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■HA001 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／観光概論１ 

(Introduction to Tourism studies 1) 

担当者名 

（Instructor） 
専任教員 他 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
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，実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） 

授業への参加度(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） 

自動登録／観光調査・研究法入門 

(Introduction to Research Practice) 

担当者名 

（Instructor） 
専任教員 他 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM1000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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，実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） 

授業への参加度(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） 

自動登録／観光概論 

(Introduction to Tourism studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代観光の基礎的理解 

担当者名 

（Instructor） 
専任教員 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM1000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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あります。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側面から取り上げていきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 観光概論を学ぶにあたって 

2. 観光への期待（ゲストによる講演） 

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. 観光者の行動と心理 

6. 観光行動の対象 

7. 観光と自然環境 

8. 観光と文化 

9. 観光と経済 

10. 観光資源の保全と活用 

11. 国際社会と観光 

12. 観光と地域振興 

13. 観光を支えるビジネス（1）ゲストによる講演 

14. 観光を支えるビジネス（2）ゲストによる講演 

 

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

の現実にふれてください。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、2018、『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)） 
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注意事項（Notice） 
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■HA007 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／観光史 

(History of Tourism) 

担当者名 

（Instructor） 
千住 一(SENJU HAJIME) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM1000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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、観光をめぐる事象の歴史的展開から学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

観光をめぐる事象の歴史的展開のなかでも、西洋および日本の事例を取り上げる。言及する時代は、観光の特性上、近世、近

代、現代が中心となる。講義では単なる基礎知識だけでなく、歴史的展開の背景にある社会的要因や複合性・地域横断性といっ

た、観光を理解する上での基本的な分析視角も身に付ける。あわせて、今日における観光のありようをよりよく理解するために、

歴史的連続性という見方もまた有効であることを学ぶ。 

 

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. 江戸の旅 

6. 伊勢参り 

7. 開国と遊歩 

8. 喜賓会 

9. ジャパン＝ツーリスト＝ビューロー 

10. 国際観光局 

11. 現代における観光 

12. テーマからみる観光の歴史 

13. テーマからみる観光の歴史 

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） 

これまでに身につけた歴史に関する知識のうち、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。講義で紹介する文

献を積極的に読み進める。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。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

Blackboardに文献リストを掲載する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義形式となる。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） 

HA008／経営学総論 

(Introduction to Management) 

担当者名 

（Instructor） 
藤波 美帆(FUJINAMI MIHO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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、実際のビジ

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」、事業を実行していく「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. 戦略策定の実際（１） 

4. 戦略策定の実際（２） 

5. 戦略策定の実際（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. ゲーム理論（３） 

12. 動機付け 

13. リーダーシップ 

14. 組織形態 

 

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、必要に応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)(80%)/授業への参加態度とコメントペーパーの内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定なし（必要に応じて授業時に紹介） 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業時に紹介 

 

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） 

HA009／観光事業論 

(Tourism Business) 

担当者名 

（Instructor） 
中野 文彦(NAKANO FUMIHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS1000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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主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

ら実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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/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%)/毎授業後提出の小レポート

(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） 

HA011／経営学総論１ 

(Introduction to Management 1) 

担当者名 

（Instructor） 
藤波 美帆(FUJINAMI MIHO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
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、実際のビジ

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」、事業を実行していく「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. 戦略策定の実際（１） 

4. 戦略策定の実際（２） 

5. 戦略策定の実際（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. ゲーム理論（３） 

12. 動機付け 

13. リーダーシップ 

14. 組織形態 

 

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、必要に応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)(80%)/授業への参加態度とコメントペーパーの内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定なし（必要に応じて授業時に紹介） 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業時に紹介 

 

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） 

HA012／観光事業論１ 

(Tourism Business 1) 

担当者名 

（Instructor） 
中野 文彦(NAKANO FUMIHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
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主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

ら実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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/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%)/毎授業後提出の小レポート

(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） 

自動登録／交流文化論 

(Cultural Issues in Tourism) 

担当者名 

（Instructor） 
大橋 健一(OHASHI KENICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
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） 

HA016／観光概論 

(Introduction to Tourism studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代観光の基礎的理解 

担当者名 

（Instructor） 
専任教員 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM1000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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あります。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側面から取り上げていきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 観光概論を学ぶにあたって 

2. 観光への期待（ゲストによる講演） 

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. 観光者の行動と心理 

6. 観光行動の対象 

7. 観光と自然環境 

8. 観光と文化 

9. 観光と経済 

10. 観光資源の保全と活用 

11. 国際社会と観光 

12. 観光と地域振興 

13. 観光を支えるビジネス（1）ゲストによる講演 

14. 観光を支えるビジネス（2）ゲストによる講演 

 

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

の現実にふれてください。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、2018、『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)） 
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注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 13 - 

■HA023 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HA023／観光行動論１ 

(Human Behavior in Tourism 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
観光行動の基礎的理解 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 俊哉(HASHIMOTO TOSHIYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
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，実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応用事例(「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，リアクションペーパーの作成・提出を求

めることがある。 

 

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」の概念とその応用 1 

11. 「誘導」の概念とその応用 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%)/授業中のリアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストはとくに使用せず，毎時間講義資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 橋本俊哉編、2013、『観光行動論』、原書房 

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） 

HA026／観光調査法１ 

(Research Methods for Tourism 1) 

担当者名 

（Instructor） 
相澤 孝文(AIZAWA TAKAFUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2011 年度以前 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 観光学部の演習等で実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なる、「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） 

 本講座は、自ら観光調査を行いたいという具体的な目的意識をもった学生を対象としている。 

  

 調査テーマの設定から始まり、観光研究関連文献の収集と読解、各種調査の計画と実施、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解説していく。 

 その中ではより身近で練習問題にふさわしいトピックとして、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、アンケート法の各段階の手続き、過去の観光学部生による取り組み

等も紹介する。 

 コメントペーパーや小レポート等も各回の授業で実施し、その答案に対して教員からフィードバックする機会も設けているため、

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. 観光資源の発掘 

9. アンケート法の基礎知識 

10. アンケート調査票の設計 

11. 観光地におけるアンケートの実施 

12. アンケート結果の集計と分析 

13. 観光学部生による調査事例 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・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。 

 

・授業内課題や筆記試験に向け、授業で理解した内容を論述形式で説明できるように準備しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/コメントペーパーの記述内容(35%)/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)） 

・受講者数の把握と講義計画の確定、授業進行や成績評価の方針説明を行うため、初回オリエンテーションには必ず出席するこ

と。出席した学生に対して受講を認めることとしたい。 

 

・当然の事ながら、「授業中における私語やスマートフォンの操作、遅刻しての入室」等、講義の進行を妨げたり規律を乱す行為
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は慎むこと。もし著しく違反した学生がいれば退室指示や減点処理、欠席扱い等の形で厳しく対処するため、この方針に同意し遵

守できる学生にのみ受講してほしい。  

 

注意事項（Notice） 
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■HA027 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HA027／企業情報分析１ 

(Business Information Analysis 1) 

担当者名 

（Instructor） 
野田 健太郎(NODA KENTARO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2011 年度以前 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。さらに企業・組織運営についてのトピックについても解説する。後

半では企業の社会的責任や地域創成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. 企業の社会的責任について解説する。 

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(70%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

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） 

HA028／マーケティング１ 

(Marketing 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
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 

担当者名 

（Instructor） 
東 徹(AZUMA TORU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2011 年度以前 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応用力

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

い顧客の心をひきつけ，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！―「作ったものを売る」ことと「売れるものをつくる」ことはどう違う？― 

3. 利益獲得のカギは顧客満足にあり！―マーケティングの基本理念を理解しよう― 

4. 満足した顧客はリピーターになってくれるか？―顧客満足と顧客ロイヤルティ－ 

5. 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― 

6. 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)― 

7. 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？①― 

8. 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？②― 

9. 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― 

10. 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①― 

11. 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②― 

12. 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― 

13. 消費者タイプの違いを見極めろ！―消費者の購買行動とマーケティング戦略― 

14. 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。

常に現実に目を向け，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、2017 年、『現代マーケティングの基礎知識［改訂版］』、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） 

HA029／組織と人的資源経営１ 

(Organization and Human Resources 1) 

担当者名 

（Instructor） 
野崎 俊一(NOZAKI SHUNICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2011 年度以前 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：キャリアの主導権 

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. サービス・ドミナント・ロジックと生産性向上 

11. 人の意識を変える仕組み化 

12. 観光関連産業に見る企業事例 

13. 労働の人間化とワークライフバランス 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に必要に応じて指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/レポートと小テスト(30%) 

 

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 

3. 神田 秀樹、2015、『会社法入門 新版』、岩波新書 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HA030 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HA030／起業論 

(Entrepreneurship) 

担当者名 

（Instructor） 
酒井 雅子(SAKAI MASAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 実際に起業するか否かにかかわらず、実社会で活躍するためには起業家的な発想とベンチャーに関する理解が要求される時

代となっている。この授業は、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。また、給与明細の見方や税金や社会保険料の基礎知識等、「仕事とお金」の

基本をきちんと身に着け、物心両面で豊かな人生を目指すことを目標とする。 

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い。起業とその背景にある

歴史・文化・社会構造等の関係に関心を持つゲスト講師を招き、日米の起業風土の違いについて語ってもらう予定である。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。実際の起業家をゲ

スト講師に招き、実体験を紹介してもらうことも予定している。ビジネスプラン、起業支援制度、起業後の戦略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. 日米の起業風土の違い（ゲスト講師） 講師の予定により変更もありうる 

4. 金融と「起業金融」（１） 

5. 金融と「起業金融」（２） 

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までの間に起業家によるゲスト講義を盛り込む予定） 

10. ビジネスプラン作成の要点 

11. 起業支援制度 

12. 起業後の戦略 

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） 

授業時に必要に応じて指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/期中レポート（複数回実施）(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業は主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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■HA043 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HA043／経営戦略論１ 

(Management Strategy 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ツーリズム産業における戦略構想 

担当者名 

（Instructor） 
二木 真(FUTAKI MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 

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実践（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主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（実践）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. ツーリズム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（広告業界） 

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（ツーリズム業界） 

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（デジタルメディア業界） 

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・授業への取り組み(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キーマンをゲストに迎え、企業

人のリアルな考え方と実践を学び、受講者との交流の場を提供する。 

 

注意事項（Notice） 
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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） 

HA046／観光経済分析 

(Economics of Tourism) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

観光の経済活動としての側面に焦点を当て、経済学的考え方を通じて様々な観光に関

連する産業における経済活動、及びそれに対する公的部門の活動について分析する 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 浩之(SATOU HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
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、特に近年成長産業と位置づけられることの多い観光産業における経済活動

に関する様々なトピックについて分析、検討していくことで、受講者自らが経済活動として様々な観光産業を捉える視点を養うこと

を目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

政府の経済成長を目指すための戦略において、観光分野は特に成長が期待される産業として昨今注目されています。そこで本

講義では、観光の経済的側面、特に観光の供給サイドである観光関連産業に着目し、当該市場における活動及びそれら市場を

円滑に運営するための政府の役割について、できるだけ平易な経済学的ロジックを使った分析を行い、受講者の皆さんと一緒に

考えていきます。 

 

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. 観光産業の経済分析(4)－観光産業と製品差別化 

11. 観光におけるゲーム理論の応用－”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｡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. 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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観光庁観光立国推進基本法 HP 

 

注意事項（Notice） 
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■HA047 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HA047／投資計画論 

(Investment Planning) 

担当者名 

（Instructor） 
内山 勝久(UCHIYAMA KATSUHISA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 設備投資とは何か 

3. 企業の設備投資行動と企業財務 

4. 設備投資と資金調達の基礎知識（1） 

5. 設備投資と資金調達の基礎知識（2） 

6. 設備投資と資金調達の基礎知識（3） 

7. 投資採算の考え方 

8. 地域と投資プロジェクト 

9. 事業計画と投資採算（1） 

10. 事業計画と投資採算（2） 

11. 事業計画と投資採算（3） 

12. 設備投資と経済効果（1） 

13. 設備投資と経済効果（2） 

14. 設備投資と経済効果（3） 

 

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。なお、授業では

Microsoft Excel 等の表計算ソフトの基礎的なスキル（演算や関数など）が必要になります。表計算ソフトの操作経験のない学生

は授業時間外に自習して補完してください。 

 

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または授業時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) 

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。 

・授業はパワーポイントを使用した講義形式が中心となります。 

・資料の配付や課題の提出などには Blackboard を使用する予定です。 

・授業では Microsoft Excel 等の表計算ソフトの基礎的なスキル（演算や関数など）が必要になります。表計算ソフトの操作経験

のない学生は授業時間外に自習して補完してください。 
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注意事項（Notice） 
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■HA053 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HA053／観光計画論１ 

(Tourism Area Planning 1) 

担当者名 

（Instructor） 
堀木 美告(HORIKI MITSUGU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2011 年度以前 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

住民と来訪者（観光客）の双方にとって魅力的な地域を実現するための計画策定の考え方と手法について学ぶ。  

 

授業の内容（Course Contents） 

日本国内の観光地は様々な課題を抱えており、その中には多くの観光地に共通の課題と、それぞれの環境に起因する固有の課

題とがある。本講義では４つの地域（観光地）の事例を取り上げ、それぞれの地域の現状と課題を理解し、観光に関する計画策

定を通じてそれらの課題解決を図る方策について考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義の概要と進め方に関する説明 

2. 観光計画の基本的な考え方 

3. 観光計画策定の手法（地域の現状分析と課題の把握） 

4. 観光計画策定の手法（観光地のコンセプトメイキング） 

5. 観光計画策定の手法（計画の立案・実施・評価・改善） 

6. 観光計画の策定事例Ⅰ（網走市の現状と課題） 

7. 観光計画の策定事例Ⅰ（網走市での計画策定） 

8. 観光計画の策定事例Ⅱ（佐世保市の現状と課題） 

9. 観光計画の策定事例Ⅱ（佐世保市での計画策定） 

10. 観光計画の策定事例Ⅲ（浦安市の現状と課題） 

11. 観光計画の策定事例Ⅲ（浦安市での計画策定） 

12. 観光計画の策定事例Ⅳ（白馬村の現状と課題） 

13. 観光計画の策定事例Ⅳ（白馬村での計画策定） 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事例として取り上げる地域についてあらかじめ情報収集を行い、対象地の概要を把握した上で授業に臨むこと。自身の居住地や

旅行先など様々な地域について現状を客観的に分析し、その課題発見を行うように心がけること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中に課す提出物(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） 

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） 

HA064／観光調査法２ 

(Tourism Analysis 2) 

担当者名 

（Instructor） 
清野 隆(SEINO TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
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. 観光と地域環境を読み解く 

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，必要に応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） 

HA073／地域経済学１ 

(Regional Economics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
観光現象の経済学的考察 

担当者名 

（Instructor） 
麻生 憲一(ASOH KEN-ICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
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）経済学の専門用語について理解する。 

 

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。なお、本授業では、図式を用いて説明を行う。 

 

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） 

HA074／地域経済学２ 

(Regional Economics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域の現状と経済学的分析 

担当者名 

（Instructor） 
麻生 憲一(ASOH KEN-ICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
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）地域経済学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解を深める。授業の後半では、人口減少社

会の実態を把握し、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. 地域経済学の実態分析（1）－地域の産業構造 

10. 地域経済学の実態分析（2）－過疎化と人口減少社会 

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. 参加協働と住民主体 

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%)/授業への取り組み(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こと。 

 

注意事項（Notice） 
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■HA075 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HA075／観光行動論２ 

(Human Behavior in Tourism 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
観光計画の心理学的・行動論的視点 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 俊哉(HASHIMOTO TOSHIYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
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・行動論的な見方を実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ついて，観光現象を理解するための感性の役

割と重要性にふれつつ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リアクションペーパーの作成・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)(80%)/授業中のリアクションペーパー(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） 

1. 橋本俊哉、1997、『観光回遊論』、風間書房 

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） 

抽選登録／空間情報処理２ 

(Spatial Information Processing 2) 

担当者名 

（Instructor） 
鄭 玉姫(JUNG OKHEE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 

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，統計データなどを使って空間分析を体験的に学習する。

授業の後半は講義で取り上げた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の基礎知識と練習 

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 4・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。 

 

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） 

HA078／空間文化論 

(Cultural Issues in the Spatial Environment) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
空間の構成、造形、演出 

担当者名 

（Instructor） 
毛谷村 英治(KEYAMURA EIJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
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感や躍動

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、もしくは、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するとともに、機能面からみた発展の歴史、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、作り出される空間の変容まで建築利用者が建築の特性を理解するための視点を教授する。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、より良き建築主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、日常に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応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） 

HA079／空間文化論 

(Cultural Issues in the Spatial Environment) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
空間の構成、造形、演出 

担当者名 

（Instructor） 
毛谷村 英治(KEYAMURA EIJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
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感や躍動

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、もしくは、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するとともに、機能面からみた発展の歴史、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、作り出される空間の変容まで建築利用者が建築の特性を理解するための視点を教授する。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、より良き建築主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、日常に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応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） 

HA080／施設・空間造形論 

(Facilities Planning and Spatial Design) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
空間の構成、造形、演出 

担当者名 

（Instructor） 
毛谷村 英治(KEYAMURA EIJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS3300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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感や躍動

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、もしくは、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するとともに、機能面からみた発展の歴史、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、作り出される空間の変容まで建築利用者が建築の特性を理解するための視点を教授する。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、より良き建築主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、日常に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応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） 

HA081／観光経済学 

(Economics of Tourism) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
観光現象の経済学的考察 

担当者名 

（Instructor） 
麻生 憲一(ASOH KEN-ICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS1000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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）経済学の専門用語について理解する。 

 

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。なお、本授業では、図式を用いて説明を行う。 

 

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） 

HA082／地域経済学 

(Regional Economics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域の現状と経済学的分析 

担当者名 

（Instructor） 
麻生 憲一(ASOH KEN-ICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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）地域経済学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解を深める。授業の後半では、人口減少社

会の実態を把握し、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. 地域経済学の実態分析（1）－地域の産業構造 

10. 地域経済学の実態分析（2）－過疎化と人口減少社会 

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. 参加協働と住民主体 

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%)/授業への取り組み(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こと。 

 

注意事項（Notice） 
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■HA083 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HA083／宿泊産業論１ 

(Lodging Business 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ホテル経営論 

担当者名 

（Instructor） 
平 浩一郎(TAIRA KOICHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
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応用可能。 

 

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，及び経営戦略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（授業中に指示する） 

 

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） 

HA084／宿泊産業論２ 

(Lodging Business 2) 

担当者名 

（Instructor） 
池尾 健(IKEO KEN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2011 年度以前 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ホテル・旅館を含む宿泊産業を取り巻く環境の変化、事業構造を学び、一般的に「宿泊産業」と聞いて想起される「接客業務」以

外に広がる産業の多様性を理解する。 

 

接遇業務以外の多様性を学び、その選択肢を広範なものにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

Airbnb, Uberなどのシェアリングエコノミーの勃興、AI/IoTによる産業構造の再定義という大きなトレンドの変化を具体的な事例を

用いて紹介。その大きな変化の中で、既存の宿泊産業にどのような影響があるのか、従来の産業構造の概要を理解したうえで、

今後の産業の方向性をグループワークなどを通じて想像を進める。受講型・グループワークのバランスは履修生徒の希望や意

欲も勘案し定める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 【2018 年 9 月 4 日付変更】（変更理由：担当者の申し出による） 

変更前：ガイダンス 

変更後：観光①(講義): イントロダクション、「泊まれる施設」の再定義 

2. 【2018 年 9 月 4 日付変更】（変更理由：担当者の申し出による） 

変更前：日本の宿泊産業 

変更後：観光①（ゲストスピーカー）：「泊まれる施設」の再定義・登壇者：L&G GLOBAL BUISNESS, Inc.代表 / ホテルプロ

デューサー龍崎翔子氏（起業家・現役東大生） 

3. 【2018 年 9 月 4 日付変更】（変更理由：担当者の申し出による） 

変更前：新しい潮流 

変更後：観光①（グループワーク）：「泊まれる施設」の再定義 

4. 【2018 年 9 月 4 日付変更】（変更理由：担当者の申し出による） 

変更前：ビジネス構造 

変更後：観光②(講義）：異業種との化学反応 

5. 【2018 年 9 月 4 日付変更】（変更理由：担当者の申し出による） 

変更前：ファイナンス 

変更後：観光②(ゲストスピーカー）：異業種との化学反応：登壇者未定 

6. 【2018 年 9 月 4 日付変更】（変更理由：担当者の申し出による） 

変更前：投資（企業・不動産） 

変更後：観光②(グループワーク）：異業種との化学反応 

7. 【2018 年 9 月 4 日付変更】（変更理由：担当者の申し出による） 

変更前：プロジェクトマネジメント（開発・コンバージョン・リノベーション） 

変更後：観光③（講義）：地域をつなぐ面の役割 

8. 【2018 年 9 月 4 日付変更】（変更理由：担当者の申し出による） 

変更前：宿泊施設の組織① 

変更後：観光③（ゲストスピーカー）：地域をつなぐ面の役割：登壇者未定 

9. 【2018 年 9 月 4 日付変更】（変更理由：担当者の申し出による） 

変更前：宿泊施設の組織② 

変更後：観光③（グループワーク）：地域をつなぐ面の役割 

10. 【2018 年 9 月 4 日付変更】（変更理由：担当者の申し出による） 

変更前：オペレーション 

変更後：Tech①(講義）：テクノロジーによるイノベーション 

11. 【2018 年 9 月 4 日付変更】（変更理由：担当者の申し出による） 

変更前：今後の宿泊産業① 

変更後：Tech①(ゲストスピーカー）：テクノロジーによるイノベーション：登壇者未定 

12. 【2018 年 9 月 4 日付変更】（変更理由：担当者の申し出による） 

変更前：今後の宿泊産業② 
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変更後：Tech①(グループワーク）：テクノロジーによるイノベーション 

13. 【2018 年 9 月 4 日付変更】（変更理由：担当者の申し出による） 

変更前：今後の宿泊産業③ 

変更後：運営①(講義）：人が介在する余地 

14. 【2018 年 9 月 4 日付変更】（変更理由：担当者の申し出による） 

変更前：クロージング 

変更後：運営①(ゲストスピーカー）：人が介在する余地：登壇者未定 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/グループワーク(40%)/出席および授業参加(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 真山 仁、2013、『新装版 ハゲタカ(上)』、講談社文庫 (ISBN:4062776529) 

2. 真山 仁、2013、『新装版 ハゲタカ(下)』、講談社文庫 (ISBN:4062776537) 

3. 池井戸 潤、2010、『オレたち花のバブル組』、文春文庫 (ISBN:4167728044) 

 

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） 

HA085／観光行動論 

(Human Behavior in Tourism) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
観光行動の基礎的理解 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 俊哉(HASHIMOTO TOSHIYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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，実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応用事例(「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，リアクションペーパーの作成・提出を求

めることがある。 

 

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」の概念とその応用 1 

11. 「誘導」の概念とその応用 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%)/授業中のリアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストはとくに使用せず，毎時間講義資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 橋本俊哉編、2013、『観光行動論』、原書房 

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） 

HA086／観光調査法 

(Research Methods for Tourism) 

担当者名 

（Instructor） 
相澤 孝文(AIZAWA TAKAFUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2012 年度以降 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 観光学部の演習等で実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なる、「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） 

 本講座は、自ら観光調査を行いたいという具体的な目的意識をもった学生を対象としている。 

  

 調査テーマの設定から始まり、観光研究関連文献の収集と読解、各種調査の計画と実施、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解説していく。 

 その中ではより身近で練習問題にふさわしいトピックとして、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、アンケート法の各段階の手続き、過去の観光学部生による取り組み

等も紹介する。 

 コメントペーパーや小レポート等も各回の授業で実施し、その答案に対して教員からフィードバックする機会も設けているため、

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. 観光資源の発掘 

9. アンケート法の基礎知識 

10. アンケート調査票の設計 

11. 観光地におけるアンケートの実施 

12. アンケート結果の集計と分析 

13. 観光学部生による調査事例 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・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。 

 

・授業内課題や筆記試験に向け、授業で理解した内容を論述形式で説明できるように準備しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/コメントペーパーの記述内容(35%)/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)） 

・受講者数の把握と講義計画の確定、授業進行や成績評価の方針説明を行うため、初回オリエンテーションには必ず出席するこ

と。出席した学生に対して受講を認めることとしたい。 

 

・当然の事ながら、「授業中における私語やスマートフォンの操作、遅刻しての入室」等、講義の進行を妨げたり規律を乱す行為
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は慎むこと。もし著しく違反した学生がいれば退室指示や減点処理、欠席扱い等の形で厳しく対処するため、この方針に同意し遵

守できる学生にのみ受講してほしい。  

 

注意事項（Notice） 
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■HA087 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HA087／マーケティング総論 

(Introduction to Marketing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
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 

担当者名 

（Instructor） 
東 徹(AZUMA TORU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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応用力

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

い顧客の心をひきつけ，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！―「作ったものを売る」ことと「売れるものをつくる」ことはどう違う？― 

3. 利益獲得のカギは顧客満足にあり！―マーケティングの基本理念を理解しよう― 

4. 満足した顧客はリピーターになってくれるか？―顧客満足と顧客ロイヤルティ－ 

5. 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― 

6. 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)― 

7. 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？①― 

8. 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？②― 

9. 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― 

10. 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①― 

11. 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②― 

12. 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― 

13. 消費者タイプの違いを見極めろ！―消費者の購買行動とマーケティング戦略― 

14. 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。

常に現実に目を向け，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、2017 年、『現代マーケティングの基礎知識［改訂版］』、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） 

HA093／旅行産業論１ 

(Travel Industry 1) 

担当者名 

（Instructor） 
野澤 肇(NOZAWA HAJIME) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
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、主に旅行産業の現状、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実例・実態を踏まえ、旅行産業の課題と展望を講義する。旅行業の歴史、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、インバウンドの実際について、日本最大の旅行会社

である JTB グループ各社の経営者、中核的実務者が直接解説し、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、ツーリズム産業と旅行業 

2. 海外パッケージ旅行の商品企画 

3. 国内旅行の仕入と商品企画 

4. 店舗販売 

5. オンライントラベル（WEB 販売） 

6. メディア販売 

7. 法人旅行・教育旅行 

8. コミュニケーション事業 

9. ビジネストラベル 

10. 地域交流ビジネス 

11. グローバルビジネス 

12. 訪日インバウンド 

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・授業への取り組み(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。配布資料は授業後に Blackboardに掲載する。 

 

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)） 

第一線で活躍するゲスト講師による、パワーポイントを使用した講義が中心となる。 

 

注意事項（Notice） 
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■HA095 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HA095／外食産業論 

(Food Service Industry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フードサービス経営 

担当者名 

（Instructor） 
丹治 朋子(TANJI TOMOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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、その経営上の対応状況を学ぶ。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） 

HA103／観光交通論（鉄道等） 

(Railway Business) 

担当者名 

（Instructor） 
味水 佑毅(MISUI YUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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、特徴を理解します。 

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します。 

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理解します。 

 

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（１） 

12. 観光地交通の役割と計画（２） 

13. 観光資源としての交通と魅力 

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、必要に応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） 

必要に応じて、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） 

HA104／観光交通論（国際航空） 

(International Airline Business) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
エアラインビジネス概論 

担当者名 

（Instructor） 
守屋 伸介(MORIYA SHINSUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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、ツーリズムの主要産業であるエアラインビジネスの歴史・特性・環境・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。 

併せて、講義を参考に、関心のある産業・業界の経営について考える習慣をつける。 

 

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、なるべく毎回ＤＶＤ映像を視聴します。 

ＡＮＡグループ等の資料を使いますが、なるべく客観的なスタンスでの説明に努めると共に、必要に応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分野（観光関係等）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・リアクションペーパー(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)） 

上記「授業の内容」にも記述しましたように、基本的に毎回パワーポイント（配布資料その他）及びＤＶＤ映像をスクリーンに映しな

がら行います。 
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欠席者向けに、毎回当日資料と共に、過去の配布資料を持参します。 

