判定する。修了証に加え修了レポートを課することが
ある。
テキスト＇Textbooks（
テキストを使用するコースは，現地研修時に配布する。テキスト代金は参加費用に含まれる。
参考文献＇Readings（
各コースの事前研修で担当教員がコース毎に指示する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
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注意事項＇Notice（
3 月 23 日＇木（13:00～ ガイダンス实施＇N313（ ※履修希望者は必ず出席すること。
3 月 29 日＇水（12:30 忚募書類提出締切
3 月 31 日＇金（9:00 面接対象者発表＇観光学部掲示板（
3 月 31 日＇金（13:00 面接
4 月 3 日＇月（13:00 選考結果発表＇観光学部掲示板（
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■HB203
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／言語と文化現地研修Ｂ
(Field Trip for Language and Culture Training B)
言語の習得と生活体験
豊田 三佳(TOYOTA MIKA)
舛谷 鋭(MASUTANI SATOSHI)
杜 国慶(DU GUOQING)
佐藤 大祐(SATO DAISUKE)
秋学期(Fall Semester)
TRM2003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

１単位(1 Credit)
その他
(Others)

2016 年度以降 1 年次入学者対象
同一年度「言語と文化現地研修 A」履修者のみ対象

授業の目標＇Course Objectives（
約２週間学部協定校に滞在し，各言語の基礎＇英語は上級（を学ぶとともに，講義等をもとに渡航先の社会・文化を異文化環境で
の生活体験の中で学ぶ。さらに協定校の学生との共同生活を通じて，同世代の海外学生と交流・コミュニケーション能力の向上
を図る。
授業の内容＇Course Contents（
本年度は英語＇ハワイ大学マノア校（，中国語＇中山大学（，マレー語＇マラヤ大（，タイ語＇タマサート大（の４コースを实施する。各
コースとも研修プログラムは語学研修，社会・文化関係の講義・实習，研修旅行＇日帰りを含む（，協定校学生との交流行事など
から構成されている。秋学期に開講される「言語と文化現地研修Ｂ」は、春学期に開講されている「言語と文化現地研修」をフォロ
ーアップするためのコースで、約２週間の生活経験、フィールド調査で学んだ内容を事後の研修を通して、さらに理解を深める。ま
た、成果を口頭発表する機会が設けられているため、その準備を行う。そして最終的にレポートとしてまとめあげる。
授業計画＇Course Schedule（
1. 事後研修 1
2. 事後研修２
3. 事後研修３
4. 事後研修４
5. 事後研修５
6. 事後研修６
7. 現地フィールド調査の口頭発表の準備 1
8. 現地フィールド調査の口頭発表の準備 2
9. 現地フィールド調査の口頭発表会
10. 最終レポートの執筆 1
11. 最終レポートの執筆 2
12. 最終レポートの執筆 3
13. 最終レポートの執筆 4
14. 最終レポートの執筆 5
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
派遣先の社会，経済，政治，文化状況について自为的に学習しておく姿勢が必須である。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終レポート(Final Report)(35%)/事後授業への参加(30%)/口頭発表(35%)
テキスト＇Textbooks（
テキストを使用するコースは，現地研修時に配布する。テキスト代金は参加費用に含まれる。
参考文献＇Readings（
各コースの事後研修で担当教員がコース毎に指示する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB205
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

抽選登録／言語と文化＇英語（Ａ
(Language and Culture(English) A)
藤田 玲子(FUJITA REIKO)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2015 年度以前 1 年次入学者対象
人数制限科目＇30 名（

授業の目標＇Course Objectives（
This course prepares students to deal with increasing international visitors to Japan. Students will become capable of explaining
different aspects of Japanese culture in English particularly in tourism situations.
授業の内容＇Course Contents（
Using reading materials, students will understand aspects of Japanese culture and practice speaking about them. Concurrently,
students will do research on selected topics on Japanese culture and share their research with classmates. Finally, students will
actually create an original tour around Tokyo and make opportunities to guide international visitors. Students need to be active in
working on assignments required outside of the classroom.
授業計画＇Course Schedule（
1. Orientation
2. Overview of Japan (sample presentation)
3. Guiding practice
4. Guest speaker (on guiding)
5. Field work preparation
6. Students' research and presentations
7. Students' research and presentations
8. Students' research and presentations
9. Poster session preparation
10. Poster session
11. Guiding practice
12. Guiding practice
13. Fieldwork Report from guiding groups
14. Final review and test
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
Read assigned articles and answer questions.
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終テスト(Final Test)(30%)/Presentation and Research(20%)/Class participation and attendance(30%)/Field work(20%)
テキスト＇Textbooks（
1. 広瀬 直子、2014、『日本のことを 1 分間英語で話してみる』、中経出版 (ISBN:978-4-04-601028-5)
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB206
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

抽選登録／言語と文化＇英語（Ｂ
(Language and Culture(English) B)
藤田 玲子(FUJITA REIKO)
秋学期(Fall Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2015 年度以前 1 年次入学者対象
人数制限科目＇30 名（

授業の目標＇Course Objectives（
This course prepares students to deal with increasing international visitors to Japan. Students will become capable of explaining
different aspects of Japanese culture in English particularly in tourism situations.
授業の内容＇Course Contents（
Using reading materials, students will understand aspects of Japanese culture and practice speaking about them. Concurrently,
students will do research on selected topics on Japanese culture and share their research with classmates. Finally, students will
actually create an original tour around Tokyo and make opportunities to guide international visitors. Students need to be active in
working on assignments required outside of the classroom. Completing Language and Culture (English) A is not a prerequisite but
recommended.
授業計画＇Course Schedule（
1. Orientation
2. Review of Spring semester
3. Guiding practice
4. Guest speaker (on guiding)
5. Field work preparation
6. Students' research and presentations
7. Students' research and presentations
8. Students' research and presentations
9. Poster session preparation
10. Poster session
11. Guiding practice
12. Guiding practice
13. Fieldwork Report from guiding groups
14. Final review and test
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
Read assigned pages of the textbook and memorize as necessary.
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終テスト(Final Test)(30%)/Presentation and Research(20%)/Class participation and attendance(30%)/Field work(20%)
テキスト＇Textbooks（
1. 広瀬 直子、2014、『日本のことを 1 分間英語で話してみる』、中経出版 (ISBN:978-4-04-601028-5)
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（

- 344 -

■HB305
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB305／日本地誌
(Geography of Japan)
中牧 崇(NAKAMAKI TAKASHI)
春学期(Spring Semester)
TRC2100

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

授業の目標＇Course Objectives（
授業では，日本地誌を通して，国土構造のあり方に関心を払いながら，現实に起きている多様な現象への認識を深め，考えるこ
とができるようにする。
授業の内容＇Course Contents（
授業では，地理的見方・考え方を身につけながら，自然的条件や社会・経済的条件が密接に関わって形成された地域の特徴を
日本地誌を通して理解する。地誌学の授業と比較すると，事例地域は尐ないが，そのかわり個々の事例地域について詳しく取り
上げる。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス＇地理学とは何か－地理学のなかの地誌学－（
2. 地理的見方・考え方と地誌学の視点
3. レポートの作成について、身近な地域＇立教大学の周り（の地誌＇１（
4. 身近な地域＇立教大学の周り（の地誌＇２（
5. 身近な地域＇立教大学の周り（の地誌＇３（
6. 東京下町エリアの地誌＇１（
7. 東京下町エリアの地誌＇２（
8. 東京下町エリアの地誌＇３（
9. 神奈川県湘南エリア＇沿岸部（の地誌＇１（
10. 神奈川県湘南エリア＇沿岸部（の地誌＇２（
11. 神奈川県湘南エリア＇沿岸部（の地誌＇３（
12. 群馬県草津町の地誌＇１（
13. 群馬県草津町の地誌＇２（
14. 群馬県草津町の地誌＇３（
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
事後学習とあわせて授業時に指示する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(65%)/出席点(25%)/レポート(10%)
出席点＇25％（であるが，出席回数９回以下 or４回連続欠席は評価対象外になるので注意すること。
テキスト＇Textbooks（
配布プリントを用いる。二宮書店 or 帝国書院の地図帳を持参すること。
参考文献＇Readings（
配布プリントに提示する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
第１回目の授業＇ガイダンス（に出席することがきわめて重要である。なお、授業計画は履修者の人数などにより、変更することが
ある。
注意事項＇Notice（

- 345 -

■HB313
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB313／外国地誌１
(World Geography 1 (Europe))
松村 公明(MATSUMURA KOUMEI)
春学期(Spring Semester)
TRC2100

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

授業の目標＇Course Objectives（
場所や地域を総合的に捉える地誌学の見方・考え方を習得し，観光研究に活用・忚用できる能力を身につける。
授業の内容＇Course Contents（
ヨーロッパの中のフランス，とくにパリの都市空間を対象として，为要な地図と写真をもとに，地誌学的な検討と考察を進める。
授業計画＇Course Schedule（
1. フランスを理解するための空間モデル１
2. フランスを理解するための空間モデル２
3. リセエンヌのパリ案内
4. パリを理解するための補助線
5. パリの立地と南北軸
―セーヌ渡河点とラ・シャペル隘路―
6. パリの形成と同心円１
―都市壁とフォーブール―
7. パリの形成と同心円２
―徴税請負人の壁と小郊外―
8. パリ歴史軸のパースペクティブ
9. 変貌するパリ１ ―パリ大改造―
10. 変貌するパリ２ ―グランプロジェ―
11. 移民・外国人のパリ１ ―グットドール―
12. 移民・外国人のパリ２ ―ショワジーの三角形―
13. パリの生活空間・観光空間１
14. パリの生活空間・観光空間２
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
地誌学の授業にとって，地図と地図帳は「辞書」と位置づけられる。決して暗記をする必要はないが，授業で取り上げる地域や都
市の地理的位置を理解しなければ，授業の内容を手がかりに自ら考察を深めることは難しい。そこで，履修者は自身の地理的知
識に忚じた地図・地図帳を手元に用意して，繰り返し参照すること。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(88%)/授業中の提出物(12%)
テキスト＇Textbooks（
使用しない。
参考文献＇Readings（
授業時に書籍・文献リストを配付し，紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB314
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB314／外国地誌２
(World Geography 2 (America))
南北アメリカの地誌
石井 久生(ISHII HISAO)
春学期(Spring Semester)
TRC2100

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

授業の目標＇Course Objectives（
南北アメリカの全体像と各地域の詳細を地誌学的に理解する。
授業の内容＇Course Contents（
南北アメリカの全体像と各地域の詳細を地誌学的に講義する。前半は北アメリカの地誌を，後半は中米カリブと南アメリカの地誌
を中心に講義する。
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション： 「アメリカ」はいかにして名付けられたか
2. 南北アメリカの自然環境
3. アングロアメリカの歴史地理： 「アメリカ」における人類の歴史と「アメリカ合衆国」の形成
4. アングロアメリカの農業地理： 伝統的土地利用の地域差と農業地域の形成
5. アングロアメリカの産業地理： 現代的土地利用とアグリビジネス
6. アングロアメリカの都市地理１： 近代の工業都市と初期シカゴ学派
7. アングロアメリカの都市地理２： 現代のグローバルシティとロサンゼルス学派
8. アングロアメリカのエスニック地理１： 移民が創造するアメリカ社会
9. アングロアメリカのエスニック地理２： ロサンゼルスの移民社会にみる現代エスニック地理の特徴
10. ラテンアメリカ： 先コロンブス期の歴史地理
11. ラテンアメリカ： 1492 年以降の人口動態の変化にみる人口地理
12. ラテンアメリカ： 20 世紀以降の人口と産業の地理
13. ラテンアメリカの都市地理１： 前産業型都市から 20 世紀型の分極化都市へ
14. ラテンアメリカの都市地理２： 21 世紀の分断化する都市
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業時間外の学習は，必要に忚じて別途指示する。指示された内容以外に，尐なくとも地図や web を利用して次回学習対象地域
について事前に学習しておくこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(70%)/授業時に指示する課題など(30%)
テキスト＇Textbooks（
特に指定しない。
参考文献＇Readings（
1. 矢ケ崎典隆、2010、『食と農のアメリカ地誌』、東京学芸大学出版会 (ISBN:4901665189)
2. 矢ケ崎典隆編、2011、『アメリカ』＇世界地誌シリーズ 4（、朝倉書店 (ISBN:4254168586)
3. 丸山浩明編、2013、『ブラジル』＇世界地誌シリーズ 6（、朝倉書店 (ISBN:4254169264)
4. 田辺裕、1999、『世界地理大百科事典〈3〉南北アメリカ』、朝倉書店 (ISBN:425416663X)
5. Jackiewicz, E.L. and F.J. Bosco. 2012. Placing Latin America: Contemporary Themes in Geography. Rowman & Littlefield
(ISBN:1442212438)
6. Hardwick, S.W., F.M. Shelley and D.G. Holtgrieve. 2012. The Geography of North America: Environment, Culture, Economy.
Prentice Hall (ISBN:0321769678)
7. Blouet, Brian W. and Olwyn M. Blouet. 2015. Latin America and the Caribbean: A Systematic and Regional Survey 7th ed.. Wiley
(ISBN:1118729846)
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
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注意事項＇Notice（
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■HB315
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB315／外国地誌３
(World Geography 3 (East Asia))
朝鮮半島の地域性について
鄭 玉姫(JUNG OKHEE)
秋学期(Fall Semester)
TRC2100

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

授業の目標＇Course Objectives（
自然環境と伝統的生活，現代文化などあらゆる点で密接なつながりを有する東アジアについて，その成り立ちと現代社会に関す
る知識を体系的に身につける。
授業の内容＇Course Contents（
東アジアにおける自然環境と人間生活・文化・宗教のさまざまな関係を紹介する。特に朝鮮半島・韓国に焦点をおいて，自然環境
と人間生活，産業構造がどのように成立しているかを学ぶ。そして，韓国と日本とのつながりについても考える。授業では，朝鮮
半島の地図および韓国の写真を多用しながら進めていく。
授業計画＇Course Schedule（
1. 授業の概要 東アジアとは何か
2. 宗教からみる東アジア
3. 朝鮮半島の自然環境 1
4. 朝鮮半島の自然環境 2
5. 朝鮮半島の社会情勢
6. 南北交流 1 観光協力事業
7. 南北交流 2 経済協力事業
8. 韓国の産業構造と地域性
9. 韓国の人口動態と都市化
10. 韓国の観光政策と国際観光
11. ゲストスピーカー
12. 韓国の港湾
13. 地域紹介 1
14. 地域紹介 2
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
ニュースと新聞，インターネットを利用して東アジア情勢に関心を持つようにしてください。授業で学んだ内容がどれほど活用でき
るか自分で確認してみてください。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(70%)/授業内課題(30%)
テキスト＇Textbooks（
授業時にプリント資料を配布する。
参考文献＇Readings（
授業時間内に紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB316
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB316／外国地誌４
(World Geography 4 (South and Southeast Asia))
大塚 直樹(OTSUKA NAOKI)
春学期(Spring Semester)
TRC2100

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

授業の目標＇Course Objectives（
1．地誌学の基礎ならびに地誌的記述の目的を理解する。
2．ベトナムを中心に南・東南アジアに関する地誌的な知識を涵養する。
授業の内容＇Course Contents（
講義では，まずグローバル化した現代社会における地誌＇学（の位置づけを検討する。次に，地誌の学説史をたどりつつ，学校教
育と地誌との関係を把握する。以上の理解に基づき，南・東南アジア社会，特にベトナムを事例として，具体的な地誌に関する講
義をおこなう。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション
2. 現代社会と地誌
3. 地誌とは
4. 地誌の学説史＇1（：海外編
5. 地誌の学説史＇2（：日本編
6. 東南アジア世界の地域像
7. 東南アジア社会の歴史地理
8. ベトナム戦争に関する映像資料
9. ベトナム地誌：ベトナム戦争と国民国家の形成
10. ベトナム地誌：ベトナム戦争の記憶
11. ベトナム地誌：歴史空間としてのベトナム
12. ベトナム地誌：ベトナムの多様な生活空間
13. ベトナム地誌：関係性からとらえるベトナム社会
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
地図帳などにて東南アジア諸国の地理的位置を確認し、当該地域の基礎知識を修得しておくこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(80%)/小テスト(20%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
授業時にベトナム戦争に関するドキュメンタリー資料＇DVD（を用いる可能性がある。
注意事項＇Notice（
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■HB329
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB329／比較文化論
(Comparative Study of Culture)
差異性をふまえた他者理解
内藤 暁子(NAITO AKIKO)
春学期(Spring Semester)
TRC2200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

授業の目標＇Course Objectives（
グローバル化が進む，世界のさまざまな社会や文化を対象として，複雑化・多様化する現代社会における諸問題を比較考察し，
人間社会に対する理解を深めることを目標とします。
授業の内容＇Course Contents（
人は異なる世界＇異文化（を訪れたとき，自分の文化的背景を拠り所にその差異を認識します。言い換えれば，異文化＇他者（の
発見なくしては，自文化に対する認識も深化しえないといえます。本講義ではいくつかのテーマを設定して多様な文化のありさま
を知るとともに，比較考察を行い，差異性をふまえた理解や共生の可能性を学んでいきます。
授業方法は为に講義形式ですが，適宜，映像資料を活用します。
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション 「文化」の「比較」とは
2. 自文化と異文化
3. 結婚と家族 その１
4. 結婚と家族 その２
5. 結婚と家族 その３
6. セクシュアリティとジェンダー その１
7. セクシュアリティとジェンダー その２
8. セクシュアリティとジェンダー その３
9. 世界観 その１
10. 世界観 その２
11. 世界観 その３
12. 文化のイメージとオリエンタリズム その１
13. 文化のイメージとオリエンタリズム その２
14. 総括
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
本講義では関連する時事問題等について意見を述べてもらうので，普段からアンテナを高くするとともに，予習復習を怠らないよ
うにしましょう。
配付資料や指示した参考文献等を熟読し，興味のあるテーマについては自分の頭で考え，自分の目で見，自分の足で調べる心
構えをもって授業に臨んでください。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(70%)/出席票を兼ねた小テストやコメントペーパーの内容(30%)
テキスト＇Textbooks（
特に指定しません。関連資料を配布します。
参考文献＇Readings（
1. 田中雅一・中谷文美編、2005 年、『ジェンダーで学ぶ文化人類学』、世界思想社 (ISBN:978-4790710967)
他の参考書は随時、提示します。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB338
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB338／観光と性
(Gender and Tourism)
観光における性とジェンダー
豊田 三佳(TOYOTA MIKA)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2015 年度以前 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
文化的・社会的に構築された性差・性別役割分担であるジェンダーという分析概念を通して、体の性と心の性の多様性への理解
を深め、観光現象において性がどのように商品化されているか，あるいはジェンダー枠組みがどのように機能しているのかを考
察する。
授業の内容＇Course Contents（
具体的な事例を取り上げながら、観光ににおける性の商品化の構造的メカニズム、歴史的プロセスを説明する。また、ジェンダー
規範が様々な時代、社会においてどのように観光現象に反映されているかを学ぶ。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション
2. ジェンダーという概念１：男らしさ、女らしさの構築
3. ジェンダーという概念２：LGBT ツーリズム
4. 観光資源として商品化される女性の表象：タイ山地民の事例より
5. セックスツーリズム １：ベトナム戦争と米軍の R&R
6. セックスツーリズム 2: ビーチ・ボーイ
7. 女性の旅：観光実からバリ花嫁へ
8. 女性の旅：ネリー・ブライの世界一周
9. 女性の旅：江戸時代の女の旅
10. 男性の旅：非正規雇用と「外こもり」
11. 男性の旅：高齢者ケアとロングスティ・ツーリズム
12. 観光開発とジェンダー役割の変容
13. サービス産業と感情労働
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業中に指示する
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(41%)/授業中に实施する小レポート(59%)
受講態度の悪い履修者は出席を差し止めることがある
テキスト＇Textbooks（
授業中に指示する
参考文献＇Readings（
授業中に指示する
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB339
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB339／環境社会学
(Environmental Sociology)
湯浅 陽一(YUASA YOUICHI)
秋学期(Fall Semester)
TRC2300