履修意思のある方は、なるべく１回目の講義「ガイダンス等」から出席してください。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 50 - 

■HA106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HA106／エコツーリズム論 

(Ecotourism) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
観光と環境保全・地域振興の融合によって持続可能な未来を創るには？ 

担当者名 

（Instructor） 
海津 ゆりえ(KAIZU YURIE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

エコツーリズムの歴史・定義・理論を理解し、現在の観光における役割と課題を学ぶことを通して、これからの観光のデザインに

ついて自らの考え方をもつようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

持続可能な発展という普遍的なテーマを背景とする観光の概念であるエコツーリズムについて、多角的に学ぶ。授業では、世界

と日本におけるエコツーリズムの発展をベースとする理論および基本的知識の修得、事例を通じたエコツアーの実態や課題の理

解を通して実践的に学ぶ。ゲストスピーカーの招聘や学生による発表などによりインタラクティブな学びのスタイルを取り入れる。 

 

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. 実践編① 国立公園・自然保護地域におけるエコツーリズム 

10. 実践編② 里地・里山・里海におけるエコツーリズム 

11. 実践編③ 環境保護と観光の両立―ルールとガイダンス 

12. 実践編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） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/中間テスト(20%)/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』、旬報社 

4. 日本エコツーリズム協会、2017、『みんなでつくるフェノロジーカレンダー』、旬報社 

 

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） 

HA107／都市観光論 

(Urban Tourism) 

担当者名 

（Instructor） 
杜 国慶(DU GUOQING) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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。毎回、リアクションペーパーを課す。 

 

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） 

HA108／都市観光論 

(Urban Tourism) 

担当者名 

（Instructor） 
杜 国慶(DU GUOQING) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
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。毎回、リアクションペーパーを課す。 

 

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） 

HA111／簿記論１ 

(Bookkeeping 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
観光学部で簿記の資格を取ろう 

担当者名 

（Instructor） 
井出 健二郎(IDE KENJIROU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
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主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・授業への取り組み(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） 

HA115／農村観光論 

(Rural Tourism) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
農山漁村の地域づくりとツーリズム 

担当者名 

（Instructor） 
嵩 和雄(KASAMI KAZUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
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、事業形態の変遷、社会的意義に

ついて学び、まちづくりにおける重要性について、理解を高める。 

特に農山村が都市農村交流によってどのように変容するのか、成功例だけでなく、観光地化による地域への悪影響といった弊害

も学ぶ。 

 

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。 

また、映像教材による具体的な国内外の事例を中心に，自治体職員・ツーリズム実践者などのゲスト講師による講義を行い、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①（海外の農村観光の事例） 

5. 事例研究②（国内の農村観光の事例） 

6. 農村観光における「地域資源」 

7. 実践論①（ゲスト講師：調整中） 

8. ビジネスモデル①（農泊、農家民宿） 

9. ビジネスモデル③（教育旅行） 

10. 実践論②（ゲスト講師：調整中） 

11. 映画の中の農山漁村 

12. 実践論③（ゲスト講師：調整中） 

13. 農村へ向かう若者 

14. 農村への移住と観光の関わり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

農村のまちづくり・観光にかかわる実践者を招聘予定。 

事前学習等の指示は授業内に行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

その他、出席、講義内で行うレポート等も加味 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 嵩和雄、2018、『地方創生ウォッチ（仮題）』、コモンズ 

2018 年夏に刊行予定の『地方創生ウォッチ（仮題）』：著者：嵩和雄 コモンズ 

をメインテキストとする。 

その他、各講義においてレジュメ等を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて講義時間内に紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■HA116 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HA116／ヘリテージツーリズム論 

(Heritage Tourism) 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 久子(KATO HISAKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2009 年度以前観光学科 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 ヘリテージという語が指す対象は時代や場所に応じて変化しており、人々のヘリテージに対する態度も変化している。授業で

は、特に地域社会とヘリテージの関わり方に注目しつつ、さまざまな事例を通してヘリテージ・ツーリズムについて多面的に理解

することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 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 年代に入って、地域社会が主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。また、このような動きのなかで、ヘリテージとして扱われる

モノ・コトも多様化している。 

 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. ヘリテージ概念の揺らぎ①ヘリテージとは何か 

3. ヘリテージ概念の揺らぎ②ユネスコの文化遺産政策の転換 

4. ヘリテージ概念の揺らぎ③ケーススタディ 

5. 再発見されるヘリテージ①石見銀山 

6. 再発見されるヘリテージ②軍艦島 

7. 戦争とヘリテージ①南米・マヤ遺跡 

8. 戦争とヘリテージ②「アウシュヴィッツ」と博物館 

9. 戦争とヘリテージ③復元遺産をどうとらえるか 

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アニメと祭礼 

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、自主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、相応の時間の自主

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） 

HA117／エスニックツーリズム論 

(Ethnic Tourism) 

担当者名 

（Instructor） 
葛野 浩昭(KUZUNO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
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，を実践的・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』 (北欧閣僚評議会主催) ，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. （10 月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・授業への取り組み(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

随時，資料を紹介します｡ 

 

参考文献（Readings） 

1. 吉田憲司、1999 年、『文化の「発見」』、岩波書店 

2. ジェイムズ・クリフォード、2003 年、『文化の窮状』、人文書院 

 

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） 

HA118／観光政策・行政論 

(Policy and Administration in Tourism) 

担当者名 

（Instructor） 
梅川 智也(UMEKAWA TOMOYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

明治以降の観光政策の歴史を振り返り、特に戦後の経済政策・国土政策の変遷と観光との関連、バブル経済とリゾート政策、そ

の後の地域振興政策（過疎、離島、半島など）、また近年の観光立国推進から地方創生に至る成長戦略としての観光政策まで、

政府並びに地方自治体（行政）にスポットをあて、その現状と課題、今後の方向性を理解することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

①観光学における「観光政策」の位置づけを明らかにし、②明治から昭和初期（主に外貨獲得）、そして戦後の高度経済成長期

（大衆化、大量化）から現在（人口減少、少子高齢社会）に至る観光政策の変遷を講義する。さらに、③昨今の国、都道府県、市

町村の観光政策、観光行政の現状と課題を紹介しつつ、④観光立国の基本的考え方、地方自治体による観光政策推進の意義

について講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（講義の狙い、進め方、成績評価方法など） 

2. 明治から昭和初期にかけての国際観光政策を学ぶ（国立公園制度導入と国際観光ホテルの整備など） 

3. 戦後の観光政策（国民のための）を学ぶ（国土政策・全国総合開発計画・国際観光文化都市など） 

4. 80 年代後半のバブル経済とリゾート開発政策に学ぶ（総合保養地域整備法、海外のリゾート政策など） 

5. 地域振興（過疎、離島、半島等）、二地域居住など移住・定住政策における観光の役割を学ぶ 

6. 観光関連法規の基礎を学ぶ（観光基本法から観光立国推進基本法など） 

7. 観光統計の基礎を学ぶ（観光庁の統計、都道府県・市町村の観光統計など） 

8. 観光庁、並びに関連省庁（国交省、農水省、環境省、文化庁など）の観光関連政策を理解する 

9. 観光政策をリードする「明日の日本を支える観光ビジョン」を理解する 

10. 観光推進組織の現状と「日本版ＤＭＯ」について学ぶ（DMOネットなど） 

11. 昨今のインバウンド政策の潮流を学ぶ（地方分散化と地域経済への波及効果など） 

12. 広域観光推進組織、並びに都道府県の観光政策・観光行政の概要を理解する（観光振興条例など） 

13. 市町村の観光政策・観光行政の概要を理解する（地域主導の観光、観光の住民理解促進、観光計画など） 

14. 地方自治体の観光政策に期待すること－人口減少時代の地域活性化と観光の役割を考える 

 

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、必要に応じて授業中に行う。その際に紹介する参考文献を事前に読んでおくことが望まし

い。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業への参加状況と参加意欲(20%)/リアクションペーパーの提出状況と内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。毎回、パワーポイントによる資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 寺前秀一編著、2009、『観光学全集 第 9 巻 「観光政策論』、原書房 (ISBN:9784562091379) 

2. 公益財団法人日本交通公社編著、2013、『観光地経営の視点と実践』、丸善出版 (ISBN:4621087266) 

3. 西村幸夫編著、2009、『観光まちづくり－まち自慢からはじまる地域マネジメント』、学芸出版社 (ISBN:4761531681) 

4. 財団法人日本交通公社編著、2004、『観光読本（第２版）』、東洋経済新報社 (ISBN:4492100148) 

観光庁編、『観光白書（平成 29年度版）』【ホームページからダウンロード可能】 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

リアクションペーパーへの記述内容から授業の理解度を評価し、適宜、次回の授業で講評（フィードバック）を行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■HA119 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HA119／国際観光政策論 

(International Tourism Policy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
～我が国の国際観光政策を中心に～ 

担当者名 

（Instructor） 
村上 雅巳(MURAKAMI MASAMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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

を幅広く実践的に講義を行う。さらに主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実態、日本の観光魅力   

9. 国際観光宣伝、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 

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(40%)/授業参加（授業時の小レポート）(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 国土交通省観光庁、2018、『観光白書コンパクト版（平成 30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、『新たな集客に挑む！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室を命じる。   

 

注意事項（Notice） 
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■HA120 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HA120／ビジネスコミュニケーション 

(Business Communication) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グローバルビジネスのコミュニケーション 

担当者名 

（Instructor） 
岡村 望(OKAMURA NOZOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is designed to help students understand and demonstrate business communication processes. Students, at the end 

of the course, will understand the importance and the value of understanding the audience, selecting the right communication 

channel and language, and ultimately, delivering the effective communication in the international business situations. This class 

is designed for students who already can communicate in English but seek for ways to present themselves better in English in 

today’s global business environment. 学習目標は英語のビジネスコミュニケーションのノウハウやエチケット等であり、この授業で

は自分の考えを述べられる程度の語学力をすでに持った学生が実際のビジネスでそれをどう生かしていくのかを学ぶこととして

います。発音、文法等の英語教育は必要時に解説しますが、基本的には英会話・英文法が目的ではありません。使用言語は英

語で、随時日本語で解説をいたします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course helps students construct business email messages, give presentations, introduce, present and participate in 

international business meetings. Industry related case studies and guest speakers are also used to help students identify 

ethical, cultural and global differences that we face in today’s business world.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Communication in the business environment– First impressions & introduction 

3. Communication in business meetings – Presenting your ideas 

4. Working in multi-cultural business environment: Case study (1)  

5. Communication in business meetings – Dealing with challenges 

6. Communication in business meetings – Closures and follow ups 

7. Working in multi-cultural business environment: Case study (2)  

8. Written communication for business – Presenting your ide 

9. Written communication for business – Tones and etiquett 

10. Working in multi-cultural business environment: Case study (3)  

11. Multi-cultural communication 

12. In-class presentation (1)  

13. In-class presentation (2) 

14. Summary of learnings 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて別途指示 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(45%)/授業内プレゼンテーション実践(40%)/授業内課題(15%) 

 

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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注意事項（Notice） 
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■HA305 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HA305／観光営業法 

(Business Laws in Tourism) 

担当者名 

（Instructor） 
畑 敬(HATA KEI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS3400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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。現実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実施し，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. 観光立国推進基本法（民泊） 

9. ネット取引に関する法律（プロバイダ責任制限法） 

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） 

HA313／企業金融と会計１ 

(Corporate Finance and Accounting 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
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 

担当者名 

（Instructor） 
井出 健二郎(IDE KENJIROU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
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・授業への取り組み(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） 

HA316／プロジェクトファイナンス 

(Project Finance) 

担当者名 

（Instructor） 
五十嵐 誠(IGARASHI MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS3400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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、実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応） 

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) 交通・観光 

12. 事例研究(3) その他（プロジェクトファイナンス以外も含む） 

13. キャッシュフローモデルの構築とその評価（PFIの例） 

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） 

講義時に必要に応じて指示する。関心や興味に応じて参考文献により、理解を深められたい。また、授業中もしくは毎回配布する

アンケートによる意見・質問等により、積極的に授業に参加されたい。 

 

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%) 

中間レポートの提出と最終テスト（授業最終日）は必ず対応されたい。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時にレジュメを配布するとともに、授業後レジュメを Blackboardに掲示する。 

 

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実務』、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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■HA333 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HA333／サービス・マネジメント 

(Service Management) 

担当者名 

（Instructor） 
東 徹(AZUMA TORU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS3100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

電車に乗る，外食をする，服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・・，顧客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」「顧客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. 満足度は継続利用につながるか？（顧客満足と顧客ロイヤルティ） 

ＥＳ（従業員満足）はＣＳ（顧客満足）に通ず（サービス・プロフィット・チェーン） 

7. サービスの特性は利点か欠点か？（サービスの｢工業化｣と｢個客化｣） 

8. “現場力”を活かせ！（エンパワーメント、「逆さまのピラミッド」） 

9. 需要の“波”にどう対応する？（サービスの需給マッチング） 

最大収容力と適正収容力はどう違う？ 

10. LCC を好む人、好まない人（顧客の知覚コスト） 

11. サービスの価格をどう決める？（様々な価格設定の方法） 

12. 客単価と稼働率、どちらが大事？（イールド・マネジメント） 

13. 顧客の苦情にどう対応する？（サービス・リカバリー） 

14. サービス・ビジネスの現代的課題（フードサービス、シェアリングエコノミー、ホスピタリティと感情労働など） 

 

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。常に現実に目を向け，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） 

HA337／ｅ―ビジネス論 

(e-Business Studies) 

担当者名 

（Instructor） 
野田 健太郎(NODA KENTARO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
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(70%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

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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■HA338 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HA338／旅行情報システム 

(Information Systems for Tourism) 

担当者名 

（Instructor） 
野口 洋平(NOGUCHI YOHEI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS3400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

旅行、観光において情報がどのような機能・役割を担っているか、旅行情報システムが現代の旅行・観光をどのように支えている

かを理解し、適切な旅行・観光をめぐる情報受発信のデザインができるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず、旅行・観光と「情報」や「情報システム」の関係について、旅行・観光の仕組みと歴史を踏まえて説明する。次に、旅行・観光

をめぐる情報がどのように送受信されてきたかについて説明する。さらに、旅行・観光の情報システムの現状と展望について説明

する。その上で、「情報」や「情報システム」が現代の旅行・観光をどのように支えているのかを学生とともに議論する。その際に、

具体的な事例について取り上げる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 旅行にとっての情報、観光にとっての情報 

2. 旅行情報とガイドブック 

3. 旅行情報と旅行番組 

4. 旅行情報と SNS（ソーシャル・ネットワーク・サービス） 

5. 旅行情報とホテル予約システム 

6. 旅行情報と航空予約システム 

7. 旅行情報とダイナミック・パッケージ 

8. 旅行情報と OTA（Online Travel Agent）海外 

9. 旅行情報と OTA（Online Travel Agent）日本 

10. 旅行情報と GDS（Global Distribution System）の歴史 

11. 旅行情報と GDS（Global Distribution System）の展開 

12. 旅行情報と GDS（Global Distribution System）事例（1） 

13. 旅行情報と GDS（Global Distribution System）事例（2） 

14. まとめ・テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

（1）自分と旅行ガイドブック、旅行番組との関係について振り返ってみる。必要に応じてそれらを旅行ガイドブック、旅行番組を見

て現状を理解する。（2）インターネットを使って旅行・観光の任意の情報を収集してみる（SNS も含む）。（3）オンライン旅行予約サ

ービスのサイトを訪問し、実際に任意のホテル、航空券などを検索してみる（実際に予約・購入する必要はない）。（4）旅行会社の

店舗を訪問し店内の様子を観察する（営業の妨げにならないように配慮すること）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じてレジュメ、資料を配付する。また、インターネット上の資料や関連サイトを提示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HA344 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HA344／旅行業経営実務 

(Travel Industry Management) 

担当者名 

（Instructor） 
野澤 肇(NOZAWA HAJIME) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS3400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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、主に旅行業を取り巻く経営環境、そ

れに対応する経営の実際、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応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、実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. 旅行会社における経営企画 

3. 旅行会社の人材育成 

4. 旅行会社の財務戦略 

5. 企業広報 

6. 旅行業の情報システム 

7. 事業開発 

8. 旅行情報に関するビジネス 

9. 宿泊施設と旅行業 

10. 運輸機関と旅行業 

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. 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・授業への取り組み(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。配布資料は授業後にブラックボードに掲載する。 

 

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)） 

第一線で活躍するゲスト講師による、パワーポイントを使用した講義が中心となる。 

 

注意事項（Notice） 
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■HA345 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HA345／コンベンション産業論 

(Convention Industry) 

担当者名 

（Instructor） 
岡村 篤(OKAMURA ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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。また 3C 分析や SWOT分析などの手法を用いて地域の MICE戦略構築につい

ても学習します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション ～コンベンション・MICE、なぜ人は集うのか～ 

2. オリエンテーション ～コンベンション・MICE、なぜ人は集うのか～ 

3. MICEマーケット概論 ～誰が・何を目的に・どこで開催するのか～ 

4. MICEマーケット概論 ～誰が・何を目的に・どこで開催するのか～ 

5. ケーススタディ１：MICE開催・運営 

6. ケーススタディ１：MICE開催・運営 

7. ケーススタディ２：MICE施設と都市 

8. ケーススタディ２：MICE施設と都市 

9. MICE戦略構築に向けて① ～３Ｃ・ＳＷＯＴ分析から始める戦略立案～ 

10. MICE戦略構築に向けて① ～３Ｃ・ＳＷＯＴ分析から始める戦略立案～ 

11. MICE戦略構築に向けて② ～クロスＳＷＯＴ分析とアクションプラン作成～ 

12. MICE戦略構築に向けて② ～クロスＳＷＯＴ分析とアクションプラン作成～ 

13. 現場実習：コンベンション施設視察 

14. 現場実習：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・授業への取り組み(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。 
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■HA346 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HA346／都市型エンターテイメント産業論 

(Urban Entertainment Industry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
エンターテイメント産業概観・集客施設計画・ディズニーランドの空間科学 

担当者名 

（Instructor） 
山口 有次(YAMAGUCHI YUUJI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 

2011 年度以前 1 年次入学者対象 

集中講義：8 月 1 日（水）・2 日（木）・3 日（金）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）集客施設の空間計画手法を体系的に理解する。 

３）集客施設の顧客や利用者となる「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・集客戦略的・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、あらゆる集客施設に応用できる、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客戦略を 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客サービスおよび成立与件 （小テスト） 

6. 集客施設の経営戦略、集客施設の複合化 

7. 集客施設の休憩空間 

8. 集客施設のユニバーサルデザイン、福祉対策 

9. 集客施設の空間単位 

10. 集客施設の安全対策 （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）授業時の質疑応答に対応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・レジャー施設の集客戦略』、日本地域社会研究所 (ISBN:4890228829) 

3. 余暇総研、2017、『レジャー白書 2017』、日本生産性本部 (ISBN:4820120697) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 75 - 

■HA347 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HA347／地域開発論 

(Regional Development) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国富を踏まえた地域活性化と地域の発展のために 

担当者名 

（Instructor） 
北川 泰三(KITAGAWA TAIZOU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS3300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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。また地域主体の実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 

・人口減少・成熟社会における地域開発について 

・日本を取り巻く世界の情勢、明治維新 150 年から国のかたちを考える 

2. 地域のデザイン 1 

・市町村計画,役割とその変遷,条例他 

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. 未来社会に向けて 

・資源循環型社会（環境問題,バイオマスタウン,地産地消,里山資本主義） 

・シェアエコノミー 

・第四次産業革命、Society5.0 

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. 共助社会の展開 

・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. 公民連携 

・PFIによるインフラ整備と課題,公共サービスの推進 

11. 中心市街地の活性化 

・町並み,景観を活かした地域づくり 

12. 条件不利地域・中山間地域の活性化 

・人材支援策、若者ソーシャルターン 

13. 特区構想による活性化 

・都市再生,復興特区,コンパクトシティ等 

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 
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参考文献（Readings） 

1. 田村明、1999、『まちづくりの実践』、岩波新書 

2. 山﨑朗、1998、『日本の国土計画と地域開発』、東洋経済新報社 

3. 長瀬光市他、2017、『「縮小社会」再構築』、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） 

HA348／環境・景観論 

(Environmental Design) 

担当者名 

（Instructor） 
小野 良平(ONO RYOHEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS3300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

景観や風景(ランドスケープ）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・ランドスケープ概念に沿いつつ，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） 

授業時に必要に応じて別途指示する。 

 

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） 

HA349／都市計画論 

(Urban Planning) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
都市の見方が変わる、都市計画の理論と実践を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
大宮 透(OMIYA TORU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS3300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
隔週開講 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業では、「都市を計画する」ことの歴史、歴史的実践のなかで形づくられてきた理論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あり方について、多様な視点から観察・分析できる力を育むことを目標としていま

す。 

 

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。当たり前のように存在していても、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の質や魅力向上などを目指し、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」の基本的な理論や実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実践についても概観します。 

 

授業内容を見ると難しく見えるかもしれませんが、具体的な例や写真を多用して授業を行いますので、気軽にご参加ください。 

 

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. 古代都市から中世都市の成立 〜古代都市の成立と都市計画①〜 

4. 古代都市から中世都市の成立〜古代都市の成立と都市計画②〜 

5. 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〜 

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 〜バロック都市〜 

8. 近代都市計画の成立とその理論 〜社会改良運動と田園都市①〜 

9. 近代都市計画の成立とその理論 〜社会改良運動と田園都市②〜 

10. 現代の都市計画 〜都市計画を支える技術としての制度①〜 

11. 現代の都市計画 〜都市計画を支える技術としての制度②〜 

12. 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①〜 

13. 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①〜 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の回によっては、事前のフィールドワークを宿題（予習）として課す場合もあります。平常点については、事前準備よりも、授

業の中でのディスカッションへの参加度やそこでの発言などを評価として重視します。 

 

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)） 
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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） 

HA350／宿泊産業組織論 

(Organization in Lodging Industry) 

担当者名 

（Instructor） 
池尾 健(IKEO KEN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2012 年度以降 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ホテル・旅館を含む宿泊産業を取り巻く環境の変化、事業構造を学び、一般的に「宿泊産業」と聞いて想起される「接客業務」以

外に広がる産業の多様性を理解する。 

 

接遇業務以外の多様性を学び、その選択肢を広範なものにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

Airbnb, Uberなどのシェアリングエコノミーの勃興、AI/IoTによる産業構造の再定義という大きなトレンドの変化を具体的な事例を

用いて紹介。その大きな変化の中で、既存の宿泊産業にどのような影響があるのか、従来の産業構造の概要を理解したうえで、

今後の産業の方向性をグループワークなどを通じて想像を進める。受講型・グループワークのバランスは履修生徒の希望や意

欲も勘案し定める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 【2018 年 9 月 4 日付変更】（変更理由：担当者の申し出による） 

変更前：ガイダンス 

変更後：観光①(講義): イントロダクション、「泊まれる施設」の再定義 

2. 【2018 年 9 月 4 日付変更】（変更理由：担当者の申し出による） 

変更前：日本の宿泊産業 

変更後：観光①（ゲストスピーカー）：「泊まれる施設」の再定義・登壇者：L&G GLOBAL BUISNESS, Inc.代表 / ホテルプロ

デューサー龍崎翔子氏（起業家・現役東大生） 

3. 【2018 年 9 月 4 日付変更】（変更理由：担当者の申し出による） 

変更前：新しい潮流 

変更後：観光①（グループワーク）：「泊まれる施設」の再定義 

4. 【2018 年 9 月 4 日付変更】（変更理由：担当者の申し出による） 

変更前：ビジネス構造 

変更後：観光②(講義）：異業種との化学反応 

5. 【2018 年 9 月 4 日付変更】（変更理由：担当者の申し出による） 

変更前：ファイナンス 

変更後：観光②(ゲストスピーカー）：異業種との化学反応：登壇者未定 

6. 【2018 年 9 月 4 日付変更】（変更理由：担当者の申し出による） 

変更前：投資（企業・不動産） 

変更後：観光②(グループワーク）：異業種との化学反応 

7. 【2018 年 9 月 4 日付変更】（変更理由：担当者の申し出による） 

変更前：プロジェクトマネジメント（開発・コンバージョン・リノベーション） 

変更後：観光③（講義）：地域をつなぐ面の役割 

8. 【2018 年 9 月 4 日付変更】（変更理由：担当者の申し出による） 

変更前：宿泊施設の組織① 

変更後：観光③（ゲストスピーカー）：地域をつなぐ面の役割：登壇者未定 

9. 【2018 年 9 月 4 日付変更】（変更理由：担当者の申し出による） 

変更前：宿泊施設の組織② 

変更後：観光③（グループワーク）：地域をつなぐ面の役割 

10. 【2018 年 9 月 4 日付変更】（変更理由：担当者の申し出による） 

変更前：オペレーション 

変更後：Tech①(講義）：テクノロジーによるイノベーション 

11. 【2018 年 9 月 4 日付変更】（変更理由：担当者の申し出による） 

変更前：今後の宿泊産業① 

変更後：Tech①(ゲストスピーカー）：テクノロジーによるイノベーション：登壇者未定 

12. 【2018 年 9 月 4 日付変更】（変更理由：担当者の申し出による） 

変更前：今後の宿泊産業② 
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変更後：Tech①(グループワーク）：テクノロジーによるイノベーション 

13. 【2018 年 9 月 4 日付変更】（変更理由：担当者の申し出による） 

変更前：今後の宿泊産業③ 

変更後：運営①(講義）：人が介在する余地 

14. 【2018 年 9 月 4 日付変更】（変更理由：担当者の申し出による） 

変更前：クロージング 

変更後：運営①(ゲストスピーカー）：人が介在する余地：登壇者未定 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/グループワーク(40%)/出席および授業参加(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 真山 仁、2013、『新装版 ハゲタカ(上)』、講談社文庫 (ISBN:4062776529) 

2. 真山 仁、2013、『新装版 ハゲタカ(下)』、講談社文庫 (ISBN:4062776537) 

3. 池井戸 潤、2010、『オレたち花のバブル組』、文春文庫 (ISBN:4167728044) 

 

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） 

HA351／宿泊経営実務 

(Management Practice  for the Hotel Business) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ホテル投資論 

担当者名 

（Instructor） 
平 浩一郎(TAIRA KOICHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
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） 

別途手配中（授業中に指示する） 

 

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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■HA353 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HA353／観光と自然環境１ 

(Tourism and Natural Environment 1) 

担当者名 

（Instructor） 
中井 達郎(NAKAI TATSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
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客の動機・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. 火山活動と観光（１）：リスク 

5. 火山活動と観光（２）恵み：景観と温泉 

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・高山の自然 

9. 氷河と気候変動：日本にも氷河があった！ 

10. 海岸、低地と気候変動：東京の町と気候変動 

11. 海の自然～浜と磯 

12. サンゴとサンゴ礁  

13. サンゴ礁をめぐる人と自然のかかわり 

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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■HA355 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HA355／地域文化と観光 

(Regional Culture and Tourism) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

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 

担当者名 

（Instructor） 
宮下 克也(MIYASHITA KATSUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
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客という他者の〈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」の実践 

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室禁止。 

 

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)） 

 

 



 - 85 - 

注意事項（Notice） 
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■HA358 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／政策評価論 

(Policy Evaluation) 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 明彦(HASEGAWA AKIHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
人数制限科目（48 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2000 年以降の長引く景気低迷を背景に、国や自治体では政策評価（行政評価）が導入され、限られた予算の中で、効果的な事

業が求められるようになってきました。 

今、行政の現場では、地域社会環境を的確に分析し、政策を提言できる人材が求められています。 

本授業では、政策評価の仕組みと手法を学び、具体的な政策課題に対して応用できる能力を身につけることを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は、講義と演習によって進めます。政策評価は経済学や統計学の知識を必要としますが、初学者でも分かりやすいように

統計の基礎から講義を始め、演習を通じて分析手法を学びます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、政策評価制度概要 

2. 統計基礎 

3. 統計演習 

4. 地域特性分析演習１ 

5. 地域特性分析演習２ 

6. 観光統計 

7. 中間テスト、解説 

8. RESAS（地域経済分析システム） 

ゲストスピーカー① 

9. 行政広報とマーケティング 

10. 地方都市の観光政策と政策評価 

ゲストスピーカー② 

11. 産業連関分析 

12. 費用便益分析と事業手法 

13. マスコミと観光と政策評価 

ゲストスピーカー③ 

14. ナイトタイムエコノミー 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

前回授業で扱った演習は、復習したうえで出席するようにしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間テスト(30%)/リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 長谷川明彦、2017、『データで読み解く被災地観光の可能性』、大阪大学出版会 (ISBN:9784872595680) 

 

参考文献（Readings） 

1. 伊多波良雄編著、2009、『公共政策のための政策評価手法』、中央経済社 (ISBN:9784502664908) 

2. 後藤真太郎・谷謙二・酒井聡一・坪井塑太郎・加藤一郎、2013、『MANDARA と Excel による市民のための GIS講座』、古今書

院 (ISBN:9784772241625) 

3. 日経ビッグデータ編集部・小谷祐一朗・榎本真美・松浦義昭・矢崎裕一、2016、『RESASの教科書』、日経 BP社 

(ISBN:9784822236601) 

4. 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:9784589036360) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習資料の配布は Blackboardを使用します。 

 

注意事項（Notice） 
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■HA359 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HA359／観光地域社会論 

(Regional Society and Tourism) 

担当者名 

（Instructor） 
秋山 綾(AKIYAMA AYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
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，観光の近代性を克服するためのイノ

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主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，問題を克服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実施するため，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%) 

受講者の理解度にともない、「授業計画」を変更する場合がある。 

 

テキスト（Textbooks） 

各回、レジュメ配布(blackboard経由) 

 

参考文献（Readings） 

講義および講義資料内にて紹介する。 

 

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。 

近代化とは何か、観光の近代化とは何かについて、予習してから受講することを勧める。 

 

注意事項（Notice） 
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■HA360 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HA360／企業情報分析 

(Business Information Analysis) 

担当者名 

（Instructor） 
野田 健太郎(NODA KENTARO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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。さらに企業・組織運営についてのトピックについても解説する。後

半では企業の社会的責任や地域創成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. 企業の社会的責任について解説する。 

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(70%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

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） 

HA361／組織と人的資源経営 

(Organization and Human Resources) 

担当者名 

（Instructor） 
野崎 俊一(NOZAKI SHUNICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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：キャリアの主導権 

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. サービス・ドミナント・ロジックと生産性向上 

11. 人の意識を変える仕組み化 

12. 観光関連産業に見る企業事例 

13. 労働の人間化とワークライフバランス 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に必要に応じて指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/レポートと小テスト(30%) 

 

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 

3. 神田 秀樹、2015、『会社法入門 新版』、岩波新書 

 

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） 

HA362／経営戦略論 

(Management Strategy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ツーリズム産業における戦略構想 

担当者名 

（Instructor） 
二木 真(FUTAKI MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

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実践（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主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（実践）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. ツーリズム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（広告業界） 

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（ツーリズム業界） 

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（デジタルメディア業界） 

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・授業への取り組み(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キーマンをゲストに迎え、企業

人のリアルな考え方と実践を学び、受講者との交流の場を提供する。 

 

注意事項（Notice） 
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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） 

HA363／観光計画論 

(Tourism Area Planning) 

担当者名 

（Instructor） 
堀木 美告(HORIKI MITSUGU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2012 年度以降 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

住民と来訪者（観光客）の双方にとって魅力的な地域を実現するための計画策定の考え方と手法について学ぶ。  

 

授業の内容（Course Contents） 

日本国内の観光地は様々な課題を抱えており、その中には多くの観光地に共通の課題と、それぞれの環境に起因する固有の課

題とがある。本講義では４つの地域（観光地）の事例を取り上げ、それぞれの地域の現状と課題を理解し、観光に関する計画策

定を通じてそれらの課題解決を図る方策について考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義の概要と進め方に関する説明 

2. 観光計画の基本的な考え方 

3. 観光計画策定の手法（地域の現状分析と課題の把握） 

4. 観光計画策定の手法（観光地のコンセプトメイキング） 

5. 観光計画策定の手法（計画の立案・実施・評価・改善） 

6. 観光計画の策定事例Ⅰ（網走市の現状と課題） 

7. 観光計画の策定事例Ⅰ（網走市での計画策定） 

8. 観光計画の策定事例Ⅱ（佐世保市の現状と課題） 

9. 観光計画の策定事例Ⅱ（佐世保市での計画策定） 

10. 観光計画の策定事例Ⅲ（浦安市の現状と課題） 

11. 観光計画の策定事例Ⅲ（浦安市での計画策定） 

12. 観光計画の策定事例Ⅳ（白馬村の現状と課題） 

13. 観光計画の策定事例Ⅳ（白馬村での計画策定） 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事例として取り上げる地域についてあらかじめ情報収集を行い、対象地の概要を把握した上で授業に臨むこと。自身の居住地や

旅行先など様々な地域について現状を客観的に分析し、その課題発見を行うように心がけること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中に課す提出物(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） 

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） 

HA364／観光地域調査法 

(Tourism Analysis) 

担当者名 

（Instructor） 
清野 隆(SEINO TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
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. 観光と地域環境を読み解く 

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，必要に応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） 

HA365／観光施設論 

(Facilities Design for Tourism) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
建築の変容と観光資源化 

担当者名 

（Instructor） 
毛谷村 英治(KEYAMURA EIJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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，劇場やコンサートホール k博物館などの文化施設、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の評価のギャップを客観的に理解す

る。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人々に求められる観光施設像を検証し，魅力的な施設を実現

する知識を身につけることを期待する。 

 

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. 遊園地とテーマパーク 

11. 劇場と音楽ホール 

12. 都市計画と娯楽施設 

13. リゾート施設と地域開発 

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何が異なるかについて考察しておくこと。

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

れているのかについて調べておくこと。 

 

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） 

必要に応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） 

HA366／簿記論 

(Bookkeeping) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
観光学部で簿記の資格を取ろう 

担当者名 

（Instructor） 
井出 健二郎(IDE KENJIROU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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主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・授業への取り組み(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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■HA373 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HA373／観光地運営管理論１ 

(Destination Management 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
観光地の運営管理から「観光地経営」へ 

担当者名 

（Instructor） 
梅川 智也(UMEKAWA TOMOYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2011 年度以前 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人口減少、少子高齢化、インバウンドの急増といった観光地を取り巻く市場環境の急激な変化に対応し、既存の観光地を持続的

かつ安定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」という概念とその舵取り役となるＤＭＯ（「日本版

ＤＭＯ」）について学び、観光地経営の要諦を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は HA377「観光地づくり」の理論編と位置づけられる。「観光地経営」の要諦である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）について、テキスト（「観光地経営の

視点と実践」）をもとに講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（講義の狙い、進め方、成績評価方法など） 

2. 観光地の開発から運営管理、そして「観光地経営」へ 

   （観光地経営とＤＭ（Destination Management）） 

3. 「観光地経営」のポイント－８つの視点とは 

4. 視点１ 観光地の特性と経営状況を把握する 

5. 視点２ 関係主体を巻き込んで説得力ある将来ビジョンを策定する 

6. 視点３ 新たな魅力と市場をつくる 

7. 視点４ 滞在のための仕組みをつくる 

8. 視点５ 観光資源の保存と活用の両立をはかる 

9. 視点６ 組織と人材を見直して実行力を高める 

10. 視点７ 観光地としてのブランドを形成する 

11. 視点８ 地域の観光財源を確保する 

12. 視点に基づく実践例①－阿寒湖温泉 

  （入湯税の超過課税による独自財源の確保） 

13. 視点に基づく実践例②－鳥羽市 

  （観光計画のＰＤＣＡサイクルによる計画監理） 

14. 「観光地経営」の舵取り役・「日本版ＤＭＯ」の意義と役割 

 

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、必要に応じて授業中に行う。その際に紹介する参考文献を事前に読んでおくことが望まし

い。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業への参加状況と参加意欲(20%)/リアクションペーパーの提出状況と内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 公益財団法人日本交通公社編著、2013、『観光地経営の視点と実践』、丸善出版 (ISBN:4621087266) 

 

参考文献（Readings） 

1. 西村幸夫編著、2009、『観光まちづくり－まち自慢からはじまる地域マネジメント』、学芸出版社 (ISBN:4761531681) 

2. 財団法人日本交通公社編著、2004、『観光読本（第２版）』、東洋経済新報社 (ISBN:4492100148) 

観光庁編、『観光白書（平成 29年度版）』【ホームページからダウンロード可能】 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

リアクションペーパーへの記述内容から授業の理解度を評価し、適宜、次回の授業で講評（フィードバック）を行う。 
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注意事項（Notice） 
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■HA375 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HA375／観光地運営管理論 

(Destination Management) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
観光地の運営管理から「観光地経営」へ 

担当者名 

（Instructor） 
梅川 智也(UMEKAWA TOMOYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS3300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2012 年度以降 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人口減少、少子高齢化、インバウンドの急増といった観光地を取り巻く市場環境の急激な変化に対応し、既存の観光地を持続的

かつ安定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」という概念とその舵取り役となるＤＭＯ（「日本版

ＤＭＯ」）について学び、観光地経営の要諦を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は HA377「観光地づくり」の理論編と位置づけられる。「観光地経営」の要諦である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）について、テキスト（「観光地経営の

視点と実践」）をもとに講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（講義の狙い、進め方、成績評価方法など） 

2. 観光地の開発から運営管理、そして「観光地経営」へ 

   （観光地経営とＤＭ（Destination Management）） 

3. 「観光地経営」のポイント－８つの視点とは 

4. 視点１ 観光地の特性と経営状況を把握する 

5. 視点２ 関係主体を巻き込んで説得力ある将来ビジョンを策定する 

6. 視点３ 新たな魅力と市場をつくる 

7. 視点４ 滞在のための仕組みをつくる 

8. 視点５ 観光資源の保存と活用の両立をはかる 

9. 視点６ 組織と人材を見直して実行力を高める 

10. 視点７ 観光地としてのブランドを形成する 

11. 視点８ 地域の観光財源を確保する 

12. 視点に基づく実践例①－阿寒湖温泉 

  （入湯税の超過課税による独自財源の確保） 

13. 視点に基づく実践例②－鳥羽市 

  （観光計画のＰＤＣＡサイクルによる計画監理） 

14. 「観光地経営」の舵取り役・「日本版ＤＭＯ」の意義と役割 

 

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、必要に応じて授業中に行う。その際に紹介する参考文献を事前に読んでおくことが望まし

い。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業への参加状況と参加意欲(20%)/リアクションペーパーの提出状況と内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 公益財団法人日本交通公社編著、2013、『観光地経営の視点と実践』、丸善出版 (ISBN:4621087266) 

 

参考文献（Readings） 

1. 西村幸夫編著、2009、『観光まちづくり－まち自慢からはじまる地域マネジメント』、学芸出版社 (ISBN:4761531681) 

2. 財団法人日本交通公社編著、2004、『観光読本（第２版）』、東洋経済新報社 (ISBN:4492100148) 

観光庁編、『観光白書（平成 29年度版）』【ホームページからダウンロード可能】 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

リアクションペーパーへの記述内容から授業の理解度を評価し、適宜、次回の授業で講評（フィードバック）を行う。 
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注意事項（Notice） 
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■HA377 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HA377／観光地づくり 

(Destination Planning) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
観光地経営の視点と実践 

担当者名 

（Instructor） 

吉澤 清良(YOSHIZAWA KIYOYOSHI) 

岩崎 比奈子(IWASAKI HINAKO) 

守屋 邦彦(MORIYA KUNIHIKO) 

菅野 正洋(KANNO MASAHIRO) 

後藤 健太郎(GOTO KENTARO) 

佐藤 大祐(SATO DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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応し、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、全国の実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、実際の観光地づくりの取組、その手法、プロセス等を解説するとともに、そこで実際に行

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（講義の進め方、全体像、評価）【吉澤】 

2. ２－１．由布院温泉の現状【後藤】 

3. ２－２．百年先を見越した観光地経営の実践①（由布院温泉）【後藤】 

4. ２－３．百年先を見越した観光地経営の実践②（由布院温泉）【後藤】 

5. ３－１．温泉地における観光地づくりの実践①（草津温泉）【岩崎】 

6. ３－２．温泉地における観光地づくりの実践②（草津温泉）【岩崎】 

7. ４－１．観光計画の策定と実現①（胎内市）【守屋】 

8. ４－２．観光計画の策定と実現②（胎内市）【守屋】 

9. ５－１．震災復興と観光①（東北地域・三陸沿岸）【菅野】 

10. ５－２．震災復興と観光②（東北地域・三陸沿岸）【菅野】 

11. ６．過疎地と観光（藤里町）【菅野】 

12. ７．地域主導で進める商品開発（八戸市） ＜ケーススタディ＞【岩崎】 

13. ８．インバウンド／ＭＩＣＥと観光地づくり【守屋】 

14. ９．観光地経営の８つの視点（振り返り、総まとめ）【吉澤】 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事例として取り上げる地域の観光の概要について、事前に調べて理解しておくこと。 

テキスト「観光地経営の視点を実践」（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・授業への取り組み(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実践』、丸善出版 (ISBN:ISBN978-4-621-08726-8) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HA385 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HA385／宿泊産業概論 

(Introduction to Lodging Industry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ホテル経営論 

担当者名 

（Instructor） 
平 浩一郎(TAIRA KOICHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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応用可能。 

 

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，及び経営戦略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（授業中に指示する） 

 

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） 

HA386／ホテルアセットマネジメント論 

(Hotel Asset Management) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ホテル投資論 

担当者名 

（Instructor） 
平 浩一郎(TAIRA KOICHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS3100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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） 

別途手配中（授業中に指示する） 

 

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） 

HA387／旅行産業論 

(Travel Industry) 

担当者名 

（Instructor） 
野澤 肇(NOZAWA HAJIME) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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、主に旅行産業の現状、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実例・実態を踏まえ、旅行産業の課題と展望を講義する。旅行業の歴史、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、インバウンドの実際について、日本最大の旅行会社

である JTB グループ各社の経営者、中核的実務者が直接解説し、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、ツーリズム産業と旅行業 

2. 海外パッケージ旅行の商品企画 

3. 国内旅行の仕入と商品企画 

4. 店舗販売 

5. オンライントラベル（WEB 販売） 

6. メディア販売 

7. 法人旅行・教育旅行 

8. コミュニケーション事業 

9. ビジネストラベル 

10. 地域交流ビジネス 

11. グローバルビジネス 

12. 訪日インバウンド 

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・授業への取り組み(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。配布資料は授業後に Blackboardに掲載する。 

 

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)） 

第一線で活躍するゲスト講師による、パワーポイントを使用した講義が中心となる。 

 

注意事項（Notice） 
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■HA388 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HA388／企業金融と会計 

(Corporate Finance and Accounting) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
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 

担当者名 

（Instructor） 
井出 健二郎(IDE KENJIROU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS3400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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・授業への取り組み(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） 

HA389／ＩＴビジネス論 

(IT-Business Studies) 

担当者名 

（Instructor） 
野田 健太郎(NODA KENTARO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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(70%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

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） 

HA391／観光行政法 

(Administrative law in Tourism) 

担当者名 

（Instructor） 
小池 修司(KOIKE SHUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS3400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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、旅行業などの観光業が、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及び日本の観光政策の概要 

8. 旅行業法その１ 

9. 旅行業法その２ 

10. 旅館業法及び住宅宿泊事業法 

11. 障害者差別解消法 

12. 道路運送法、海上運送法、航空法 

13. 景観法及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、2017、『ポケット六法 平成 30 年版』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-00918-9) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業開始時刻から 30 分以内に入室した学生のみ出席の対象とする｡ 

 

注意事項（Notice） 
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■HA392 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HA392／産業構造論 

(Industrial Structure) 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 康永(SUZUKI YASUNAGA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2012 年度以降 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本経済の変遷とそれに伴う産業の変化，企業の経営活動や企業と社会との関係などを見て行くことで，企業や産業構造につ

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・産業の移り変わり，企業の取引行動や企業内部の特徴，官と民との関係，そして人口減少やグ

ローバル化といった現代社会の変化の下での企業の動向をとらえて行くとともに，まちづくり会社や社会的企業などの産業・社会

の新たな活動主体の動向や地方活性化の取組などを紹介し，ビジネス社会への端緒となるような内容を講義する。 

（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その点留意のこと） 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序論 日本の産業構造 

2. 日本経済の変遷と産業（１） 戦後～1960 年代頃 （高度経済成長への飛躍） 

3. 日本経済の変遷と産業（２） 1960-1970 年代頃  （高度経済成長） 

4. 日本経済の変遷と産業（３） 1980-1990 年代頃  （安定成長期，バブル景気） 

5. 日本経済の変遷と産業（４） 2000 年代頃～    （失われた 20年～） 

6. 企業活動と産業構造（１） 企業集団と企業間の取引関係 

7. 企業活動と産業構造（２） 労働市場と企業内の就労環境 

8. 企業活動と産業構造（３） 産業構造のグローバル化１ 

9. 企業活動と産業構造（４） 産業構造のグローバル化２ 

10. 企業活動と産業構造（５） 政策と企業活動 

11. 産業と社会（１） 人口減少社会と産業１ 少子化高齢化／地方社会経済 

12. 産業と社会（２） 人口減少社会と産業２ 地方活性化／労働力問題 他 

13. 産業と社会（３） 産業と社会１ 社会の変動／さまざまな活動主体／まちづくり 

14. 産業と社会（４） 産業と社会２ CSR／社会的企業／これからの企業と産業 

 

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） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席や講義への参加・貢献(50%)/授業内に指示する課題(10%) 

最終レポート（40%），平常点（60%：出席や講義への参加・貢献（50%），授業内に指示する課題（10%）） 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは講義でプリント資料（レジュメ等）を配布する 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントの使用を基本に板書を併用する講義形式。 映像資料なども適宜活用する。また，授業では学生への質問も活発

に行う。（聴講人数にもよるが，若干のグループワークも予定。） 

 

注意事項（Notice） 
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■HA393 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／旅行産業演習１（Ａ） 

(Travel industry seminar 1(A)) 

担当者名 

（Instructor） 
野澤 肇(NOZAWA HAJIME) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

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実態・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「実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」に主眼を置き、旅行の市場、観光客を受け容れる地域、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」、講義を踏まえ少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（新潟県三条市周

辺（予定）、11月 2 日（金）～11月 4 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主体性・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。配布資料は授業後に Blackboardに掲載する。 

 

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） 

自動登録／旅行産業演習１（Ｂ） 

(Travel industry seminar 1(B)) 

担当者名 

（Instructor） 
野澤 肇(NOZAWA HAJIME) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

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実態・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「実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」に主眼を置き、旅行の市場、観光客を受け容れる地域、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」、講義を踏まえ少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、「新潟県三条市周辺（予定）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。 

 「新潟県三条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実施する（11 月 2 日（金）～11 月 4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. 新潟県三条市周辺の旅行商品の企画：講義 

2. 新潟県三条市周辺の旅行商品の企画：外部講師 

3. 新潟県三条市周辺の旅行商品の企画：グループ討議 

4. 新潟県三条市周辺の旅行商品の企画：グループ討議 

5. 新潟県三条市周辺辺の旅行商品の企画：中間発表 

6. 新潟県三条市周辺の旅行商品の企画：グループ討議 

7. 新潟県三条市周辺の旅行商品の企画：合宿のまとめ 

8. 新潟県三条市周辺の旅行商品の企画：企画案策定 

9. 新潟県三条市周辺の旅行商品の企画：企画案策定 

10. 新潟県三条市周辺の旅行商品の企画：発表 

11. インターネットを活用した旅行商品展開：外部講師 

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：グループ討議 

14. インターネットを活用した旅行商品展開：発表、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主体性・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。配布資料は授業後に Blackboardに掲載する。 

 

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） 

その他／宿泊産業演習１（Ａ） 

(Lodging Industry Seminar 1(A)) 

担当者名 

（Instructor） 
井門 隆夫(IKADO TAKAO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

宿泊産業を取りまく現代的な諸課題を広く理解し、「問題意識」を醸成できるようになると同時に、自らの「社会人基礎力」向上に

ついて意識できるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

宿泊産業をはじめとする観光ビジネスに将来関わりたいと考えている学生を対象とし、社会（企業）が学生に求めている「本質を

見抜ける力」や「社会人基礎力（主体性・コミュニケーション能力・ねばり強さ等）」の養成に向けて、少人数ゼミでできることを実践

していく。演習では、教室での輪番での発表と討議・解説が中心となるが、夏休みの国内外での個人インターンシップやグループ

プロジェクトの提案も行うので、希望によりそれらへの準備を行うこともある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自己紹介 

2. オリエンテーション（発表テーマ設定・情報収集・プレゼンテーションの手法等） 

3. 社会人基礎力に関するガイダンス、コンピテンシーテスト（45 分） 

4. ゼミ生発表(1)(2)、＜解説例＞訪日外国人は伸びつつけると思うか？ 

5. ゼミ生発表(3)(4)、＜解説例＞ホスピタリティとおもてなしは何が違うのか？ 

6. ゼミ生発表(5)(6)、＜解説例＞民泊は是か非か？ 

7. ゼミ生発表(7)(8)、＜解説例＞ビジネスと観光をどう融合するか？ 

8. ゼミ生発表(9)(10)、＜解説例＞「地方創生」「アベノミクス」とは何か？ 

9. ゼミ生発表(11)(12)、＜解説例＞ＡＩを観光にどう活かすか？ 

10. ゼミ生発表(13)(14)、＜解説例＞若い人材が地方や海外でどのように活躍しているか？ 

11. ゼミ生発表(15)(16)、＜解説例＞宿泊業にはどのようなキャリアパスがあるか？ 

12. ゼミ生発表(17)(18)、＜解説例＞観光産業の将来は明るいのか？ 

13. ゼミ生発表(19)(20)、＜解説例＞2 年生の自分たちが今行うべきアクションは何か？ 

14. ふりかえりとインターンシップガイダンス 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自分の発表担当回に向けて、情報収集とプレゼンシートの作成を行うこと。他者の発表に関しても毎回ふりかえりを行い、自らの

知識として吸収していくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/毎回の発表に関する質問やコメントシート(40%)/出席および授業参加度(20%) 

コンピテンシーテストに 2,160 円が必要となります。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 東洋経済新報社、2017、『会社四季報業界地図 2018 年版』、東洋経済新報社 (ISBN:9784492973264) 

2. ホテル業界就職ガイド編集部、2017、『ホテル業界就職ガイド 2019』、オータパブリケイションズ (ISBN:9784903721712) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

https://www.facebook.com/rikkyo.ikadoseminar/ 

 

注意事項（Notice） 

4 月 4 日（水）17：00 応募書類提出締切（課題は観光学部掲示板を参照） 

4 月 7 日（土）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） 

自動登録／宿泊産業演習１（Ｂ） 

(Lodging Industry Seminar 1(B)) 

担当者名 

（Instructor） 
井門 隆夫(IKADO TAKAO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

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） 

宿泊産業を取り巻く現代的諸課題について、具体的な課題解決に向けたアクションを起こすことができる。 

 

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、いくつかのテーマを設定し、グループで問題解決に向けたリサーチを進め、解決策と

してまとめていく（昨年度例：ペスクタリアン向けの商品開発、都内ホステルにおける一人旅の実態、等） 。また、春休みインター

ンシップやプロジェクトに関する提案も行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（秋学期の進め方、テーマ案の発表とグループ分け） 

2. グループワーク（問題の深堀りと原因の追究） 

3. グループワーク（初期リサーチの計画と分担） 

4. ゲスト講師(1) ホステル・ゲストハウス業界の現状と課題（仮） 

5. グループワーク（初期リサーチの結果報告） 

6. グループワーク（課題解決案の検討） 

7. グループワーク（課題解決案の検証、まとめ） 

8. ゲスト講師(2) 旅館業界の現状と課題（仮） 

9. グループワーク（課題解決事業・商品の検討） 

10. グループワーク（課題解決事業・商品の検証、まとめ） 

11. 成果発表会（発表と講評） 

12. ゲスト講師(3) ホテル業界の現状と課題（仮） 

13. 将来に向けたキャリア形成について 

14. １年間のふりかえり、３年次の取り組みに向けて 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

グループごとの課題を進めるにあたり、役割分担をして授業外に学外でのリサーチや発表資料の作成が求められます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/各回のワークシートの記入と提出(40%)/出席と授業参加度(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

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） 

その他／旅行産業演習２（Ａ） 

(Travel industry seminar 2(A)) 

担当者名 

（Instructor） 
野澤 肇(NOZAWA HAJIME) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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実態・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「実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・販促の実務を実際に取り組み、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 の企画担当者の指導のもと、商品の

企画、造成、販売プラン策定の実務に取り組む。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、実際の商品として、海外の旅行代理店、JTB 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

上旬）、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 月中旬）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（新潟県三条市周

辺（予定）、11月 2 日（金）～11月 4 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. JTB オフィス訪問と中間発表：実地見学 

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：実地見学 

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主体性・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。配布資料は授業後に Blackboardに掲載する。 

 

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（水）17：00 応募書類提出締切（課題は観光学部掲示板を参照） 
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4 月 7 日（土）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） 

自動登録／旅行産業演習２（Ｂ） 

(Travel industry seminar 2(B)) 

担当者名 

（Instructor） 
野澤 肇(NOZAWA HAJIME) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

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実態・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「実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」、講義を踏まえ少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

「新潟県三条市周辺（予定）の地域活性化とプロモーション」、「オーバーツーリズムを考える」を予定している。なお、「オーバーツ

ーリズムを考える」についての発表はディベートにて行う。 

 「新潟県三条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実施する（11月 2 日（金）

～11 月 4 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. 新潟県三条市周辺の地域活性化とプロモーション：講義 

2. 新潟県三条市周辺の地域活性化とプロモーション：外部講師 

3. 新潟県三条市周辺の地域活性化とプロモーション：グループ討議 

4. 新潟県三条市周辺の地域活性化とプロモーション：グループ討議 

5. 新潟県三条市周辺の地域活性化とプロモーション：中間発表 

6. 新潟県三条市周辺の地域活性化とプロモーション：グループ討議 

7. 新潟県三条市周辺の地域活性化とプロモーション：合宿のまとめ 

8. 新潟県三条市周辺の地域活性化とプロモーション：企画案策定 

9. 新潟県三条市周辺の地域活性化とプロモーション：企画案策定 

10. 新潟県三条市周辺の地域活性化とプロモーション：発表 

11. オーバーツーリズムを考える：外部講師 

12. オーバーツーリズムを考える：グループ討議 

13. オーバーツーリズムを考える：グループ討議 

14. オーバーツーリズムを考える：ディベート、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主体性・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。配布資料は授業後に Blackboardに掲載する。 

 

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。 
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■HA399 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／宿泊産業演習２（Ａ） 

(Hospitality Management Seminar 2 (A)) 

担当者名 

（Instructor） 
近藤 寛和(KONDO HIROKAZU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ホテルや旅館に興味を持つ学生を対象に、観光産業を下支えする存在である宿泊業の本質、役割、これからのあるべき姿、従

事者として、業界を牽引するリーダーとして何を考えなければならないかを考えます。前年度の「宿泊産業演習１（AB）」履修者を

主な対象に演習は進めますが、宿泊ビジネスに興味関心があり、知識レベルで講義の理解ができる学生も歓迎です。 

 

授業の内容（Course Contents） 

二つの柱を設けます。一つは、コンセプトがしっかりしているホテル・旅館、消費者や業界から注目されているホテル・旅館を、フィ

ールドワークとして取材し、記事を書いていただきます。それを通して、ホテル・旅館のあるべき姿を理解し、経営者やスタッフと交

流することで宿泊ビジネスの現場を理解していただきます。二つ目は、 将来のキャリア形成について考えることです。将来の進

路選択に向けて、どう考えるべきか、そして自身のキャリア形成をどう設計していくかを伝えます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 取材の進め方１ 