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2012 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
複雑化・深刻化する環境問題について，環境社会学の視点からの理解を深めること
授業の内容＇Course Contents（
水俣病や新幹線公害などの代表的な公害問題，および，エネルギー問題とごみのリサイクル問題など現代社会で深刻化してい
る環境問題について，環境社会学による分析視点を踏まえながら解説する。
授業計画＇Course Schedule（
1. 授業のガイダンスと導入
2. 公害の社会構造１：水俣病とは
3. 公害の社会構造２：水俣病と地域社会
4. 公害の社会構造３：未認定患者問題
5. 公害の社会構造４：新幹線公害とは
6. 公害の社会構造５：受益圏と受苦圏
7. エネルギーと現代社会１：日本の電力構造
8. エネルギーと現代社会２：原発と地域社会
9. エネルギーと現代社会３：再生可能エネルギーの普及と地域社会
10. エネルギーと現代社会４：原子力のバックエンド問題
11. ごみとリサイクル１：日本のごみ事情
12. ごみとリサイクル２：日本のリサイクル政策
13. ごみとリサイクル３：海外のごみ政策
14. まとめ：環境問題の克朋に向けて
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
参考文献に事前を目を通したうえで，授業資料の復習をすること
成績評価方法・基準＇Evaluation（
レポート試験(Report Exam)(75%)/授業内レポート(25%)
レポート試験と授業内の小レポート＇授業コメント（を組み合わせて評価します。
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（
1. 飯島伸子、2000、『環境問題の社会史』、有斐閣 (ISBN:4641120978)
2. 舩橋晴俊、1985、『新幹線公害』、有斐閣 (ISBN:4641024871)
3. 飯田哲也、2011、『エネルギー進化論』、筑摩書房 (ISBN:4480066438)
4. 清水修二、2011、『原発になお地域の未来を託せるのか』、自治体研究社 (ISBN:4880375705)
5. 寄本勝美、1990、『ごみとリサイクル』、岩波書店 (ISBN:4004301491)
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（

- 353 -

■HB343
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB343／環境社会学１
(Environmental Sociology 1)
湯浅 陽一(YUASA YOUICHI)
秋学期(Fall Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2011 年度以前 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
複雑化・深刻化する環境問題について，環境社会学の視点からの理解を深めること
授業の内容＇Course Contents（
水俣病や新幹線公害などの代表的な公害問題，および，エネルギー問題とごみのリサイクル問題など現代社会で深刻化してい
る環境問題について，環境社会学による分析視点を踏まえながら解説する。
授業計画＇Course Schedule（
1. 授業のガイダンスと導入
2. 公害の社会構造１：水俣病とは
3. 公害の社会構造２：水俣病と地域社会
4. 公害の社会構造３：未認定患者問題
5. 公害の社会構造４：新幹線公害とは
6. 公害の社会構造５：受益圏と受苦圏
7. エネルギーと現代社会１：日本の電力構造
8. エネルギーと現代社会２：原発と地域社会
9. エネルギーと現代社会３：再生可能エネルギーの普及と地域社会
10. エネルギーと現代社会４：原子力のバックエンド問題
11. ごみとリサイクル１：日本のごみ事情
12. ごみとリサイクル２：日本のリサイクル政策
13. ごみとリサイクル３：海外のごみ政策
14. まとめ：環境問題の克朋に向けて
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
参考文献に事前を目を通したうえで，授業資料の復習をすること
成績評価方法・基準＇Evaluation（
レポート試験(Report Exam)(75%)/授業内レポート(25%)
レポート試験と授業内の小レポート＇授業コメント（を組み合わせて評価します。
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（
1. 飯島伸子、2000、『環境問題の社会史』、有斐閣 (ISBN:4641120978)
2. 舩橋晴俊、1985、『新幹線公害』、有斐閣 (ISBN:4641024871)
3. 飯田哲也、2011、『エネルギー進化論』、筑摩書房 (ISBN:4480066438)
4. 清水修二、2011、『原発になお地域の未来を託せるのか』、自治体研究社 (ISBN:4880375705)
5. 寄本勝美、1990、『ごみとリサイクル』、岩波書店 (ISBN:4004301491)
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB346
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB346／場所論／風景論
(Theory on place and landscape)
場所／風景から見た前近代日本の観光史
审井 康成(MUROI YASUNARI)
秋学期(Fall Semester)
TRC3000

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

授業の目標＇Course Objectives（
日本の文化や歴史を考える際，人の移動，とりわけ労働と切り離された，移動それ自体を目的とした「観光」という事象は重要な
要素である。本講義では，もともと労働や宗教的な目的で行なわれた人の移動が，後年「物見遊山」のようなレジャーとしての意
味を持ち始めるまでの通史的な理解に加え，それに伴い，日本各地の場所／風景が，種々の言説と結びつくことで，次第に意味
化されてゆく過程を，それぞれの時代の社会状況との関わりの中から，民俗学的・歴史学的に捉えなおすことを目指す。そして，
今日の「観光」のもつ歴史的・文化的な意味を考えたい。
授業の内容＇Course Contents（
場所／風景は，歴史過程の中で様々な意味を与えられ，しかもその内容や位置づけは，時代により変遷を重ねてきたと言える。
本講義では，日本における場所／風景に対する認識の仕方＇とくに「名所」や「遺跡」の観念（について，「観光」の発生／成立史
の観点から検討する。講義科目なので，時間中は教員が「喋りっぱなし」である。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス
2. 「旅」と「観光」－人が〈移動〉することとは何か
3. 広範囲だった前近代の「旅」の移動－下総国＇千葉県（から伊勢・熊野までの行程
4. 「伊勢神宮」と鎌倉武士①－信仰の空間的広がりの契機
5. 「伊勢神宮」と鎌倉武士②－神宮の成立から中世の「世俗化」まで
6. 場所／風景の意味化①－貴族たちの寺社参詣
7. 場所／風景の意味化②－「講」の結成と伊勢参宮のレジャー化
8. 戦国武士・島津家久の上京日記を読む①－鹿児島から北九州まで
9. 戦国武士・島津家久の上京日記を読む②－戦乱地帯を避けた瀬戸内海の船旅
10. 戦国武士・島津家久の上京日記を読む③－馬上で居眠りする織田信長を目撃
11. 江戸時代の「お伊勢参り」①－街道・宿場の整備と風景の意味化
12. 江戸時代の「お伊勢参り」②－『名所図会』を通した歴史意識の発達
13. 考証と「遺跡」「名所」の形成
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
とくに必要ありませんが，高等学校で学ぶ『日本史』の通史的な知識がないと，開講中，とっても退屈な時間を過ごさざるを得なく
なります。鎌倉時代と审町時代のどちらが「先」か，そうした「時代区分」はどのような契機でなされているか，などの基礎的な知識
は持ち合わせているという前提で講義を進めます。歴史に興味がない学生は，これを機会に興味を持つよう努力して下さい。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(100%)
毎回出席をとりますが，評価に際しては参考程度。出席率が低いからといって成績評価には影響しません。ただし，出席率の高
い履修者に対しては，成績評価において加点します。詳細は初回授業時に説明します。
テキスト＇Textbooks（
使用しない。教員において毎回レジュメを用意する。
参考文献＇Readings（
1. 神崎宠武、2004、『江戸の旅文化』、岩波書店
2. 野村典彦、2011、『鉄道と旅する身体の近代』、青弓社
3. 审井康成、2015、『首塚・胴塚・千人塚―日本人は敗者とどう向きあってきたのか』、洋泉社
4. 山本光正、2006、『街道図絵の成立と展開』、臨川書店
ほか、授業時に紹介する。
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その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB355
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB355／空間文化論
(Cultural Issues in the Spatial Environment)
空間の構成、造形、演出
毛谷村 英治(KEYAMURA EIJI)
秋学期(Fall Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2009 年度以前交流文化学科 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
建築によって作り出された空間がただ単に大きさを持つ隙間ではなく、建築が存在することによって演出された安らぎや躍動感、
あるいは賑やかさといったものがあることを理解する。また、建築がその内部あるいは外部で空間を仕切り新たな空間を生み出
す際に、それらの空間を作り方によって個性的に演出していくことが可能であることを理解する。
授業の内容＇Course Contents（
空間をどのように捉えるかという概念的な理解からその機能的な発展の歴史、構成の変化、さらには空間イメージの演出技法や
造形手法と作り出される空間の変容まで建築を利用する立場から建築の特性を理解するための視点を全て教授する。単なる容
器として建築を理解するのではなく、空間を作るための道具としての建築のあり方を学び、より良き建築为として将来活躍できる
素養を身につける。
授業計画＇Course Schedule（
1. 空間の概念 ＇＝「間」の認識（
2. 景色の認識
3. 塒から要塞へ
4. 機能的空間構成の思想
5. 無用の用
6. 数寄＇侘と寂（の哲学
7. けはい＇気配（の演出
8. 見立て
9. 仕上げ ＇木肌の風合い、ディテールの納まり（
10. 立体構成
11. 色合わせ ＇＝カラーコーディネート（
12. 開口部による繋がり
13. デザインツールと造形
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
日常的に生活で利用する自宅や大学とは全く異なる種類の空間を訪れ、その空間に身を置いた時に感じる印象とその理由につ
いて考察しておいてください。設計者の意図が反映されているのか、建築空間とは別の要素がその印象を生み出しているのか感
性を研ぎ澄ましてその理由を考察し、日常は意識せずに利用している空間に込められている意味を見出す練習をしておいてくだ
さい。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(70%)/課題レポート(30%)
テキスト＇Textbooks（
特に指定しません。講義時間中に必要に忚じて適宜指示します。
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

■HB357
HB357／地域文化と観光
(Regional Culture and Tourism)
他者のまなざし／自文化の相対化／アートによる地域活性化〈過去・現在・未来〉をつな
ぐためのリノベーション／アイコン的建築と地域文化
宮下 克也(MIYASHITA KATSUYA)
春学期(Spring Semester)
TRC3200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2010 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
観光という文脈の中で「地域文化」が再活性化あるいは生成する過程を文化人類学的及び社会学的な視点から理解することを
目標とする。
授業の内容＇Course Contents（
① 沖縄を事例にメディアによる表象と観光実という他者の〈まなざし〉によって，住民が無意識であった自らの文化を相対化し観
光資源と認識する過程を分析する。
② 観光地のエージェントとは誰か？
③ イタリアなどのヨーロッパ建築物のリノベーションやアートによる地域活性化を事例にして、〈過去・現在・未来〉をつなぐ「地域
と伝統」文化の在り方を考える。
④ ビルバオ＇スペイン（を事例に、アイコン的建築による街づくり・観光地化を考える。
授業計画＇Course Schedule（
1. 講義のねらいと流れの説明
2. 価値を見出せない自文化／他者が見出す文化の価値
3. 〈琉球／沖縄〉観光の社会史１：差異と同化、観光に必要なものは？
4. 〈琉球／沖縄〉観光の社会史２
5. 海洋博と無国籍リゾート：南国オキナワイメージの創出
6. 「琉球化」の实践
7. メディアの中の「沖縄」あるいは「琉球」
8. 「伝統」文化の再考１：博物館化される文化＇オーストリア・グラーツの事例（
9. 「伝統」文化の再考２：伝統的建築物のリノベーション／レスタウロ＇イタリア・ヴェネツィアの博物館、そしてマテーラの洞窟
住居などの事例（
10. アートと地域社会：アートによる地域活性化の事例を検討する。
11. 創出される文化１：ビルバオの概略
12. 創出される文化２：アイコン的建築はアイコンであり続けるのか？それとも地域の文脈に埋もれるのか？
13. ビルバオ効果の波及
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業の終わりに次回講義に関連する問題を提起するので，自分の考えをまとめておくこと。また，事前に考えた自分の考えと講
義の内容を授業後に比較し問題点を明らかにし分析しておくこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
レポート試験(Report Exam)(60%)/コメントペーパー(20%)/中間レポート(20%)
出席率三分の二以下の者は一切評価しない。また、30 分以上の遅刻者は入审禁止。
テキスト＇Textbooks（
特に指定しない。
参考文献＇Readings（
各講義にて紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB359
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB359／観光地域社会論
(Regional Society and Tourism)
秋山 綾(AKIYAMA AYA)
春学期(Spring Semester)
TRC3300

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2010 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
本講義では，近代観光が社会に与えた影響について日本を事例について理解する。さらに，観光の近代性を克朋するためのイノ
ベーションについて，消費スタイルの変化における観光と観光地の消費について理解する。
授業の内容＇Course Contents（
観光を通じた地域振興の考え方として，地域社会の近代化を目標とする住民为導の事業展開があるが，これが直面する構造的
な問題を技術革新論から明らかにする。さらに，消費社会における「差異化」の概念を用いて，問題を克朋する方法について考察
する。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション
2. 地域と社会を表す日常語と術語の関係
3. 人の移動と地域の関係
4. 観光と観光地＇1（
5. 観光と観光地 ＇2（
6. 観光地の運営と地域社会 ＇1)
7. 観光地の運営と地域社会 ＇2（
8. ポスト・ポストモダンツーリズムにおける「物語消費」の活用＇1（
9. ポスト・ポストモダンツーリズムにおける「物語消費」の活用＇2（
10. ポスト・ポストモダンツーリズムにおける「物語消費」の活用＇3（
11. スーパーフラット時代における地域＇1（
12. スーパーフラット時代における地域＇2（
13. スーパーフラット時代における地域＇3（
14. 要約・予備講義日
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
各講義冒頭にて，前回の講義内容についての復習を实施するため，blackboard から講義資料をダウンロードして，熟読し，理解
する。
講義で紹介される参考文献を中心に，関連書籍を読む。
適宜，提出義務のある課題を出す場合があるが，それらは提出されない場合，減点対象になる。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(100%)
適宜、課題＇提出義務あり（が出る場合があるが、それらは提出されない場合、減点対象になる場合がある。
テキスト＇Textbooks（
各回、レジュメ配布(blackboard 経由)
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
講義資料は，講義終了後，blackboard に up するので，各自，確認する。
注意事項＇Notice（

- 359 -

■HB363
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB363／国際協力論
(International Cooperation)
国際協力の視点から観光を考える
下田 恭美(SHIMODA YUKIMI)
秋学期(Fall Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

2011 年度以前 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
本コースでは、国際協力、特に国際開発協力という視点から観光を捉え、国際開発の基礎知識を学びながら、途上国における観
光を通じた開発の現状と課題を考察する。対象となる国／地域の社会・文化および人びとに焦点を当て、包括的に観光と国際協
力について理解を深めることを目標とする。
授業の内容＇Course Contents（
アジア、アフリカ、ラテンアメリカなどの具体的な国際開発協力の事例を紹介しながら、観光による開発の課題や可能性について
検討・考察する｡また、観光開発に直接的・間接的に関連するビジネス等についても学習する。
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション
2. 貧困削減と観光
3. 国際協力の変遷と観光
4. 映画「フラガール」
5. 観光開発と文化１
6. 観光開発と文化２
7. 観光開発と人権
8. 観光開発とジェンダー
9. 開発とエコ・ツーリズム
10. 観光開発とボランティア
11. 観光分野の人材育成
12. 開発とビジネス１
13. 開発とビジネス２
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
配布資料の読込み。新聞やテレビなどメディア等における関連トピックに関心を向けること。各授業の後半では、出来る限り自分
の考えを発表してもらう時間を作りたいと考えている。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席およびリアクションペーパー(30%)/小論文１(30%)/小論文２(40%)
４回以上の欠席は単位取得の要件を満たさないものとする。受講者の人数によってはグループワークによる発表を授業に取り入
れる。
テキスト＇Textbooks（
特になし。事前に読んでくるべき資料については適宜配布する。
参考文献＇Readings（
1. D.J.テルファー, R.シャープリー、2011、『発展途上国世界の観光と開発』、古今書院
2. 牧田東一、2013、『国際協力のレッスン：地球市民の国際協力論入門』、学陽書房
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB368
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB368／言語と社会
(Language and Society)
文学における乗り物
石橋 正孝(ISHIBASHI MASATAKA)
秋学期(Fall Semester)
TRC3400

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

授業の目標＇Course Objectives（
現实と虚構を問わず，乗り物が登場する十九世紀および二十世紀前半のヨーロッパ文学の読解を通じて，「旅」をめぐる想像力に
科学技術が与えた影響を考察する。
授業の内容＇Course Contents（
テクノロジーが地球規模で人々の生活習慣や社会の在り方を劇的に変えるようになった十九世紀において，変化を生み出す中
心的な原動力となっていたのが乗り物である。とりわけ鉄道と蒸気船は，自然エネルギーから人工的エネルギーへの転換を象徴
する存在であり，その土地の文化や社会を濃厚に反映しつつ，それらを劇的に変容させ，旅をめぐる想像力もそれに伴って再編
成された。また，当時の技術水準では实現不可能だった移動手段をめぐる想像には時代背景がストレートに反映される。この両
者を併せて検討することで，近代における旅の在り方を再検討する。
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション／馬車 1
2. 馬車 2
3. 馬車 3／鉄道 1
4. 鉄道 2
5. 鉄道 3
6. 鉄道 4
7. 鉄道 5
8. 蒸気船 1
9. 蒸気船 2
10. 蒸気船 3
11. 潜水艦
12. 気球
13. 飛行機
14. 自動車
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
ヴェルヌ『八十日間世界一周』クリスティ『オリエント急行の殺人』『ナイルに死す』のいずれか一冊には目を通していることが望ま
しい．
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終レポート(Final Report)(40%)/中間レポート(20%)/出席(40%)
中間レポートは講義内容のまとめ，期末レポートは乗り物体験の物語風記述とする．
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（

- 361 -

■HB370
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB370／国際観光と地域交流
(International Tourism and Regional Exchange)
鄭 玉姫(JUNG OKHEE)
秋学期(Fall Semester)
TRC3500

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

授業の目標＇Course Objectives（
国際観光の特性を論じつつ，国際観光と地域交流の関わりを分析する視点を把握する。
授業の内容＇Course Contents（
近年，国際観光実の増加にともない，観光目的地となる国家・地域では，交通，宿泊，案内サービスなどといった受入体制の整
備に取り組んでいる。国際観光による地域への影響には，人的交流，経済・社会的効果などが挙げられ，その動向について関連
の資料や統計データを用いて学ぶ。それに加えて，日本等における代表的な国際観光地域を取り上げ，国際観光と地域交流の
意義と重要性について考える。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション
2. 国際観光の概要
3. 国際観光に関わる行政組織
4. 観光立国政策と地域活性化
5. 訪日外国人観光実の観光行動１
6. 訪日外国人観光実の観光行動２
7. 国際観光の成長と観光地域づくり１
8. 国際観光の成長と観光地域づくり２
9. 国際観光の成長と観光地域づくり３
10. 国際観光とプロモーション１
11. 国際観光とプロモーション２
12. 国際観光と通訳ガイド
13. 国際観光と交通
14. 国際観光と宿泊施設
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
国際観光関連のニュースや新聞記事などに注意を払ってください。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(80%)/授業内課題(20%)
テキスト＇Textbooks（
授業時に資料などを配布する。
参考文献＇Readings（
1. 観光庁編、2015、『平成 27 年版 観光白書』、日経印刷
2. 日本観光振興協会、2012、『新たな集実に挑む インバウンド BUSINESS 資料編』、日本観光振興協会
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（

- 362 -

■HB373
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB373／トラベル・ジャーナリズム論
(Travel Journalism)
あこがれの外国旅行
前川 健一(MAEKAWA KENICHI)
春学期(Spring Semester)
TRC3400

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

授業の目標＇Course Objectives（
日本人の外国旅行の近現代史をさまざまなテーマから読み解く。
授業の内容＇Course Contents（
従来、旅行史は、为に旅行業界の歴史として語られてきたが、日本社会の歴史、たとえばテレビ番組や映画や音楽や食べ物な
どから、日本人の外国へのあこがれを点検していく。昨年は欧米人の外国旅行の歴史を取り上げたが、今年は日本人の外国旅
行史に焦点をあてる。
授業計画＇Course Schedule（
1. ことばと社会 ①
2. ことばと社会 ②
3. ことばと社会 ③
4. 日本人の海外旅行 戦前編
5. 日本人の海外旅行 戦前編
6. 欧米人の海外旅行 ①
7. 欧米人の海外旅行 ②
8. 日本人の海外旅行 戦後編
9. 日本人の海外旅行 戦後編
10. 日本人の海外旅行 戦後編
11. 日本人の海外旅行 戦後編
12. 日本人の海外旅行 戦後編
13. 日本人の海外旅行 戦後編
14. 日本人の海外旅行 戦後編

①
②

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
どういう分野の本でもいいが、とにかく読書。そしてさまざまな国の映画も見る。関心分野を全方向に広げる。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
レポート試験(Report Exam)(100%)
改行１字下げ、改行１行アケなどができない。あるいは、指定字数を守れない場合などは、減点とする。
テキスト＇Textbooks（
1. 前川健一、２００３、『旅行記でめぐる世界』、文藝春秋 (ISBN:4-16-660305-1)
参考文献＇Readings（
1. 前川健一、２００３、『異国憧憬 戦後海外旅行外史』、ＪＴＢ (ISBN:4-533-05058-1)
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
前川健一のブログ
アジア雑語林 http://d.hatena.ne.jp/maekawa_kenichi/
注意事項＇Notice（
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■HB374
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB374／観光と自然環境
(Tourism and Natural Environment)
中井 達郎(NAKAI TATSUO)
秋学期(Fall Semester)
TRC3100

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2012 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
各地に特有な自然環境は、観光にとって不可欠な資源である。日本各地・世界各地の多様な自然環境について、その成立・維持
の背景を理解し、観光資源としての価値と資源利用上の留意点について学ぶ。
授業の内容＇Course Contents（
自然環境は、各地域によって多様であり、そのことが地域の特性を育んでいる。このような多様な自然は、その地域を訪れたいと
いう地域外からの利用実の動機・ニーズとなり、観光資源となる。本授業では、世界各地あるいは日本各地を例にして、地学的側
面と生態学的側面から地域の自然の成り立ちについて解説を行う。授業の前半部分では山岳や火山・温泉、川や氷河に関わる
自然環境を、後半部分では沿岸・海洋、島にかかわる自然環境を対象に紹介する。なお、授業は、パワーポイント等を用いて、写
真や動画、図表を示しながら行う。また、毎回図表等の資料を配付する。
授業計画＇Course Schedule（
1. 観光資源としての自然環境
2. 山はどのようにして生まれるか？＇１（：地球内部の力
3. 山はどのようにして生まれるか？＇２（：地震と火山
4. 火山活動の恵み：景観と温泉
5. 火山活動のリスク
6. 川が作る自然＇１（：山を削る作用
7. 川が作る自然＇２（：低地をつくる作用
8. 氷河が作る自然
9. 氷河と気候変動
10. 海の自然～海岸のタイプ
11. 潮の満ち引きが生む現象
12. サンゴとサンゴ礁
13. サンゴ礁の生態学
14. 自然利用：利用者のリスクと自然に対するストレス
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
毎回，前回行った授業内容を配付資料やノートで確認しておくこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(80%)/毎授業時に提出する小レポート(20%)
単位取得のためには２／３以上の出席を必要とする。
テキスト＇Textbooks（
毎回資料を配付し，それをテキストとする。
参考文献＇Readings（
授業において適宜紹介する。なお，高等学校などで使用した地図帳を持参することが望ましい。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB375
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB375／日本のホスピタリティ
(Hospitality in Japan)
OMOTENASHI について学ぶ
福島 規子(FUKUSHIMA NORIKO)
春学期他(Spring Others)
TRC3000

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2012 年度以降 1 年次入学者対象
集中講義：8 月 1 日＇火（3～5 時限・2 日＇水（・3 日＇木（・4 日＇金（各 2～5 時限

授業の目標＇Course Objectives（
ホスピタリティを理解するための基礎知識を修得するとともに，自身のサービス経験や対人サービスの直接的観察に基づいて日
本型ホスピタリティに関する理解を深める。
授業の内容＇Course Contents（
日本では，相手がしてほしいことを前後の文脈等から推察し，自発的に行う人のことを「気が利く人」あるいは「気配りのできる人」
として高く評価する傾向がある。授業では，この「気配り」＇配慮行動（が日本特有のハイコンテクストサービスと進化していく過程
を，事例をあげながら解説していく。また，履修者自身が接実現場において体験した気配りについて発表し，日本のホスピタリティ
について議論する。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション 授業の進め方、準備学習、評価について
2. 対人サービスの特性
3. ホスピタリティの概念
4. 言語的表出と非言語的表出におけるホスピタリティ
5. 対人サービスの四階層分類
6. 対人サービスにおける共感性
7. 向社会的行動と他者意識
8. 援助行動と配慮行動
9. 暗黙知と配慮行動
10. 配慮行動進化モデル
11. ハイコンテクストサービスの事例研究
12. 高額小規模旅館にみる配慮行動
13. プレゼンテーション「接実現場における日本型ホスピタリティの事例研究」①
14. プレゼンテーション「接実現場における日本型ホスピタリティの事例研究」②
15. 講義のまとめとふりかえり
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業開始までに，履修者は対人サービスが提供されている接実現場に行き，サービス提供者(ショップ店員や飲食店の従業員、
美容師など)によって顧実に提供されている「気配り」を抽出し写真に収めておくこと。なお、その際に撮影場所，日時，撮影対象
なども合わせてメモしておく。写真は，発表時のパワーポイント資料として活用する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終レポート(Final Report)(40%)/プレゼンテーションの内容及び取組姿勢(30%)/授業態度(30%)
テキスト＇Textbooks（
講義は担当者が作成した配布資料をもとに進める。授業内で使用したパワーポイントの配布はしない。
参考文献＇Readings（
1. 岡本伸之編著、2013、『よくわかる観光学 1 観光経営学』、朝倉書店 (ISBN:978-4-254-16647-7)
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB376
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB376／トラベルライティング
(Travel Writing)
抜井 ゆかり(NUKUI YUKARI)
春学期(Spring Semester)
TRC3400

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2012 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
リテラシーを重視した修辞法に重きを置くトラベルライティングを意識し，活用することにより，旅の楽しみ方を改めて捉え直し,観
光消費を牽引する作用を考察する。
授業の内容＇Course Contents（
ICT の発達により旅行記事を表し，発信する人々が増えているが，トラベルライティングの知識を得て旅の表現を学び，発信する
ことは，自らの旅の楽しみを増大させるだけでなく，他の人々を旅へ誘う要素とも成り得る。旅の構成要素を分解し，それぞれの
基礎知識と表現を紹介した上で，それらを魅力ある表現としてまとめられるよう講義するとともに，トラベルライティングの活用事
例を紹介する。
授業計画＇Course Schedule（
1. 授業ガイダンス,「旅を伝える」トラベルライティングとは？
2. 旅の構成要素と表現
3. 差異を意識する
4. 風景・情景を表現する,描く,書く
5. 「新座」を表現する,描く,書く
6. 旅の修辞法１
7. 旅の修辞法２
8. 食べ物を表す
9. 建築物を表す
10. 宿泊施設を表す
11. 交通機関／人物を表す
12. 宗教／文化を表す
13. トラベルライティングを評する・愉しむ
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業時間外の学習に関する指示は，必要に忚じて別途指示する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席状況を含む平常点＇70％（とレポート＇30％（による。(100%)
テキスト＇Textbooks（
特に指定しない。
参考文献＇Readings（
適宜紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB377
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB377／レジャー・レクリエーション論
(Leisure Recreation)
レジャー・スタディーズ
宮入 恭平(MIYAIRI KYOHEI)
春学期(Spring Semester)
TRC3000

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2012 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
「レジャー」や「レクリエーション」の意味を確認しながら、社会、経済、政治や文化との関係を理解する。
授業の内容＇Course Contents（
わたしたちは日常生活のなかで、「レジャー」や「レクリエーション」という言葉を身近なものとして認識している。この授業では、最
新の話題を盛り込みつつ、日頃わたしたちが無自覚に享受している「レジャー」や「レクリエーション」の意味を問い直しながら、日
本および海外の社会、経済、政治や文化と関連づけて考える。
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション
2. レジャーとは何か
3. レクリエーションとは何か
4. 余暇①
5. 余暇②
6. 遊び①
7. 遊び②
8. ライフスタイル①
9. ライフスタイル②
10. 仕事①
11. 仕事②
12. カルチュラル・スタディーズ①
13. カルチュラル・スタディーズ②
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業はテキストに準じておこないます。予習・復習のためにテキストを活用してください。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(60%)/授業内レポート(40%)
テキスト＇Textbooks（
1. 渡辺潤＇編（、2015 年、『レジャー・スタディーズ』、世界思想社 (ISBN:4790716627)
参考文献＇Readings（
1. 渡辺潤＋宮入恭平＇編著（、2013 年、『「文化系」学生のレポート・卒論作成術』、青弓社 (ISBN:4787292129)
その他、授業中に紹介します。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB381
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB381／観光と国際協力
(Tourism and International Cooperation)
国際協力の視点から観光を考える
下田 恭美(SHIMODA YUKIMI)
秋学期(Fall Semester)
TRC3500

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

2012 年度以降 1 年次入学者対象

授業の目標＇Course Objectives（
本コースでは、国際協力、特に国際開発協力という視点から観光を捉え、国際開発の基礎知識を学びながら、途上国における観
光を通じた開発の現状と課題を考察する。対象となる国／地域の社会・文化および人びとに焦点を当て、包括的に観光と国際協
力について理解を深めることを目標とする。
授業の内容＇Course Contents（
アジア、アフリカ、ラテンアメリカなどの具体的な国際開発協力の事例を紹介しながら、観光による開発の課題や可能性について
検討・考察する｡また、観光開発に直接的・間接的に関連するビジネス等についても学習する。
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション
2. 貧困削減と観光
3. 国際協力の変遷と観光
4. 映画「フラガール」
5. 観光開発と文化１
6. 観光開発と文化２
7. 観光開発と人権
8. 観光開発とジェンダー
9. 開発とエコ・ツーリズム
10. 観光開発とボランティア
11. 観光分野の人材育成
12. 開発とビジネス１
13. 開発とビジネス２
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
配布資料の読込み。新聞やテレビなどメディア等における関連トピックに関心を向けること。各授業の後半では、出来る限り自分
の考えを発表してもらう時間を作りたいと考えている。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席およびリアクションペーパー(30%)/小論文１(30%)/小論文２(40%)
４回以上の欠席は単位取得の要件を満たさないものとする。受講者の人数によってはグループワークによる発表を授業に取り入
れる。
テキスト＇Textbooks（
特になし。事前に読んでくるべき資料については適宜配布する。
参考文献＇Readings（
1. D.J.テルファー, R.シャープリー、2011、『発展途上国世界の観光と開発』、古今書院
2. 牧田東一、2013、『国際協力のレッスン：地球市民の国際協力論入門』、学陽書房
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB412
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

抽選登録／データ情報処理
(Data Processing)
朝岡 誠(ASAOKA MAKOTO)
秋学期(Fall Semester)
TRM1200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

人数制限科目＇48 名（

授業の目標＇Course Objectives（
社会調査によって資料やデータを収集し，分析しうる形にまで整理していく方法を習得する。加えて，社会調査にかかわるパソコ
ンスキルも習得する。
授業の内容＇Course Contents（
簡単な量的社会調査の实施過程を体験することで，社会調査の企画，全数調査と標本調査，標本誤差，サンプリングの方法＇単
純無作為化法・多段抽出法・層化抽出法（，調査票の設計＇質問文・選択肢の設計（，結果の分析法＇単純集計・二変数の分析（
などの理解・習得を目指す。なお，授業内ではパソコンを利用した实習を行うことがある。
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション：社会調査とは何か？
2. 社会調査の分類：量的／質的調査、全数／標本調査
3. 社会調査の企画・設計 1：調査テーマの設定
4. 社会調査の企画・設計 2：仮設の生成
5. 調査票の作成 1：調査票の構成・質問文の並べ方
6. 調査票の作成 2：質問文の言いまわし＇ワーディング（
7. サンプリングの方法 1：標本抽出の理論
8. サンプリングの方法 2：標本抽出の实際
9. 量的調査の諸方法
10. 調査の实施
11. 調査データの作成
12. 調査データの分析 1：単純集計
13. 調査データの分析 2：変数間の関連を明らかにする
14. 調査報告書の作成
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
新聞、テレビ、ネットニュースなどで報じられているアンケート調査に目を通し、現实にどのような社会調査が行われているのかに
関心を持つことが望ましい。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(50%)/授業内課題(50%)
毎回の授業で CHORUS を用いた課題を出すので、パソコンの操作に慣れていることが望ましい。
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（
1. 森岡清志編、2009、『ガイドブック社会調査』、日本評論社 (ISBN:978-4535582460)
2. 大谷信介ほか編、2005、『社会調査へのアプローチ第 2 版』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623066544)
3. 鈴木淳子、2011、『質問紙デザインの技法』、ナカニシヤ出版 (ISBN:978-4779510755)
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
この授業は社会調査士科目 B に対忚している。詳しくは立教大学社会情報教育研究センターのホームページ
＇https://csi.rikkyo.ac.jp/（を参照すること。
注意事項＇Notice（
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■HB413
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／データ情報処理
(Data Processing)
朝岡 誠(ASAOKA MAKOTO)
秋学期(Fall Semester)
TRM1200

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

教職課程登録者のみ

授業の目標＇Course Objectives（
社会調査によって資料やデータを収集し，分析しうる形にまで整理していく方法を習得する。加えて，社会調査にかかわるパソコ
ンスキルも習得する。
授業の内容＇Course Contents（
簡単な量的社会調査の实施過程を体験することで，社会調査の企画，全数調査と標本調査，標本誤差，サンプリングの方法＇単
純無作為化法・多段抽出法・層化抽出法（，調査票の設計＇質問文・選択肢の設計（，結果の分析法＇単純集計・二変数の分析（
などの理解・習得を目指す。なお，授業内ではパソコンを利用した实習を行うことがある。
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション：社会調査とは何か？
2. 社会調査の分類：量的／質的調査、全数／標本調査
3. 社会調査の企画・設計 1：調査テーマの設定
4. 社会調査の企画・設計 2：仮設の生成
5. 調査票の作成 1：調査票の構成・質問文の並べ方
6. 調査票の作成 2：質問文の言いまわし＇ワーディング（
7. サンプリングの方法 1：標本抽出の理論
8. サンプリングの方法 2：標本抽出の实際
9. 量的調査の諸方法
10. 調査の实施
11. 調査データの作成
12. 調査データの分析 1：単純集計
13. 調査データの分析 2：変数間の関連を明らかにする
14. 調査報告書の作成
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
新聞、テレビ、ネットニュースなどで報じられているアンケート調査に目を通し、現实にどのような社会調査が行われているのかに
関心を持つことが望ましい。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
筆記試験(Written Exam)(50%)/授業内課題(50%)
毎回の授業で CHORUS を用いた課題を出すので、パソコンの操作に慣れていることが望ましい。
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（
1. 森岡清志編、2009、『ガイドブック社会調査』、日本評論社 (ISBN:978-4535582460)
2. 大谷信介ほか編、2005、『社会調査へのアプローチ第 2 版』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623066544)
3. 鈴木淳子、2011、『質問紙デザインの技法』、ナカニシヤ出版 (ISBN:978-4779510755)
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
この授業は社会調査士科目 B に対忚している。詳しくは立教大学社会情報教育研究センターのホームページ
＇https://csi.rikkyo.ac.jp/（を参照すること。
注意事項＇Notice（
履修を希望する場合は、新座キャンパス教務事務センターへ 8 月 31 日＇木（16:00 までに申し出のうえ、履修登録の手続きを行う
こと。
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■HB415
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

HB415／交流文化フィールドワーク論
(Fieldwork Method)
他者と接合するための技法
小西 公大(KONISHI KODAI)
春学期(Spring Semester)
TRM2000

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
日本語
(Japanese)