3. 取材の進め方２ 

4. 取材したホテル・旅館の発表 １ 

5. 取材したホテル・旅館の発表 ２ 

6. 取材したホテル・旅館の発表 ３ 

7. 取材したホテル・旅館の発表 ４ 

8. 取材したホテル・旅館の発表 ５ 

9. ホテル・旅館事情講義 

10. ゲストスピーカー１ 

11. ゲストスピーカー２ 

12. ゲストスピーカー３ 

13. 成功ホテル事例研究１ 

14. 成功ホテル事例研究２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

フィールドワークを行ないます。 

ホテル・旅館の取材をします。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および活動内容(70%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

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、『包むマネジメント』、ぶんか社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

前年度の「宿泊産業演習１（AB）」履修者を主な対象に演習は進めますが、宿泊ビジネスに興味関心があり、知識レベルで講義

の理解ができる学生も歓迎です。 

 

注意事項（Notice） 

4 月 4 日（水）17：00 応募書類提出締切（課題は観光学部掲示板を参照） 

4 月 7 日（土）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） 

自動登録／宿泊産業演習２（Ｂ） 

(Lodging Industry Seminar 2(A)) 

担当者名 

（Instructor） 
近藤 寛和(KONDO HIROKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象 

同一年度の「宿泊産業演習２（Ａ）」履修者のみ対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ホテルや旅館に興味を持つ学生を対象に、観光産業を下支えする存在である宿泊業の本質、役割、これからのあるべき姿、従

事者として、業界を牽引するリーダーとして何を考えなければならないかを考えます。前年度の「宿泊産業演習１（AB）」履修者を

主な対象に演習は進めますが、宿泊ビジネスに興味関心があり、知識レベルで講義の理解ができる学生も歓迎です。 

 

授業の内容（Course Contents） 

二つの柱を設けます。一つは、コンセプトがしっかりしているホテル・旅館、消費者や業界から注目されているホテル・旅館を、フィ

ールドワークとして取材し、記事を書いていただきます。それを通して、ホテル・旅館のあるべき姿を理解し、経営者やスタッフと交

流することで宿泊ビジネスの現場を理解していただきます。二つ目は、 将来のキャリア形成について考えることです。将来の進

路選択に向けて、どう考えるべきか、そして自身のキャリア形成をどう設計していくかを伝えます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 就職指導 １ 

2. 就職指導 ２ 

3. 就職指導 ３ 

4. ホテル・旅館取材発表１ 

5. ホテル・旅館取材発表２ 

6. ゲストスピーカー １ 

7. 就職指導 ４ 

8. ゲストスピーカー ２ 

9. 就職指導 ５ 

10. ゲストスピーカー ３ 

11. 就職指導 ６ 

12. ホテル・旅館取材発表３ 

13. ホテル・旅館取材発表４ 

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） 

フィールドワークを行ないます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および活動内容(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） 

「宿泊産業演習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。 
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■HA401 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／観光地研究演習１（Ａ） 

(Seminar on Tourist Destination1(A)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
首都圏周辺の観光地を中心として 

担当者名 

（Instructor） 
梅川 智也(UMEKAWA TOMOYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

観光地研究の分析視点は多様であるが、ここでは①観光地特性分析（自然、地勢、歴史、文化、産業など）、②マーケット動向分

析（入込客数・推移、発地、ＣＳなど）、③観光資源・施設立地分析（観光資源評価、観光施設立地、宿泊施設集積）、④観光計

画・政策分析（観光条例、観光計画、観光政策など）、⑤観光地ブランド分析（情報発信、プロモーション、ブランド維持管理な

ど）、⑥地域コミュニティ分析（観光の経済効果、住民意識、住民参加など）とする。本授業では①から③について、首都圏周辺の

観光地を具体的な研究対象として観光地研究のポイントを理解し、分析スキルを身に付けることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は少人数によるゼミ形式、いわゆるアクティブラーニングの形式で進められる。いくつかのグループに分かれ、首都圏周

辺の観光地を複数箇所選定し、その具体的な観光地に関して実践的に研究していく。 

春学期においては、上記観光地研究の分析視点①から③（秋学期に④から⑥）について、講師による課題の提示、受講生による

思考・発表、両者による評価、の３つのサイクルによって主体的、協働的に学んでいく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（講義の狙い、進め方、成績評価方法など） 

2. 観光地研究の分析視点の理解 

3. 分析対象観光地の選定（例：富士河口湖、佐原、・・・） 

4. 分析視点①「観光地特性分析」について（１） 

5. 分析視点①「観光地特性分析」について（２） 

6. 分析視点①「観光地特性分析」について（３） 

7. 分析視点②「マーケット動向分析」について（１） 

8. 分析視点②「マーケット動向分析」について（２） 

9. 分析視点②「マーケット動向分析」について（３） 

10. 分析視点③「観光資源・施設立地分析」について（１） 

11. 分析視点③「観光資源・施設立地分析」について（２） 

12. 分析視点③「観光資源・施設立地分析」について（３） 

13. 評価とまとめ 

14. 次のステップに向けた課題の整理 

 

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する指示は、必要に応じて授業中に行う。具体的な観光地の視察は、受講生の他の授業の履修状況を

ふまえて調整するが、できるだけ早い時期での実施を予定する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況と参加意欲(25%)/リアクションペーパーの提出状況と内容(25%)/現地視察への参加と役割分担(25%)/授業で

の発表内容と意欲(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 公益財団法人日本交通公社編著、2013、『観光地経営の視点と実践』、丸善出版 (ISBN:4621087266) 

2. 西村幸夫編著、2009、『観光まちづくり－まち自慢からはじまる地域マネジメント』、学芸出版社 (ISBN:4761531681) 

3. 財団法人日本交通公社編著、2004、『観光読本（第２版）』、東洋経済新報社 (ISBN:4492100148) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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リアクションペーパーへの記述内容から授業の理解度を評価し、適宜、次回の授業で講評（フィードバック）を行う。 

 

注意事項（Notice） 

4 月 4 日（水）17：00 応募書類提出締切（課題は観光学部掲示板を参照） 

4 月 7 日（土）12：00 選考結果発表（観光学部掲示板） 
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■HA402 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／観光地研究演習１（Ｂ） 

(Seminar on Tourist Destination1(B)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
首都圏周辺の観光地を中心として 

担当者名 

（Instructor） 
梅川 智也(UMEKAWA TOMOYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

観光地研究の分析視点は多様であるが、ここでは①観光地特性分析（自然、地勢、歴史、文化、産業など）、②マーケット動向分

析（入込客数・推移、発地、ＣＳなど）、③観光資源・施設立地分析（観光資源評価、観光施設立地、宿泊施設集積）、④観光計

画・政策分析（観光条例、観光計画、観光政策など）、⑤観光地ブランド分析（情報発信、プロモーション、ブランド維持管理な

ど）、⑥地域コミュニティ分析（観光の経済効果、住民意識、住民参加など）とする。本授業では④から⑥について、首都圏周辺の

観光地を具体的な研究対象として観光地研究のポイントを理解し、分析スキルを身に付けることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は少人数によるゼミ形式、いわゆるアクティブラーニングの形式で進められる。いくつかのグループに分かれ、首都圏周

辺の観光地を複数箇所選定し、その具体的な観光地に関して実践的に研究していく。 

秋学期においては、上記観光地研究の分析視点④から⑥（春学期に①から③）について、講師による課題の提示、受講生による

思考・発表、両者による評価、の３つのサイクルによって主体的、協働的に学んでいく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（講義の狙い、進め方、成績評価方法など） 

2. 分析視点④「観光計画・政策分析」について（１） 

3. 分析視点④「観光計画・政策分析」について（２） 

4. 分析視点④「観光計画・政策分析」について（３） 

5. 分析視点⑤「観光地ブランド分析」について（１） 

6. 分析視点⑤「観光地ブランド分析」について（２） 

7. 分析視点⑤「観光地ブランド分析」について（３） 

8. 分析視点⑥「地域コミュニティ分析」について（１） 

9. 分析視点⑥「地域コミュニティ分析」について（２） 

10. 分析視点⑥「地域コミュニティ分析」について（３） 

11. 評価とまとめ 

12. その他の分析視点（１） 

13. その他の分析視点（２） 

14. 課題の整理 

 

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する指示は、必要に応じて授業中に行う。具体的な観光地の視察は、受講生の他の授業の履修状況を

ふまえて調整するが、できるだけ早い時期での実施を予定する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況と参加意欲(25%)/リアクションペーパーの提出状況と内容(25%)/現地視察への参加と役割分担(25%)/授業で

の発表内容と意欲(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 公益財団法人日本交通公社編著、2013、『観光地経営の視点と実践』、丸善出版 (ISBN:4621087266) 

2. 西村幸夫編著、2009、『観光まちづくり－まち自慢からはじまる地域マネジメント』、学芸出版社 (ISBN:4761531681) 

3. 財団法人日本交通公社編著、2004、『観光読本（第２版）』、東洋経済新報社 (ISBN:4492100148) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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リアクションペーパーへの記述内容から授業の理解度を評価し、適宜、次回の授業で講評（フィードバック）を行う。 

 

注意事項（Notice） 

「観光地研究演習 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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■HA403 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／観光地研究演習２（Ａ） 

(Seminar on Tourist Destination2(A)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
北海道、もしくは九州の温泉観光地を中心として 

担当者名 

（Instructor） 
梅川 智也(UMEKAWA TOMOYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

観光地研究の分析視点は多様であるが、ここでは①観光地特性分析（自然、地勢、歴史、文化、産業など）、②マーケット動向分

析（入込客数・推移、発地、ＣＳなど）、③観光資源・施設立地分析（観光資源評価、観光施設立地、宿泊施設集積）、④観光計

画・政策分析（観光条例、観光計画、観光政策など）、⑤観光地ブランド分析（情報発信、プロモーション、ブランド維持管理な

ど）、⑥地域コミュニティ分析（観光の経済効果、住民意識、住民参加など）などとする。本授業では①から③について、北海道、も

しくは九州の観光地（特に課題を抱える温泉観光地）を具体的な事例として観光地研究のポイントを理解し、より高度な分析スキ

ルを身に付けることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は少人数によるゼミ形式、いわゆるアクティブラーニングの形式で進められる。いくつかのグループに分かれ、研究対象

とする温泉観光地を複数箇所選定し、その具体的な観光地に関して実践的に研究していく。 

春学期においては、上記観光地研究の分析視点①から③（秋学期に④から⑥）について、講師による課題の提示、受講生による

思考・発表、両者による評価、の３つのサイクルによって主体的、協働的に学んでいく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（講義の狙い、進め方、成績評価方法など） 

2. 観光地研究の分析視点の理解 

3. 分析対象観光地の選定（例：阿寒湖、由布院、・・・） 

4. 分析視点①「観光地特性分析」について（１） 

5. 分析視点①「観光地特性分析」について（２） 

6. 分析視点①「観光地特性分析」について（３） 

7. 分析視点②「マーケット動向分析」について（１） 

8. 分析視点②「マーケット動向分析」について（２） 

9. 分析視点②「マーケット動向分析」について（３） 

10. 分析視点③「観光資源・施設立地分析」について（１） 

11. 分析視点③「観光資源・施設立地分析」について（２） 

12. 分析視点③「観光資源・施設立地分析」について（３） 

13. 評価とまとめ 

14. 次のステップに向けた課題の整理 

 

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する指示は、必要に応じて授業中に行う。具体的な観光地の視察は、受講生の他の授業の履修状況を

ふまえて調整するが、できるだけ早い時期での実施を予定する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況と参加意欲(25%)/リアクションペーパーの提出状況と内容(25%)/現地視察への参加と役割分担(25%)/授業で

の発表内容と意欲(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 公益財団法人日本交通公社編著、2013、『観光地経営の視点と実践』、丸善出版 (ISBN:4621087266) 

2. 西村幸夫編著、2009、『観光まちづくり－まち自慢からはじまる地域マネジメント』、学芸出版社 (ISBN:4761531681) 

3. 財団法人日本交通公社編著、2004、『観光読本（第２版）』、東洋経済新報社 (ISBN:4492100148) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

リアクションペーパーへの記述内容から授業の理解度を評価し、適宜、次回の授業で講評（フィードバック）を行う。 

 

注意事項（Notice） 

4 月 4 日（水）17：00 応募書類提出締切（課題は観光学部掲示板を参照） 

4 月 7 日（土）12：00 選考結果発表（観光学部掲示板） 
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■HA404 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／観光地研究演習２（Ｂ） 

(Seminar on Tourist Destination2(B)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
北海道、あるいは九州の温泉観光地を中心として 

担当者名 

（Instructor） 
梅川 智也(UMEKAWA TOMOYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

観光地研究の分析視点は多様であるが、ここでは①観光地特性分析（自然、地勢、歴史、文化、産業など）、②マーケット動向分

析（入込客数・推移、発地、ＣＳなど）、③観光資源・施設立地分析（観光資源評価、観光施設立地、宿泊施設集積）、④観光計

画・政策分析（観光条例、観光計画、観光政策など）、⑤観光地ブランド分析（情報発信、プロモーション、ブランド維持管理な

ど）、⑥地域コミュニティ分析（観光の経済効果、住民意識、住民参加など）などとする。本授業では④から⑥について、北海道、

あるいは九州の観光地（特に課題を抱える温泉観光地）を具体的な事例として観光地研究のポイントを理解し、より高度な分析ス

キルを身に付けることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は少人数によるゼミ形式、いわゆるアクティブラーニングの形式で進められる。いくつかのグループに分かれ、研究対象

とする観光地を複数箇所選定し、その具体的な観光地に関して実践的に研究していく。 

秋学期においては、上記観光地研究の分析視点④から⑥（春学期に①から③）について、講師による課題の提示、受講生による

思考・発表、両者による評価、の３つのサイクルによって主体的、協働的に学んでいく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（講義の狙い、進め方、成績評価方法など） 

2. 分析視点④「観光計画・政策分析」について（１） 

3. 分析視点④「観光計画・政策分析」について（２） 

4. 分析視点④「観光計画・政策分析」について（３） 

5. 分析視点⑤「観光地ブランド分析」について（１） 

6. 分析視点⑤「観光地ブランド分析」について（２） 

7. 分析視点⑤「観光地ブランド分析」について（３） 

8. 分析視点⑥「地域コミュニティ分析」について（１） 

9. 分析視点⑥「地域コミュニティ分析」について（２） 

10. 分析視点⑥「地域コミュニティ分析」について（３） 

11. 評価とまとめ 

12. その他の分析視点（１） 

13. その他の分析視点（２） 

14. 課題の整理 

 

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する指示は、必要に応じて授業中に行う。具体的な観光地の視察は、受講生の他の授業の履修状況を

ふまえて調整するが、できるだけ早い時期での実施を予定する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況と参加意欲(25%)/リアクションペーパーの提出状況と内容(25%)/現地視察への参加と役割分担(25%)/授業で

の発表内容と意欲(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 公益財団法人日本交通公社編著、2013、『観光地経営の視点と実践』、丸善出版 (ISBN:4621087266) 

2. 西村幸夫編著、2009、『観光まちづくり－まち自慢からはじまる地域マネジメント』、学芸出版社 (ISBN:4761531681) 

3. 財団法人日本交通公社編著、2004、『観光読本（第２版）』、東洋経済新報社 (ISBN:4492100148) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

リアクションペーパーへの記述内容から授業の理解度を評価し、適宜、次回の授業で講評（フィードバック）を行う。 

 

注意事項（Notice） 

「観光地研究演習 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。 
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■HA415 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／観光インターンシップＡ 

(Internship in Tourism A) 

担当者名 

（Instructor） 

東 徹(AZUMA TORU) 

柳川 悦子(YANAGAWA ETSUKO) 

清野 隆(SEINO TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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実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実習を中心として，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実習に臨みます。 

［実習先］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. 自己分析と実習の目標設定（1） 

3. 自己分析と実習の目標設定（2） 

4. 自己分析と実習の目標設定（3） 

5. 自己分析と実習の目標設定（4） 

6. 自己分析と実習の目標設定（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. 実習に臨むにあたって 

※実習は，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） 

授業時に必要に応じて指示する。 

 

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月はじめ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。 

実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。 
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注意事項（Notice） 

4 月 2 日（月）2・3・4 年次履修ガイダンス内にて教員による説明（N421） 

4 月 4 日（水）11:00 応募書類提出締切 

4 月 4 日（水）17:00 教員面談時間・場所発表（掲示板／Blackboard） 

4 月 5 日（木）午後 教員面談 

4 月 7 日（土）12:00 選考結果発表（掲示板／Blackboard） 
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■HA416 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／観光インターンシップＢ 

(Internship in Tourism B) 

担当者名 

（Instructor） 

東 徹(AZUMA TORU) 

柳川 悦子(YANAGAWA ETSUKO) 

清野 隆(SEINO TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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実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実習を中心として，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。実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実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. 夏休み期間中の実習の終了報告と事後研修の進め方 

2. 実習のふりかえりと課題の共有（1） 

3. 実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 

（実習でお世話になった皆様をお招きして「成果報告会」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） 

授業時に必要に応じて指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

実習成果、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)） 

実習が終わっても気を抜かず，しっかりと実習をふりかえり，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実習先の方々は，皆さんの成果報告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） 

その他／経団連インターンシップ 

(Keidanren Internship) 

担当者名 

（Instructor） 

野田 健太郎(NODA KENTARO) 

森島 聡(MORISHIMA SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

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 

 

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、企業での実務研修を行い、受講者の実

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実習の内容･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

の下で実習志望先を決定する｡実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. 実習受入企業講義 その１ 

3. 実習受入企業講義 その２ 

4. 実習受入企業講義 その３ 

5. 実習受入企業講義 その４ 

6. 実習受入企業講義 その５ 

7. 実習受入企業講義 その６ 

8. 実習受入企業講義 その７ 

9. 実習受入企業講義 その８ 

10. 実習受入企業講義 その９ 

11. 実習受入企業講義 その１０ 

12. マナー研修 

13. 受講者実習前クラス発表 その１ 

14. 受講者実習前クラス発表 その２ 

15. 実習 1 

16. 実習 2 

17. 実習 3 

18. 実習 4 

19. 実習 5 

20. 実習 6 

21. 実習 7 

22. 実習 8 

23. 受講者実習後クラス発表 

24. 実習報告リハーサル その１ 

25. 実習報告リハーサル その２ 

26. 実習報告リハーサル その３ 

27. 実習報告反省会 

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） 

授業時に必要に応じて指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

授業ごとのレポート、実習報告書、実習先からの評価、実習後の発表、出席状況等を対象とする 

 

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） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

4 月 2 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)2018 年度実施予定企業: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、東日本旅客鉄道(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 2 日（月）2・3・4 年次履修ガイダンス内にて教員による説明                 

4 月 4 日（水）11:00 応募書類提出締切 

4 月 5 日（木）15:00 教員面談時間・場所発表（掲示板／Blackboard） 

4 月 6 日（金）教員面談 

4 月 7 日（土）12:00 選考結果発表（掲示板／Blackboard） 
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■HA503 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／観光特論１（中国語） 

(Special Lecture on Tourism 1(in Chinese)) 

担当者名 

（Instructor） 
張 碧惠(CHANG PIHUI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
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

主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） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席・授業への取り組み(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） 

抽選登録／観光特論２（朝鮮語） 

(Special Lecture on Tourism 2 (in Korean)) 

担当者名 

（Instructor） 
鄭 玉姫(JUNG OKHEE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
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。観光客数，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 

2. 産業構造からみる観光の位置づけ 

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. 韓国人の国内観光動向 

8. 訪韓外国人観光客の観光動向 

9. コンテンツツーリズム：韓流（音楽・ドラマ等） 

10. 観光とまちづくり 

11. 体験型観光と地域 

12. 海水浴民泊集落の形成 

13. 観光産業 1―宿泊産業 

14. 観光産業 2―MICE 

 

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・授業への取り組み(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） 

抽選登録／観光特論３（英語） 

(Special Lecture on Tourism 3(in English)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Japan from an international viewpoint 

担当者名 

（Instructor） 
武内 一良(TAKEUCHI KAZUYOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
人数制限科目（20 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The main objective of this course is to learn how to introduce Japan and its culture, in English, from a different viewpoint. The 

bottom line is breaking the mold/mould of one-dimensional mindset about Japanese ways of thinking. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The course demonstrates the basic knowledge of Japan, especially its history and people. Students will notice that there is a 

gap between what they think is important and what interests people with different cultural backgrounds, when introducing those 

people to Japan. English is essential in this course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

Guidance of the course 

2. World topic 1 

Major religions 

3. World topic 2 

Social codes 

4. World topic 3 

From Pearl Harbor to the atomic bombs 

5. World topic 4 

Korean issues in Japan 

6. World Topic 5 

Students' choices 

7. Introduction 1 

The history of Japan 

8. Introduction 2 

Senior-centered society 

9. Introduction 3 

Politeness and sincerity 

10. Introduction 4 

Manga, anime, and cosplay 

11. Introduction 5 

Japanese cuisine and table manners 

12. Field Work 

Survey at an internal tourist site  

13. Presentation 1 

Survey analyses and discussions 1 

14. Presentation 2 

Survey analyses and discussions 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 Work(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Printing materials will be provided when required 
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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） 

抽選登録／観光特論４（英語） 

(Special Lecture on Tourism 4(in English)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Understanding the Tourism Industry in Hawaii 

担当者名 

（Instructor） 
ウエノ，Ｒ．(UYENO,RUSSELL KAZUO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

人数制限科目（20 名） 

集中講義：5 月 15 日（火）～19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 improve your English listening and speaking skills in a friendly and supportive environment focusing on tourism and hospitality 

vocabulary and topics. 

 

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 product development, policy and planning, natural resources, workforce development, marketing, etc.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the course topics and instructor. 

2. Overview of the main island destinations of Hawaii. 

3. Development of the tourism industry in Hawaii. 

4. Current status of the tourism industry in Hawaii. 

5. Marketing and brand image of Hawaii, part 1 

6. Marketing and brand image of Hawaii, part 2 

7. Media images of Hawaii. 

8. The importance of natural resources. 

9. Sustainable tourism in Hawaii. 

10. Hawaii from the visitors' perspective. 

11. Hawaii from the residents' perspective. 

12. Policy and planning. 

13. The role of Hawaiian culture in the tourism industry. 

14. Course summary and review. 

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
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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） 

抽選登録／観光特論５（英語） 

(Special Lecture on Tourism 5(in English)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Hospitality and Tourism 

担当者名 

（Instructor） 
藤田 玲子(FUJITA REIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

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 the 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） 

HA518／観光特論６（英語） 

(Special Lecture on Tourism 6(in English)) 

担当者名 

（Instructor） 
韓 志昊(HAN JIHO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
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 in English 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/ 

 

大学図書館のデータベースについて授業内で紹介して使用する。 

 

注意事項（Notice） 
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■HA602 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HA602／観光デザイン論 

(Tourist Design) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

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。 日本の文化と世界の文化を比較しなが

ら「何故？」を学ぶ。 

担当者名 

（Instructor） 
マーク伊東(MARK ITO)  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2012 年度以降 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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。 日本の文化と世界の文化を比較しながら「何故？」を学ぶ.。 そして、これからの日本の観光産業に必要なものは何かを

理解したい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本では観光ビジネス全般が中流主義で占められ、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。 

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. 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。 

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。 

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。 

10. 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. 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。 

12. Workshop 発表会 

13. 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。  
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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 

14. 今学期のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習より、復習が大事で、講義の内容を各自調べ、意味を理解してもらうことを望みます。 

 

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） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HA603 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HA603／観光感性論 

(Sensuous analysis of tourism) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
観光計画の心理学的・行動論的視点 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 俊哉(HASHIMOTO TOSHIYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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・行動論的な見方を実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ついて，観光現象を理解するための感性の役

割と重要性にふれつつ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リアクションペーパーの作成・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)(80%)/授業中のリアクションペーパー(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） 

1. 橋本俊哉、1997、『観光回遊論』、風間書房 

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） 

HA604／観光リスクマネジメント 

(Tourist Risk Management) 

担当者名 

（Instructor） 
畑 敬(HATA KEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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） 

実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. 反社会的勢力 

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） 

出席と小テストの総合判断(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） 

 

 

  



 - 145 - 

■HA605 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／自由研究 

(Independent Study) 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 俊哉(HASHIMOTO TOSHIYA) 

学期 

（Semester） 
その他(Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 

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」を受けとり内

容を熟読すること。 

 

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，指導は個別対応になる。「自

由研究の手引き」を受けとり内容を熟読すること。 

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. 本調査を実施する 

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. 本調査の実施と経過報告１ 

16. 本調査の実施と経過報告２ 

17. 本調査の実施と経過報告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応答 

 

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） 

その他／早期体験プログラム 

(Early Exposure Program) 

担当者名 

（Instructor） 
門田 岳久(KADOTA TAKEHISA)、千住 一(SENJU HAJIME)他 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM1003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

1 年次配当科目 

人数制限科目（108 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本科目は問題発見と関心の具体化、自力でのサーベイやディスカッション、そして成果のアウトプットという一連の大学での学び

の方法を実体験し、2 年次以降の専門的学習に向けたモチベーションを高めることを目標とする。その方法として本科目は特定

の社会・地域・国を選択し、そこで生起する観光事業や文化交流の現象をケーススタディとして事前学習するとともに、現地で 1

週間前後のフィールドワークもしくはスタディツアーを行う。その成果を報告書やプレゼンテーション等の形にまとめる。これを通

じ、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。言い換えると、

旅行に行くための科目ではない。 

 

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実施、

(4)各コースでの事後指導という流れで構成される。 

重要なので繰り返すが、本科目の目的は観光旅行を行うことではない。少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 月下旬にコース分けを実施するが、その際「どこに行くか」ではなく「何を学ぶか」に主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。 
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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・事後授業への取り組み(20%) 

 

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、迅速な応答が求められる。連絡が取れない場合はコース配属等で不利益を被

ることになるので要注意。 

・履修に必要なプロセスは 4 月の 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（抽選登録科目への応募を含む）。登録した場合は早期体験プログラ

ムへの応募が無効となる。 
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■HA607 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／ＧＩＳ演習 

(GIS Practice) 

担当者名 

（Instructor） 
鄭 玉姫(JUNG OKHEE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM1000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

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，統計データなどを使って空間分析を体験的に学習する。

授業の後半は講義で取り上げた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の基礎知識と練習 

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 4・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。 

 

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） 

HA608／観光の社会的広がり 

(Tourism and Social impacts) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ツーリズム、ツーリストと現地社会の相互交渉 

担当者名 

（Instructor） 
越智 郁乃(OCHI IKUNO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM1000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2012 年度以降 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業は、沖縄県における観光開発を事例に、観光が社会に与える影響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） 

南国リゾート観光地として知られる沖縄には、あらゆる観光形態が存在していると言っても過言ではない。本授業では、毎回異な

る観光形態を取り上げ、歴史学、考古学などの見地から様々な観光形態の成立背景にある観光資源の形成について学ぶ。ま

た、観光形態の変遷、現状について分析した文化人類学、社会学、民俗学的研究を基に、観光が現地社会に与える影響につい

て理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：沖縄の歴史、沖縄観光の歴史と多様性 

2. 南国海洋リゾート観光：亜熱帯気候とサンゴ礁 

3. 歴史・文化観光①：東アジアにおける交易と琉球国の成立 

4. 歴史・文化観光②：琉球国の海域交流による中国と東南アジア、欧州との関わり 

5. 離島観光：島ごとの文化、沖縄本島・宮古・八重山の差異 

6. 植民地観光：明治期以降の日本による同化政策と「近代化」 

7. 慰霊観光①：沖縄戦とは 

8. 慰霊観光②：米軍統治下での戦後復興と慰霊碑・慰霊塔の整備 

9. 慰霊観光のオプショナル・ツアー：パイナップル、舶来品と女性の商品化 

10. バトル・サイト・ツアー：在日米軍による沖縄観光 

11. 南国リゾート観光：本土復帰イベントと観光開発 

12. エコツーリズム：本土資本による離島開発、新空港建設の反動 

13. インバウンド：外国人観光客が求めるもの 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回のリアクションペーパーに加えて 1000 字程度の小レポートを課す。また、最終レポートに向けて、毎回の授業の内容整理と

各自の問題関心による文献・資料収集を積み重ねること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の小レポート(70%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。適宜、資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 上水流久彦・西村一之・村上和弘編、2017、『境域の人類学－八重山・対馬にみる「越境」－』、風響社 

2. 安里進 他、2004、『県史 47沖縄県史』、山川出版社 

3. 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 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HA611 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習（２年）Ａ 

(Seminar (2nd year)A) 

担当者名 

（Instructor） 
小野 良平(ONO RYOHEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

観光地を始めとする地域の風景・景観・ランドスケープの価値評価や保全・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およびランドスケープ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） 

必要に応じて適宜紹介する。 

 

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） 

自動登録／演習（２年）Ｂ 

(Seminar (2nd year)B) 

担当者名 

（Instructor） 
小野 良平(ONO RYOHEI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

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およびランドスケープ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・ランドスケープ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、調査を実施し、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. 実地調査計画（１） 

5. 実地調査計画（２） 

6. 実地調査計画（３） 

7. 実地調査中間報告（１） 

8. 実地調査中間報告（２） 

9. 実地調査中間報告（３） 

10. 実地調査最終報告（１） 

11. 実地調査最終報告（２） 

12. 実地調査最終報告（３） 

13. 実地調査最終報告（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） 

必要に応じて適宜紹介する。 

 

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） 

その他／演習（２年）Ａ 

(Seminar (2nd year)A) 

担当者名 

（Instructor） 
永井 恵一(NAGAI KEIICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

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） 

観光地や地域づくりには多様な主体が関わって様々な活動が行われている。本演習では、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実施するとともに、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

や分析方法についての理解を深める。 

 

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. 観光地域づくりに関する文献の講読１ 

7. 観光地域づくりに関する文献の講読２ 

8. 観光地域づくりに関する文献の講読３ 

9. 対象地に関する文献の講読１ 

10. 対象地に関する文献の講読２ 

11. 対象地に関する文献の講読３ 

12. 学外演習に向けての準備１ 

13. 学外演習に向けての準備２ 

14. 成果の取りまとめ、発表 

 

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） 

最終レポート(Final Report)(40%)/演習中の発表・討論への参加状況等(60%) 

 

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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■HA614 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習（２年）Ｂ 

(Seminar (2nd year)B) 

担当者名 

（Instructor） 
永井 恵一(NAGAI KEIICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

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） 

観光地や地域づくりには多様な主体が関わって様々な活動が行われている。本演習では、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実施するとともに、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

や分析方法についての理解を深める。 

 

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. 成果の取りまとめ、発表１ 

13. 成果の取りまとめ、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） 

最終レポート(Final Report)(40%)/演習中の発表・討論への参加状況等(60%) 

 

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） 

その他／演習（２年）Ａ 

(Seminar (2nd year)A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

観光・サービス・地域振興のマーケティング 

～集客と満足の仕組みづくり～ 

担当者名 

（Instructor） 
東 徹(AZUMA TORU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

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“集客と満足の仕組みづくり”に応用していきます。 

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。実りあるディスカ

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実に関心を持ち，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、2017 年、『現代マーケティングの基礎知識［改訂版］』、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） 

自動登録／演習（２年）Ｂ 

(Seminar (2nd year)B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

観光・サービス・地域振興のマーケティング 

～集客と満足の仕組みづくり～ 

担当者名 

（Instructor） 
東 徹(AZUMA TORU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

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“集客と満足の仕組みづくり”に応用していきます。 

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。実りあるディスカ

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実に関心を持ち，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、2017 年、『現代マーケティングの基礎知識［改訂版］』、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） 

その他／演習（２年）Ａ 

(Seminar (2nd year)A) 

担当者名 

（Instructor） 
庄司 貴行(SHOJI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

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：価値実現のマネジメント 

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・授業への取り組み(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応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） 

自動登録／演習（２年）Ｂ 

(Seminar (2nd year)B) 

担当者名 

（Instructor） 
庄司 貴行(SHOJI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

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：顧客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・授業への取り組み(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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■HA619 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習（２年）Ａ 

(Seminar (2nd year)A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
読解力、理解力、分析力、コミュニケーション力 

担当者名 

（Instructor） 
麻生 憲一(ASOH KEN-ICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

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応用・実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） 

 

 地域調査などはプロジェクトグループに分かれて実施する。 

 

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） 

ゼミ生は、地域調査などの場合、プロジェクトごとに分かれて、それぞれのテーマに従って地域調査を行う。授業時間以外に、文

献輪読やフィールド活動なども実施する場合がある。夏季・冬季休業中には、ゼミ視察・合宿を実施する。 

 

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%) 

出席回数を重視する。 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応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)） 
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注意事項（Notice） 
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■HA620 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習（２年）Ｂ 

(Seminar (2nd year)B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
実行力、発言力、考察力 

担当者名 

（Instructor） 
麻生 憲一(ASOH KEN-ICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

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、観光に関連するさまざまな文献を読破し、その論点を批判的に理解する。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。なお、春学

期のプロジェクトグループでの活動は継続する。 

 

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、テーマに応じていくつかのグループに班編成を行う。各グループは、演習時間以外に地域調査や個別に活動する機会

がある。冬季休業中には、ゼミ視察を実施する。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%) 

出席回数を重視する。 

 

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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■HA621 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習（２年）Ａ 

(Seminar (2nd year)A) 

担当者名 

（Instructor） 
杜 国慶(DU GUOQING) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

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え

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，学生が主体的にデ

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実習 1 

3. GIS実習 2 

4. GIS実習 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。役割に応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） 

自動登録／演習（２年）Ｂ 

(Seminar (2nd year)B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
都市観光と観光地域の構造 

担当者名 

（Instructor） 
杜 国慶(DU GUOQING) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

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

える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 都市観光について現地調査を準備して実施する。その後、現地調査の成果をまとめて発表し、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） 

その他／演習（２年）Ａ 

(Seminar (2nd year)A) 

担当者名 

（Instructor） 
井手 拓郎(IDE TAKURO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

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、主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。 

 観光学科の教育課程編成方針に掲げる「観光関連分野に関する広範囲で高度な学識を持ち、諸問題の解決を担う総合的な判

断力と優れたリーダーシップを備えた有為な人材」になるため、観光レクリエーション場面における基礎的な知識・スキルを身につ

ける。 

 

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，春学期の発表割当 

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） 

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(3)』、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） 

必要に応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 積極的・自主的な行動，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） 

自動登録／演習（２年）Ｂ 

(Seminar (2nd year)B) 

担当者名 

（Instructor） 
井手 拓郎(IDE TAKURO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

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、主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。 

 観光学科の教育課程編成方針に掲げる「観光関連分野に関する広範囲で高度な学識を持ち、諸問題の解決を担う総合的な判

断力と優れたリーダーシップを備えた有為な人材」になるため、観光レクリエーション場面における基礎的な知識・スキルを身につ

ける。 

 

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，秋学期の発表割当 

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） 

発表内容・提出物(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室、2010、『ストリート・ウォッチング』、誠信書房 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 積極的・自主的な行動、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） 

 



 - 166 - 

■HA625 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習（２年）Ａ 

(Seminar (2nd year)A) 

担当者名 

（Instructor） 
野田 健太郎(NODA KENTARO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現実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、現実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） 

自動登録／演習（２年）Ｂ 

(Seminar (2nd year)B) 

担当者名 

（Instructor） 
野田 健太郎(NODA KENTARO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現実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、現実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） 

その他／演習（２年）Ａ 

(Seminar (2nd year)A) 

担当者名 

（Instructor） 
韓 志昊(HAN JIHO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

観光地の実態調査を通して,研究の基礎を学ぶ。また、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） 

野沢温泉村を対象に、観光地の現状と課題を理解するために研究を行う。 文献調査、現地調査の事前準備を通して研究の基

礎や技術を身につける。グループワークやゼミ運営において、自主的な活動を訓練する。 

 

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） 

自動登録／演習（２年）Ｂ 

(Seminar (2nd year)B) 

担当者名 

（Instructor） 
韓 志昊(HAN JIHO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

観光地の実態調査を通して,研究の基礎を学ぶ。また、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） 

野沢温泉村を対象に、観光地の現状と課題を理解するために研究を行う。 文献調査、現地調査を通して研究の基礎や技術を

身につける。グループワークやゼミ運営において、自主的な活動を訓練する。 

 

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） 

その他／演習（２年）Ａ 

(Seminar (2nd year)A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
空間の把握と理解 

担当者名 

（Instructor） 
毛谷村 英治(KEYAMURA EIJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

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実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実際に訪れた「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. 自室空間のプレゼンテーション１ 

5. 自室空間のプレゼンテーション２ 

6. 自室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. 自室の模型制作１ 

10. 自室の模型制作２ 

11. 自室の模型制作３ 

12. 自室模型講評会 

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・授業への取り組み(50%)/課題(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて適宜プリントを配付します。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応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） 

自動登録／演習（２年）Ｂ 

(Seminar (2nd year)B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
施設・空間の理解と分析 

担当者名 

（Instructor） 
毛谷村 英治(KEYAMURA EIJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

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、秋に訪れる場に実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、実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、図面から実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・授業への取り組み(50%)/課題(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて適宜プリントを配付します。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応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） 

その他／演習（２年）Ａ 

(Seminar (2nd year)A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
観光地へと至る歴史と文化について多角的に捉える 

担当者名 

（Instructor） 
越智 郁乃(OCHI IKUNO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

沖縄を事例に、観光地化までの地域の歴史、背景となる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、古代から現代の琉球・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、発表と質疑応答を行う。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 

参考文献は、可能な限り購入すること。その他、随時指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■HA632 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習（２年）Ｂ 

(Seminar (2nd year)B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
観光地へと至る歴史と文化について多角的に捉える 

担当者名 

（Instructor） 
越智 郁乃(OCHI IKUNO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

沖縄を事例に、観光地化までの地域の歴史、背景となる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、古代から現代の琉球・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、発表と質疑応答を行う。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. 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 

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. 上水流久彦 他、2017、『境域の人類学―八重山・対馬にみる「越境」』、風響社 

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 

参考文献は、可能な限り購入すること。その他、随時指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■HA641 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習（３年）Ａ 

(Seminar (3rd year)A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アート・ツーリズムと地域振興 

担当者名 

（Instructor） 
越智 郁乃(OCHI IKUNO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

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と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） 

夏期休暇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） 

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 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 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 

2. 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 

3. 橋本啓子、2012、『水と土の新潟－泥に沈んだ美術館－』、アミックス 

4. 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 

その他、適宜指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HA642 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習（３年）Ｂ 

(Seminar (3rd year)B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アート・ツーリズムと地域振興 

担当者名 

（Instructor） 
越智 郁乃(OCHI IKUNO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

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と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） 

夏期休暇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） 

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 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 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 

2. 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 

3. 橋本啓子、2012、『水と土の新潟－泥に沈んだ美術館－』、アミックス 

4. 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 

その他、適宜指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HA643 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習（３年）Ａ 

(Seminar (3rd year)A) 

担当者名 

（Instructor） 
野田 健太郎(NODA KENTARO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現実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,現実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)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HA644 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習（３年）Ｂ 

(Seminar (3rd year)B) 

担当者名 

（Instructor） 
野田 健太郎(NODA KENTARO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現実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,現実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)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HA645 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習（３年）Ａ 

(Seminar (3rd year)A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

観光・サービス・地域振興のマーケティング 

～集客と満足の仕組みづくり～ 

担当者名 

（Instructor） 
東 徹(AZUMA TORU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

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“集客と満足の仕組みづくり”に応用していきます。 

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・分野に応用し

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。実りあるディスカ

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実に関心を持ち，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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注意事項（Notice） 
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■HA646 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習（３年）Ｂ 

(Seminar (3rd year)B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

観光・サービス・地域振興のマーケティング 

～集客と満足の仕組みづくり～ 

担当者名 

（Instructor） 
東 徹(AZUMA TORU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

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“集客と満足の仕組みづくり”に応用していきます。 

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・分野に応用し

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。実りあるディスカ

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実に関心を持ち，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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注意事項（Notice） 
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■HA647 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習（３年）Ａ 

(Seminar (3rd year)A) 

担当者名 

（Instructor） 
庄司 貴行(SHOJI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

観光産業を主として「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） 

授業時に必要に応じて指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席・授業への取り組み(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. エリック･フォン･ヒッペル、2005、『民主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 

2. 小川 進、2013、『ユーザーイノベーション：消費者から始まるものづくりの未来』、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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■HA648 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習（３年）Ｂ 

(Seminar (3rd year)B) 

担当者名 

（Instructor） 
庄司 貴行(SHOJI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

観光産業を主として「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：民主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・授業への取り組み(50%)/最終報告(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 川﨑 剛、2010、『社会科学系のための「優秀論文」作成術』、勁草書房 

 

参考文献（Readings） 

1. エリック･フォン･ヒッペル、2005、『民主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 

2. 小川 進、2013、『ユーザーイノベーション：消費者から始まるものづくりの未来』、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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■HA649 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習（３年）Ａ 

(Seminar (3rd year)A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
震災、過疎、まちづくり 

担当者名 

（Instructor） 
麻生 憲一(ASOH KEN-ICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

震災復興、過疎地域、観光まちづくりをテーマにフィールド調査を行い、現状を把握したうえで、地域振興に向けての方策を示す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習では、大きく３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、福島県を中心とした震災地域での復

興プロジェクトを実施する。プロジェクト B では、過疎地域の地域振興プロジェクトを実施する。プロジェクト C では、観光地におけ

るまちづくりプロジェクトを実施する。 

 

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. パソコン実習１ データ処理 

8. パソコン実習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、フィールド調査を実施したら、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

実施する。 

 

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） 

自動登録／演習（３年）Ｂ 

(Seminar (3rd year)B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
企画力、実行力、発言力 

担当者名 

（Instructor） 
麻生 憲一(ASOH KEN-ICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期に実施してきた各地域での調査結果を分析し、実態を見極めた上で、地域をコーディネートできる能力を培う。 

 

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、調査内容を踏まえて課題や問題点を把握し、地域への提言を行う。また

一年間の調査内容をとして報告書として取りまとめる。そのほか、他大学との研究交流会なども予定している。 

 

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、地域調査を実施したり、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

宿を実施する。演習（３年）Ａ（担当者：麻生）を履修していることが望ましい。 

 

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） 

必要に応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)） 

地域にかかわるニュースや関連記事を注視しておくこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■HA651 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習（３年）Ａ 

(Seminar (3rd year)A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
都市観光と観光地域の構造 

担当者名 

（Instructor） 
杜 国慶(DU GUOQING) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

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，観光客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，一日巡検を実施する。また，時期を選んで，フィールドワーク（国内調査）を実施する。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実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業のオリエンテーション 

2. 一日巡検準備 １ 

3. 一日巡検準備 １ 

4. パソコン実習：文献検索方法 

5. パソコン実習：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・取り組み(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） 

自動登録／演習（３年）Ｂ 

(Seminar (3rd year)B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
都市観光と観光地域の構造 

担当者名 

（Instructor） 
杜 国慶(DU GUOQING) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

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，観光客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）を実施する。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実践する。 

 

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・取り組み(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） 

その他／演習（３年）Ａ 

(Seminar (3rd year)A) 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 俊哉(HASHIMOTO TOSHIYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 主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応等に応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,ゼミ合宿調査計画 1 

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,ゼミ合宿調査計画 2 

12. 輪読，文献講読と討議 

13. 輪読，文献講読と討議 

14. 総括,ゼミ合宿調査計画 3 

 

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） 

必要に応じて適宜紹介する。 

 

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） 

自動登録／演習（３年）Ｂ 

(Seminar (3rd year)B) 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 俊哉(HASHIMOTO TOSHIYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 主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応等に応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，調査の実施，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） 

必要に応じて適宜紹介する。 

 

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） 

その他／演習（３年）Ａ 

(Seminar (3rd year)A) 

担当者名 

（Instructor） 
小野 良平(ONO RYOHEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

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・ランドスケープの価値評価や保全・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・ランドスケープ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. 自然風景地実地調査の計画（１） 

13. 自然風景地実地調査の計画（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） 

必要に応じて適宜紹介する。 

 

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） 

自動登録／演習（３年）Ｂ 

(Seminar (3rd year)B) 

担当者名 

（Instructor） 
小野 良平(ONO RYOHEI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

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・ランドスケープの価値評価や保全・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実地調査を実施し，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. 実地調査の中間報告（１） 

3. 実地調査の中間報告（２） 

4. 実地調査の中間報告（３） 

5. 実地調査報告（１） 

6. 実地調査報告（２） 

7. 実地調査報告（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） 

必要に応じて適宜紹介する。 

 

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） 

その他／演習（３年）Ａ 

(Seminar (3rd year)A) 

担当者名 

（Instructor） 
韓 志昊(HAN JIHO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

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） 

自動登録／演習（３年）Ｂ 

(Seminar (3rd year)B) 

担当者名 

（Instructor） 
韓 志昊(HAN JIHO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究テーマを個人やグループで学生自身が選択し、文献研究、現地調査を実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） 

その他／演習（３年）Ａ 

(Seminar (3rd year)A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
観光資源化している建物や空間の研究 

担当者名 

（Instructor） 
毛谷村 英治(KEYAMURA EIJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

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実施する。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、かつ実りの大きい調査旅行の実現を目指す。インテリア

や外部環境の実態を詳細に記録するとともに多様な捉え方の実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・授業への取り組み(50%)/課題(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて適宜プリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて適宜相応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） 

自動登録／演習（３年）Ｂ 

(Seminar (3rd year)B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
観光資源化している建物や広場の調査研究 

担当者名 

（Instructor） 
毛谷村 英治(KEYAMURA EIJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

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

を実施する。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実態についても詳細

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・授業への取り組み(50%)/課題(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて適宜プリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて適宜相応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） 

その他／演習（３年）Ａ 

(Seminar (3rd year)A) 

担当者名 

（Instructor） 
清野 隆(SEINO TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

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，誘客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 

（現地調査の実施） 

10. 観光地づくりの課題発見に関する調査５ 

（現地調査の実施） 

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） 

調査の実施にあたっては,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） 

自動登録／演習（３年）Ｂ 

(Seminar (3rd year)B) 

担当者名 

（Instructor） 
清野 隆(SEINO TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

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，誘客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） 

調査の実施にあたっては,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） 

その他／演習（４年）Ａ 

(Seminar (4th year)A) 

担当者名 

（Instructor） 
野田 健太郎(NODA KENTARO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現実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,現実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） 

自動登録／演習（４年）Ｂ 

(Seminar (4th year)B) 

担当者名 

（Instructor） 
野田 健太郎(NODA KENTARO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現実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、現実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） 

その他／演習（４年）Ａ 

(Seminar (4th year)A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

観光・サービス・地域振興のマーケティング 

～集客と満足の仕組みづくり～ 

担当者名 

（Instructor） 
東 徹(AZUMA TORU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

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“集客と満足の仕組みづくり”に応用していきます。 

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。実りあるディスカ

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実に関心を持ち，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)） 
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注意事項（Notice） 
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■HA676 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習（４年）Ｂ 

(Seminar (4th year)B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

観光・サービス・地域振興のマーケティング 

～集客と満足の仕組みづくり～ 

担当者名 

（Instructor） 
東 徹(AZUMA TORU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

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“集客と満足の仕組みづくり”に応用していきます。 

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。実りあるディスカ

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実に関心を持ち，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)） 
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注意事項（Notice） 
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■HA677 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習（４年）Ａ 

(Seminar (4th year)A) 

担当者名 

（Instructor） 
庄司 貴行(SHOJI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

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主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） 

授業時に必要に応じて指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終プレゼンテーション(50%)/出席・授業への取り組み(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 川﨑 剛、2010、『社会科学系のための「優秀論文」作成術』、勁草書房 

 

参考文献（Readings） 

1. 新堀 聡、2002、『評価される博士・修士卒業論文の書き方考え方』、同文館出版 

 

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） 

自動登録／演習（４年）Ｂ 

(Seminar (4th year)B) 

担当者名 

（Instructor） 
庄司 貴行(SHOJI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

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主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・授業への取り組み(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 川﨑 剛、2010、『社会科学系のための「優秀論文」作成術』、勁草書房 

 

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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■HA679 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習（４年）Ａ 

(Seminar (4th year)A) 

担当者名 

（Instructor） 
小野 良平(ONO RYOHEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

観光地を始めとする地域の風景・景観・ランドスケープの価値評価や保全・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） 

必要に応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HA680 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習（４年）Ｂ 

(Seminar (4th year)B) 

担当者名 

（Instructor） 
小野 良平(ONO RYOHEI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

観光地を始めとする地域の風景・景観・ランドスケープの価値評価や保全・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） 

必要に応じて適宜紹介する。 

 

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） 

その他／演習（４年）Ａ 

(Seminar (4th year)A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
都市観光と観光地域の構造 

担当者名 

（Instructor） 
杜 国慶(DU GUOQING) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

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実

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応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・取り組み(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） 

自動登録／演習（４年）Ｂ 

(Seminar (4th year)B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
都市観光と観光地域の構造 

担当者名 

（Instructor） 
澁谷 和樹(SHIBUYA KAZUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 

【2018 年 8 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

担当者：杜 国慶(DU GUOQING)→澁谷 和樹(SHIBUYA KAZUKI ) 

 

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実

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応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・取り組み(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） 

その他／演習（４年）Ａ 

(Seminar (4th year)A) 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 俊哉(HASHIMOTO TOSHIYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 観光行動・心理を中心とする研究分野の研究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。授業内で定期的に発表を義務づけ

るほか、授業時間外で個別に調査データの収集を行い,データの分析に取り組む。必要に応じて個別指導を行う。 

 

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. 予備調査の実施 

11. 予備調査の実施 

12. 予備調査の実施 

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参考文献を研究し,調査計画をたてた上で現地調査を行い,データの分析を進めること

で次の発表に向けて準備を進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席状況・授業への取り組み(50%)/発表内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

研究テーマに応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） 

自動登録／演習（４年）Ｂ 

(Seminar (4th year)B) 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 俊哉(HASHIMOTO TOSHIYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

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・分析し,それをわかりや

すく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。授業内で定期的に発表を義務づけ

るほか,授業時間外に個別に調査データの収集を行い,データの分析に取り組む。必要に応じて個別指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究経過の報告 

2. 本調査の実施 

3. 本調査の実施 

4. 本調査の実施 

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。本調査で収集するデータはプライバシーの侵害に留意し,妥当性を

検討したうえで分析を進め,わかりやすく表現できているかを確認しつつ次回の報告資料としてまとめること。疑問点は必要に応じ

て個別指導を行うので,その際に問い合わせること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席状況・授業への取り組み(50%)/発表内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

研究テーマに応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） 

その他／演習（４年）Ａ 

(Seminar (4th year)A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
商店街活性化と観光旅行商品企画化に向けて 

担当者名 

（Instructor） 
麻生 憲一(ASOH KEN-ICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本演習では、２つのプロジェクトグループに分けて、それぞれ活動する。プロジェクトＡでは、商店街の活性化に向けて、新座市や

大学周辺地域を中心にフィールド調査を実施する。プロジェクトＢでは、旅行商品企画に向けて調査を行い提案する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

プロジェクトＡでは、大学周辺地域の商店街の活性化のための調査を実施し、調査内容を地域に還元する。プロジェクトＢでは、

旅行会社などでヒアリングを行い、インバウンドを対象とした日本国内の観光地の旅行商品企画を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. フィールド事例研究１ 

3. フィールド事例研究２ 

4. フィールド事例研究３ 

5. フィールド事例研究４ 

6. フィールド事例研究５ 

7. フィールド事例研究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予定している。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と報告を総合的に判断する。(100%) 

出席回数を重視する。 

 

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） 

自動登録／演習（４年）Ｂ 

(Seminar (4th year)B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
商店街活性化と旅行商品企画化 

担当者名 

（Instructor） 
麻生 憲一(ASOH KEN-ICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまで各プロジェクトごとで調査し、取り纏めてきた内容を精査し、課題を抽出する。また、各自の個人研究として、調査や企画

した内容を発表し、論文もしくは報告書として取り纏める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自のプロジェクトごとのテーマに従って、関連する論文や記事を読み、その論点を取り纏める。同時に、それぞれの個人研究テ

ーマを設定し、調査した内容について発表を行う。発表されたものは論文もしくは報告書として取り纏める。 

 

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. 個人研究論文・報告書の作成と報告１ 

8. 個人研究論文・報告書の作成と報告２ 

9. 個人研究論文・報告書の作成と報告３ 

10. 個人研究論文・報告書の作成と報告４ 

11. 個人研究論文・報告書の作成と報告５ 

12. 個人研究論文・報告書の作成と報告６ 

13. 個人研究論文・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事前準備しておくこと。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%) 

出席回数を重視する。 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応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） 

その他／演習（４年）Ａ 

(Seminar (4th year)A) 

担当者名 

（Instructor） 
韓 志昊(HAN JIHO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

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） 

授業内参加(50%)/発表(50%) 

 

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応じて、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） 

自動登録／演習（４年）Ｂ 

(Seminar (4th year)B) 

担当者名 

（Instructor） 
韓 志昊(HAN JIHO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

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） 

授業内参加(50%)/発表(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HA689 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習（４年）Ａ 

(Seminar (4th year)A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
観光に供せられる施設・空間についての課題の分析 

担当者名 

（Instructor） 
毛谷村 英治(KEYAMURA EIJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

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応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客観

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実感できるように

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. 主観的記述と客観的記述の確認 

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客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・授業への取り組み(50%)/課題(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて適宜プリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて適宜相応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） 

自動登録／演習（４年）Ｂ 

(Seminar (4th year)B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
観光に供せられる施設・空間についての調査分析と議論 

担当者名 

（Instructor） 
毛谷村 英治(KEYAMURA EIJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

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応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客観

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実感できるように

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・授業への取り組み(50%)/課題(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて適宜プリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて適宜相応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） 

その他／演習（４年）Ａ 

(Seminar (4th year)A) 

担当者名 

（Instructor） 
清野 隆(SEINO TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

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，実施する。 

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） 

各自のテーマに応じて適宜紹介する。 

 

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） 

自動登録／演習（４年）Ｂ 

(Seminar (4th year)B) 

担当者名 

（Instructor） 
清野 隆(SEINO TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

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，実施する。 

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） 

各自のテーマに応じて適宜紹介する。 

 

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） 

その他／演習（４年）Ａ 

(Seminar (4th year)A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
自己を取り巻く世界の多様性を理解する 

担当者名 

（Instructor） 
越智 郁乃(OCHI IKUNO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

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、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）のフィールドワークの成果報告・論文をもとに、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。各回、「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、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主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） 

講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 〈実践〉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)） 

卒業論文執筆者にはゼミ時間内、あるいは別途時間を設けて指導を行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■HA696 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習（４年）Ｂ 

(Seminar (4th year)B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
自己を取り巻く世界の多様性を理解する 

担当者名 

（Instructor） 
越智 郁乃(OCHI IKUNO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

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、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）のフィールドワークの成果報告・論文をもとに、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。各回、「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、自己の問題関心を深めていく。卒

業論文執筆者は、春学期までの議論と自身のフィールドワークを基にした研究成果を発表し、皆でディスカッションする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：「常在フィールド」とは 

2. 受講生による発表とディスカッション 

3. 受講生による発表とディスカッション 

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主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） 

講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 〈実践〉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)） 

卒業論文執筆者には、ゼミ時間内外に時間を設けて指導を行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■HA732 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文 

(Graduation Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
専任教員 

学期 

（Semester） 
その他(Others) 

単位 

（Credit） 
８単位(8 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

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. 予備調査の実施１ 

12. 予備調査の実施２ 

13. 調査計画の再検討１ 

14. 調査計画の再検討２ 

15. 本調査の実施１ 

16. 本調査の実施２ 

17. 本調査の実施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応答を対象に行う。(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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各自のテーマに応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） 

HA801／文学 

(Literature) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
観光文学論序説 

担当者名 

（Instructor） 
石橋 正孝(ISHIBASHI MASATAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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及び日本文学を中心に，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・授業への取り組み(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） 

HA802／哲学 

(Philosophy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
哲学・倫理学入門 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 喜市(KATO KIICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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） 