授業の目標＇Course Objectives（
本科目ではフィールドワークに最も重きを置いた分野である文化＇社会（人類学や民俗学の方法論・理念を学ぶことで、調査实習
や卒論執筆にも忚用可能な技法の習得を目指す。
授業の内容＇Course Contents（
講義はフィールドワーク＇FW（の理念・歴史を学んだのち，行動観察・インタビュー・地域調査という三つの手法を講義する。通常
FW というとインタビュー調査がメインと思われがちだが，生態学や動物行動学の影響を受けてヒトの社会性を考察してきた人類
学では，相互行為や行動を「観る」「記録する」技法を駆使してきた分野でもあり，これは観光行動などの観光研究にも忚用し得る
ものである。講義では民族誌的作品を読みながらこれらの技法を具体的に理解していくとともに，後半では調査計画の立案や記
録の技術＇インタビュー方法、フィールドノート、写真撮影技術（など实用的な技法も学んでいく。
本科目は講義科目ではあるが，技法を身に着けるという实践的な目標を持っているため，相忚の努力と時間を要する。受講生に
は課題を求める＇人数に忚じて授業内での発表を求める場合もある（。課題は講義で学んだ技法を忚用し，身近な人や環境を対
象に調査を試行するものとなる。
授業計画＇Course Schedule（
1. 理念と歴史＇1（他者を知る
2. 理念と歴史＇2（日常への視点
3. 理念と歴史＇3（全体を見通す
4. 様々な方法＇1（行動観察と記録
5. 様々な方法＇2（インタビュー・生活史
6. 様々な方法＇3（地域調査とは
7. 調査を計画する＇1（調査テーマの発見
8. 調査を計画する＇2（調査計画の立て方
9. 調査の实用＇1（データの取り方＇インタビュー技術編１（
10. 調査の实用＇1（データの取り方＇インタビュー技術編２（
11. 調査の实用＇②（データの取り方＇フィールドノート編（
12. 調査の实用＇2（データの取り方＇フィールド写真術編１（
13. 調査の实用＇2（データの取り方＇フィールド写真術編２（
14. データ整理の方法
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
上述の通り課題を課すので、授業で学んだ技法を試してみるという経験的学習が必要となる。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
授業への为体的な取り組み＇含出席率（(30%)/コメントペーパー(30%)/最終レポート(Final Report)(40%)
テキスト＇Textbooks（
1. 秋山裕之・小西公大＇編（、2016、『フィールド写真術』、古今書院
上記テキストは、本授業でのフィールド写真の撮影技術のための实践演習で使用する。
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
『メイキング文化人類学』＇太田好信・浜本満編，世界思想社，2005 年)は，B.マリノフスキーら近代人類学の創始者の FW につい
て書かれており，本科目前半の講義で扱う事象を多々含んでいる。
『フィールドワーカーズ・ハンドブック』＇日本文化人類学会監修，世界思想社，2011 年（は FW の实用的な方法論である。特に日帰
りの FW，1 週間の FW など，ゼミなどで实践可能な説明がなされている。
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■HB611
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇２年（Ａ
(Seminar (2nd year)A)
松村 公明(MATSUMURA KOUMEI)
春学期(Spring Semester)
TRM2003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
観光地理学の研究方法を，地域調査の計画と实際をとおして習得し，観光研究にアプローチできるようにする。
授業の内容＇Course Contents（
旅行者一人一人の振る舞いは，場所と地域にいかなる影響と変容を与えてきたのか。人が移動する道筋＇交通ルート（，道筋が
集散する拠点都市＇結節点（，結節点の背後に展開する都市空間＇後背地（， これらをおもな対象に，地理学の方法に基づく調
査・研究を推し進め，観光の空間的広がりをとおして場所・地域の一般性と特性について考察を進める。
授業計画＇Course Schedule（
1. 演習の進め方＇国内地域調査に向けて（
2. 国内地域調査の概要
3. 地形図の判読と利用１
4. 地形図の判読と利用２
5. 地形図の判読と利用３
6. 地形図の判読と利用４
7. 国内地域調査に関連する文献講読１
8. 国内地域調査に関連する文献講読２
9. 国内地域調査に関連する文献講読３
10. 国内地域調査に関連する文献講読４
11. 国内地域調査に関連する統計・資料の活用１
12. 国内地域調査に関連する統計・資料の活用２
13. 国内地域調査に関連する統計・資料の活用３
14. 国内地域調査に関連する統計・資料の活用４
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
１．夏季休暇中＇９月上旪～中旪を予定（に，履修者全員が参加して国内地域調査を实施する。
２．履修者は 2017 年度春学期開講「外国地誌１」を，同時に履修することが望ましい。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席(50%)/課題に対する取り組み方(50%)
テキスト＇Textbooks（
1. 2008 年、『5 万分の 1 地形図「小倉」』、国土地理院
2. 2008 年、『5 万分の 1 地形図「折尾」』、国土地理院
3. 2006 年、『2.5 万分の 1 地形図「下関」』、国土地理院
4. 2007 年、『2.5 万分の 1 地形図「小倉」』、国土地理院
5. 2007 年、『2.5 万分の 1 地形図「八幡」』、国土地理院
他は演習時に指示する。
参考文献＇Readings（
演習時に紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB612
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇２年（Ｂ
(Seminar (2nd year)B)
松村 公明(MATSUMURA KOUMEI)
秋学期(Fall Semester)
TRM2003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
演習＇２年（A から継続して，観光地理学の研究方法を，地域調査をとおして習得し，観光研究にアプローチできるようにする。
授業の内容＇Course Contents（
演習＇２年（A から継続して，人が移動する道筋(交通ルート)，道筋が集散する拠点都市(結節点)，結節点の背後に展開する都市
空間(後背地)，これらをおもな対象に，地理学の方法に基づく調査・研究を推し進め，観光の空間的広がりをとおして場所・地域
の一般性と特性について考察を進める。
授業計画＇Course Schedule（
1. 調査班による発表と討論１
2. 調査班による発表と討論２
3. 調査班による発表と討論３
4. 調査班による発表と討論４
5. 国内地域調査のまとめ
6. 文献講読１
7. 文献講読２
8. 文献講読３
9. 文献講読４
10. 個別課題の構想発表に向けて
11. 個別課題構想発表１
12. 個別課題構想発表２
13. 個別課題構想発表３
14. 個別課題構想発表４
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
履修者は 2017 年度秋学期開講「観光地理学２」を，同時に履修することが望ましい。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席(50%)/課題に対する取り組み方(50%)
テキスト＇Textbooks（
演習時に指示する。
参考文献＇Readings（
演習時に紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB613
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇２年（Ａ
(Seminar (2nd year)A)
門田 岳久(KADOTA TAKEHISA)
春学期(Spring Semester)
TRM2003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
文化人類学・民俗学の観点からコミュニティ＇日常において人間が形成する集団（を理解するために、他者の生活を捉えるための
基本的な枠組みを身につけることが目標である。そのための一方法として、本科目では近年の生活史＇ライフヒストリー（研究の
基本概念を、具体的なエスノグラフィーの読解を通じて学習していく。またコースワークを通じて、自分の見方や意見を論理的に
説明し、他者と議論できるスキルと自信を身につけることも不可欠である。
授業の内容＇Course Contents（
生活史研究は人類学、社会学、民俗学などにおいて広く用いられてきたが、それは単に「口で語られた個人史」という資料の意味
を越えて、一個人の具体的な語りを通じて社会現象をまなざすものであると同時に、抽象ではなく具体に根ざした社会科学的方
法論である。本科目では近年刊行された生活史研究のテキストや事例研究を輪読し、その手法の魅力に触れ、自ら实践するた
めの構想を練っていく。この演習はフィールドワーク系のゼミではあるが、いきなり調査行くのではなく、現象を捉えるための基礎
知識の習得を重視する観点で、2 年次は基本的に文献講読が为たる活動となる。授業では文献を決めて担当者が要約・発表し、
全員で議論を行う。その他、レジュメ作成やプレゼンテーション技術の習得、希望に忚じて見学や合宿等も行う。
授業計画＇Course Schedule（
1. ゼミとは何か／ゼミでの発表と議論の方法
2. 生活史と人類学・民俗学
3. 生活史と社会学
4. 受講生による発表
5. 受講生による発表
6. 受講生による発表
7. 受講生による発表
8. 受講生による発表
9. 受講生による発表
10. 受講生による発表
11. 受講生による発表
12. 受講生による発表
13. 受講生による発表
14. 全体のまとめの議論
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
学期中に全員 1 回以上報告する義務を負う。担当でない学生も必ず文献を事前に読んで受講すること。また本学部・他学部の文
化人類学系の講義を極力多く履修し、本科目と関連させながら知見を増やすこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
議論への参加状況(20%)/ゼミでの文献報告(40%)/レポート(40%)
テキスト＇Textbooks（
講読文献＇論文（は随時指示します。
参考文献＇Readings（
1. 岸政彦他、2016、『質的社会調査の方法 -- 他者の合理性の理解社会学』、有斐閣
演習は講義と違って受動的な聴講ではなく、受講生の能動的な参加によって成り立つ授業です。議論に参加せず座っているだけ
の「お実様」は出席とみなされません。また無断欠席や重要な連絡への無回答があると、演習の継続履修が難しくなります。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB614
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇２年（Ｂ
(Seminar (2nd year)B)
門田 岳久(KADOTA TAKEHISA)
秋学期(Fall Semester)
TRM2003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
「生活世界」や「生活環境为義」といった視点で現代のコミュニティを捉えるための基礎的な学習を行う。
授業の内容＇Course Contents（
文化人類学や民俗学に基づいたものの見方の一つとして、フィールドにおける生活者の視点から現象を捉えるというものがある。
それは中長期間にわたるフィールドワークや参与観察を通じ、現地の人びとと同じ視点を獲得するということでもあるし、権力者
や上位組織といった「上」から物事を捉えるのではなく、「普通の人々」の立場に立って捉えるということでもある。後者の視点を考
える際にキーワードになるのは、草の根、生活世界、日常性、在野性、生活環境为義などの概念である。ではこれらの視点からコ
ミュニティを捉えるのはどのようにして可能になるだろうか。本科目では民俗学、農村社会学・環境社会学等の文献を通じ、〈足下
から世界を見る〉ための視点を獲得する。その上で、3 年次にその視点を用いた社会調査实習を行う。
授業計画＇Course Schedule（
1. 講義：現代における「野の学問」
2. 講義：生活環境とフィールドワーク
3. 受講生による発表
4. 受講生による発表
5. 受講生による発表
6. 受講生による発表
7. 受講生による発表
8. 受講生による発表
9. 受講生による発表
10. 受講生による発表
11. 受講生による発表
12. 受講生による発表
13. 受講生による発表
14. 全体の総括
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
「人類学」、「環境社会学」など、本学部における関連する科目の同時履修を強く推奨します。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
議論への参加状況(20%)/ゼミでの文献報告(40%)/レポート(40%)
テキスト＇Textbooks（
講読文献＇論文（は随時指示します。
参考文献＇Readings（
詳しい文献リストは開講時に指示するが、松田素二『日常人類学宠言！―生活世界の深層へ/から』、菅豊『「新しい野の学問」
の時代へ―知識生産と社会实践をつなぐために』、鳥越皓之『環境社会学―生活者の立場から考える』、古川彰・松田素二編『観
光と環境の社会学』などを取り上げる予定である。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
演習は講義と違って受動的な聴講ではなく、受講生の能動的な参加によって成り立ちます。指導にも関わらず参加態度が改善さ
れない場合、受講の継続可否の判断を行います。
注意事項＇Notice（
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■HB615
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇２年（Ａ
(Seminar (2nd year)A)
葛野 浩昭(KUZUNO HIROAKI)
春学期(Spring Semester)
TRM2003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
文化・社会の変化・交流・創造現象に関する小研究の实践・発表・ディスカッション等を通して，文化人類学的研究の視点を見に
つけ磨くことを目指します｡
授業の内容＇Course Contents（
(１) 文化人類学の研究領域で各人が関心を持つ現象やテーマについて，履修者それぞれが小研究を行い，レジュメにまとめて
発表して，皆でディスカッションを行います｡各人の小研究では文献研究・雑誌記事データベースの分析・アンケート調査・インタビ
ュー調査等，研究テーマに適した方法論を用い，発表では研究結果のみならず方法論に関する説明も行います｡
(２) 後期ゼミでのインタビュー調査实習へ向けて計画を立案・検討する｡
授業計画＇Course Schedule（
1. ゼミ活動の年間計画の確認と検討｡
2. ゼミ生各人の関心・問題意識の自己紹介｡
3. 研究発表の形式・方法について｡
4. 各人の発表の概要の紹介｡
5. 各人の発表の概要の紹介と。発表順番 (スケジュール) の決定｡
6. 発表とディスカッション (２名) ｡
7. 発表とディスカッション (２名) ｡
8. 発表とディスカッション (２名) ｡
9. 発表とディスカッション (２名) ｡
10. 発表とディスカッション (２名) ｡
11. 発表とディスカッション (２名) ｡
12. 後期のインタビュー調査实習へ向けて意見交換｡
13. 後期のインタビュー調査实習へ向けて意見交換｡
14. 後期のインタビュー調査实習へ向けて意見交換。夏休み中の資料収集について。
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
・上記の授業計画以外に，発表へ向けての個人指導も随時行います。
・ ｢人類学｣ ｢観光人類学 1｣ ｢観光人類学 2｣ ｢エスニックツーリズム論｣ 等を併せて履修し，どこまでも〈現場〉や<当事者>を意
識した議論にこだわる文化人類学的な研究姿勢を身につけること｡
・ ｢エスニックツーリズム論｣ を通して ｢野外民族博物館リトルワールド｣ (愛知県犬山市) へ研修旅行に出かけます｡ ｢演習 (2
年) A｣ の履修者は全員が「エスニックツーリズム論」を履修すること｡
成績評価方法・基準＇Evaluation（
発表(40%)/ディスカッションへの貢献度(30%)/ゼミ運営への貢献度(30%)
テキスト＇Textbooks（
随時，資料を配布します｡
参考文献＇Readings（
随時，資料を配布します｡
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB616
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇２年（Ｂ
(Seminar (2nd year)B)
葛野 浩昭(KUZUNO HIROAKI)
秋学期(Fall Semester)
TRM2003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
インタビュー調査实習とその成果の発信とを通して，調査研究能力を实践的に身につけることを目指します｡ また，次年度３年ゼ
ミで实践するフィールドワーク实習の方法論について具体的に想像することも目指します｡
授業の内容＇Course Contents（
(１) ゼミ生共同のインタビュー調査实習を行います｡ 調査計画の立案・検討から調査結果の発信まで｡
(２) ３年次のフィールドワーク实習へ向けて，フィールドワークという方法論を学びます｡
授業計画＇Course Schedule（
1. 調査のテーマ・対象の検討：各人の調査企画案のプレゼンと議論による２案への絞り込み｡
2. 調査のテーマ・対象の検討：２案のプレゼンと議論を踏まえて企画を決定｡
3. 調査対象に関する資料の整理・確認｡
4. 質問内容の検討：共通質問と個別質問｡
5. 依頼状の検討・作成・送付｡
6. インタビュー・シートの作成｡
7. インタビュー・シートに基づいた模擬インタビュー｡
8. 調査対象との打ち合わせ｡
9. インタビュー調査や現場見学｡
10. インタビュー録音テキストの作成｡
11. インタビュー記録の整理と考察｡
12. 調査成果の発表｡
13. 次年度３年次のフィールドワーク实習へ向けて意見交換｡
14. 次年度３年次のフィールドワーク实習へ向けて計画を立案・検討。 春休み中の資料収集について｡
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
上記の授業計画はインタビュー調査实習の作業プロセスを示したものです｡ 作業の多くは，授業時間内に教审での作業として完
結するものではなく，むしろ授業時間外にも，そして学外でも継続的あるいは集中的に展開します｡
成績評価方法・基準＇Evaluation（
発表(40%)/ディスカッションへの貢献度(30%)/ゼミ運営への貢献度(30%)
テキスト＇Textbooks（
随時，資料を配布します｡
参考文献＇Readings（
1. 菅原和孝、2006、『フィールドワークへの挑戦』、世界思想社
2. 日本文化人類学会、2011、『フィールドワーカーズ・ハンドブック』、世界思想社
随時，資料を配布します｡
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB617
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇２年（Ａ
(Seminar (2nd year)A)
豊田 由貴夫(TOYODA YUKIO)
春学期(Spring Semester)
TRM2003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
異文化を理解するための様々な問題を，文化人類学の視点から考える。
授業の内容＇Course Contents（
異なる文化を理解し，それを人に伝えるためにどのようなことが必要か，どのような問題があるのかを，文化人類学の視点から考
えてもらう。具体的には，観光に伴う文化現象，開発の問題などがテーマとして考えられる。研究対象は海外ばかりでなく，我々
の身近な場面でも見つけられるだろう。
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション
2. 文化とは＇１（
3. 文化とは＇２（
4. 文化とは＇３（
5. 異文化理解のために＇１（
6. 異文化理解のために＇２（
7. 異文化理解のために＇３（
8. 言語と文化＇１（
9. 言語と文化＇２（
10. フィールドワーク＇１（
11. フィールドワーク＇２（
12. 大人と子供・通過儀礼＇１（
13. 大人と子供・通過儀礼＇２（
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
以下の文献の，いくつかの章を事前に読んでおくことが望ましい。
浜本満・浜本まり子編『人類学のコモンセンス』学術図書出版社, 1994,
成績評価方法・基準＇Evaluation（
平常点(70%)/最終レポート(Final Report)(30%)
テキスト＇Textbooks（
1. 浜本満・浜本まり子、1994、『人類学のコモンセンス』、学術図書出版社 (ISBN:978-4873614328)
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB618
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇２年（Ｂ
(Seminar (2nd year)B)
豊田 由貴夫(TOYODA YUKIO)
秋学期(Fall Semester)
TRM2003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
異文化を理解するための様々な問題を、文化人類学の視点から考える。
授業の内容＇Course Contents（
異なる文化を理解し，それを人に伝えるためにどのようなことが必要か，どのような問題があるのかを，文化人類学の視点から考
えてもらう。具体的には，観光に伴う文化現象，開発の問題などがテーマとして考えられる。研究対象は海外ばかりでなく，我々
の身近な場面でも見つけられるだろう。同時に、ゼミでの分担発表やそのための準備，レポートの作成などを通じて，発表の能力，
文章を書く訓練など，自分の意見を相手に伝えるコミュニケーション能力を身につけることを目指す。
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション
2. 人種と民族＇１（
3. 人種と民族＇２（
4. 人種と民族＇３（
5. 観光と文化＇１（
6. 観光と文化＇２（
7. 観光と文化＇３（
8. 文化人類学の理論＇１（
9. 文化人類学の理論＇２（
10. 文化人類学の理論＇３（
11. 現代社会と文化人類学＇１（
12. 現代社会と文化人類学＇２（
13. 現代社会と文化人類学＇３（
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
以下の文献の，いくつかの章を事前に読んでおくことが望ましい。
浜本満・浜本まり子編『人類学のコモンセンス』学術図書出版社, 1994,
成績評価方法・基準＇Evaluation（
平常点(70%)/最終レポート(Final Report)(30%)
テキスト＇Textbooks（
1. 浜本満・浜本まり子、1994、『人類学のコモンセンス』、学術図書出版社 (ISBN:978-4873614328)
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB619
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇２年（Ａ
(Seminar (2nd year)A)
千住 一(SENJU HAJIME)
春学期(Spring Semester)
TRM2003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
観光現象を歴史学の視点から分析する。
授業の内容＇Course Contents（
文献講読と受講者によるディスカッションを通じ，行為としての観光だけでなく，観光と密接な関係にある交通機関，宿泊施設，旅
行会社，観光情報，観光資源，観光施設，土産物，集実イベント，観光地開発などといった諸事象の歴史的展開およびその背景
として存在する社会変動について分析する。
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション
2. 文献講読およびディスカッション 1
3. 文献講読およびディスカッション 2
4. 文献講読およびディスカッション 3
5. 文献講読およびディスカッション 4
6. 文献講読およびディスカッション 5
7. 文献講読およびディスカッション 6
8. 文献講読およびディスカッション 7
9. 文献講読およびディスカッション 8
10. 文献講読およびディスカッション 9
11. 文献講読およびディスカッション 10
12. 文献講読およびディスカッション 11
13. 文献講読およびディスカッション 12
14. 演習のまとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
演習で紹介する文献を読む。演習で得られた知見にもとづき，発展的な読書，現地視察，資料収集などを自为的に实施する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
演習への取り組み(100%)
テキスト＇Textbooks（
受講者と相談の上、決定する。
参考文献＇Readings（
演習で文献リストを配付する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
本年度は、近代日本におけるホテルの展開を为要テーマとして設定する。演習の進め方については、受講者と相談して決定す
る。
注意事項＇Notice（
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■HB620
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇２年（Ｂ
(Seminar (2nd year)B)
千住 一(SENJU HAJIME)
秋学期(Fall Semester)
TRM2003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
観光現象を歴史学の視点から分析する。
授業の内容＇Course Contents（
文献講読と受講者によるディスカッションを通じ，行為としての観光だけでなく，観光と密接な関係にある交通機関，宿泊施設，旅
行会社，観光情報，観光資源，観光施設，土産物，集実イベント，観光地開発などといった諸事象の歴史的展開およびその背景
として存在する社会変動について分析する。
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション
2. 文献講読およびディスカッション 1
3. 文献講読およびディスカッション 2
4. 文献講読およびディスカッション 3
5. 文献講読およびディスカッション 4
6. 文献講読およびディスカッション 5
7. 文献講読およびディスカッション 6
8. 文献講読およびディスカッション 7
9. 文献講読およびディスカッション 8
10. 文献講読およびディスカッション 9
11. 文献講読およびディスカッション 10
12. 文献講読およびディスカッション 11
13. 文献講読およびディスカッション 12
14. 演習のまとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
演習で紹介する文献を読む。演習で得られた知見にもとづき，発展的な読書，現地視察，資料収集などを自为的に实施する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
演習への取り組み(100%)
テキスト＇Textbooks（
受講者と相談の上，決定する。
参考文献＇Readings（
演習で文献リストを配付する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
本年度は、近代日本におけるホテルの展開を为要テーマとして設定する。演習の進め方については、受講者と相談して決定す
る。
注意事項＇Notice（
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■HB621
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇２年（Ａ
(Seminar (2nd year)A)
鈴木 涼太郎(SUZUKI RYOTARO)
春学期(Spring Semester)
TRM2003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

秋学期は大橋 健一＇OHASHI KENICHI（が担当

授業の目標＇Course Objectives（
本演習では，社会学や文化人類学をベースに「文化」という観点から観光現象を分析する視点を養うことを目的とする。
授業の内容＇Course Contents（
「文化」を単に既存の観光の対象としてのみとらえるのではなく，「文化」と観光とのダイナミックな関係の中で，いかに「文化」が
「文化」として社会的に成立しているか，観光がいかなる「文化」を生み出しているか等を把握する視点を重視しながら、「文化」を
分析・理解するための準備学習として「文化」をめぐるさまざまな議論や理論を検討する。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション
2. 「文化」を分析・理解するための準備学習＇１（：概念の再検討
3. 「文化」を分析・理解するための準備学習＇２（：概念の再検討
4. 「文化」を分析・理解するための準備学習＇３（：「文化」と「文明」
5. 「文化」を分析・理解するための準備学習＇４（：ネイションとナショナリズム
6. 「文化」を分析・理解するための準備学習＇５（：伝統の創造
7. 「文化」を分析・理解するための準備学習＇６（：文化相対为義
8. 「文化」を分析・理解するための準備学習＇７（：人種と民族
9. 「文化」を分析・理解するための準備学習＇８（：カルチュラル・スタディーズ
10. 「文化」を分析・理解するための準備学習＇９（：英・米における「文化」概念
11. 「文化」を分析・理解するための準備学習＇10（：日本における「文化」概念
12. 総合討論＇１（
13. 総合討論＇２（
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
「文化」に対する意識的な態度を常日頃から心がけておくこと。各回の課題文献を必ず熟読した上で，自分なりの論点や疑問点
などを整理し，演習に臨むこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終レポート(Final Report)(25%)/出席(50%)/演習内での発表(15%)/演習への参加度(10%)
テキスト＇Textbooks（
1. 鏡味治也、2010、『キーコンセプト 文化』、世界思想社 (ISBN:978-4-7907-1493-4)
その他内容に忚じて適宜案内する。
参考文献＇Readings（
内容に忚じて適宜紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
時間割に設定された演習時間以外に行われる各自またはグループでの準備作業，また学外での各種見学・調査などへの参加
が求められる。
注意事項＇Notice（
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■HB622
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇２年（Ｂ
(Seminar (2nd year)B)
大橋 健一(OHASHI KENICHI)
秋学期(Fall Semester)
TRM2003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