 ソクラテス・プラトン・アリストテレス・デカルト・カント・ニーチェ等々… 有名な哲学者たちの名前だけは聞いたことがあるけれど，

よく知らないという人も多いかもしれません．この授業では「哲学」・「倫理学」という学問に初めて触れる学生を主な対象として，

「認識」や「存在」といった各トピックに即して，哲学史・倫理思想史において有名かつ重要なテクストを紹介していきます．  

 観光学部設置の科目ですので，「おみやげ」や「おもてなし」など，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・倫理学の視点から，旅や観光についても主題的に扱う予定です．学期中に数回（少なくとも一度は），授業内

で音楽を聴いたり映像資料を見たりして，関心を広げてもらうための機会を設けるつもりでいます． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（哲学・倫理学） 

2. 認識について：「不知の自覚」・経験論と合理論・独我論 

3. 存在について：存在論・神の存在証明・『存在と時間』 

4. 心について：『魂について』・心身二元論・心の哲学 

5. 美について：美のイデア・関心なき適意・観光美学 

6. 超越について：旧約/新約聖書・「神の死」・宗教哲学 

7. 中間レポート 

8. 快苦について：エピクロス派・功利主義・『動物の解放』 

9. 義務について：ストア派・義務論・正義論 

10. 徳について：四元徳・徳の教育・徳倫理 

11. 自他について：エゴイズム・歓待論・共同体主義 

12. 旅について：「旅について」・『古寺巡礼』・余暇理論 

13. 観光について：哲学と観光・観光倫理学・世界観光倫理憲章 

14. 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(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． 

 

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』、岩波文庫 (ISBN:4004310075) 

2. 熊野純彦、2006、『西洋哲学史：近代から現代へ』、岩波文庫 (ISBN:4004310083) 

3. 加藤尚武、1997、『現代倫理学入門』、講談社学術文庫 (ISBN:406159267X) 

4. 三木清、1978、『人生論ノート』、新潮文庫 (ISBN:4101019010) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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授業に関する質問は大いに歓迎しますが，授業中の私語については厳しく注意します．また，簡単なアンケートをお願いしたり，

意見や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） 

HA803／人類学 

(Anthropology) 

担当者名 

（Instructor） 
丹羽 朋子(NIWA TOMOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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、「フィールドワーク」と呼ばれる経験的調査を通じて、多様な地域の文化現象や人々の生き方を探り、他者を理解

する作業のなかで自己について問い直す学問である。だが実際には、自己（主体）と他者（客体）の境界線はむしろ曖昧で、絶え

ず引き直されていくものである。本授業ではその境界域で起きる「生成変化」に焦点をあて、〈なりかわる（成り代わる／為り変わ

る）技法〉をテーマに、他なるものに〈なってみる〉ことにより自己や世界の変化や再編を促す儀礼的行為や、他者の生きる世界に

参入して記録し、多様な媒体をもって他者について表現を試みる文化人類学的実践について考察していく。多角的・多元的な視

点から現代社会をとらえる人類学的想像／創造力をもって、多様でありうる自他の生のあり方を思考する力を養うことを、本講義

の目標とする。  

 

授業の内容（Course Contents） 

全体を三部構成とする。第１部は「人類学における記録と表現の技法」について、その試行錯誤の歴史や、革新的な映像実践等

について概観する。第２部では多様な出産や葬送の仕方、人ならぬものをも含む他者に自らが〈なりかわる〉儀礼的パフォーマン

ス等の事例を取り上げる。第 3部では人類学外に視野を広げ、主として東日本大震災の記憶や経験を記録し、多様な媒体をもっ

て再構成するさまざまな実践について、第１部の人類学的実践との比較を交えつつ、「自他の経験の語り直し」の技法として分析

を試みる。本授業においては、各テーマ１−２点の映像作品を鑑賞し、そこに写された人々の具体的な生のあり方と対峙し、そこ

から思考を広げ、深めていくやり方をとる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション－〈なりかわる技法〉をめぐる問い 

2. 人類学における記録と表現の技法－異文化の描き方（１） 

3. 人類学における記録と表現の技法－異文化の描き方（２） 

4. 人類学における記録と表現の技法－人類学的映像における「写すこと」と「映るもの」（１） 

5. 人類学における記録と表現の技法－人類学的映像における「写すこと」と「映るもの」（２） 

6. 他なるものに〈なりかわる〉儀礼的行為－産む／生まれる技法（１） 

7. 他なるものに〈なりかわる〉儀礼的行為－産む／生まれる技法（２） 

8. 他なるものに〈なりかわる〉儀礼的行為－死す／弔う技法（１） 

9. 他なるものに〈なりかわる〉儀礼的行為－死す／弔う技法（２） 

10. 他なるものに〈なりかわる〉儀礼的行為－演じる技法（１） 

11. 他なるものに〈なりかわる〉儀礼的行為－演じる技法（２） 

12. 災害経験の〈語り直し〉－記録と表現の多様性（１） 

13. 災害経験の〈語り直し〉－記録と表現の多様性（２） 

14. 自己と他者の生成変化－人類学的想像／創造力を養うために 

 

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，必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(45%)/リアクション・ペーパーおよび授業内に指示した提出物(55%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用せず、授業時に必要に応じて資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に提示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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。 
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注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 233 - 

■HA804 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HA804／美学 

(Aesthetics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
あたりまえのものが「あたりまえ」でなくなるとき 

担当者名 

（Instructor） 
鞍田 崇(KURATA TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2012 年度以降 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地域や日々の暮らしの中に、「生き生きとした」魅力や「ワクワクする」可能性を発見する、「自分ならではの」視点の獲得を目指し

ます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

いまなぜ地域や日常に注目するのか――。受講者ひとりひとりが、自分なりの答えを探るのがこの科目のねらい。授業では、大

きく変化しつつある社会状況を念頭に置きつつ、与えられたレールの上をスマートに生きることよりも、ぎこちなくも一つ一つの人

や物との出会いを自分たちの感性で創造していくすべを探っていきます。手がかりとされるのは、哲学とデザインです。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. CODE & NOISE ： 小さなノイズに耳を傾けること 

2. OUR AGE 2010'S ： 2010 年代に始まったこと 

3. DESIGN + PHILOSOPHY ： 人間的な、あまりに人間的な 

4. WHERE AM < I >? ： さまよえる「私」  

5.  + HUMANITIES ： 不完全な ひと、不完全な わたし 

6. INTIMACY ： 世界は不思議に満ちている 

7. ECOLOGY 3.0 ： ポスト工業化社会を超えて 

8. SIGN OF 3.0 ： ソーシャル・ローカル・エコデザイン 

9. VALUE CHANGE ： ライフスタイルブームと「ハングリーであれ、馬鹿であれ」 

10. DEEP NORMAL ： 情緒的価値（たとえば、「晴れと水と、咲いていく」） 

11. DESIGNER NO NAME ： 工芸とデザインの境目 

12. TOWARDS ALTERNATIVES ： 肯定のみされる平凡、偉大な平凡 

13. BACK TO WHERE NOW? ： いとおしさをデザインする  

14. FLUID DIRECTION ： 「雑木林的」空間へ 

 

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、毎回簡単なレポート課題を出しますので、復習を兼ねて取り組むようにしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/授業内レポート（計 13 回）(65%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 鞍田崇、2015 年 本体 2500円＋税、『民藝のインティマシー 「いとおしさ」をデザインする』、明治大学出版会 (ISBN:978-4-

906811-13-7) 

 

参考文献（Readings） 

1. 鞍田崇、2012 年 本体 1700円＋税、『〈民藝〉のレッスン つたなさの技法』、フィルムアート社 (ISBN:978-4-8459-1183-7) 

2. 小嶋一浩、2013 年 本体 1400 円＋税、『小さな矢印の群れ 「ミース・モデル」を超えて』、TOTO 出版 (ISBN:978-4-88706-

339-6) 

3. 田村尚子、2004 年 本体 3500 円＋税、『Voice』、青幻舎 (ISBN:978-4-916094-95-6) 

4. ジュリア・カセム、2014 年 本体２２200 円＋税、『「インクルーシブデザイン」という発想 排除しないプロセスのデザイン 』、フィ

ルムアート社 (ISBN:978-4-8459-1302-2) 

5. アーツ前橋、2016 年 本体 2500 円＋税、『フードスケープ 私たちは食べものでできている』、アノニマ・スタジオ (ISBN:978-4-

87758-757-4) 

6. 三谷龍二、2014 年 本体 2700 円＋税、『「生活工芸」の時代』、新潮社 (ISBN:978-4-10-336531-0) 

7. 原研哉、2017 年 本体 3200円＋税、『Ex-formation 』、平凡社 (ISBN:9784582620634) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義形式で、映像資料も適宜使用します。 

 

注意事項（Notice） 
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■HA805 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HA805／民法 

(Civil Law) 

担当者名 

（Instructor） 
小池 修司(KOIKE SHUJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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。 

テキストは改正法（2017 年 6 月 2 日公布）に対応していないので、副教材として下記の参考文献も併用することを薦める。 

 

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、2017、『ポケット六法 平成 30 年版』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-00918-9) 

 

参考文献（Readings） 

1. 山本敬三、2017、『民法の基礎から学ぶ 民法改正』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-024885-3) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業開始時刻から 30 分以内に入室した学生のみ出席の対象とする。 

 

注意事項（Notice） 
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■HA811 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HA811／法学１ 

(Law 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本国憲法 

担当者名 

（Instructor） 
小野 義典(ONO YOSHINORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

(1)授業の目的 

 この授業の目標は、日本国憲法の本質を理解することにあります。憲法の本質の理解に当って、その必要となる事柄を、教授

することを予定しています。具体的には、憲法上の諸問題、憲法判例、様々な学説などを交えながら授業を進め、これらの事柄を

学生諸君が理解することにあります。また同時に、教養ある大学人の育成と、教員採用試験への対策を行うことも、考えていま

す。  

 

(2)修得できる力 

 日本国憲法に関する体系的な知識の習得と理解（知識・理解） 

 

(3)授業の到達目標 

 学習・教育の到達目標は、まず、日本国憲法で学ぶべき一通りの知識を身につけることにあります。それには、憲法がどのよう

に生まれ、そしてどのように運用されるのかを理解することが必要です。その上で、実定法解釈に於ける「通説」とはどのようなも

のなのか、自分自身が考える「正しい解釈」とはどのような解釈であるのか、最終的には、「憲法とは何か」あるいは「日本国憲法

とは何か」ということが、自分の言葉で説明できるようになることが到達目標です。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この授業の概要は、第一に、憲法の史的展開（憲法史・立法過程を含む制定経緯など）、第二に、日本国憲法の三大原理であ

る、国民主権・平和主義・基本的人権の尊重を中心に、日本国憲法を概観すること、第三に、日本国憲法が我が国の実社会に対

して、どのような影響を与えているのかを考える、という三点にあります。  

 なお、授業に際して、教員は、平易な言葉で、分かりやすく、かつ、双方向の対話を心掛けます。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 法学１を学ぶ―オリエンテーション（開講に当っての説明、講義概観）とイントロダクション（講義導入） 

 受講する学生が、講義を受講する際の注意事項等や、憲法を学ぶ際の重点を理解することができる。 

2. 憲法史 

 受講する学生が、日本国憲法が制定されるまでの経緯を理解し、また、憲法の概念が生じた欧米の思想を説明すること

ができる。 

3. 日本国憲法上諭・前文、憲法の分類 

 受講する学生が、上諭、前文についての法規範性、裁判規範性などを理解し、大日本帝国憲法との比較を説明ことがで

きる。 

 受講する学生が、憲法の主な分類を理解することができる。 

4. 天皇 

 受講する学生が、国民主権と天皇の関係、象徴天皇制の問題、天皇の国事行為など、天皇に関する憲法上の諸規定を

説明することができる。 

5. 平和主義 

 受講する学生が、「戦力」についての学説を理解し、また、国際協調主義と平和主義の整合性などと共に、統治行為論を

説明することができる。 

6. 基本的人権（１）人権総論・国民の権利義務 

 受講する学生が、人権保障の歴史と、日本国憲法の人権保障について、権利義務関係と保障範囲を説明することができ

る。 

7. 基本的人権（２）包括的人権・新しい人権・平等権 

 受講する学生が、幸福追求権と新しい人権であるプライバシー権や名誉権、また平等権について、学説や判例を交えて

理解することができる。 

8. 基本的人権（３）自由権：精神的自由権 

 受講する学生が、人権の中でも、歴史のある自由権について、学説や判例を通じて理解することができる。 

9. 基本的人権（４）自由権：経済的自由権・身体的自由権 

 受講する学生が、経済的自由権の「二重の基準論」や、公権力からの不当な身体的拘束を制限する身体的自由権につい
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て理解することができる。 

10. 基本的人権（５）社会権・受益権・参政権 

 受講する学生が、生存権を中心とした社会権を、判例や学説を通じて理解し、また、受益権や参政権などを理解すること

ができる。 

11. 三権分立 

 受講する学生が、統治の機能である、司法（特に裁判所）・立法（特に国会）・行政（特に内閣）のしくみを理解することがで

きる。 

12. 選挙・政党 

 受講する学生が、民主政の主要なアクターである政党について、選挙の役割と選挙制度を併せて理解することができる。 

13. 財政・地方自治 

 受講する学生が、国家財政の制度、続いて、地方自治の本旨を理解することができる。 

14. 憲法保障 

 受講する学生が、最高法規としての憲法の役割、及び、憲法と条約の関係などを理解することができる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 事前の準備は、特にありません。法学の初学者であることを前提にして、授業を進めます。なお、授業を受講後は、よく復習をし

て下さい。 

 

 但し、社会科学の基礎となる知識を要求する科目である関係上、中等教育で培ったはずの、「公民」や「日本史」「世界史」「政治

経済（政治分野）」の知識が必要になることが多分にあります。良い機会であるから、これまで学んだ知識をまとめる意味でも、も

う一度見直すことも検討して下さい。 

 

 授業では、教員の作成したオリジナルのレジュメを配布します。このレジュメに従って、黒板への要点板書、及び口述筆記により

授業を進行させる予定です。また、授業中、受講する学生の皆さんは、教員の板書と並んで、教員が述べる講義の重要部分に関

して、詳細にノートして下さい。 

 

 授業は、教科書の各章を基準として進みます。また、日本国憲法の条文にも言及することが多々あります。従って、教科書の所

持が必須になります。必ず入手して下さい。 

 

 なお、本授業概要（シラバス）に沿って進む予定であるものの、第 14 回までの授業の内容が、場合によって多少の変動も有り

得ることを、受講する学生の皆さんは、了解して下さい。授業進行の詳細を、第 1 回目の授業の際に述べます。  

 

※本講義は、私語厳禁です。また、他の受講する学生の皆さんに対する学習の妨げとなる行為を禁止します。心して下さい。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

筆記試験で行います。（定期試験 100％）  成績評価は、期末の筆記試験の点数で評価を行います。点数配分は、期末の筆記

試験 100 点を満点とするものです。期末の筆記試験の未受験者に、教員は、成績評価を行うことが出来ません（追試験を除く）。

期末の筆記試験受験が成績評価の条件となるので、十分注意して下さい。また、授業への参加態度、あるいは、レポートや課題

をはじめとする提出物も成績評価に加味することがあります（但し、あくまでも、評価は筆記試験で行います）。評価方法の詳細

を、第 1 回目の授業の際に述べるので、必ず出席して下さい。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 野畑健太郎・東裕編、2017、『憲法学事始〔第二版〕』、一学舎 (ISBN:9784904027172) 

 

参考文献（Readings） 

※参考文献を、講義中に幾つか推薦します。 

※当該科目関係のものに留まらず、さまざまな書籍や新聞・雑誌等の活字に親しむことが望ましいです。   

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.facebook.com/?ref=logo#!/verfassungsrecht 

 

注意事項（Notice） 
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■HA812 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HA812／法学２ 

(Law 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
法と法学の本質に迫ります（国際法を含む） 

担当者名 

（Instructor） 
小野 義典(ONO YOSHINORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

(1)授業の目的 

 この授業の目標は、法や法学の本質を理解することにあります。法や法学の本質の理解に当って、その必要となる事柄を、教

授することを予定しています。具体的には、法学の様々な分野の概説を行い、それぞれの法的諸問題、判例、学説などを交えな

がら授業を進め、これらの事柄を学生諸君が理解することにあります。また同時に、教養ある大学人の育成と、教員採用試験へ

の対策を行うことも、考えています。  

 

(2)修得できる力 

 法や法学に関する体系的な知識の習得と理解（知識・理解） 

 

(3)授業の到達目標 

 学習・教育の到達目標は、まず、法学で学ぶべき一通りの知識を身につけることにあります。また、日常の生活において紛争が

生じた際、どこに法的な問題があるのか、ということを自ら見つけ出す力を養うことにあります。それには、法がどのように生ま

れ、そしてどのように運用されるのかを理解することが必要です。その上で、実定法解釈に於ける「通説」とはどのようなものなの

か、自分自身が考える「正しい解釈」とはどのような解釈であるのか、最終的には、「法とは何か」あるいは「法学とは何か」という

ことが、自分の言葉で説明できるようになることと、今後、法律の学習が必要になった場合も、自らの力で学習を進めることが出

来るための基本を身につけ、法的なものの見方や考え方を養うことが到達目標です。 

 

授業の内容（Course Contents） 

   法は、実は身近な存在です（授業の中で詳細に触れます）。さらに、法学は、刑法や民法、商法などの法律学を学習するため

の入門段階として必要不可欠な科目です。この授業は、このような法や法学が、実社会に対して、どのような影響を与えているの

かを、受講する学生の皆さんが理解することにあります。 

 授業の進め方については、下記にある「授業計画」に沿って進むので、各自で参照して下さい。本授業に於いては、公法（憲法

や刑法、行政法など）、私法（民法や商法など）、社会法（労働法や社会保障法など）といった国内法に加え、国際法についても概

説し、法学全般についての理解を深めることを予定しています。 

 なお、授業に際して、教員は、平易な言葉で、分かりやすく、かつ、双方向の対話を心掛けます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 法学 2 を学ぶ―オリエンテーション（説明・概観）とイントロダクション（導入） 

 受講する学生は、授業を受講する際の注意事項等や、法学を学ぶ際の重点を理解することができる。 

2. 国家と法―国家とは何か・法とは何か 

 受講する学生は、国家とは何か、ということが理解することができる。 

3. 実定法―法の存在形式 

 受講する学生は、法の分類や、法の存在形式について説明することができる。 

4. 裁判制度―紛争と裁判 

 受講する学生は、民事裁判や刑事裁判に関して、その違いや内容について説明することができる。 

5. 夫婦・子どもと法―家族とは何か 

 受講する学生は、家族法について理解することができる。 

6. 自己決定権―基本的人権の保障 

 受講する学生は、自己決定について理解することができる。 

7. 生命倫理と法―医療技術の進展と社会 

 受講する学生は、現在進行形で発展を遂げる科学技術に呼応した法のありかたについて説明することができる。 

8. 刑法―犯罪と刑罰 

 受講する学生は、罪刑法定主義や、犯罪の構成要件該当性、違法性、責任などを説明することができる。 

9. 社会保障―法による保障制度 

 受講する学生は、福祉国家と社会保障について理解することができる。 

10. 労働と法・消費者と法―労働者、消費者の保護 

 受講する学生は、労働法や消費者保護について理解することができる。 
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11. 行政法―身近な行政法と行政作用 

 受講する学生は、行政に関する法について理解することができる。 

12. 環境と法―環境問題と法規制 

 受講する学生は、環境法の歴史的背景や、現在の環境法制について説明することができる。 

13. 国際社会と法（1）―国際社会を規律する法：国際法 

 受講する学生は、国際社会がどのような社会かを理解することができる。 

14. 国際社会と法（2）―国際組織 

 受講する学生は、国際連合や欧州連合などの国際機関について理解することができる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 事前の準備は、特にありません。法学の初学者であることを前提にして、授業を進めます。なお、授業を受講後は、よく復習をし

て下さい。 

 

 但し、社会科学の基礎となる知識を要求する科目である関係上、中等教育で培ったはずの、「公民」や「日本史」「世界史」「政治

経済（政治分野）」の知識が必要になることが多分にあります。良い機会であるから、これまで学んだ知識をまとめる意味でも、も

う一度見直すことも検討して下さい。  

 

 授業に際しては、教員の作成したオリジナルのレジュメを配布します。このレジュメに従って、黒板への要点板書、及び口述筆

記により授業を進行させる予定です。また、授業中、受講する学生の皆さんは、教員の板書と並んで、教員が述べる講義の重要

部分に関して、詳細にノートして下さい。 

 

 授業は、教科書の各章を基準として進みます。従って、教科書の所持が必須になります。必ず入手して下さい。 

 

 なお、本授業概要（シラバス）に沿って進む予定であるものの、第 14 回までの授業の内容が、場合によって多少の変動も有り

得ることを、受講する学生の皆さんは、了解して下さい。授業進行の詳細を、第 1 回目の授業の際に述べます。  

 

※本講義は、私語厳禁です。また、他の受講する学生の皆さんに対する学習の妨げとなる行為を禁止します。心して下さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

筆記試験で行います。（定期試験 100％）  成績評価は、期末の筆記試験の点数で評価を行います。点数配分は、期末の筆記

試験 100 点を満点とするものです。期末の筆記試験の未受験者に、教員は、成績評価を行うことが出来ません（追試験を除く）。

期末の筆記試験受験が成績評価の条件となるので、十分注意して下さい。また、授業への参加態度、あるいは、レポートや課題

をはじめとする提出物も成績評価に加味することがあります（但し、あくまでも、評価は筆記試験で行います）。評価方法の詳細

を、第 1 回目の授業の際に述べるので、必ず出席して下さい。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小川富之ほか編、2016、『ロードマップ法学』、一学舎 (ISBN:9784904027158) 

 

参考文献（Readings） 

※参考文献を、講義中に幾つか推薦します。 

※当該科目関係のものに留まらず、さまざまな書籍や新聞・雑誌等の活字に親しむことが望ましいです。  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.facebook.com/?ref=logo#!/verfassungsrecht  

 

注意事項（Notice） 
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■HA813 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HA813／政治学 

(Political Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民主主義って何だ？ 

担当者名 

（Instructor） 
藤井 達夫(FUJII TATSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近代民主主義の原理や制度についての基礎的な知識を得ること。 

近代民主主義に内在する問題を批判的に検討できること。 

履修生の各自がより望ましい民主主義のあり方を構想できること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

イギリスの EU離脱やトランプのアメリカ大統領就任といった出来事は，民主主義への失望や不信をいっそう高めたと言われてい

る。その判断は別として，このようなときだからこそ，民主主義という政治のそもそもの構想はどのようなものであったのか，その

実情はどうであるのかを再考することが求められている。そこで，この授業では，近代の民主主義に焦点を当てる。近代の民主

主義の基本原理，近代から現代にいたる民主主義の歴史，そして現在の民主主義が抱える諸問題を理論的視座から検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

――近年のポピュリズム現象を手掛かりに 

2. 籤こそ民主主義 

――古代アテナイの民主主義 

3. 対等な者たちからなる自由な社会 

――ルソーによる近代民主主義の基礎付け 

4. 国民主権の始源 

――ルソーの一般意思からシエイエスの憲法制定権力へ 

5. 少数者は擁護されねばならない 

――J.S.ミルによる多数者の暴政批判 

6. そして、議会は自滅し、国家は消滅する 

――マルクスとレーニンによる民主主義批判 

7. 治者と被治者の自同性としての民主主義 

――カール・シュミットによる議会主義批判 

8. 全体主義に対して議会を擁護する 

――ヴェーバーおよびケルゼンによる議会制度の正当化 

9. ポピュリズムと民主主義 

――代表制度の機能不全とポピュリズムの温床 

10. ルサンチマンと民主主義 

――社会連帯を破壊する新自由主義 

11. グローバル化と民主主義 

――例外状態の日常化が引き起こす民主主義の危機 

12. 地域社会と民主主義 

――現代の民主主義の学校はどこにある？ 

13. デモと民主主義 

――選挙だけが民主主義ではない 

14. 熟議と民主主義 

――多数決だけが民主主義ではない 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

下記の参考書や授業内で紹介される参考書に目を通すことが望ましい。 

必要があれば適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/コメントシート(20%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 森政稔、2008、『変貌する民主主義』、ちくま新書 

2. 水島治郎、2016、『ポピュリズムとは何か』、中公新書 

3. 待鳥聡史、2015、『代議制民主主義』、中公新書 

4. 橋場弦、2016、『民主主義の源流』、講談社学術文庫 

5. 齋藤純一、2017、『不平等を考える――政治理論入門』、ちくま新書 

上記以外の参考文献は、授業内で随時紹介していく。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HA814 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HA814／経済学 

(Economics) 

担当者名 

（Instructor） 
石井 優子(ISHI YUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバル化する経済の現状と諸課題を読み解く。 

 

授業の内容（Course Contents） 

経済がグローバル化している昨今、国際経済への理解を深めることは非常に重要になっている。そこで、本講義では、伝統的な

国際経済学の理論、実態、制度的枠組み、諸課題について考察し、グローバル化する経済の理解を深めたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 経済のグローバル化とは？ 

3. 国際貿易の理論① 

4. 国際貿易の理論② 

5. 国際貿易政策 

6. 国際貿易システム 

7. 地域統合 

8. 直接投資と多国籍企業 

9. 国際収支と為替レート 

10. 国際通貨システム 

11. グローバル化と経済開発 

12. グローバリゼーション下の途上国 

13. 東アジアの奇跡と危機 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

特に指定せず、必要に応じて指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/出席、リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定せず、必要に応じて資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

特に指定せず、必要に応じて紹介する。 

 

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） 

HA815／経営学 

(Business Management) 

担当者名 

（Instructor） 
黄 耀偉(WONG YIUWAI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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%)/授業内レポート(30%)/出席・授業内貢献(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） 

抽選登録／社会学１ 

(Sociology 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会と社会学のイメージを捉える 

担当者名 

（Instructor） 
入江 公康(IRIE KIMIYASU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

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るため、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――社会学のはじまり 

3. 社会学の「古典」から １ 

4. 戦後の産業と社会 １ 工業化 

5. 戦後の産業と社会 ２ 脱産業化 

6. 「社会」の戦後史 

7. ジェンダーの視点から １ 

8. ジェンダーの視点から ２ 

9. カルチュラル・スタディーズについて １ 

10. カルチュラル・スタディーズについて ２ 

11. 「都市」――ニューアーバンソシオロジー 

12. 「家族」のつくられ方 

13. 「公害」の社会史 １ 

14. 「公害」の社会史 ２ 

15. 社会学の「古典」から ２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講後、テキストおよびノートの読み返し、および講義中紹介された文献の探索を心掛けてほしいと思います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

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） 

1. 入江公康、2018、『現代社会用語集』、新評論 (978-4-7948-1070-0C0030) 

 

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) 

 

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） 

抽選登録／社会学２ 

(Sociology 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会学のイメージを捉える・現代社会を捉える眼を持つ 

担当者名 

（Instructor） 
入江 公康(IRIE KIMIYASU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

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――「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――「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」から考える社会 

10. ＜ファシズム＞と大衆社会 

11. ＜ファシズム＞と権威主義的体制 

12. 優生思想と社会 １ 

13. 優生思想と社会 ２ 

14. ユートピアと社会――オルタナティヴな社会構想 １ 

15. ユートピアと社会――オルタナティヴな社会構想 ２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講後、テキストおよびノートの読み返し、および講義中紹介した文献の探索などを心掛けてほしいと思います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

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） 

1. 入江公康、2018、『現代社会用語集』、新評論 (978-4-7948-1070-0C0030) 

 

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) 

 

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） 

抽選登録／心理学１ 

(Psychology 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
他者理解と関わり方を考える 

担当者名 

（Instructor） 
近藤 育代(KONDO IKUYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

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） 

人間は社会的動物であると言われます。私たちは、身近なところでは家族、友人、そして学校や会社の人間関係など、様々な集

団・組織において他者と接しています。では、他者とより良く関わるために、どのような視点で人を理解すればよいのでしょうか。こ

の授業では、「発達」「社会」「臨床」の心理学的な知見を紹介し、人間を客観的に理解する能力を養うことを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

心理学は、人の行動とその背後にある心理過程を理解することを目指す学問です。本講義では、その中でも、人の発達のプロセ

ス（対人関係や人格形成、認知の発達など）、他者や集団との関わりに影響する要因、そして、対人援助のアプローチについて取

り上げながら、他者をどのように理解し、関わるかについて、学んでいきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 発達の規定因 

3. 愛着による発達 

4. 人格発達のプロセス 

5. 認知発達のプロセス 

6. 自己認識の形成 

7. 他者認知の仕方 

8. 対人関係のあり方とコミュニケーション 

9. 集団における同調と服従 

10. リーダーシップのあり方 

11. 精神分析による心理援助の考え方 

12. クライエント中心療法による心理援助の考え方 

13. 行動療法による心理援助の考え方 

14. 認知行動療法による心理援助の考え方 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内容について復習し、理解の不足している箇所がないか確認してください。疑問点があれば次回の授業時までに質問できる

ようにまとめておいてください。また、授業の中で紹介した理論や課題について、日常生活ではどのような場面に適用することが

できるか自分なりに考え、問題意識をもって授業に臨めるようにしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業内に行う小テスト(30%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としません。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストの指定はありません。必要な資料については授業中にプリントを配布します。  

 

参考文献（Readings） 

1. 岡市廣成・鈴木直人（監修）、（2014）、『心理学概論 第 2 版』、ナカニシヤ出版 (ISBN:4779508304) 

2. 鹿取廣人・杉本敏夫・鳥居修晃（編）、（2015）、『心理学 第 5版』、東京大学出版会 (ISBN:413012109X) 

3. 西本武彦・大藪泰・福沢一吉・越川房子（編）、（2009）、『テキスト現代心理学入門』、川島書店 (ISBN:4761008512) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業はパワーポイントを使用した講義形式で、レジュメを配布しながら行います。授業内容に関連した映像資料も適宜活用しま

す。また、毎回授業時に小テストを実施し、次回授業開始時にフィードバックを行います。 
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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） 

抽選登録／心理学２ 

(Psychology 2) 

担当者名 

（Instructor） 
白石 智子(SHIRAISHI SATOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

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） 

「人となり」や「心理的問題の理解と支援」について，心理学の基礎的な知識を身につけ，それらを生活の中で実践的に活かすこ

とを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「人となり」といえるパーソナリティを，心理学ではどのように捉えているのか，その諸理論について様々な心理学分野の知見に触

れながら学ぶ。そして，パーソナリティの発達の諸相，パーソナリティの偏りについての理解を深める。続いて，身近な心理的問題

について，その理解と支援を臨床心理学の知見から学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：何を学ぶか？ 

2. パーソナリティの捉え方 

3. 状況の影響 

4. 遺伝と環境 

5. 精神分析理論からみたパーソナリティ 

6. 学習理論からみたパーソナリティ 

7. 人間性心理学からみたパーソナリティ 

8. パーソナリティの発達 

9. パーソナリティの偏り 

10. 適応と不適応 

11. 抑うつの理解と支援 

12. 不安の理解と支援 

13. 予防の考え方 

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ついては，必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要な資料は配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中，適時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義を中心とする。 

 

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） 

HA820／地理学１ 

(Geography 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本列島の生い立ちと自然環境を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
中山 大地(NAKAYAMA DAICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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 を用いて実施する． 

 

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） 

HA821／地理学２ 

(Geography 2) 

担当者名 

（Instructor） 
中山 大地(NAKAYAMA DAICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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. お客は何人見込めるか：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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■HA822 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HA822／日本史１ 

(Japanese History 1) 

担当者名 

（Instructor） 
茶谷 誠一(CHADANI SEIICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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，「帝国主義」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. 日本の帝国主義化（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. メディアと戦争 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に必要に応じて指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席を含む授業参加度(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、途中退室には注意すること。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） 

HA823／日本史２ 

(Japanese History 2) 

担当者名 

（Instructor） 
高江洲 昌哉(TAKAESU MASAYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

【2018 年 8 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

変更前： 

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突き進んでいったのかを理解

する。 

変更後： 

日中戦争以降の日本近現代史につき，政治外交史の視座と社会史の視座を通して概観し，なぜ，日本が戦争へと突き進んでい

ったのか支配・動員の構図，戦争の全体像，またその遺産について理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

【2018 年 8 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

変更前： 

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。 

変更後： 

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といった戦後社会成立期の問題や，戦争遺跡や戦争観の問題も扱う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 【2018 年 8 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

変更前： 

ガイダンス（講義内容，成績評価など） 

変更後： 

ガイダンス（講義内容，成績評価など）及び歴史の見方・考え方 

2. 【2018 年 8 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

変更前： 

盧溝橋事件 

変更後： 

近代史の枠組み理解及び満州事変以降の展開 

3. 【2018 年 8 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

変更前： 

日中戦争の長期化 

変更後： 

盧溝橋事件から日中戦争へ 

4. 【2018 年 8 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

変更前： 

三国同盟 

変更後： 

30 年代の地域社会 

5. 【2018 年 8 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

変更前： 

日米交渉 

変更後： 

三国同盟から日米開戦へ 

6. 【2018 年 8 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

変更前： 

開戦前の国内情勢 

変更後： 
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総力戦体制の成立 

7. 【2018 年 8 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

変更前： 

日米開戦 

変更後： 

戦時下の地域社会 

8. 【2018 年 8 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

変更前： 

アジア・太平洋戦争の展開 

変更後： 

玉砕の島々―南洋諸島から沖縄戦まで 

9. 【2018 年 8 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

変更前： 

戦局の悪化 

変更後： 

ポツダム宣言の受諾 

10. 【2018 年 8 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

変更前： 

沖縄戦，原爆 

変更後： 

占領と新憲法の制定 

11. 【2018 年 8 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

変更前： 

ポツダム宣言受諾と敗戦 

変更後： 

戦後東アジア世界の成立 

12. 【2018 年 8 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

変更前： 

新憲法の成立 

変更後： 

東京裁判と靖国の戦後 

13. 【2018 年 8 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

変更前： 

東京裁判と天皇免責 

変更後： 

戦争遺跡と観光 

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） 

授業時に必要に応じて指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(35%)/テスト(35%)/授業時のコメントなど(30%) 

【2018 年 8 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため）変更前：レポート試験【50％】平常点【50％ 内訳：出席を含む授業

参加度（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、途中退室には注意すること。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。変更後：平常点【100％ 内訳：レポート（35%)、テスト（35％）、授業時のコメントなど(30%) 】問題行動が目立つと減点という

措置もありうる。 

 

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. 加藤陽子、2016 年、『戦争まで』、朝日出版社 

3. 成田龍一、2012 年、『近現代日本史と歴史学』、中央公論新社 

4. 三谷太一郎、2017 年、『日本の近代とは何であったのか』、岩波書店 

【2018 年 8 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

変更前： 

吉田裕・森茂樹、『アジア・太平洋戦争』、吉川弘文館、2007 年 

古川隆久、『「昭和天皇実録」講義』、吉川弘文館、2015 年 

加藤陽子、『戦争まで』、朝日出版社、2016 年 
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変更後： 

講義に直接関係するもの 

1. 吉田裕・森茂樹、『アジア・太平洋戦争』、吉川弘文館、2007年 

2. 加藤陽子、『戦争まで』、朝日出版社、2016 年 

日本近代史の枠組みや歴史学を学ぶ意味を考えるために 

3. 成田龍一、『近現代日本史と歴史学』、中央公論新社、2012年 

4. 三谷太一郎、『日本の近代とは何であったのか』、岩波書店、2017 年 

 

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） 

HA824／外国史１ 

(World History 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
海域アジア史の展開 

担当者名 

（Instructor） 
坪井 祐司(TSUBOI YUUJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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. 東南アジア地域 

3. アジアの交易世界と港市国家 

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ネットワーク 

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） 

パワーポイント・スライドは事前に配布するので、予習として目を通しておくこと。参考文献もしくはその他の概説書の該当する箇

所を読んでおくこと。 

授業時に個別のテーマの参考文献を紹介するので、復習としてそれを読み、関心を深めていくことが望ましい。 

 

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。 

パワーポイント・スライドは、blackboard に掲載する。 

 

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） 
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■HA825 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HA825／外国史２ 

(World History 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジア近代史の展開 

担当者名 

（Instructor） 
坪井 祐司(TSUBOI YUUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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主義体制 

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） 

パワーポイント・スライドは事前に配布するので、予習として目を通しておくこと。参考文献もしくはその他の概説書の該当する箇

所を読んでおくこと。 

授業時に個別のテーマの参考文献を紹介するので、復習としてそれを読み、関心を深めていくことが望ましい。 

 

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。 

パワーポイント・スライドは、事前に blackboardに掲載する。 

 

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)） 
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注意事項（Notice） 
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■HA826 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HA826／地誌学 

(Regional Geography) 

担当者名 

（Instructor） 
中牧 崇(NAKAMAKI TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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、現実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、自然現象（自然的条件）と人文現象（社会・経済的条件、歴史的条件）が密接

に関わって形成された地域の特徴を日本地誌をから学ぶ。関東地方（１都６県）、中部地方のなかから、新潟県・長野県・山梨県・

静岡県の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・検討を行う。なお、関東地方の事例地域では、東京

（近世の江戸）が多く登場するが、東京と埼玉との関係、東京と埼玉の比較・検討も行いたい（新座の地誌は、日本地誌で取り上

げる）。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（地理学とは何か） 

2. 地理的（地誌的）見方・考え方につぃて 

3. レポートの作成について 

4. 「東京」のさまざまなイメージ・範囲について 

5. 東京が大都市として歩みはじめた経緯―近世の江戸のまちづくりから― 

6. 近世の江戸における地域構造の特色 

7. 明治期の東京における地域構造の特色 

8. 大正期～昭和中期（高度経済成長期以前）の東京における地域構造の特色 

9. 高度経済成長期以降の東京圏における市街地の拡大 

10. 北関東を中心とした産業の役割―首都圏の連携のなかで考える― 

11. 新潟県における冬季の気候の特色―群馬県との対比― 

12. 新潟県における積雪と人間生活との関係 

13. 長野県・山梨県・静岡県を中心とした交通体系の現状 

14. 長野県・山梨県・静岡県における産業の役割と地域振興の展開 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前学習・事後学習の内容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%)/受講状況(25%)/レポート点(10%) 

※受講状況（25％）は出席を重視します（必要に応じて小課題を出す予定です）。 

 

テキスト（Textbooks） 

青木英一・北村嘉行『世界を読む 改訂版』（原書房、2005 年発行）の該当ページ（一部）を、発行以後の地域変容を踏まえて加

筆・修正した内容を配布プリントとして用いる（『世界を読む』を新たに購入する必要はない）。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） 

配付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） 

HA827／生涯学習概論１ 

(Introduction to Lifelong Education 1) 

担当者名 

（Instructor） 
小川 誠子(OGAWA SEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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. 中間テスト 

8. カナダにおける生涯学習の展開 

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. 最終テスト 

 

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） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(30%)/ミニレポート①(15%)/ミニレポート②(15%) 

 

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、『生涯学習の理論と実践』、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、必要に応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。 
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注意事項（Notice） 
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■HA828 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HA828／生涯学習概論２ 

(Introduction to Lifelong Education 2) 

担当者名 

（Instructor） 
小川 誠子(OGAWA SEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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」「少子社会」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」「少子社会」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. 中間テスト 

8. 少子社会と生涯学習 1―少子社会の状況と考察する枠組 

9. 少子社会と生涯学習 2―子どもを育む社会づくりに向けて 

10. 少子社会と生涯学習 3―異年齢交流の事例「どんぐりクラブ」 

11. 少子社会と生涯学習 4―異年齢交流の事例「寺子屋事業」 

12. ワーク・ライフ・バランス 1―その生成と展開 

13. ワーク・ライフ・バランス 2―育児休業制度を中心として 

14. 最終テスト 

 

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） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(30%)/ミニレポート①(15%)/ミニレポート②(15%) 

 

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、必要に応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。 

 

注意事項（Notice） 
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■HA829 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HA829／社会教育施設論１ 

(Facilities for Adult Education 1) 

担当者名 

（Instructor） 
小川 誠子(OGAWA SEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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。 
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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） 

HA830／社会教育施設論２ 

(Facilities for Adult Education 2) 

担当者名 

（Instructor） 
小川 誠子(OGAWA SEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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・青少年教育施設・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. 青少年教育施設の活動をめぐる諸問題① 

3. 青少年教育施設の活動をめぐる諸問題② 

4. 青少年教育施設の活動をめぐる諸問題③ 

5. 青少年教育施設の活動をめぐる諸問題④ 

6. 青少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。 
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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） 

HA831／社会教育計画１ 

(Planning for Adult Education 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会教育に関係する理論 

担当者名 

（Instructor） 
米澤 朋英(YONEZAWA TOMOHIDE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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実践的な対応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 社会教育と生涯学習 

2. 社会教育主事の仕事 

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. 立案のための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） 

HA832／社会教育計画２ 

(Planning for Adult Education 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
調査と計画の立案 

担当者名 

（Instructor） 
米澤 朋英(YONEZAWA TOMOHIDE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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こ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，実践的な内容である。 

調査や予算計等を作成してもらう中間課題がある。 

 

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. 社会教育計画の実際１（総論） 

4. 社会教育計画の実際２（各論） 

5. 社会教育計画の実際３（用語と表現等） 

6. ニーズの把握と社会教育調査（中間課題 予定） 

7. 社会教育調査１（調査の必要性） 

8. 社会教育調査２（調査のフロー） 

9. 社会教育調査３（サンプルの抽出１） 

10. 社会教育調査４（サンプルの抽出２） 

11. 社会教育調査５（質問文の作り方１） 

12. 社会教育調査６（質問文の作り方２） 

13. 著作権の考え方 

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） 

必要に応じて、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） 

HA833／職業指導概論１ 

(Career Guidance 1) 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 尚毅(SASAKI NAOKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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。・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。・現代の日本社会を理解する。 

 

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。また、受講者自身がこれからどう生きていくかを考える。 

 

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)-あなたはどこから来たのか- 

・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、応えようとする子ども。・「生きる力」、「学力」。 

4. 社会化(3)-あなたは何故ここにいるのか- 

・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。・近年の教育政策の動向。 

6. 高度経済成長と家族の変化-「男は外で仕事、女は家庭で家事育児」- 

 ・男と女の社会学。・少子高齢社会の必然。・ジェンダーバイアスと少子化の関係。 

7. 現代日本の姿(1)-2000 年『人口白書』の警告、2014 年 IMFの勧告- 

・各種統計が描く日本の現在。・各種統計から描く日本の未来。 

8. 現代日本の姿(2)-ジェンダー・バイアスの中の日本人- 

・働くことと生きること。・世界の中の日本。 

9. 現代日本の姿(3)-子供たちの自己肯定感- 

・貧困と自己肯定感。・日本のソーシャル・インクルージョン。 

10. 世界は何を目指すのか(1)-ソーシャル・インクルージョン- 

．「生まれは運命だ」。・男女平等からの出発。 

11. 世界は何を目指すのか(2)-民主主義の実験国家スウェーデン- 

・「国は国民の家」。 

12. 世界は何を目指すのか(3)-北欧の国々の挑戦- 

・「国は国民の家」。・EU。 

13. 自分をみつめる-指導・支援・援助- 

・大人として。・親として。・教師として。 

14. まとめ-あなたはどう生きるのか- 

 

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)） 

・パワーポイントを使用した講義形式。パワーポイントの重要箇所は適宜プリントして配布する。映像資料を活用する。リアクショ

ン・ペーパーの提出を求め、次回の授業の中で活用する。 

・可能な限り、しょうがいに応じた支援を行う(気軽に。まずは相談しましょう)。 

・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） 

HA834／職業指導概論２ 

(Career Guidance 2) 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 尚毅(SASAKI NAOKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象 

集中講義：8 月 2 日（木）・6 日（月）・7 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実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」の実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①- 

7. 職業指導・進路指導・キャリア教育の歴史と展開(3)-日本②- 

8. 進路指導・キャリア教育実践のための手順 

9. 進路指導・キャリア教育実践のための教師の役割 

10. 「キャリア教育」実践の具体的検討(1) 

11. 「キャリア教育」実践の具体的検討(2) 

12. 「キャリア教育」実践の具体的検討(3) 

13. 「キャリア教育」実践の具体的検討(4) 

14. 「キャリア教育」実践の具体的検討(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)） 

・前半の授業は、パワーポイントや映像資料を使った講義形式です。 

・受講者がテーマを決めて、それについて資料を蒐集しパワーポイントを使って発表します。 

・可能な限り、しょうがいに応じた支援をします。配布する資料の準備などもあるので、早めに相談しましょう。 

 

注意事項（Notice） 
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■HA835 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HA835／商法１ 

(Commercial Law 1) 

担当者名 

（Instructor） 
金澤 大祐(KANAZAWA DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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、会社の機関、会社の資金調達、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、当該事例における事実関係を踏まえて、会社法を適用して、一定の結論を導きだせ

るようになること。 

 

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、できるだけ実際の裁判例や実務の動向を紹

介し、また書式なども用いながら、具体的に考える内容としたい。授業においては、適宜、質疑応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. 株主の地位と株主間の利害調整 

3. 株式の内容と株式の流通 

4. 会社の資金調達方法 

5. 株主総会の手続と運営 

6. 株主総会決議の瑕疵 

7. 取締役の選解任と取締役会 

8. 取締役の義務、取締役の報酬 

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. 役員等の対会社責任と対第三者責任 

11. 組織再編総論 

12. 組織再編の手続 

13. 組織再編における救済手段 

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)(80%)/授業参加度(10%)/小テスト(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 山下友信・宇賀克也、2017、『ポケット六法 平成３０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） 

HA836／商法２ 

(Commercial Law 2) 

担当者名 

（Instructor） 
金澤 大祐(KANAZAWA DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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、取引主体に関わる問題、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、商法や関連

法令の条文や制度などの基本的な知識を理解する。 

また、具体的な事例に、当該事例における事実関係を踏まえて、商法や関連法令を適用し、一定の結論を導き出せるようにな

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業にあたっては、取引主体に関わる問題、各種取引に関わる問題、取引の決済に関わる問題について、抽象的な法理論のみ

ならず、できるだけ実際の裁判例や実務を紹介し、また統計や書式なども用いながら、具体的に考える内容としたい。 

また、授業においては、適宜、質疑応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. 企業取引総論 

3. 商事売買取引 

4. 消費者契約 

5. 販売信用取引と特定商取引 

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. 手形の振出と裏書 

11. 手形所持人の保護 

12. 電子記録債権 

13. 電子マネー 

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)(80%)/授業参加度(10%)/小テスト(10%) 

 

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・宇賀克也、2017、『ポケット六法 平成３０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） 

HA837／自然地理学 

(Physical Geography) 

担当者名 

（Instructor） 
中山 大地(NAKAYAMA DAICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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)：クラシックホテルと火山 

3. 環境と文化・文明(2)：日本は噴火で滅んだことがある 

4. 環境と文化・文明(3)：池袋と志木の間で富士山に登れる 

5. 環境と文化・文明(4)：コロッセオはコンクリートで作られている 

6. 環境と文化・文明(5)：京都には洪水になると浮かぶ橋がある 

7. 東地中海の自然地理(1)：イスラエルにもスキー場がある 

8. 東地中海の自然地理(2)：アブラハムはなぜハランを通ってカナンへ行ったのか 

9. 東地中海の自然地理(3)：エルサレムには 2700 年前に作られた水道トンネルがある 

10. 東地中海の自然地理(4)：オレンジとナツメヤシとチーズバーガー 

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)：赤ずきんちゃんと雪女 

 

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） 
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■HA901 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HA901／観光ビジネス概論 

(Introduction to Tourism Business) 

担当者名 

（Instructor） 
丹治 朋子(TANJI TOMOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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，現場

の最新動向及びゲスト自身の業務内容や，観光業界で働くことに対する考えなどの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。また，日頃より観光業界の動向について新聞や専門誌などを用いて情報収集を

行うこと。 

 

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） 

 

 

  



 - 275 - 

■HA902 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／観光ビジネスプロジェクトＡ 

(Project Planning Practice in Tourism A) 

担当者名 

（Instructor） 
那須 一貴(NASU KAZUTAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
人数制限科目（24 名） 

 

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実施する。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実施する予定である。 

 

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実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、受講生の要望に応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%)/ビジネスプラン案の内容(40%)/講義への参加態度(20%) 

 

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、これは土曜日に実施する予定です。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実感できるはずです。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） 

自動登録／観光ビジネスプロジェクトＢ 

(Project Planning Practice in Tourism B) 

担当者名 

（Instructor） 
那須 一貴(NASU KAZUTAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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実施する予定である。 

 

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。受講生の要望に応じて、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%)/ビジネスプランの内容(40%)/講義での発言、参加態度(20%) 

 

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。講義期間中に実施する

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実施する予定です。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実感できるはずです。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） 

自動登録／マーケティング１ 

(Marketing 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
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 

担当者名 

（Instructor） 
東 徹(AZUMA TORU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
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応用力

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

い顧客の心をひきつけ，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！―「作ったものを売る」ことと「売れるものをつくる」ことはどう違う？― 

3. 利益獲得のカギは顧客満足にあり！―マーケティングの基本理念を理解しよう― 

4. 満足した顧客はリピーターになってくれるか？―顧客満足と顧客ロイヤルティ－ 

5. 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― 

6. 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)― 

7. 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？①― 

8. 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？②― 

9. 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― 

10. 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①― 

11. 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②― 

12. 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― 

13. 消費者タイプの違いを見極めろ！―消費者の購買行動とマーケティング戦略― 

14. 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。

常に現実に目を向け，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、2017 年、『現代マーケティングの基礎知識［改訂版］』、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） 

その他／交通産業特論 

(Special Lecture on Transportation Industry) 

担当者名 

（Instructor） 
森 紀人(MORI NORIHITO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
株式会社 ANA総合研究所寄付講座 

 

授業の目標（Course Objectives） 

観光媒体産業の一つであるエアライン・ビジネスを取り上げ、グローバルな視点から、産業としての成熟・発展を多角的に分析

し、航空会社経営を実務的に「我がコト」として学びます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この科目では航空の歴史と発展、就中、国際航空を中心に、航空を規制してきた枠組みの緩和から、LCC が誕生し抬頭する背

景ともなった自由化の流れを概括します。また、アライアンス、ネットワーク戦略、FFP等、交通産業として持つ航空の特性を踏ま

えた航空会社経営を、オムニバス的に解説し、これからの航空産業を考えます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、及び航空産業のマクロ的解析 

2. エアラインビジネスの特性 

3. 航空の歴史と発展（航空の揺籃から国際航空運送体制の確立期を中心に） 

4. 航空の自由化と規制緩和の流れ＜１＞ （欧米を中心に） 

5. 航空の自由化と規制緩和の流れ＜２＞ （日本を中心に） 

6. ＬＣＣ研究 

7. 空港の民営化 

8. 航空貨物 

9. 航空の安全と保安 

10. 航空会社の経営と事業計画・ネットワーク戦略 

11. レベニュー・マネジメントと FFP 

12. 航空産業におけるＣＳ・商品/ブランド戦略とＣＳＲ 

13. アライアンス 

14. 航空産業を取り巻く最近の動向 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

岡本伸之編著『観光経済学』（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%)/最終レポート(Final Report)(30%)/ワーク・シート、グループ・ワーク貢献度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

各回パワーポイント資料を用意します。 

 

参考文献（Readings） 

1. ㈱ANA総合研究所、2017、『航空産業入門第 2 版』、東洋経済新報社 

2. 村上英樹他、2006、『航空の経済学』、ミネルヴァ書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

4 月 4 日（水）17：00 応募書類提出締切（課題は観光学部掲示板を参照） 

4 月 7 日（土）12：00 選考結果発表（観光学部掲示板） 
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■HA941 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／ＭＩＣＥの理論と実践 

(Theory and practice of MICE) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

MICE とは、Meeting（ミーティング）, Incentive tour（報奨旅行）, Convention（大型会議）, 

Exhibition（展示会） など、ビジネスを起点とするイベントを指す。 

担当者名 

（Instructor） 
関口 陽介(SEKIGUCHI YOSUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
人数制限科目（50 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講では、観光における現在の潮流を、インバウンドとシティプロモーションの視点から、MICE の重要性や機能・効果の理解をす

すめ、理論と実践の行き来を通して、学んだ知恵を実際のビジネスに応用する力を養成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本コンベンションサービス(株)は、MICE業界のリーディング・カンパニーとして、50 年の実績を有し、年間 800 件以上の国際会

議、展示会、学術会議を運営する PCO（Professional Congress Organizer）である。業務エリアは会議運営に加えて、通訳・翻訳

業務、会議場の運営、研究調査・コンサルティング事業、イベントに伴う人材派遣など多岐に渡る。本講義では、MICE業務を担う

実務家に加え、観光庁の MICE担当参事官、大型会議場の運営責任者を招聘するなど、多様な視点を通して、観光業における

MICEビジネスの理解促進を図る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 本講義の説明・観光業における MICE といま MICEを学ぶ意義 

2. MICEの意義 

3. MICE誘致に関する都市のブランディングについて① 

4. MICE誘致に関する都市のブランディングについて② 

5. グループワーク：国際会議の誘致合戦～主催者に対するプレゼンテーション～ 

6. 観光庁 MICE政策について（観光庁 MICE担当参事官） 

7. MICEビジネスを支える様々な仕事について 

8. 国際会議に関する PCO の役割（ケーススタディ：国際会議の誘致） 

9. 通訳・翻訳の仕事と PCO との関わりについて 

10. グループワーク：日本に会議を誘致する（ディスカッション） 

11. グループワーク：日本に会議を誘致する（プレゼンテーション） 

12. Integrated Resortについて 

13. MICE施設の運営について（世界最大級の国際会議場 パシフィコ横浜責任者） 

14. PCO の経営、今後の MICE業界について（日本コンベンションサービス株式会社社長） 

 

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、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席とクラスへの参加度合(30%)/グループ・プロジェクト（ディスカッション・プレゼンテーション）への参加・発表(35%)/最終レポート

(Final Report)(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義形式で、映像資料なども適宜活用する。 

授業ではグループにわけて、ディスカッション・プレゼンテーションを行う予定であり、積極的な受講態度が期待される。 

最終授業時に、全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■HA942 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HA942／ガストロノミー（美食）と観光 

(Gastronomy and tourism) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

「ガストロノミー」から見た世界と地域 

進化する食文化から未来を考える 

担当者名 

（Instructor） 
小山 伸二(OYAMA SHINJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

観光学部の学生が知っておくべき「食文化」の最前線を紹介し、世界と地域がそれぞれ抱える問題について、「食」の分野で果た

せる役割はなにかを考えさせる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現在における「食」を取り巻く諸問題を「ガストロノミー」という概念を使って読み解いていく。具体的な事例を紹介しながら、日本の

地域や、世界が抱えるさまざまな課題に対して、持続可能で多様性が担保される社会を実現するために「食」がどう働きかけられ

るのか、その可能性を学習する。 

本授業を通して、未来を構想する食文化の新たな価値観を創出する新しい「ガストロノミー」を学生自ら考える契機とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：なぜ「ガストロノミー」ということを問題にするのか。「おいしい」ということは何か。個人的な生理現象から

多文化共生の世界につながる回路を学ぶ。 

2. 世界の食（１）：「ガストロノミー」の世界の地殻変動。皿の上から社会に目を向けて。 

3. 世界の食（２）：現代社会の課題と未来に向けて。「おいしい」革命から見える未来。 

4. 日本の食（１）：日本列島の地理的条件と食文化の特性とは何か。古代から近世までの歴史のなかで食を考える。 

5. 日本の食（２）：明治維新以降の近代化１５０年のなかで変貌した日本の食文化を考える。食における「伝統」を考える。 

6. 地域と食（１）：日本の地域（生産現場）における「食」の可能性と課題を考える。3.11 以降のガストロノミー。 

7. 地域と食（２）：事例紹介：ユネスコ食文化創造都市・山形県鶴岡市の食文化への取り組み。 

8. 「食」とメディア：出版、新聞、放送における「食」の現在。食ジャーナリズムの未来へ。 

9. 新しい料理人像：拡張しはじめる「料理」にかかわる仕事の今後。  

10. 食における「エシカル」：環境負荷の低減、海洋資源の持続可能性、フードロス、アニマルウェルフェア、認証制度などを考え

る。 

11. カフェ的空間の可能性：２１世紀のコーヒーブームから人類史を考える。カフェというリアルな「場」の復権。 

12. 食堂の未来：食べる場所の再構築としての「公共」食堂の可能性を考える。共生のための［食堂」の可能性。 

13. 食と農と観光：３つの領域を横断して「食と地域」の未来を考える。食と景観の未来。 

14. まとめ：新しい「ガストロノミー」という概念の再構築とその可能性をみんなで考える。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて、参照すべき資料（とくに書籍）を紹介していく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 辻芳樹、2015、『すごい！日本の食の底力』、光文社 (ISBN:9784334038533) 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業時に紹介していきます。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業では、さまざまな分野の専門家をゲスト講師としてお呼びする予定です。 