春学期は鈴木 涼太郎＇SUZUKI RYOTARO（が担当

授業の目標＇Course Objectives（
本演習では，社会学や文化人類学をベースに「文化」という観点から観光現象を分析する視点を養うことを目的とする。
授業の内容＇Course Contents（
「文化」を単に既存の観光の対象としてのみとらえるのではなく，「文化」と観光とのダイナミックな関係の中で，いかに「文化」が
「文化」として社会的に成立しているか，観光がいかなる「文化」を生み出しているか等を把握する視点を重視する。このような問
題を「観光文化」という概念に基づいて具体的に考察する。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション
2. 観光文化をめぐる諸議論＇１（：疑似イベント
3. 観光文化をめぐる諸議論＇２（：観光による文化破壊
4. 観光文化をめぐる諸議論＇３（：演出された真正性
5. 観光文化をめぐる諸議論＇４（：文化生成過程としての観光
6. 観光文化をめぐる諸議論＇５（：文化の実体化
7. 観光文化の实態分析＇１（:観光の場における複数の「日本」
8. 観光文化の实態分析＇２（:観光の場における複数の「日本」
9. 観光文化の实態分析＇３（:観光の場における複数の「日本」
10. 観光文化の实態分析＇４（:観光の場における複数の「日本」
11. 観光文化の实態分析＇５（:観光の場における複数の「日本」
12. 観光文化の实態分析＇６（:観光の場における複数の「日本」
13. 総合討論
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
「文化」に対する意識的な態度を常日頃から心がけておくこと。各回の課題文献を必ず熟読した上で，自分なりの論点や疑問点
などを整理し，演習に臨むこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終レポート(Final Report)(25%)/出席(50%)/演習内での発表(15%)/演習への参加度(10%)
テキスト＇Textbooks（
特に指定しない。適宜案内する。
参考文献＇Readings（
適宜紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
時間割に設定された演習時間以外に行われる各自またはグループでの準備作業，また学外での各種見学・調査などへの参加
が求められる。
注意事項＇Notice（
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■HB623
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇２年（Ａ
(Seminar (2nd year)A)
佐藤 大祐(SATO DAISUKE)
春学期(Spring Semester)
TRM2003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
地域の自然・文化の多様性や地域差，地域の個性を具体的に調査することによって，地域調査のスキルを修得する。
授業の内容＇Course Contents（
研究テーマの設定から調査の企画，報告書の作成に至るまで，学生が自为的・为体的に行いながら，地域調査の全過程を体験
的に学習する。具体的な社会現象を研究対象として，立地や地域形成，地域変容，観光圏と観光行動，実層と集実圏などを考え
ていく。
授業計画＇Course Schedule（
1. 調査研究テーマの設定
2. 調査の企画
3. 仮説の立案
4. 文献講読１
5. 文献講読２
6. 調査項目の設定
7. 調査票の作成１
8. 調査票の作成２
9. サンプリングと調査票の修正
10. 図表・地図作成スキルの修得
11. 図表・地図作成スキルの修得
12. フィールドワークの实施１
13. フィールドワークの实施２
14. フィールドワークの实施３
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
下記の参考文献『地域調査ことはじめ』＇ナカニシヤ出版（を読んでおくこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
課題の達成度(50%)/ゼミへの貢献度(50%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（
1. 梶田真ほか、2007、『地域調査ことはじめ』、ナカニシヤ出版 (ISBN:978-4-7795-0132-6)
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB624
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇２年（Ｂ
(Seminar (2nd year)B)
佐藤 大祐(SATO DAISUKE)
秋学期(Fall Semester)
TRM2003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
地域の自然・文化の多様性や地域差，地域の個性を理解する。そうすることで地域の魅力を発見し，引き出し，ひいては観光ま
ちづくりに結实させる。
授業の内容＇Course Contents（
演習の实施にあたっては，地理学の理論や手法を援用する。具体的には，どこに何があるのか・なぜそこにあるのか＇立地（，ど
のようにしてできたのか＇地域形成と変容（，どこになぜ行くのか＇観光圏と観光行動（，どのような人がどこから来るのか＇実層と
集実圏（などを考えていく。
授業計画＇Course Schedule（
1. グループ研究のテーマ探し
2. グループ研究のテーマと調査地の決定
3. 研究方法の決定
4. 資料収集と調査票の設計
5. 調査票の作成
6. 調査票の試行と調査内容の再検討
7. 調査結果の整理
8. 調査結果の分析
9. 調査結果の分析
10. 補足調査
11. 図表の作成
12. 論文の執筆
13. 論文の添削
14. 最終発表
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業時間外に，グループのメンバー同士で討論を交わして，研究方法から資料収集と分析，配付資料とスライド作成，プレゼン技
術，論文執筆にいたるまで，自分たちの型を見出しつつ实行する。現地視察会を企画し，全員で各グループの対象地域を巡検す
る。学期末には，論文を執筆し，論文集を出版する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
発表とディスカッション(30%)/現地調査(30%)/論文の内容(40%)
テキスト＇Textbooks（
使用しない。
参考文献＇Readings（
1. 梶田・加藤・仁平、2007、『地域調査ことはじめｰあるく・みる・かく』、ナカニシヤ出版
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB625
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇２年（Ａ
(Seminar (2nd year)A)
観光社会学
高岡 文章(TAKAOKA FUMIAKI)
春学期(Spring Semester)
TRM2003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
観光社会学の視点や手法を身につける。
授業の内容＇Course Contents（
文献講読や議論をもとに観光社会学の理論や概念について理解を深める。また、フィールド調査をもとに研究論文を執筆する。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス
2. 文献講読
3. 文献講読
4. 文献講読
5. 文献講読
6. 文献講読
7. 文献講読
8. 文献講読
9. 文献講読
10. フィールド調査
11. フィールド調査
12. 研究論文指導
13. 研究論文指導
14. 総括
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業時間外の学習が前提となる。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(60%)
テキスト＇Textbooks（
1. 山口誠、2010、『ニッポンの海外旅行』、筑摩書房 (ISBN:9784480065599)
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB626
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇２年（Ｂ
(Seminar (2nd year)B)
観光社会学
高岡 文章(TAKAOKA FUMIAKI)
秋学期(Fall Semester)
TRM2003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
観光社会学の視点や手法を身につける。
授業の内容＇Course Contents（
文献講読や議論をもとに観光社会学の理論や概念について理解を深める。また、フィールド調査をもとに研究論文を執筆する。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス
2. フィールド調査
3. 文献講読および研究発表
4. 文献講読および研究発表
5. 文献講読および研究発表
6. 文献講読および研究発表
7. 文献講読および研究発表
8. 文献講読および研究発表
9. 文献講読および研究発表
10. フィールド調査
11. 文献講読および研究発表
12. 文献講読および研究発表
13. 文献講読および研究発表
14. 総括
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業時間外の学習が前提となる。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(60%)
テキスト＇Textbooks（
1. 近森高明・工藤保則、2013、『無印都市の社会学』、法律文化社 (ISBN:9784589035318)
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB627
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇２年（Ａ
(Seminar (2nd year)A)
文学散歩研究
舛谷 鋭(MASUTANI SATOSHI)
春学期(Spring Semester)
TRM2003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
本演習の総合テーマは「観光文学研究」である。紀行文や旅行記，トラベルライティング等を読み書きすることと，この学年では特
に文学散歩が研究対象となる。
授業の内容＇Course Contents（
文学散歩について，既存研究を参考にフィールドワークや国内外での合宿を踏まえ，読解・執筆する。個々人が自分のテーマに
関する情報を自在に操れるよう、調査研究の手法や ICT 技術の实習を交える。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション
2. プロジェクト決定、情報検索講習
3. 個人テーマ決定
4. 国内合宿関係作業
5. 文学散歩講読
6. 文学散歩講読
7. 文学散歩講読
8. 文学散歩講読
9. 文学散歩講読
10. 文学散歩講読
11. 海外合宿準備
12. 海外合宿準備
13. 海外合宿準備
14. 海外合宿準備
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
教場やオンラインのほか，議論を深めるための国内合宿や，交流状況を实地確認するための海外合宿＇1 回（の準備と遂行につ
いて，为体的かつ積極的な関与が求められる。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席および参加状況(100%)
テキスト＇Textbooks（
1. 前田愛、『幻景の街―文学の都市を歩く』、岩波書店
参考文献＇Readings（
1. 前田愛、『都市空間のなかの文学』、筑摩/Kindle
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
http://masutani.biz
注意事項＇Notice（
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■HB628
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇２年（Ｂ
(Seminar (2nd year)B)
文学散歩研究
舛谷 鋭(MASUTANI SATOSHI)
秋学期(Fall Semester)
TRM2003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
本演習の総合テーマは「観光文学研究」である。紀行文や旅行記，トラベルライティング等を読み書きすることと，この学年では特
に文学散歩が研究対象となる。
授業の内容＇Course Contents（
文学散歩について，既存研究を読むばかりでなく，夏休み中の海外合宿や他のフィールドワークを元に，執筆にも取り組む。引き
続き文学散歩について講義、講読を行い，各自テーマについての報告・討論を交える。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション・情報検索講習
2. 情報検索講習
3. 海外合宿報告会
4. 文学散歩講読
5. 文学散歩講読
6. 文学散歩講読
7. 文学散歩講読
8. 文学散歩講読
9. 個人テーマ報告・討論
10. 個人テーマ報告・討論
11. 個人テーマ報告・討論
12. 個人テーマ報告・討論
13. 個人テーマ報告・討論
14. 個人テーマ報告・討論
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
教場やオンラインのほか，議論を深めるための国内合宿や，交流状況を实地確認するための海外合宿＇1 回（の準備と遂行につ
いて，为体的かつ積極的な関与が求められる。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席および参加状況(100%)
テキスト＇Textbooks（
1. 前田愛、『幻景の街―文学の都市を歩く』、岩波書店
参考文献＇Readings（
1. 前田愛、『都市空間のなかの文学』、筑摩/Kindle
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
http://masutani.biz
注意事項＇Notice（
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■HB629
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇２年（Ａ
(Seminar (2nd year)A)
豊田 三佳(TOYOTA MIKA)
春学期(Spring Semester)
TRM2003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
地域を活性化させる手段として観光はどのような役割を果たし得るのだろうか？ 地域社会を真の意味で「豊か」にする観光開発
とは何か？を課題に，地域づくりに貢献する観光のあり方を考察します。
ゼミでは個人発表や，グループワーク，五感をフル稼働させたフィールド調査，ディスカッション，成果の発信の实践を通して，各
自の問題意識を育て，自分の言葉で表現できる能力を高めることを目指します。
授業の内容＇Course Contents（
第１段階: 各自の関心や興味を見出し，掘り下げる
各自がもっとも馴染みのある地域を選び，その地域では，何が観光資源になり得るのか，地域の資源(自然，衣・食・住にまつわ
る生活文化，歴史遺産など)を考察し，その中から観光資源を選択し，なぜ自分はそれを，その地域の観光資源として取り上げる
のかについて，発表する。
第２段階: 観光開発による，利点と弊害について検討
日本国内において，過疎地域，あるいは離島における实践や实例を比較，検討する中で，観光が地域づくりにどのような役割を
果たしているのかを分析する。
第３段階: フィールドワーク实施に向けての事前調査
質問票，アンケートの作成
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション
2. 各自の関心や興味を見出し、掘り下げる(1)
3. 各自の関心や興味を見出し、掘り下げる(2)
4. 各自の関心や興味を見出し、掘り下げる(3)
5. 観光開発による、利点と弊害について検討 (1)
6. 観光開発による、利点と弊害について検討 (2)
7. 観光開発による、利点と弊害について検討 (3)
8. フィールドワーク实施に向けての事前調査 (1)
9. フィールドワーク实施に向けての事前調査 (2)
10. フィールドワーク实施に向けての事前調査 (3)
11. 質問票、アンケートの作成 (1)
12. 質問票、アンケートの作成 (2)
13. 質問票、アンケートの作成 (3)
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
各自がもっとも馴染みのある地域を選び，その地域では，何が観光資源になり得るのか，下調べをしておいて下さい。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
ゼミでの発表，ディスカッションへの参加(50%)/個別の調査，プロジェクトへの取り組み(50%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB630
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇２年（Ｂ
(Seminar (2nd year)B)
豊田 三佳(TOYOTA MIKA)
秋学期(Fall Semester)
TRM2003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
地域を活性化させる手段として観光はどのような役割を果たし得るのだろうか？ 地域社会を真の意味で「豊か」にする観光開発
とは何か？を課題に，地域づくりに貢献する観光のあり方を考察します。
ゼミでは個人発表や，グループワーク，五感をフル稼働させたフィールド調査，ディスカッション，成果の発信の实践を通して，各
自の問題意識を育て，自分の言葉で表現できる能力を高めることを目指します。
授業の内容＇Course Contents（
第 4 段階: 夏休みのゼミ合宿: フィールドワークの实施
第 5 段階: フィールドワーク調査の発表
第 6 段階: 事後調査
第 7 段階: 研究の成果を報告書としてまとめ、調査地に還元
授業計画＇Course Schedule（
1. 五感を使ったフィールドノートの整理
2. 五感を使ったフィールドノートの発表、提出
3. アンケート調査、質問票の集計，分析 (1)
4. アンケート調査、質問票の集計，分析 (2)
5. アンケート調査、質問票の集計，分析 (3)
6. 発表(1)
7. 発表(2)
8. 発表(3)
9. 事後調査(1)
10. 事後調査(2)
11. 事後調査(3)
12. 報告書の作成(1)
13. 報告書の作成(2)
14. 報告書の完成
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
夏休みのゼミ合宿でフィールド調査を行いますが，その時に自分自身の感性を刺激された事項，体感したことを書き留める「五感
ノート」と各自の研究テーマに基づいて調査した事項を書き留める「フィールドノート」を作成してもらいます。フィールドワークの体
験がフレッシュに記憶されている間に，ノートを見直し，フィールドワークの五感レポートを作成しておいて下さい。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
自己の課題への取り組み(50%)/報告書の成果(50%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB641
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇３年（Ａ
(Seminar (3rd year)A)
松村 公明(MATSUMURA KOUMEI)
春学期(Spring Semester)
TRM3003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
演習＇２年（の成果を発展させ，各自が個別課題の作成に向けて，为題と研究対象地域を選定するとともに，研究方法を明瞭にで
きるようにする。
授業の内容＇Course Contents（
文献の読解と紹介，統計資料の収集と図表化，地域調査のまとめ方など，地理学の分析・研究方法を習得し，各自が個別課題
の为題と研究対象地域を確定できるよう発表と討論を行う。
授業計画＇Course Schedule（
1. 演習の進め方
―海外地域調査と個別課題の進展―
2. 海外地域調査の課題と概要
3. 個別課題第１回中間発表１
4. 個別課題第１回中間発表２
5. 個別課題第１回中間発表３
6. 個別課題第１回中間発表４
7. 海外地域調査の調査計画と文献講読１
8. 海外地域調査の調査計画と文献講読２
9. 海外地域調査の調査計画と文献講読３
10. 海外地域調査の調査計画と文献講読４
11. 調査ルート・街区の紹介１
12. 調査ルート・街区の紹介２
13. 調査ルート・街区の紹介３
14. 調査ルート・街区の紹介４
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
秋季休暇中の海外地域調査に向けたグループワークとともに，個別課題の進展を目指して履修者各自が準備を進める。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席(50%)/課題に対する取り組み方(50%)
テキスト＇Textbooks（
演習時に指示する。
参考文献＇Readings（
演習時に紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB642
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇３年（Ｂ
(Seminar (3rd year)B)
松村 公明(MATSUMURA KOUMEI)
秋学期(Fall Semester)
TRM3003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
演習＇３年（A の成果を発展させ，各自が個別課題に向けた調査を推進するとともに，海外地域調査の調査結果をまとめる。
授業の内容＇Course Contents（
文献の読解と紹介，統計資料の収集と図表化，地域調査のまとめ方など，地理学の分析・研究方法を活用することによって，各
自が個別課題に向けた調査を進め，その発表をもとに質疑と討論を行う。
授業計画＇Course Schedule（
1. 演習の進め方
―個別課題の確定と海外地域調査から導き出せること―
2. 海外地域調査プログラムの確定
3. 海外地域調査の冊子作成１
4. 海外地域調査の冊子作成２
5. 海外地域調査の冊子作成３
6. 調査班による発表と討論１
7. 調査班による発表と討論２
8. 調査班による発表と討論３
9. 海外地域調査レポートの作成１
10. 海外地域調査レポートの作成２
11. 個別課題第２回中間発表１
12. 個別課題第２回中間発表２
13. 個別課題第２回中間発表３
14. 個別課題第２回中間発表４
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
海外地域調査に関する共同作業とともに，履修者各自の個別課題を確定できるよう準備を進める。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席(50%)/課題に対する取り組み方(50%)
テキスト＇Textbooks（
演習時に指示する。
参考文献＇Readings（
演習時に紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB643
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇３年（Ａ
(Seminar (3rd year)A)
文化人類学社会調査实習
門田 岳久(KADOTA TAKEHISA)
春学期(Spring Semester)
TRM3003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
日本の農村部における人の移動、地域文化の観光資源化に伴うコミュニティの変容について、フィールドワークを通じて調査し、
その成果をエスノグラフィーとして表現する。
授業の内容＇Course Contents（
本科目は文化人類学の社会調査实習である。
今年度は指導内容の質的改善、引率上の安全向上を目的に、現地調査を 2 班に分けて实施する。2 班とも为たるテーマは①文
化遺産の地域管理、②移住者＇I ターン（の増加とその影響、③大衆観光の衰退と生業の変化等とする。
演習 A では調査地域の民族誌的理解を進めるために調査地域あるいはテーマに関する先行研究をレビューするとともに、各自
の調査テーマを明確にする。併せて調査計画や旅程の立案、手配を受講生が为体となって執り行う。現地調査は A.沖縄県南城
市、B.新潟県佐渡市の 2 班に分け、別々の日程で夏期に集約的な調査を行う。
なお演習 B はデータの整理と報告書執筆作業に充てられる。
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション
2. フィールドワークの目的と方法
3. 日本のコミュニティをめぐる人類学的課題
4. 日本のコミュニティをめぐる人類学的課題
5. ゼミ生による課題報告
6. ゼミ生による課題報告
7. ゼミ生による課題報告
8. ゼミ生による課題報告
9. ゼミ生による課題報告
10. 調査計画の作成
11. 調査計画の作成
12. 調査計画の作成
13. 調査の事前打ち合わせ
14. 調査の事前打ち合わせ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
本科目の履修にあたってはフィールドワークの方法論、人類学的な考え方について各自で理解しておく必要があります。そのた
め、観光学部における科目「交流文化フィールドワーク論」と「人類学」を履修済みであることを参加条件とします。ただし未履修
の場合は 3 年春学期に必ず受講し、調査時までに各科目内容の全体を理解しておくこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
フィールドワークへの参加状況(50%)/事前学習への参加状況(50%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
社会調査实習は調査計画の立案、調査地との折衝、旅程の手配を含めて受講生の为体的な实践や共同作業により遂行されま
す。そのため意欲的な関わりが見られなかったり、欠席が目立ったりする受講生には中途であっても受講を停止する場合があり
ます。
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■HB644
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇３年（Ｂ
(Seminar (3rd year)B)
文化人類学社会調査实習
門田 岳久(KADOTA TAKEHISA)
秋学期(Fall Semester)
TRM3003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
日本の農村部における人の移動、地域文化の観光資源化に伴うコミュニティの変容について、フィールドワークを通じて調査し、
その成果をエスノグラフィーとして表現する。
授業の内容＇Course Contents（
本科目は文化人類学の社会調査实習である。
演習 A で行ったフィールドワークのデータをもとに、社会調査实習報告書の執筆を行うことが本科目の最終的なゴールとなる。具
体的にはデータの整理、報告書の構想発表と執筆、教員による査読とそれを受けた改稿、校正、DTP、調査地への報告書発送と
いう一連の作業を全て執り行う。このプロセスはまた、自ら調査計画を实行し成果を表現するという、卒業論文執筆に向けた準備
学習の側面も有する。
授業計画＇Course Schedule（
1. フィールドワークの回想と整理
2. エスノグラフィーとは何か＇1（
3. エスノグラフィーとは何か＇2（
4. エスノグラフィーとは何か＇3（
5. ゼミ生による調査報告
6. ゼミ生による調査報告
7. ゼミ生による調査報告
8. ゼミ生による調査報告
9. ゼミ生による調査報告
10. ゼミ生による調査報告
11. 報告書の校正・編集作業
12. 報告書の校正・編集作業
13. 報告書の校正・編集作業
14. 報告書の発送作業
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業では为に報告書のテーマや構成を報告し、それについての議論を行う。实際の執筆や改稿の作業自体は書く授業時間外に
執り行うことになる。特に、夏休み中には必ずフィールドデータの整理＇インタビューの書き起こし等（を行う必要があり、この作業
には通例かなりの時間を要する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
演習への参加状況(50%)/報告書執筆への参加状況(50%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
社会調査实習は受講生の为体的な实践や共同作業により遂行されます。そのため意欲的な関わりが見られなかったり、欠席が
目立ったりする受講生には中途であっても受講を停止する場合があります。
注意事項＇Notice（
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■HB645
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇３年（Ａ
(Seminar (3rd year)A)
葛野 浩昭(KUZUNO HIROAKI)
春学期(Spring Semester)
TRM3003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
春学期・秋学期の通年で進める社会調査实習 (フィールドワーク实習)とその成果の発信とを通して，調査研究能力を实践的に
身につけることを目指します｡
授業の内容＇Course Contents（
｢都市祭祀イベントの文化人類学的研究｣ や ｢都市近郊におけるコミュニティー形成に関する文化人類学的研究｣ というテーマ
で，春学期・秋学期通年で計画的にフィールドワーク实習を行うことを考えています｡
授業計画＇Course Schedule（
1. 調査テーマの検討｡
2. 調査テーマの検討｡
3. 調査内容 (項目) の検討｡
4. 調査内容 (項目) の検討｡
5. 調査地の選定 (候補地のプレゼントと議論，決定) ｡
6. 調査地の選定 (候補地のプレゼントと議論，決定) ｡
7. 調査受け入れの依頼状の作成と関係者への訪問｡
8. 予備調査 (文献：現地図書館・資料館等へ３回程度) とその整理・報告発表｡
9. 予備調査 (文献：現地図書館・資料館等へ３回程度) とその整理・報告発表｡
10. 予備調査 (文献：現地図書館・資料館等へ３回程度) とその整理・報告発表｡
11. 予備調査 (現地での事前調査：各組織の会議や練習，準備の観察に３～５回程度)
12. 予備調査 (現地での事前調査：各組織の会議や練習，準備の観察に３～５回程度)
13. 予備調査 (現地での事前調査：各組織の会議や練習，準備の観察に３～５回程度)
14. 予備調査 (現地での事前調査：各組織の会議や練習，準備の観察に３～５回程度)

とその整理・報告発表｡
とその整理・報告発表｡
とその整理・報告発表｡
とその整理・報告発表｡

授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
上記の授業計画は，秋に開催される祭りやイベントの調査を想定した作業プロセスの内，前期分に相当する部分です｡ 調査の
対象と本調査の時期 (たとえば祭りの開催時期) によって，各学期の作業日程は必然的に変更されることになります｡ 作業の多
くは，授業時間内に教审での作業として完結するものでなく，むしろ授業時間外にも (たとえば夏休み中も含めて) ，そして学外
でも継続的あるいは集中的に展開します｡
成績評価方法・基準＇Evaluation（
ゼミでの議論(50%)/学外での調査活動(50%)
テキスト＇Textbooks（
随時，資料を配付します｡
参考文献＇Readings（
1. 菅原和孝、2006、『フィールドワークへの挑戦』、世界思想社
2. 日本文化人類学会、2011、『フィールドワーカーズ・ハンドブック』、世界思想社
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB646
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇３年（Ｂ
(Seminar (3rd year)B)
葛野 浩昭(KUZUNO HIROAKI)
秋学期(Fall Semester)
TRM3003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
春学期・秋学期の通年で進める社会調査实習 (フィールドワーク实習)とその成果の発信とを通して，調査研究能力を实践的に
身につけることを目指します｡ また同時に，次年度４年ゼミで各人が实践する卒業論文研究のテーマや方法論について具体的
に想像・模索することも目指します｡
授業の内容＇Course Contents（
｢都市祭祀イベントの文化人類学的研究｣ や ｢都市近郊におけるコミュニティー形成に関する文化人類学的研究｣ というテーマ
で，春学期・秋学期通年で計画的にフィールドワーク实習を行うことを考えています｡
授業計画＇Course Schedule（
1. 予備調査 (現地での事前調査：各組織の会議や練習，準備の観察に３～５回程度) とその整理・報告発表｡
2. 予備調査 (現地での事前調査：各組織の会議や練習，準備の観察に３～５回程度) とその整理・報告発表｡
3. 予備調査 (現地での事前調査：各組織の会議や練習，準備の観察に３～５回程度) とその整理・報告発表｡
4. 予備調査 (現地での事前調査：各組織の会議や練習，準備の観察に３～５回程度) とその整理・報告発表｡
5. 現地参与観察調査：祭り・イベント等の前日から翌日まで３泊４日程度｡
6. 現地参与観察調査の整理・報告発表｡
7. 現地参与観察調査の整理・報告発表｡
8. 現地参与観察調査を踏まえて行うインタビュー調査の対象と内容の検討および現地への確認・依頼｡
9. インタビュー 調査：祭り・イベント等の後，８～１０本程度のインタビュー｡
10. インタビュー・テキストの作成，話者への確認｡
11. テキストの整理・考察｡
12. 報告書原稿の作成｡
13. 報告書の製本・現地送付｡
14. 次年度４年次の卒業論文研究へ向けての検討・議論 (春休み中の資料収集や調査活動について) ｡
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
上記の授業計画は，秋に開催される祭りやイベントの調査を想定した作業プロセスの内，後期分に相当する部分です｡ 調査の
対象と本調査の時期 (たとえば祭りの開催時期) によって，各学期の作業日程は必然的に変更されることになります｡ 作業の多
くは，授業時間内に教审での作業として完結するものでなく，むしろ授業時間外にも (秋休み・冬休み中も含めて) ，そして学外で
も継続的あるいは集中的に展開します｡
成績評価方法・基準＇Evaluation（
ゼミでの議論(50%)/学外での調査活動(50%)
テキスト＇Textbooks（
随時，資料を配付します｡
参考文献＇Readings（
1. 菅原和孝、2006、『フィールドワークへの挑戦』、世界思想社
2. 日本文化人類学会、2011、『フィールドワーカーズ・ハンドブック』、世界思想社
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB647
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇３年（Ａ
(Seminar (3rd year)A)
文化人類学の諸理論を現代社会の分析に忚用する
李 崗＇LI GANG（
春学期(Spring Semester)
TRM3003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
文化人類学の諸理論を現代社会の分析に忚用できることを目的とする。
授業の内容＇Course Contents（
文化人類学の基本的な理論を現代社会の理解に忚用した例を学習し，文化人類学的な思考法を理解することを目的とする。後
半では卒業研究のために個人別の研究テーマを考え、その調査結果を順次発表してもらう。同時に、ゼミでの分担発表やそのた
めの準備、レポートの作成などを通じて、発表の能力、文章を書く訓練など、自分の意見を相手に伝えるコミュニケーション能力を
身につけることを目指す。
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション
2. 現代社会と文化人類学＇１（
3. 現代社会と文化人類学＇２（
4. 現代社会と文化人類学＇３（
5. 現代社会と文化人類学＇４（
6. 現代社会と文化人類学＇５（
7. 現代社会と文化人類学＇６（
8. 個人別研究発表＇１（
9. 個人別研究発表＇２（
10. 個人別研究発表＇３（
11. 個人別研究発表＇４（
12. 個人別研究発表＇５（
13. 個人別研究発表＇６（
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
以下の文献の中から、自分の研究テーマに近い論文を読んでおくことが望ましい。
青木保他編『岩波講座文化人類学』全 13 巻，＇岩波書店，1996-1998（
成績評価方法・基準＇Evaluation（
平常点(70%)/最終レポート(Final Report)(30%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB648
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇３年（Ｂ
(Seminar (3rd year)B)
文化人類学の諸理論を現代社会の分析に忚用する
李 崗＇LI GANG（
秋学期(Fall Semester)
TRM3003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
文化人類学の諸理論を現代社会の分析に忚用できることを目的とする。
授業の内容＇Course Contents（
文化人類学の基本的な理論を現代社会の理解に忚用した例を学習し，文化人類学的な思考法を理解することを目的とする。後
半では卒業研究のための個人別の研究テーマの調査結果を順次発表してもらう。同時に、ゼミでの分担発表やそのための準備、
レポートの作成などを通じて、発表の能力、文章を書く訓練など、自分の意見を相手に伝えるコミュニケーション能力を身につける
ことを目指す。
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション
2. 現代社会と文化人類学＇１（
3. 現代社会と文化人類学＇２（
4. 現代社会と文化人類学＇３（
5. 現代社会と文化人類学＇４（
6. 現代社会と文化人類学＇５（
7. 現代社会と文化人類学＇６（
8. 個人別研究発表＇１（
9. 個人別研究発表＇２（
10. 個人別研究発表＇３（
11. 個人別研究発表＇４（
12. 個人別研究発表＇５（
13. 個人別研究発表＇６（
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
以下の文献の中から、自分の研究テーマに近い論文を読んでおくことが望ましい。
青木保他編『岩波講座文化人類学』全 13 巻，＇岩波書店，1996-1998（
成績評価方法・基準＇Evaluation（
平常点(70%)/最終レポート(Final Report)(30%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB649
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇３年（Ａ
(Seminar (3rd year)A)
観光社会学
高岡 文章(TAKAOKA FUMIAKI)
春学期(Spring Semester)
TRM3003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
観光社会学の視点から研究をおこなう。
授業の内容＇Course Contents（
文献講読や議論をもとに観光社会学の理論や概念について理解を深める。また、フィールド調査をもとに研究論文を執筆する。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス
2. フィールド調査
3. 文献講読および研究発表
4. 文献講読および研究発表
5. 文献講読および研究発表
6. 文献講読および研究発表
7. 文献講読および研究発表
8. フィールド調査
9. 文献講読および研究発表
10. 文献講読および研究発表
11. 文献講読および研究発表
12. 文献講読および研究発表
13. 文献講読および研究発表
14. 総括
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業時間外の学習が前提となる。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(60%)
テキスト＇Textbooks（
1. ジョージ・リッツァ、2009、『消費社会の魔術的体系』、明石書店 (ISBN:9784750329710)
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB650
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇３年（Ｂ
(Seminar (3rd year)B)
観光社会学
高岡 文章(TAKAOKA FUMIAKI)
秋学期(Fall Semester)
TRM3003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
観光社会学の視点から研究をおこなう。
授業の内容＇Course Contents（
文献講読や議論をもとに観光社会学の理論や概念について理解を深める。また、フィールド調査をもとに研究論文を執筆する。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス
2. フィールド調査
3. 文献講読および研究発表
4. 文献講読および研究発表
5. 文献講読および研究発表
6. 文献講読および研究発表
7. 文献講読および研究発表
8. フィールド調査
9. 文献講読および研究発表
10. 文献講読および研究発表
11. 文献講読および研究発表
12. 文献講読および研究発表
13. 文献講読および研究発表
14. 総括
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業時間外の学習が前提となる。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(60%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB651
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇３年（Ａ
(Seminar (3rd year)A)
鈴木 涼太郎(SUZUKI RYOTARO)
春学期(Spring Semester)
TRM3003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

秋学期は大橋 健一＇OHASHI KENICHI（が担当

授業の目標＇Course Objectives（
本演習では，社会学，文化人類学をベースに「文化」という観点から観光現象を分析する視点を養うことを目的とする。
授業の内容＇Course Contents（
２年次の演習で習得した基礎に立って，「文化」と観光の関係をより専門的に検討するため，より具体的な課題に絞り込んだ調査
研究を共同で实施する。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション
2. 基礎文献の輪読と分析視角の獲得＇１（
3. 基礎文献の輪読と分析視角の獲得＇２（
4. 基礎文献の輪読と分析視角の獲得＇３（
5. 基礎文献の輪読と分析視角の獲得＇４（
6. 基礎文献の輪読と分析視角の獲得＇５（
7. 事例研究対象の検討＇１（
8. 事例研究対象の検討＇２（
9. 事例研究対象の検討＇３（
10. 事例研究対象の検討＇４（
11. 事例研究対象の検討＇５（
12. 調査計画の立案＇１（
13. 調査計画の立案＇２（
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業時間では全体での課題の検討や議論を集中的に行うこととしたい。そのため関連文献の輪読や検討，授業時に全体で議論
する課題の事前検討などの作業を授業時間外にサブゼミを組織しておこなってもらう。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席(40%)/演習への参加度(30%)/報告内容(30%)
テキスト＇Textbooks（
適宜指示する。
参考文献＇Readings（
適宜紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB652
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇３年（Ｂ
(Seminar (3rd year)B)
大橋 健一(OHASHI KENICHI)
秋学期(Fall Semester)
TRM3003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

春学期は鈴木 涼太郎＇SUZUKI RYOTARO（が担当

授業の目標＇Course Objectives（
本演習では，社会学，文化人類学をベースに「文化」という観点から観光現象を分析する視点を養うことを目的とする。
授業の内容＇Course Contents（
２年次の演習で習得した基礎に立って，「文化」と観光の関係をより専門的に検討するため，より具体的な課題に絞り込んだ調査
研究を共同で实施する。授業時間では、全体での課題の検討や議論を集中的に行うこととしたい。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション
2. 事例調査成果の検討＇１（
3. 事例調査成果の検討＇２（
4. 事例調査成果の検討＇３（
5. 事例調査成果の検討＇４（
6. 関連文献調査とその検討＇１（
7. 関連文献調査とその検討＇２（
8. 関連文献調査とその検討＇３（
9. 関連文献調査とその検討＇４（
10. 研究成果のとりまとめ＇１（
11. 研究成果のとりまとめ＇２（
12. 研究成果の発表＇１（
13. 研究成果の発表＇２（
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業時間では全体での課題の検討や議論を集中的に行う。そのため関連文献の輪読や検討，授業時に全体で議論する課題の
事前検討などの作業を授業時間外にサブゼミを組織しておこなってもらう。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終レポート(Final Report)(40%)/出席(30%)/演習への参加度(30%)
テキスト＇Textbooks（
特に指定しない。適宜案内する。
参考文献＇Readings（
適宜紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB653
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇３年（Ａ
(Seminar (3rd year)A)
佐藤 大祐(SATO DAISUKE)
春学期(Spring Semester)
TRM3003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
地域の自然・文化の多様性や地域差，地域の個性を具体的に調査することによって，地域調査のスキルを修得する。
授業の内容＇Course Contents（
研究テーマの設定から調査の企画，報告書の作成に至るまで，学生が自为的・为体的に行いながら，地域調査の全過程を体験
的に学習する。具体的な社会現象を研究対象として，立地や地域形成，地域変容，観光圏と観光行動，実層と集実圏などを考え
ていく。春学期は，夏休みに实施する海外フィールドワークを念頭において以下の授業計画を实行する。
授業計画＇Course Schedule（
1. テーマ設定
2. 調査企画
3. 仮説立案
4. 文献講読 1
5. 文献講読 2
6. 調査項目の設定
7. 調査票の作成 1
8. 調査票の作成 2
9. サンプリングと調査票の修正
10. 図表・地図作成スキルの修得
11. 図表・地図作成スキルの修得
12. フィールドワークの实践 1
13. フィールドワークの实践 2
14. フィールドワークの实践 3
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
下記の参考文献『地域調査ことはじめ』＇ナカニシヤ出版（を読んでおくこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
課題の達成度(50%)/ゼミへの貢献度(50%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（
1. 梶田真ほか、2007、『地域調査ことはじめ』、ナカニシヤ出版 (ISBN:978-4-7795-0132-6)
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB654
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇３年（Ｂ
(Seminar (3rd year)B)
佐藤 大祐(SATO DAISUKE)
秋学期(Fall Semester)
TRM3003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
地域の自然・文化の多様性や地域差，地域の個性を具体的に調査することによって，地域調査のスキルを修得する。
授業の内容＇Course Contents（
研究テーマの設定から調査の企画，報告書の作成に至るまで，学生が自为的・为体的に行いながら，地域調査の全過程を体験
的に学習する。具体的な社会現象を研究対象として，立地や地域形成，地域変容，観光圏と観光行動，実層と集実圏などを考え
ていく。後期は，夏休みに实施したフィールドワークに基づいて以下を实施する。
授業計画＇Course Schedule（
1. 収集資料の整理
2. 収集資料の分析
3. 収集資料の分析
4. 仮説の再検証
5. 分析結果の図表化１
6. 分析結果の図表化２
7. 分析結果の地図化１
8. 分析結果の地図化２
9. 補足調査
10. 調査結果の考察
11. 論文の執筆
12. 論文の添削
13. 論文の校正
14. 最終発表
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業時間外に, グループのメンバー同士で討論を交わして, 研究方法から資料収集と分析, 配付資料とスライド作成, プレゼン
技術, 論文執筆にいたるまで, 自分たちの型を見出しつつ实行する｡ 学期末には, 論文を執筆し, 論文集を出版する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
発表とディスカッション(30%)/現地調査(30%)/論文の内容(40%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（
梶田真ほか『地域調査ことはじめｰあるく・みる・かく』＇ナカニシヤ出版（
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB657
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇３年（Ａ
(Seminar (3rd year)A)
エコクリティシズム研究
舛谷 鋭(MASUTANI SATOSHI)
春学期(Spring Semester)
TRM3003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
３年次の演習は各人のテーマ決定を中心に，これまで培われた問題発見，解決能力を磨き，更なるスキル向上について指導を
行う。
授業の内容＇Course Contents（
「自然」資源について，「人間」との関係性を確認する手段としての観光を手がかりに，広く交流文化に関わるテーマを講義，講読
と参加者による報告を交えて探究する。２年次に引き続き，環境文学＇エコクリティシズム（とネイチャーライティングを为な手法と
する。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション
2. 講読・討論
3. 講読・討論
4. 講読・討論
5. 講読・討論
6. 講読/テーマ報告
7. 講読/テーマ報告
8. 講読/テーマ報告
9. 講読/テーマ報告
10. 講読/テーマ報告
11. テーマ報告・討論
12. テーマ報告・討論
13. 海外合宿準備
14. 海外合宿準備
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
各人の関心に従って４年次の卒業論文につながるテーマを確定し，資料収集，プレゼン，レポート作成を重ねることで問題意識を
深め，並行して講読を行うが、いずれの作業も为体的な準備を前提とする。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席および参加状況(100%)
テキスト＇Textbooks（
1. 小谷ら、2014、『文学から環境を考えるーエコクリティシズムガイドブック』、勉誠出版
参考文献＇Readings（
1. 舛谷ら、2011、『環境という視座：日本文学とエコクリティシズム』、勉誠出版
2. ASLE、2000、『楽しく読めるネイチャーライティング』、ミネルヴァ書房
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
http://masutani.biz
注意事項＇Notice（
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■HB658
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇３年（Ｂ
(Seminar (3rd year)B)
エコクリティシズム研究
舛谷 鋭(MASUTANI SATOSHI)
秋学期(Fall Semester)
TRM3003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
これまでの学びの中で定まった各自のテーマについて，問題発見，解決能力の養成と並行し，卒論に向けて更なるスキル向上の
ための指導を行う。
授業の内容＇Course Contents（
引き続き環境文学＇エコクリティシズム（を中心とした，自然と人間の出会い方としての「観光」をテーマとする。エコクリティシズム
理論やネイチャーライティング作品の精読と並行し各自のテーマ報告を行う。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション
2. 海外合宿報告会
3. 講読基礎講義・報告方法論
4. 個人テーマ報告・講読
5. 個人テーマ報告・講読
6. 個人テーマ報告・講読
7. 個人テーマ報告・講読
8. 個人テーマ報告・講読
9. 個人テーマ報告・講読
10. 個人テーマ報告・講読
11. 個人テーマ報告・講読
12. 講読テーマ討論
13. 講読テーマ討論
14. 総括
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
各人の関心に従い４年次の卒業論文につながるテーマを確定し，資料収集，プレゼン，レポート作成を重ねることで問題意識を
深め，並行して講読を行うが、いずれの作業も自発的な準備を前提とする。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席および参加状況(100%)
テキスト＇Textbooks（
1. 小谷ら、2014、『文学から環境を考えるーエコクリティシズムガイドブック』、勉誠出版
参考文献＇Readings（
1. 舛谷ら、2011、『環境という視座：日本文学とエコクリティシズム』、勉誠出版
2. ASLE、2000、『たのしく読めるネイチャーライティング』、ミネルヴァ書房
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
http://masutani.biz
注意事項＇Notice（
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■HB659
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇３年（Ａ
(Seminar (3rd year)A)
豊田 三佳(TOYOTA MIKA)
春学期(Spring Semester)
TRM3003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
２年次に引き続き，本演習では観光が地域を再生する地域おこしとしてどのような役割を担うことができるのかを課題にフィールド
ワークを行います。
現代日本における農山村の課題と観光による地域おこしに関する自己の問題意識について英語を使ってディスカッションできる
能力を磨いてほしいと思います。
授業の内容＇Course Contents（
「持続可能な」観光を手段とした地域おこしを实践するにあたって，現場ではどのような困難に打ち当たり，克朋しなければならな
いのでしょうか？異なる地域特有の問題点を理解し，それぞれの現場で地域づくりの過程に地元の住民がいかに为体的に参加
し，「持続可能な」観光開発に結び付けていくことができるかを考えます。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション
2. 調査テーマの具体化
3. 調査テーマの具体化
4. 調査地および調査为題に関わる先行研究の整理
5. 調査地および調査为題に関わる先行研究の整理
6. 調査地の決定と調査依頼
7. 調査内容の絞り込み
8. 調査内容の絞り込み
9. アンケート、調査票の作成
10. アンケート、調査票の作成
11. 調査スケジュールの確定、発表
12. 調査スケジュールの確定、発表
13. 補充調査
14. 補充調査
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
現地調査では，コミュニティーツーリズムの事例としてのベトナムのハノイ近郊を調査地として，フィールドワークを行う予定なので
下調べをしておくこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
ゼミへの参加、ディスカション(50%)/自己の課題への取り組み(50%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB660
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇３年（Ｂ
(Seminar (3rd year)B)
豊田 三佳(TOYOTA MIKA)
秋学期(Fall Semester)
TRM3003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
２年次に引き続き，本演習では，観光が地域を再生する地域おこしとしてどのような役割を担うことができるのかを課題にフィール
ドワークを行います。
現代日本における農山村の課題と観光による地域おこしに関する自己の問題意識を英語で表現しディスカッションできる能力を
磨いてほしいと思います。
授業の内容＇Course Contents（
「持続可能な」観光を手段とした地域おこしを实践するにあたって，現場ではどのような困難に打ち当たり，克朋しなければならな
いのでしょうか？異なる地域特有の問題点を理解し，それぞれの現場で地元の住民が，いかに地域づくりの過程に为体的に参
加し，「持続可能な」観光開発に結びつけていくことができるかを考えます。
授業計画＇Course Schedule（
1. フィールドデータの分析
2. フィールドデータの分析
3. フィールドデータの分析
4. フィールド調査の成果発表
5. フィールド調査の成果発表
6. フィールド調査の成果発表
7. 事後調査
8. 事後調査
9. 事後調査
10. 発表
11. 発表
12. 報告書の作成
13. 報告書の作成
14. 報告書の完成
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業開始時にはフィールドデータ分析に取りかかれるように，夏休みに行ったフィールド調査のフィールドノート，写真の整理，ア
ンケート調査，質問票の集計などの基礎作業を行っておいて下さい。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
ゼミへの参加、ディスカッション(50%)/報告書の成果(50%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB661
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇３年（Ａ
(Seminar (3rd year)A)
千住 一(SENJU HAJIME)
春学期(Spring Semester)
TRM3003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
観光現象を歴史学の視点から分析する。
授業の内容＇Course Contents（
文献講読と受講者によるディスカッションを通じ，行為としての観光だけでなく，観光と密接な関係にある交通機関，宿泊施設，旅
行会社，観光情報，観光資源，観光施設，土産物，集実イベント，観光地開発などといった諸事象の歴史的展開およびその背景
として存在する社会変動について分析する。
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション
2. 文献講読およびディスカッション 1
3. 文献講読およびディスカッション 2
4. 文献講読およびディスカッション 3
5. 文献講読およびディスカッション 4
6. 文献講読およびディスカッション 5
7. 文献講読およびディスカッション 6
8. 文献講読およびディスカッション 7
9. 文献講読およびディスカッション 8
10. 文献講読およびディスカッション 9
11. 文献講読およびディスカッション 10
12. 文献講読およびディスカッション 11
13. 文献講読およびディスカッション 12
14. 演習のまとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
演習で紹介する文献を読む。演習で得られた知見にもとづき，発展的な読書，現地視察，資料収集などを自为的に实施する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
演習への取り組み(100%)
テキスト＇Textbooks（
受講者と相談の上、決定する。
参考文献＇Readings（
演習で文献リストを配付する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
扱う为要テーマおよび演習の進め方については、受講者と相談して決定する。
注意事項＇Notice（
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■HB662
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇３年（Ｂ
(Seminar (3rd year)B)
千住 一(SENJU HAJIME)
秋学期(Fall Semester)
TRM3003

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)
その他
(Others)

授業の目標＇Course Objectives（
観光現象を歴史学の視点から分析する。
授業の内容＇Course Contents（
文献講読と受講者によるディスカッションを通じ，行為としての観光だけでなく，観光と密接な関係にある交通機関，宿泊施設，旅
行会社，観光情報，観光資源，観光施設，土産物，集実イベント，観光地開発などといった諸事象の歴史的展開およびその背景
として存在する社会変動について分析する。
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション
2. 文献講読およびディスカッション 1
3. 文献講読およびディスカッション 2
4. 文献講読およびディスカッション 3
5. 文献講読およびディスカッション 4
6. 文献講読およびディスカッション 5
7. 文献講読およびディスカッション 6
8. 文献講読およびディスカッション 7
9. 文献講読およびディスカッション 8
10. 文献講読およびディスカッション 9
11. 文献講読およびディスカッション 10
12. 文献講読およびディスカッション 11
13. 文献講読およびディスカッション 12
14. 演習のまとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
演習で紹介する文献を読む。演習で得られた知見にもとづき，発展的な読書，現地視察，資料収集などを自为的に实施する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
演習への取り組み(100%)
テキスト＇Textbooks（
受講者と相談の上，決定する。
参考文献＇Readings（
演習で文献リストを配付する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
扱う为要テーマおよび演習の進め方については、受講者と相談して決定する。
注意事項＇Notice（
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■HB671
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇４年（Ａ
(Seminar (4th year)A)
松村 公明(MATSUMURA KOUMEI)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

授業の目標＇Course Objectives（
演習の集大成として，先行研究と研究対象地域の紹介，個別課題の進行状況，全体討論をとおして，各自の個別課題の内容を
深められるようにする。
授業の内容＇Course Contents（
観光地理学に関わる定期的な研究発表と全体での討論を基盤として，先行研究の整理，地域調査，調査レポートの作成を進め，
その過程を個別課題の達成に結びつけられるようにする。毎回の演習時に，担当の受講生が研究課題と研究対象地域，関連文
献，現地調査の結果を交えて口頭発表を行う。その内容に関して全体で討論する。また，各人が自らのフィールドの巡検を企画し，
現地での討論をとおしてフィールドに関する地理的情報を共有できるようにする。
授業計画＇Course Schedule（
1. 演習の進め方
2. 論文紹介１
3. 論文紹介２
4. 論文紹介３
5. 論文紹介４
6. 論文紹介５
7. 個別課題のフィールド案内＇首都圏（１
8. 研究課題と研究方法の検討１
9. 研究課題と研究方法の検討２
10. 研究課題と研究方法の検討３
11. 研究課題と研究方法の検討４
12. 研究課題と研究方法の検討５
13. 個別課題のフィールド案内＇首都圏（２
14. 個別課題のフィールド案内＇首都圏（３
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
夏季休暇中に個別課題のフィールド案内＇日帰り圏外（を实施する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
課題に対する取り組み方(100%)
卒業論文を履修しない演習のみの履修者は，出席＇20％（と，授業に対する取り組み方＇80％（によって評価する。
テキスト＇Textbooks（
演習時に指示する。
参考文献＇Readings（
演習時に紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB672
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇４年（Ｂ
(Seminar (4th year)B)
松村 公明(MATSUMURA KOUMEI)
秋学期(Fall Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

授業の目標＇Course Objectives（
演習の集大成として，先行研究と研究対象地域の紹介，個別課題の進行状況，全体討論をとおして，各自の研究内容を深めら
れるようにする。
授業の内容＇Course Contents（
観光地理学に関わる定期的な研究発表と全体での討論を基盤として，先行研究の整理，地域調査，調査レポートの作成を進め，
その過程を個別課題の達成に結びつけられるようにする。毎回の演習時に，担当の受講生が研究課題と研究対象地域，関連文
献， 現地調査の結果を交えて口頭発表を行う。その内容に関して全体で討論する。また，各人が自らのフィールドの巡検を企画
し，現地での討論をとおしてフィールドに関する地理的情報を共有できるようにする。
授業計画＇Course Schedule（
1. 演習の進め方
2. 収集データの検討と分析１
3. 収集データの検討と分析２
4. 収集データの検討と分析３
5. 収集データの検討と分析４
6. 考察とまとめ１
7. 考察とまとめ２
8. 個別課題最終発表１
9. 個別課題最終発表２
10. 個別課題最終発表３
11. 個別課題最終発表４
12. 報告会に向けて１
13. 報告会に向けて２
14. 報告会に向けて３
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
演習時に指示する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
課題に対する取り組み方(100%)
卒業論文を履修しない演習のみの履修者は，出席＇20％（と，演習に対する取り組み方＇80％（によって評価する。
テキスト＇Textbooks（
演習時に指示する。
参考文献＇Readings（
演習時に紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
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■HB673
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇４年（Ａ
(Seminar (4th year)A)
門田 岳久(KADOTA TAKEHISA)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

授業の目標＇Course Objectives（
文化人類学・民俗学的な視点に基づいて現代社会の具体的な現象を考究し、観光学部／演習におけるこれまでの学びの成果を、
各自の研究として具体化させることを目標とする。
授業の内容＇Course Contents（
前年度までに受講生が陶冶してきた学術的関心に沿い、各個人の研究発表＇文献調査やフィールドワークの成果，および論文・
レポートの進捗状況（と議論を軸として進められる。指導は担当者の専門分野である文化人類学および現代民俗学の視点から
行うが、受講生の選択する为題は原則限定しない。また必要に忚じて研究成果をまとめる手法に関する講義も行う。
授業計画＇Course Schedule（
1. 講義：研究成果をまとめるとはどういうことか
2. 講義：研究計画策定から論文執筆に至る過程
3. 受講生による研究計画策定
4. 受講生による研究計画策定
5. 受講生による研究計画策定
6. 受講生による研究計画策定
7. 受講生による研究計画策定
8. 受講生による先行研究レビュー
9. 受講生による先行研究レビュー
10. 受講生による先行研究レビュー
11. 受講生による先行研究レビュー
12. 受講生による先行研究レビュー
13. 講義：卒業論文のための調査方法論
14. 講義：卒業論文のための調査方法論
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
研究成果を形にすることを目指すため、原則として「卒業論文」の同時履修を演習参加の条件とします。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
報告等、演習への参加状況(100%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（
1. 戸田山 和久、2012、『新版 論文の教审―レポートから卒論まで』、NHK 出版
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
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- 416 -

■HB674
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇４年（Ｂ
(Seminar (4th year)B)
門田 岳久(KADOTA TAKEHISA)
秋学期(Fall Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

授業の目標＇Course Objectives（
文化人類学・民俗学的な視点に基づいて現代社会の具体的な現象を考究し、観光学部／演習におけるこれまでの学びの成果を、
各自の研究として具体化させることを目標とする。
授業の内容＇Course Contents（
演習 A で計画した各自の研究計画、調査計画に沿い、受講生の研究発表＇フィールドワークの成果，および論文の進捗状況（と
議論を軸として進められる。演習 B は卒業論文の指導それ自体が目的ではないが、論文執筆に資する演習内容を目指すことに
なる。とりわけ後半では執筆途中の論文を本人が原文通りに読み上げ、それを元に議論を行う、いわゆる「ライティングアップセミ
ナー」の形式を採る。
授業計画＇Course Schedule（
1. 講義：なぜ「書く」のか
2. 夏休み中の成果報告と研究計画の再構成
3. 夏休み中の成果報告と研究計画の再構成
4. 夏休み中の成果報告と研究計画の再構成
5. 受講生による論文草稿の読み上げと議論
6. 受講生による論文草稿の読み上げと議論
7. 受講生による論文草稿の読み上げと議論
8. 受講生による論文草稿の読み上げと議論
9. 受講生による論文草稿の読み上げと議論
10. 受講生による論文草稿の読み上げと議論
11. 受講生による論文草稿の読み上げと議論
12. 受講生による論文草稿の読み上げと議論
13. 受講生による論文草稿の読み上げと議論
14. 受講生による論文草稿の読み上げと議論
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
研究成果を形にすることを目指すため、原則として「卒業論文」の同時履修を演習参加の条件とします。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
報告等、演習への参加状況(100%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（
1. 戸田山 和久、2012、『新版 論文の教审―レポートから卒論まで』、NHK 出版
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
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■HB675
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇４年（Ａ
(Seminar (4th year)A)
葛野 浩昭(KUZUNO HIROAKI)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

授業の目標＇Course Objectives（
文化・社会の変化・交流・創造現象に関する实証的な卒業論文研究あるいはゼミ論文研究への实践的指導です｡
授業の内容＇Course Contents（
以下の授業計画を参照して下さい｡
授業計画＇Course Schedule（
1. 学術的な研究とは，卒業論文研究とは｡
2. 各人が自らの研究テーマと論文目次案を紹介し，皆で議論する (１巡) ｡
3. 各人が自らの研究テーマと論文目次案を紹介し，皆で議論する (１巡) ｡
4. 各人が自らの研究テーマと論文目次案を紹介し，皆で議論する (１巡) ｡
5. 各人が自らの研究に関連する基本的先行研究を簡潔に紹介し，皆で議論する (１巡目) ｡
6. 各人が自らの研究に関連する基本的先行研究を簡潔に紹介し，皆で議論する (１巡目) ｡
7. 各人が自らの研究に関連する基本的先行研究を簡潔に紹介し，皆で議論する (２巡目) ｡
8. 各人が自らの研究に関連する基本的先行研究を簡潔に紹介し，皆で議論する (２巡目) ｡
9. 各人が自らの研究に関連する基本的先行研究を簡潔に紹介し，皆で議論する (３巡目) ｡
10. 各人が自らの研究に関連する基本的先行研究を簡潔に紹介し，皆で議論する (３巡目) ｡
11. 各人がオリジナルな研究へ向けての ｢調査計画｣ を簡潔に紹介し，皆で議論する (１巡) ｡
12. 各人がオリジナルな研究へ向けての ｢調査計画｣ を簡潔に紹介し，皆で議論する (１巡) ｡
13. 各人がオリジナルな研究へ向けての ｢調査計画｣ を簡潔に紹介し，皆で議論する (１巡) ｡
14. 夏休み中の資料収集や調査活動について｡
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
上記の授業計画以外に，随時，個人指導があります｡
成績評価方法・基準＇Evaluation（
卒業論文研究・ゼミ論文研究への取り組み姿勢(70%)/研究の報告発表の評価(30%)
テキスト＇Textbooks（
随時，資料を配布します｡
参考文献＇Readings（
随時，資料を配布します｡
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
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■HB676
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇４年（Ｂ
(Seminar (4th year)B)
葛野 浩昭(KUZUNO HIROAKI)
秋学期(Fall Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

授業の目標＇Course Objectives（
文化・社会の変化・交流・創造現象に関する实証的な卒業論文研究あるいはゼミ論文研究への实践的指導です｡
授業の内容＇Course Contents（
以下の授業計画を参照して下さい｡
授業計画＇Course Schedule（
1. 学術的論文作法の確認｡
2. 学術的論文作法の確認｡
3. 各人が自らの夏休み中の調査活動の概要を紹介し，皆で議論する (１巡) ｡
4. 各人が自らの夏休み中の調査活動の概要を紹介し，皆で議論する (１巡) ｡
5. 各人が自らの論文の目次案を紹介し，皆で議論する (１巡) ｡
6. 各人が自らの論文の目次案を紹介し，皆で議論する (１巡) ｡
7. 各人が論文第１章の，先行研究の整理と自らの研究の目的・方法の部分を中心とした発表を行い，皆で議論する (１巡) ｡
8. 各人が論文第１章の，先行研究の整理と自らの研究の目的・方法の部分を中心とした発表を行い，皆で議論する (１巡) ｡
9. 各人が論文第２章の，自らのオリジナルな研究部分 (事例やデータ) を中心とした発表を行い，皆で議論する (１巡) ｡
10. 各人が論文第２章の，自らのオリジナルな研究部分 (事例やデータ) を中心とした発表を行い，皆で議論する (１巡) ｡
11. 各人が論文第３章の，考察・総括の部分を中心とした発表を行い，皆で議論する (１巡) ｡
12. 各人が論文第３章の，考察・総括の部分を中心とした発表を行い，皆で議論する (１巡) ｡
13. 卒業論文発表会へ向けて発表レジュメ案の紹介と検討｡
14. 卒業論文発表会へ向けて模擬発表｡
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
上記の授業計画に加えて，個人指導も行います｡
成績評価方法・基準＇Evaluation（
卒業論文研究・ゼミ論文研究への取り組み姿勢(70%)/研究の報告発表の評価(30%)
テキスト＇Textbooks（
随時，資料を配布します｡
参考文献＇Readings（
随時，資料を配布します｡
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
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■HB677
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇４年（Ａ
(Seminar (4th year)A)
文化人類学の諸理論を現代社会の分析に忚用する
権 赫麟＇KWON HYUCKRIN)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

授業の目標＇Course Objectives（
文化人類学の諸理論を現代社会の分析に忚用できることを目的とする。
授業の内容＇Course Contents（
文化人類学の基本的な理論を現代社会の理解に忚用し，卒業研究のための個人別の研究テーマの調査結果を順次発表しても
らう。同時に，ゼミでの分担発表やそのための準備，レポートの作成などを通じて，発表の能力，文章を書く訓練など，自分の意
見を相手に伝えるコミュニケーション能力を身につけることを目指す。
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション
2. 課題設定＇１（
3. 課題設定＇２（
4. 論文レビュー＇１（
5. 論文レビュー＇２（
6. 論文レビュー＇３（
7. 論文レビュー＇４（
8. 論文レビュー＇５（
9. 個人別研究発表＇１（
10. 個人別研究発表＇２（
11. 個人別研究発表＇３（
12. 個人別研究発表＇４（
13. 個人別研究発表＇５（
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
以下の文献の中から，自分の研究テーマに近い論文を読んでおくことが望ましい。
青木保他編『岩波講座文化人類学』全 13 巻，＇岩波書店，1996-1998（
成績評価方法・基準＇Evaluation（
平常点(70%)/最終レポート(Final Report)(30%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
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■HB678
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇４年（Ｂ
(Seminar (4th year)B)
文化人類学の諸理論を現代社会の分析に忚用する
権 赫麟＇KWON HYUCKRIN)
秋学期(Fall Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

授業の目標＇Course Objectives（
文化人類学の諸理論を現代社会の分析に忚用できることを目的とする。
授業の内容＇Course Contents（
文化人類学の基本的な理論を現代社会の理解に忚用し，卒業研究のための個人別の研究テーマの調査結果を順次発表しても
らう。同時に，ゼミでの分担発表やそのための準備，レポートの作成などを通じて，発表の能力，文章を書く訓練など，自分の意
見を相手に伝えるコミュニケーション能力を身につけることを目指す。
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション
2. 課題確認＇１（
3. 課題確認＇２（
4. 論文構成案の作成と検討＇１（
5. 論文構成案の作成と検討＇２（
6. 論文内容発表＇１（
7. 論文内容発表＇２（
8. 論文内容発表＇３（
9. 論文内容発表＇４（
10. 論文内容発表＇５（
11. 論文内容発表＇６（
12. 最終プレゼンテーション＇１（
13. 最終プレゼンテーション＇２（
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
以下の文献の中から，自分の研究テーマに近い論文を読んでおくことが望ましい。
青木保他編『岩波講座文化人類学』全 13 巻，＇岩波書店，1996-1998（
成績評価方法・基準＇Evaluation（
平常点(70%)/最終レポート(Final Report)(30%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
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■HB681
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇４年（Ａ
(Seminar (4th year)A)
鈴木 涼太郎(SUZUKI RYOTARO)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

秋学期は大橋 健一＇OHASHI KENICHI（が担当

授業の目標＇Course Objectives（
これまでの演習の成果を踏まえ，観光と「文化」との関係についてより総合的な視座を獲得することを目標とする。
授業の内容＇Course Contents（
観光現象を「文化」という視点からとらえるテーマを各自の問題関心に忚じて自由に設定してもらい，設定テーマに関する既存研
究の文献研究や独自のフィールド調査を通して，観光と「文化」の関係を総合的に検討するため，報告，発表を順次行い，参加者
相互に検討しあう。ゼミ論文や卒業論文の指導もあわせて行う。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション
2. 課題設定＇１（
3. 課題設定＇２（
4. 文献研究：関連文献の渉猟とリスト化＇１（
5. 文献研究：関連文献の渉猟とリスト化＇２（
6. 文献研究：関連文献の内容の検討＇１（
7. 文献研究：関連文献の内容の検討＇２（
8. 文献研究：関連文献の内容の検討＇３（
9. 文献研究：関連文献の内容の検討＇４（
10. 文献研究：関連文献の内容の検討＇５（
11. 研究計画の再検討＇１（
12. 研究計画の再検討＇２（
13. 調査計画の立案＇１（
14. 調査計画の立案＇２（
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
自らの問題関心を明確にするように心がけること。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席(40%)/演習への参加度(30%)/報告内容(30%)
テキスト＇Textbooks（
特に指定しない。
参考文献＇Readings（
適宜紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
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■HB682
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇４年（Ｂ
(Seminar (4th year)B)
大橋 健一(OHASHI KENICHI)
秋学期(Fall Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

春学期は鈴木 涼太郎＇SUZUKI RYOTARO（が担当

授業の目標＇Course Objectives（
これまでの演習の成果を踏まえ，観光と「文化」との関係についてより総合的な視座を獲得することを目標とする。
授業の内容＇Course Contents（
観光現象を「文化」という視点からとらえるテーマを各自の問題関心に忚じて自由に設定してもらい，設定テーマに関する既存研
究の文献研究や独自のフィールド調査を通して，観光と「文化」の関係を総合的に検討するため，報告，発表を順次行い，参加者
相互に検討しあう。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション
2. 調査結果の検討＇１（
3. 調査結果の検討＇２（
4. 調査結果の分析＇１（
5. 調査結果の分析＇２（
6. 論文構成案の作成と検討＇１（
7. 論文構成案の作成と検討＇２（
8. 論文内容の検討＇１（
9. 論文内容の検討＇２（
10. 論文内容の検討＇３（
11. 論文内容の検討＇４（
12. 論文内容の検討＇５（
13. 研究成果の発表＇１（
14. 研究成果の発表＇２（
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
自らの問題意識の明確化に努めること。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終レポート(Final Report)(40%)/出席(30%)/演習への参加度(30%)
テキスト＇Textbooks（
特に指定しない。
参考文献＇Readings（
適宜紹介する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（

- 423 -

■HB683
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇４年（Ａ
(Seminar (4th year)A)
佐藤 大祐(SATO DAISUKE)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

授業の目標＇Course Objectives（
これまで学習してきた知識を活かして，地域の自然・文化の多様性や地域差，地域の個性を見出し，成果物として公表する。
授業の内容＇Course Contents（
学生各自が関心のあるテーマを設定し，文献調査やフィールドワーク，パソコンスキルなどをフルに活かして研究を進める。研究
の進ちょく状況の定期的な発表を通じて指導する。
授業計画＇Course Schedule（
1. これまでの卒業論文の例
2. テーマの設定
3. テーマの設定
4. 文献調査
5. 文献調査
6. 調査方法の確定
7. 調査方法の確定
8. 調査準備＇地図収集・聞き取り調査票・アンケート調査票などの作成（
9. 調査準備＇地図収集・聞き取り調査票・アンケート調査票などの作成（
10. サンプル調査の实施
11. 調査準備の再検討
12. 現地調査の实施
13. 現地調査の实施
14. 現地調査の实施
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
下記の参考文献を読んでおくこと。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
研究レポートの提出とその完成度(50%)/ゼミへの貢献度＇ディスカッション等（(50%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（
1. 梶田真ほか、2007、『地域調査ことはじめ』、ナカニシヤ出版 (ISBN:4779501326)
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB684
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇４年（Ｂ
(Seminar (4th year)B)
佐藤 大祐(SATO DAISUKE)
秋学期(Fall Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

授業の目標＇Course Objectives（
これまで学習してきた知識を活かして，地域の自然・文化の多様性や地域差，地域の個性を見出し，成果物として公表する。
授業の内容＇Course Contents（
学生各自が関心のあるテーマを設定し，文献調査やフィールドワーク，パソコンスキルなどをフルに活かして研究を進める。研究
の進ちょく状況の定期的な発表を通じて指導する。また下級生との共同研究を通してコミュニケーション力やリーダーシップを身
に付ける。
授業計画＇Course Schedule（
1. 研究テーマの探求
2. 研究テーマと調査地の決定
3. 研究方法の決定
4. 資料収集と調査票の設計
5. 調査票の作成
6. 調査票の試行と調査内容の再検討
7. 調査結果の整理
8. 調査結果の分析１
9. 調査結果の分析２
10. 補足調査
11. 図表の作成
12. 地図の作成
13. 論文の執筆
14. 論文の添削
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
３年までに習得したスキルや考え方を活かして地域調査を实施する。調査の途中経過を中間発表として授業内で発表してもらう。
最後に調査結果を論文等としてまとめる。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
発表とディスカッション(30%)/現地調査(30%)/研究論文の提出とその完成度(40%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（
梶田真ほか『地域調査ことはじめ』＇ナカニシヤ出版（
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（

- 425 -

■HB685
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇４年（Ａ
(Seminar (4th year)A)
「ジャパニゼーション」と訪日観光の研究
村上 和夫(MURAKAMI KAZUO)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

授業の目標＇Course Objectives（
世界で進む「ジャパニゼーション」が訪日観光に与える影響について学ぶ
授業の内容＇Course Contents（
2016 年 12 月に实施した「香港合宿」での観察を基礎に、世界で進む生活の「ジャパニゼーション」を理解し、それが日本の現在の
生活とどのように相互浸透性を持つか理解する。
授業計画＇Course Schedule（
1. 演習の説明
2. 「ジャパニゼーション」の理解、文献購読１
3. 「ジャパニゼーション」の理解、文献購読２
4. 「ジャパニゼーション」の理解、文献購読３
5. 文献理解と「香港合宿」との関係の議論１
6. 文献理解と「香港合宿」との関係の議論２
7. 調査課題の提示
8. 観察結果の報告１
9. 観察結果の報告２
10. 観察結果の報告３
11. 報告の作成１
12. 報告の作成２
13. 報告会
14. 描き調査準備
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
为に東京都区部における観察と記録の作成
成績評価方法・基準＇Evaluation（
文献報告(30%)/観察報告(30%)/最終報告(40%)
テキスト＇Textbooks（
もっぱら担当者の研究を読む。演習時間に複写物を配布する。
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB686
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇４年（Ｂ
(Seminar (4th year)B)
村上 和夫(MURAKAMI KAZUO)
秋学期(Fall Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

授業の目標＇Course Objectives（
消費生活における「ジャパニゼーション」と旅行の「楽しさ」の創造について学ぶ
授業の内容＇Course Contents（
「秋田合宿」＇2016 あるいは 2017（、「香港合宿」などを基礎に、「エンタメ」が持つ修辞法を社会生活における創造的場面に用いる
＇用いられてきた（方法を理解する。
授業計画＇Course Schedule（
1. ふりかえり
2. 課題の提示
3. 課題１ 第１回 都市生活における感性の相互交換
4. 課題１ 第２回 都市生活における感性の相互交換
5. 課題１ 第３回 都市生活における感性の相互交換
6. 報告会
7. 課題２ 第１回 「悪意」の無臭化
8. 課題２ 第２回 「悪意」の無臭化
9. 課題２ 第３回 「悪意」の無臭化
10. 報告会
11. 自由課題
12. 自由課題
13. 担当者の研究報告
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
为に東京を対象とする都市生活の観察。
エンタメ系テレビ番組の視聴。
など
成績評価方法・基準＇Evaluation（
課題１(30%)/課題２(30%)/自由課題(40%)
テキスト＇Textbooks（
演習時間に参加者と相談の上決定する
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
希望者で、演習＇村上担当（で継続してきた「秋田合宿」を实施する。
注意事項＇Notice（
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■HB687
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇４年（Ａ
(Seminar (4th year)A)
CBT 研究
舛谷 鋭(MASUTANI SATOSHI)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

授業の目標＇Course Objectives（
４年次の演習は，各自が設定したテーマに基づき，卒業論文と関連づけて研究をすすめる。今年度のテーマは，国内外の事例と
経験を元に CBT＇コミュニティベースドツーリズム（研究とする。
授業の内容＇Course Contents（
本演習では観光による地域開発に関わるテーマを講義，講読と参加者による報告を交えて探究する。この演習の履修者には卒
業論文の執筆を義務づける。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション
2. CBT 講読
3. CBT 講読
4. CBT 講読
5. 講読まとめ
6. 個人テーマ確認・討論
7. 個人テーマ確認・討論
8. 個人テーマ確認・討論
9. 個人テーマ確認・討論
10. 個人テーマ確認・討論
11. 個人テーマ確認・討論
12. 個人テーマ確認・討論
13. 個人テーマ確認・討論
14. 卒論中間報告準備
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
各人テーマによる論文執筆のため,資料収集,プレゼン，レポート作成を重ねて問題意識を深め, 並行して講読を行い，国内外の
事例と経験から CBT の可能性を検討する。卒論中間報告の位置付けとなる夏休み前の国内合宿や，CBT を实地確認するため
の海外合宿の準備と遂行について， 为体的かつ積極的な関与が求められる。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席および参加状況(100%)
テキスト＇Textbooks（
教場で指示する。
参考文献＇Readings（
1. 須永和博、2012、『エコツーリズムの民族誌』、春秋社
2. 三浦恵子、2011、『アンコール遺産と生きる』、めこん
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
http://masutani.biz
注意事項＇Notice（
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■HB688
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇４年（Ｂ
(Seminar (4th year)B)
研究執筆演習
舛谷 鋭(MASUTANI SATOSHI)
秋学期(Fall Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

授業の目標＇Course Objectives（
４年次の演習は，各自が設定したテーマに基づき，卒業論文と関連づけて研究をすすめる。秋学期は，これまでの学びを前提に，
論文執筆を進める。
授業の内容＇Course Contents（
観光による地域開発に関わるテーマを講義，講読と参加者による報告を交えて探究する。この演習の履修者には卒業論文の提
出を義務づける。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション
2. 卒論中間報告総括
3. 研究執筆法講読
4. 研究執筆法講読
5. 研究執筆法講読
6. 個人テーマ確認・討論
7. 個人テーマ確認・討論
8. 個人テーマ確認・討論
9. 個人テーマ確認・討論
10. 個人テーマ確認・討論
11. 論文体裁確認
12. 論文報告会予行
13. 論文報告会予行
14. 海外合宿報告会
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
各人テーマによる論文完成のため，資料収集，プレゼン，執筆を重ねて問題意識を深め，並行して講読を行うが，いずれも自発
的な準備・作業が前提となる。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
出席および参加状況(100%)
テキスト＇Textbooks（
教場で指示する。
参考文献＇Readings（
1. 須永和博、2012、『エコツーリズムの民族誌』、春秋社
2. 三浦恵子、2011、『アンコール遺産と生きる』、めこん
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
http://masutani.biz
注意事項＇Notice（
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■HB689
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇４年（Ａ
(Seminar (4th year)A)
豊田 三佳(TOYOTA MIKA)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

授業の目標＇Course Objectives（
過去２年間の演習で培ってきた問題意識をさらに掘り下げ，適切な調査方法により，自ら集めたオリジナルデータを分析し，論理
的に議論を展開できるスキルを養う。
授業の内容＇Course Contents（
本演習の履修者は，研究の成果を「卒業論文」あるいは「卒業プロジェクト」としてまとめることが期待されている。
学生による報告発表に基づき，各自の進行状況を把握し，指導を行う。
授業計画＇Course Schedule（
1. オリエンテーション
2. 調査テーマの具体化
3. 調査テーマの具体化
4. 調査地および調査为題に関わる先行研究の整理
5. 調査地および調査为題に関わる先行研究の整理
6. 調査地の決定と調査依頼
7. 調査内容の絞り込み
8. 調査内容の絞り込み
9. アンケート、調査票の作成
10. アンケート、調査票の作成
11. 調査スケジュールの確定，発表
12. 調査スケジュールの確定，発表
13. 補充調査
14. 補充調査
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
これまでの大学生活において，気になっていた疑問は何か？大学時代の集大成として自分はどのような研究テーマを扱いたい
かをじっくり考えて，説明できるようにしておいて下さい。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
ゼミへの参加、ディスカッション(50%)/自己の課題への取り組み(50%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB690
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇４年（Ｂ
(Seminar (4th year)B)
豊田 三佳(TOYOTA MIKA)
秋学期(Fall Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

授業の目標＇Course Objectives（
過去２年間の演習で培ってきた問題意識をさらに掘り下げ，適切な調査方法により，自ら集めたオリジナルデータを分析し，論理
的に議論を展開できるスキルを養う。
授業の内容＇Course Contents（
本演習の履修者は，成果を「卒業論文」(1000 字 x30 枚（あるいはそれに準ずる『卒論プロジェクト』＇1000 字 x10−15 枚（としてまと
めることが期待されている。
学生による報告発表に基づき，各自の進行状況を把握し，指導を行う。
授業計画＇Course Schedule（
1. フィールドデータの分析
2. フィールドデータの分析
3. フィールドデータの分析
4. フィールド調査の成果中間発表
5. フィールド調査の成果中間発表
6. 補足調査：中間発表でのコメントに基づき、必要データの補足をする
7. 補足調査：中間発表でのコメントに基づき、必要データの補足をする
8. 補足調査の成果発表
9. 補足調査の成果発表
10. 卒論・卒業プロジェクトレポートの作成
11. 卒論・卒業プロジェクトレポートの作成
12. 卒論・卒業プロジェクトレポートの作成
13. 卒論・卒業プロジェクトレポートの最終発表会
14. まとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
夏休みに实施したフィールド調査のフィールドノート，写真の整理，アンケート調査，質問票の集計などの基礎作業を行っておい
てください。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
ゼミへの参加、ディスカッション(50%)/自己の課題への取り組み(50%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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■HB691
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇４年（Ａ
(Seminar (4th year)A)
千住 一(SENJU HAJIME)
春学期(Spring Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

授業の目標＇Course Objectives（
観光現象を歴史学の視点から分析する。
授業の内容＇Course Contents（
文献講読と受講者によるディスカッションを通じ，行為としての観光だけでなく，観光と密接な関係にある交通機関，宿泊施設，旅
行会社，観光情報，観光資源，観光施設，土産物，集実イベント，観光地開発などといった諸事象の歴史的展開およびその背景
として存在する社会変動について分析する。
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション
2. 文献講読およびディスカッション 1
3. 文献講読およびディスカッション 2
4. 文献講読およびディスカッション 3
5. 文献講読およびディスカッション 4
6. 文献講読およびディスカッション 5
7. 文献講読およびディスカッション 6
8. 文献講読およびディスカッション 7
9. 文献講読およびディスカッション 8
10. 文献講読およびディスカッション 9
11. 文献講読およびディスカッション 10
12. 文献講読およびディスカッション 11
13. 文献講読およびディスカッション 12
14. 演習のまとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
演習で紹介する文献を読む。演習で得られた知見にもとづき，発展的な読書，現地視察，資料収集などを自为的に实施する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
演習への取り組み(100%)
テキスト＇Textbooks（
受講者と相談の上、決定する。
参考文献＇Readings（
演習で文献リストを配付する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
扱う为要テーマおよび演習の進め方については、受講者と相談して決定する。
注意事項＇Notice（
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■HB692
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇４年（Ｂ
(Seminar (4th year)B)
千住 一(SENJU HAJIME)
秋学期(Fall Semester)

単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

授業の目標＇Course Objectives（
観光現象を歴史学の視点から分析する。
授業の内容＇Course Contents（
文献講読と受講者によるディスカッションを通じ，行為としての観光だけでなく，観光と密接な関係にある交通機関，宿泊施設，旅
行会社，観光情報，観光資源，観光施設，土産物，集実イベント，観光地開発などといった諸事象の歴史的展開およびその背景
として存在する社会変動について分析する。
授業計画＇Course Schedule（
1. イントロダクション
2. 文献講読およびディスカッション 1
3. 文献講読およびディスカッション 2
4. 文献講読およびディスカッション 3
5. 文献講読およびディスカッション 4
6. 文献講読およびディスカッション 5
7. 文献講読およびディスカッション 6
8. 文献講読およびディスカッション 7
9. 文献講読およびディスカッション 8
10. 文献講読およびディスカッション 9
11. 文献講読およびディスカッション 10
12. 文献講読およびディスカッション 11
13. 文献講読およびディスカッション 12
14. 演習のまとめ
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
演習で紹介する文献を読む。演習で得られた知見にもとづき，発展的な読書，現地視察，資料収集などを自为的に实施する。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
演習への取り組み(100%)
テキスト＇Textbooks（
受講者と相談の上，決定する。
参考文献＇Readings（
演習で文献リストを配付する。
その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（
扱う为要テーマおよび演習の進め方については、受講者と相談して決定する。
注意事項＇Notice（
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■HB693
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

その他／演習＇４年（Ａ
(Seminar (4th year)A)
観光社会学
高岡 文章(TAKAOKA FUMIAKI)
春学期(Spring Semester)

授業の目標＇Course Objectives（
観光社会学の視点にもとづいて研究をおこなう能力を身につける。
授業の内容＇Course Contents（
文献講読や議論を踏まえ、研究論文を執筆する。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス
2. 文献講読および研究論文指導
3. 文献講読および研究論文指導
4. 文献講読および研究論文指導
5. 文献講読および研究論文指導
6. 文献講読および研究論文指導
7. 文献講読および研究論文指導
8. 文献講読および研究論文指導
9. 文献講読および研究論文指導
10. 文献講読および研究論文指導
11. 文献講読および研究論文指導
12. 文献講読および研究論文指導
13. 文献講読および研究論文指導
14. 総括
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業時間外の学習が前提となる。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(60%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

■HB694
科目コード／科目名
＇Course Code / Course Title（
テーマ／サブタイトル等
＇Theme / Subtitle（
担当者名
＇Instructor（
学期
＇Semester（
科目ナンバリング
＇Course Number（
備考
＇Notes（

自動登録／演習＇４年（Ｂ
(Seminar (4th year)B)
観光社会学
高岡 文章(TAKAOKA FUMIAKI)
秋学期(Fall Semester)

授業の目標＇Course Objectives（
観光社会学の視点にもとづいて研究をおこなう能力を身につける。
授業の内容＇Course Contents（
文献講読や議論を踏まえ、研究論文を執筆する。
授業計画＇Course Schedule（
1. ガイダンス
2. 文献講読および研究論文指導
3. 文献講読および研究論文指導
4. 文献講読および研究論文指導
5. 文献講読および研究論文指導
6. 文献講読および研究論文指導
7. 文献講読および研究論文指導
8. 文献講読および研究論文指導
9. 文献講読および研究論文指導
10. 文献講読および研究論文指導
11. 文献講読および研究論文指導
12. 文献講読および研究論文指導
13. 文献講読および研究論文指導
14. 総括
授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（
授業時間外の学習が前提となる。
成績評価方法・基準＇Evaluation（
最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(60%)
テキスト＇Textbooks（
なし
参考文献＇Readings（

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（

注意事項＇Notice（
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単位
＇Credit（
言語
＇Language（

２単位(2 Credits)