また授業では講義形式をとりながらも、できるだけインタラクティブな学びの場にするために、学生とのディスカッション、グループ

ワークなど、受講者人数に応じて設計していきます。 

 

受講者は右記の HPを授業前に見ておいて下さい。 http://nextwisdom.org/article/1689/ 
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注意事項（Notice） 
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■HA960 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HA960／都市型エンターテイメント論 

(Urban Entertainment) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
エンターテイメント産業概観・集客施設計画・ディズニーランドの空間科学 

担当者名 

（Instructor） 
山口 有次(YAMAGUCHI YUUJI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2012 年度以降 1 年次入学者対象 

集中講義：8 月 1 日（水）・2 日（木）・3 日（金）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）集客施設の空間計画手法を体系的に理解する。 

３）集客施設の顧客や利用者となる「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・集客戦略的・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、あらゆる集客施設に応用できる、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客戦略を 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客サービスおよび成立与件 （小テスト） 

6. 集客施設の経営戦略、集客施設の複合化 

7. 集客施設の休憩空間 

8. 集客施設のユニバーサルデザイン、福祉対策 

9. 集客施設の空間単位 

10. 集客施設の安全対策 （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）授業時の質疑応答に対応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・レジャー施設の集客戦略』、日本地域社会研究所 (ISBN:4890228829) 

3. 余暇総研、2017、『レジャー白書 2017』、日本生産性本部 (ISBN:4820120697) 

 

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） 

HA970／風土と観光 

(Socio-ecological system and tourism) 

担当者名 

（Instructor） 
小野 良平(ONO RYOHEI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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・芸能・食 

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：自然地域 

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） 

授業時に必要に応じて別途指示する。 

 

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） 

HA971／市民参加とまちづくり 

(Participatory Community Design) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
市民まちづくりにおける参加と協働の現状と課題 

担当者名 

（Instructor） 
大宮 透(OMIYA TORU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRS2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

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や理論について、具体的なまちづくりの事例を見ながら、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ます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

公共的な取り組みに市民が参加し、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主体を支援する仕組みづくり

は、少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ります。 

 

本授業では、これらの仕組みの理論や実践事例を概観し、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

域に関わる多様な主体の役割について考察します。 

 

授業は基本的に一方通行の形式ではなく、参加する学生のみなさんとディスカッションしながら進めていきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 「市民参加」と「まちづくり」の違い 

3. 市民参加の理論と実践 

4. 都市計画における市民参加 

5. まちづくりの理論と実践 

6. 市民が参加したくなるまちづくり活動とは？ 〜全国のまちづくり事例から学ぶ①〜 

7. 市民が参加したくなるまちづくり活動とは？ 〜全国のまちづくり事例から学ぶ②〜 

8. ゲスト講義：民間企業におけるコラボレーションを考える 

9. 参加から協働へ 〜市民、大学、企業などによるまちづくりの事例を学ぶ①〜 

10. 参加から協働へ 〜市民、大学、企業などによるまちづくりの事例を学ぶ②〜 

11. ワークショップ 自分たちができる「市民参加とまちづくり」を構想する① 

12. ワークショップ 自分たちができる「市民参加とまちづくり」を構想する② 

13. ワークショップ 自分たちができる「市民参加とまちづくり」を構想する③ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の回によっては事前予習を課す場合があります。基本的には、授業のテーマとおり、参加型の授業になりますので、出席す

るだけでなく、そこでのディスカッションへの参加姿勢や発言の積極性を評価する上で重視します。 

 

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） 
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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） 

HA980／観光ビジネス計画論１ 

(Business Development in Tourism 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

2020 Vision: Tokyo Summer Olympic and Paralympic Games - The professional 

perspective 

担当者名 

（Instructor） 
フックス，Ｐ．(FUCHS,PETER ERIK) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM1003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
2010 年度以降 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

In this semester-long course, we will examine in detail the challenges and opportunities created by the decision to host the 

2020 games in Tokyo. They are not only the largest global sports event, but also the largest travel and tourism event, known as 

MICE. Our goal is to understand EACH of the key planning dimensions and to look at these events as professionals - from food 

to transport, special needs to security.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Major issues include the following: 1) Infrastructure development - how much will have to be built or improved from existing 

structures and facilities. The question is relevant both to budget requirements and to the quality of the experience of athletes, 

hosts and spectators, but also to taxpayers and residents. 2) Accommodations - how much new hotel and lodging infrastructure 

will have to built or improved is a question more closely aligned with interest of the private sector. Supporting services 

including, translation and other linguistic requirements, special needs visitors, restaurant catering and other amenities. 4) 

Facilities management, transport, public safety, health, security, media and other event-related services. 5) Broadening the 

experience, costs and benefits beyond Tokyo to maximize the visitor experience and allow other regions to participate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Infrastructure development - "right-sizing" the Games. Host cities almost always UNDER estimate the real costs 

because of the time lag, and the unexpected tightening of supply. Some cities like Boston have actually said "no" to 

hosting the Games.  

2. Accommodations - quality and quantity both matter. Planners have to think about the needs of athletes, some with 

special needs - and some that are not even people, the wonderful horses. But coaches, families, visitors, and ordinary 

tourists all need the right space. 

3. Supporting services to improve the visitor (as well as host) experience. There are many needs to fill and careful planning 

to make sure none is overlooked - wheelchair ramps, signage, volunteers, transport for busy athletes, security, food 

supply. 

4. Facilities management. transport, public safety, health, security etc. A big city like Tokyo is well managed at normal times, 

but the 2020 Games will involve neighborhoods, the city, the country and international organizations - they have to 

coordinate and collaborate.  

5. All Japan participation - toward a more inclusive event. Tokyo won the 1964 Games, but they were regarded as the Japan 

Games for a country recovering from the war. Now the rest of Japan will not get as much to share, but there are ways to 

help them participate as hosts to visiting national teams, for example.  

6. We examine how London, Beijing, Athens, Sydney developed innovative solutions to Athlete-centric issues (and lessons 

for Tokyo 2020) 

7. Spectator-centric concerns and challenges. There are many sports in the Games, some are not well-known, nor easy to 

watch. Shooting, horse-riding, sailing. Technology may allow these events to reach a bigger audience, and not just on NHK 

which favors the most popular ones with Japanese medal hopefuls. Internet and drones, for example 

8. Media-centric support and facilitation. Like many big MICE events, the media need to be well served, and nowadays it is 

not just TV and wire agencies for newspapers.  

9. Vendor and business-centric business development. Many companies want to get involved as sponsors, equipment 

suppliers and so on, even just souvenirs. We will look at some of the more interesting examples - including prosthetic 

limbs for para-athletes.  

10. Local community-centric inclusion strategies, so that the benefits are not just limited to the already wealthy Tokyo 

Metropolitan area.  

11. We will try to have 3-4 classes (maybe open to other university members) featuring guest speakers from the broad 

olympic community, including a) foreign national teams and embassies as Rikkyo will co-host the national team of Brazil 

12. b) international journalists and media 

13. c) public sector and public safety specialists 

14. d) Tokyo local business associations such as Ueno or Asakusa and or Japanese athletes and coaches 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

We will make use of publicly available resources at various IOC and Tokyo Olympic 2020 websites, and students will be 

expected to download and read assignments before each class. The class will be taught mostly in ENGLISH but as always, I will 

use both languages as needed, with materials available in English and Japanese. Foreign exchange students are WELCOME.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Team project(40%)/Classroom participation and discussion(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Appropriate websites for reading material will be made available prior to start of the course or individual class sessions 

 

注意事項（Notice） 
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■HA981 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HA981／観光ビジネス計画論２ 

(Business Development in Tourism 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

The Destination Assessment Tool-Kit: We will learn how to use this new method for 

evaluating strengths and weakness of tourism destinations. 

担当者名 

（Instructor） 
フックス，Ｐ．(FUCHS,PETER ERIK) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
2010 年度以降 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Destination Marketing is the Heart & Soul of Tourism Planning. Japan got 28.9 million inbound visitors during 2017 up from 24 

million a year earlier. Our goal is to learn how the Destination Assessment Tool-Kit developed at Rikkyo can help any 

destination improve its image and performance. We introduce the new ideas of "asobi" and "anchors" along with amenities, 

atmosphere and awareness and new ways to fix problems  

 

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. Rikkyo students can learn the Destination 

Assessment Tool-Kit along with visitor satisfaction survey techniques that will help Japan make visitors happy.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Destinations are places to visit, but they are also becoming brands that customers want to buy or experience. Here at 

Rikkyo we have developed a Destination Assessment Tool-Kit to help research the strength and weakness of any 

destination on Earth, but the process can also be used to study customer satisfaction, brand recognition. We will learn 

how to use this Tool-Kit as professionals in the industry do.  

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. We will show how the Tool-Kit can help analyze 

the value of tourism assets, and show WHAT IS MISSING.  

3. Marketing skills. The 3 key concepts: 1) Market segment (who really wants your product or service) 2) Message to reach 

that segment and 3) Medium to send that message. 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. 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. 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. Technology is moving quickly; We look at smartphones and internet. 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. AirBnB, TripAdvisor, and many others 

8. More on-line examples: We will take a look at how online service providers such as Rakuten Travel, AirBnB, Yelp!, 

Facebook, TripAdvisor, GuruNavi got started and influenced the way ordinary customers/tourists make their plans.  

9. Japan's challenge. David Atkinson lives in Kyoto and runs a traditional Japanese building company and is an expert with 

several books on tourism problems in Japan. We will take a look at his ideas, and try to decide if he is right or wrong.  

10. We will use a few real case studies. The first is called Beyond Mt. Fuji, Part 2: How to tell inbound visitors that Yamanashi 



 - 290 - 

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.  

11. 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. We will give students tools to conduct face-to-face and digital visitor 

surveys (アンケート）to learn what visitors want to do, what they like and dislike. iPhone and iPad apps will help us do that 

along with other tools.  

12. 10) Student challenge, Part 2: We will use the Destination Assessment Tool-Kit ALONG with direct visits and discussions 

with local DMO staff in regional areas of Japan. Teams can pick their own DMO that they want to work with.  

13. Student presentations and evaluation, discussion of strengths and weaknesses.  

14. 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 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／観光ビジネスプラン（演習）１ 

(Tourism Business Planning 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

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. 

担当者名 

（Instructor） 
フックス，Ｐ．(FUCHS,PETER ERIK) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM1003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

2010 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） 

This course will be taught mostly in English, and is an experimental more hands-on learning experience for both foreign 

exchange students and Japanese students. Students should have STRONG interest in the hospitality segment including 

restaurants, catering, and other food and cuisine related business areas, and also personal interest in food.  

 

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 
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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.  

8. 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.  

9. 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.  

10. 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.  

11. 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.”  

12. 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? 

13. 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? 

14. 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） 
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■HA983 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／観光ビジネスプラン（演習）２ 

(Tourism Business Planning 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

“Inbound Tourism: Managing Challenges and Opportunities. Comparing and contrasting 

the powerful role of inbound visitors in local economies in ASEAN and Japan 

担当者名 

（Instructor） 
フックス，Ｐ．(FUCHS,PETER ERIK) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
2010 年度以降 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

“Inbound Tourism: Managing Challenges and Opportunities. This will be course taught in the Fall Semesters for both foreign 

exchange students (from any country) and their Japanese classmates with the goal of understanding the importance of inbound 

tourism to economic growth, and the development of effective infrastructure and human resources both at the national and 

local level by comparing and contrasting the ASEAN region and Japan.  

 

授業の内容（Course Contents） 

We have looked at the Inbound boom in Japan in other courses - 28.9 million visitors in 2017 spending about ¥4.4 trillion. In this 

course we will look at how another region in Asia is managing its own inbound tourism challenge, and that is the ASEAN region 

which includes tourism magnets like Singapore and Thailand along with emerging destinations such as Laos, Cambodia and 

Myanmar. Building a strong tourism industry in the ASEAN region which is made up of 10 very different and distinctive cultures 

and societies that in some cases have little in common except geography, is unlike that in Japan but is worth studying in detail 

as preparation for studying the case of Japan in the Fall semester.  

 

We will use up-to-date information from the regional tourism authorities, and whenever possible invite speakers from ASEAN 

inbound promotion agencies to visit Rikkyo Niiza Campus to talk to students in this course directly. (English and Japanese both 

available).  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Overview of ASEAN region and modern post-war history and economic development 

2. Singapore - the island state that in only 60 years generated the highest per-capita wealth in ASEAN, and is the only 

English-speaking but multi-ethnic country in the region.  

3. Thailand - the prosperous monarchy that has a long history of peace and stability but has in recent years suffered 

political conflict resulting in a military coup. Home to a large concentration of Japanese industry but famous for its easy-

going culture.  

4. Vietnam - Reunited as one country after the war ended in 1975, the country has opened to global investment and trade 

and is now a competitor with China. Once part of French Indo-China with Laos and Cambodia.  

5. The Philippines had a different colonial legacy as part of the Spanish dominion in Asia, and has a vibrant democracy 

spread across its many islands with a young and well-educated population.  

6. Indonesia is the largest country in ASEAN and with neighboring Malaysia one of the largest predominantly Muslim 

countries in Asia. Well endowed with natural resources and a young, growing population.  

7. Malaysia (and tiny Brunei, an independent member of ASEAN) has a distinctive government with a Federal government as 

well as regional mini-kingdoms led by hereditary Islamic royal families. Like neighbour Singapore a former British colony 

with an old tea and rubber plantation economy transformed into a more industrial one.  

8. Cambodia and Laos emerged from French Indo-China after the Vietnam War and have a later start on modernising their 

economies. Both are part of the greater Mekong region and with Vietnam are in the shadow of China.  

9. Myanmar has just emerged from a long period of isolation with a commitment by the former military regime to market 

opening and democratic elections. The country is rich in resources, but faces a challenge of healing wounds of past ethnic 

conflicts.  

10. Led by Singapore and Thailand, the large countries of ASEAN have developed tourism infrastructure and global branding 

has helped market them to global travellers. The others are emerging or frontier markets with different needs. 

International and intra-regional tourism are both sources of growth. Tropical climate and geography are similar while local 

culture and history provide "spice" to the tourism menu. We will look at how the region can boost all instead of one in the 

way that Japan can boost all local regions, not just the Golden Route.  

11. We will examine how each country encourages different types of international tourism. First we look at the traditional 

tropical beach family holiday markets across the region, along with the traditional local culture and historical marketing 

aspects.  
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12. Second, we look at tourism infrastructure from transportation hubs, capital cities, access, resorts, linguistic support and 

other services.  

13. Third we look at the business and economics of the hotel and tourism related industries across the region, and examine 

sustainable development practices that raise social fairness while preseving local culture and natural assets.  

14. Finally we take the Bird's Eye View and look at how we can compare and contrast the Inbound Tourism trend in ASEAN 

and Japan  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are encouraged to use a variety of published online and print media to deepen their knowledge of each of these 

distinctive countries and cultures.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Active participation in class discussion(30%)/Full attendance(15%)/Original ideas, creative input 

to class discussion(15%) 

 

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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■HA984 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HA984／ＥＳＰ（Ｉｎｖｅ ＆ Ｆｉｎａ）１ 

(ESP(Investment and Finance)1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

"Eat and be happy: Japanese Food Tourism and Its Global Reach" The first rule of 

hospitality is to feed your guest, and Japanese "o-motenashi" is built around good 

food and happy experiences. 

担当者名 

（Instructor） 
フックス，Ｐ．(FUCHS,PETER ERIK) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
2010 年度以降 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Food Tourism: Japan is now one of the world's top destinations for travelers who want to experience all the rich and tasty 

aspects of food culture, from 3-star Michelin restaurants, to local ramen and gyoza hotspots. Our challenge is to explore and 

understand what makes food such a special magnet for inbound visitors. Both foreign exchange students, and Japanese 

students welcome - especially if you have a strong interest in "gastronomy" - the art and science of making people happy 

through food. 

 

授業の内容（Course Contents） 

In this course, we will have a chance to explore the many uniquely Japanese aspects of food culture. Our goal is to understand 

the key role of food (and drink) in society, culture, history and business. We start with rice farming, fisheries, and vegetables 

used in traditional WASHOKU, which became a UNESCO intangible cultural asset in 2013. BUT we will also look at how 

TEMPURA, SUKIYAKI, CURRY RICE and ITAMESHI (Italian food) and many others arrived in Japan.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. What makes a country a great "food" destination? We will start by looking at other great gastronomic destinations such as 

Singapore, France, Spain, Denmark and compare them with Japan.  

2. In most food cultures, there is a mixture of high-society and popular food, based on the history of the local culture. That 

is true in Japan too, and we will look at both kaiseki-ryori and shitamach-ryori to understand them, and compare to food-

trucks and 5-star restaurants in other countries.  

3. Japan's food culture began to change dramatically after the war, and we will explore how foreign tastes and cuisines were 

imported and localized to make them "more Japanese" from McDonald's to Starbucks, how Edo-era fast-food was 

modernized to burgers and latte.  

4. Fast-food service is only one of many changes in Japanese food culture. We will also look at how the Japanese food 

industry - from famous brands like Ajinomoto and House Shokuhin worked with TV advertising and distribution to get 

every housewife in Japan to quickly learn new ideas.  

5. Food is a business, and also what we call an eco-system, and we will look at the size and nature of all the many parts of 

the "food-chain," and we will arrange visits to several local food makers and marketers, including the Omiya wholesale 

markets and local sake and beer breweries.  

6. Globalization is one of the most powerful shapers of modern society, business and culture, and we will see how ideas and 

business models move around the world, starting with Coca-Cola and McDonalds, but also a few Japanese pioneers like 

Kikkoman, Ajinomoto, and sushi.  

7. We will examine the unique food culture of Japan, both its traditional and modern forms of cooking, dining, snacking and 

drinking. We will focus on how the foods and dishes commonly regarded as Japanese were adapted and evolved from their 

beginnings as foreign imports. We will look at tempura, shabu-shabu, ramen, curry-rice, tonkatsu, breakfast-set, and the 

curious “rice vs gohan” aspects that allow wa-shoku and yo-shoku to co-exist. We will also look to Buddhist aspects and 

modern vegan and vegetarian and other combinations. We will look at the Japanese art of fermentation, both food and 

drink - the art of making soy sauce, sake, miso and nattoh and other classical examples.  

8. Rikkyo and Keidanren, Japan's largest business federation, offer internships to 3rd year students every summer. We will 

invite speakers from 3 companies in the food sector that have worked with our students to talk about how the food 

business really works.  

9. We will schedule a second day for special visitors like Keidanren companies that host our interns, and maybe a speaker 

from the global fast-food industry - KFC, McDonald's etc.  

10. Because many college students have little experience "in the kitchen" we will spend a few lectures learning more about 

how food is produced and made from raw materials into cuisine, dishes we can eat and enjoy.  

11. To gain more knowledge of "cuisine" which is making food into dishes, we will continue to look at tools, processes and 

equipment. We will arrange a visit to Kappabashi, the center of kitchen tools for professionals near Ueno.  
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12. As we move to the end of the yeare will look at how Japan’s distinctive food and foodie culture can continue to grow and 

provide an important foundation for maintaining a healthy inbound tourism industry. We will look at restaurants, hotels, 

local industry, even airline catering contribute and now the media and internet can play a constructive role in supporting 

this healthy trend.  

13. Student projects: Depending on class size, we will have each student, or teams of students, make a 10-15 minute 

presentation on how to help inbound visitors get a better understanding of the magical and exciting aspects of Japanese 

food culture.  

14. Summary and overview: We will continue with student presentations, and finish with an overview of Food Tourism, the one 

aspect of a Japan visit that nearly ALL Inbound visitors look forward to the most.  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are encouraged to do independent research online and in printed media to learn more and to bring original ideas and 

creative contributions to class discussions, for which they can improve their grade.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Active participation in class discussion(30%)/Full attendance(15%)/Original ideas and creative 

contributions to class discussion(15%) 

 

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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■HA985 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HA985／ＥＳＰ（Ｉｎｖｅ ＆ Ｆｉｎａ）２ 

(ESP(Investment and Finance)2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Becoming a DMO Professional - Skills and techniques for success 

担当者名 

（Instructor） 
フックス，Ｐ．(FUCHS,PETER ERIK) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
2010 年度以降 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

While Japan had great success in 2017 with nearly 29 million inbound visitors and ¥4.4 trillion spent, the goal for 2020 is to get 

40 million visitors. In this course, we will learn how regions in Japan can improve their marketing, development and investment 

to ensure visitors do not just see Tokyo, Osaka and Kyoto. We welcome international and Japanese students with strong 

interest in learning skills.  

 

授業の内容（Course Contents） 

In other courses we have discussed the new Destination Assessment Tool-Kit and specific survey skills to help students learn 

what DMO professionals do to improve their performance and help local communities share in the Inbound Boom. In this course 

will use the Tool-Kit and the NPS, or Net Promoter Score introduced by Bain in 2002 as a new tool to make the needed 

changes. We will also look at how technology, mobility and portable solutions can help local destinations improve more quickly.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Big picture - how inbound tourism has changed Japan, and overview of the postitive and negative results. Not all inbound 

visitors are happy and we will show how customer satisfaction is a key measure in an age of instant and ubiquitous 

communication.  

2. First we will look at how SNS, or social network systems, create this instant rating system, by looking at TripAdvisor and 

similar products in other neighbor countries.  

3. We will stop and remind ourselves about the emotional, rational and psychological aspects that combine to make tourism 

decisions happen. For Japanese people it is often difficult to understand WHY nearly 30 million foreign visitors, in 

bounders, came to Japan in 2017. We will look at the many drivers from spiritual tourism to movie location (映画ロケ）and 

many others. It is important to understand customer satisfaction depends on Expectation Management.  

4. Expectation management - the psychology and the tools. You do not expect the same at a McDonald's as you do at a 3-

star French restaurant. Backpackers and wealthy visitors have different hopes and standards. Let's understand budget vs 

luxury issues.  

5. Japan since 1945 has had a prosperous middle-class society where most people enjoy the same things. That shaped the 

Showa-era tourism industry that critic David Atkinson regards as an obstacle.  We will study what Atkinson has written 

and recommends to help Japan improve.  

6. We will also look at core marketing technique based on 3 parts: 1) Market segmentation (picking the right target group) 2) 

Marketing message that hits the heart and mind of that segment and 3) Marketing medium - do you use TripAdvisor, In-

FLight magazines, bloggers or other avenues to reach YOUR target segment? 

7. We must realize that there are MANY types of tourism, including a) cultural b) medical c) sports d) cinema and pop culture 

e) food and gastronomy f) spiritual such as Zen and yoga g) special interests like birdwatching, trains, castles h) adventure 

and i) sports participation or j) sports spectators 

8. Details of using the Destination Assessment Tool-kit? You start with an inventory of your tourism assets, so we look at 

all 8 dimensions of the tool-kit 

9. Survey techniques: The former head of Nintendo used to say, "you only learn from failure." We can use this idea in asking 

visitors esp. in bounders, what are the problems they have experienced. We introduce the now famous NPS technique, net 

promoter score, which is amazing in that ONLY ONE KEY QUESTION is needed to make a high quality survey. 

10. Survey tools are now available on tablets and smartphones, and in this class we will learn how to use an industry standard 

technology. We will also use language tools to create surveys in 12 different languages, including Thai, Vietnamese, 

Indonesia and .... Russian. Data especially BIG DATA is a valuable resource in marketing analysis, and customer 

satisfaction and it comes in various languages so we need to standardize them.  

11.  We will look at results from data and new ways to fix problems. Local communities can find new ways to create "asobi" 

and "anchor" spots with new partners, and we will look at some of these new ideas. 

12. Student challenge、Part 1: Each student or team (depending on numbers) will create and propose a Destination 

Assessment to a local destination in Japan - likely early in the semester, and use the Tool-Kit to give useful advice to the 

local DMO.  
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13. Student challenge、Part 2: Teams will present their findings as team presentations in class. 

14. Final session: Final presentations and overview of skills and techniques to boost tourism productivity in Japan as we 

approach the 2019-2020 peak season.  

 

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） 

HB001／交流文化研究１（地理学の方法） 

(Foundation lecture 1 for Culture and Tourism Studies(Geography)) 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 大祐(SATO DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRC1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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（環境適応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（集客圏と客層） 

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. 構築主義と地域 

12. 聞き取り調査とアンケート調査の実際 

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） 

受講生は授業内で適宜指示された予習/復習を授業時間外に実施する。また，受講生は授業内で学ぶフィールドでの実践（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実施し，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%)/予習/復習(30%)/中間レポート(20%) 

学期末のレポート試験（50％）と中間レポート（20％）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

ら実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） 

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) 

担当者名 

（Instructor） 
門田 岳久(KADOTA TAKEHISA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRC1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2012 年度以降 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

観光学は独自の学問領域というよりも、複数の人文社会科学や工学の知見を統合した複合領域である。その中で文化人類学は

重要な見方をもたらす。 

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ていく。 

  

本科目はただ受動的に聞き流すのではなく、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ことが求められる。またテキストには性的な内容が多数含まれる。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、受講にあたって予め踏まえること。 

 

【重要】 

1 年次春学期履修可能科目ということで、大学の講義の基本的受講方法を身につけてもらいます。 

・テキストを揃えない受講者 

・一定回数以上欠席した受講者 

・講義中に途中退室、飲食、私語、写真撮影、PC 操作を行う受講者 

は成績評価対象から外します。 

 

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：文化に優劣はあるのか 

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「主体的」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なので講義前に指定箇所を読んでくること。テキスト

は学部生向けなので難しくないが、本を読まない人には難しく感じられ、内容自体のおもしろさにたどり着けないかもしれない。こ

れを機会に、文章を読むことにぜひ慣れてほしい。 

 

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。 
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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） 

HB003／交流文化研究３（社会学の方法） 

(Foundation lecture 3 for Culture and Tourism Studies (Sociology)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会学入門 

担当者名 

（Instructor） 
高岡 文章(TAKAOKA FUMIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRC1300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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. 官僚制の逆機能 

11. 悪の陳腐さ 

12. 文化の社会学／文化の政治学 

13. 場所の商品化 

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） 

HB004／交流文化研究４（交流文学の方法） 

(Foundation lecture 4 for Culture and Tourism Studies (Literature)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
批評理論研究 

担当者名 

（Instructor） 
舛谷 鋭(MASUTANI SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRC1400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2012 年度以降 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

観光をはじめとした文化の交流にかかわる事象を読み解くため，現代の哲学とも言える批評理論（文学理論）を学ぶ。この講義で

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） 

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

背景に講義しており，動的で応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。毎回 Bbに授業パワポをアップするので，講義中はノートテイクばかりでなく，内容の理解に集中してほしい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義の進め方・序文（前提としての構造主義）※テキストなしに理解は難しいので，必ず初回までに入手し，該当部分に目

を通しておくこと 

2. １．森に分け入る（モデル読者とモデル作者） 

3. １．森に分け入る（受容理論、読者論） 

4. ２．ロワジーの森（語りの方法） 

5. ２．ロワジーの森（物語論） 

6. ３．森の中の道草（構造としての比喩） 

7. ３．森の中の道草（フォルマリズム） 

8. ４．可能性の森（現実と創作） 

9. ４．可能性の森（テクスト論） 

10. ５．セルヴァンドーニ街の奇怪な事件（メディアリテラシー） 

11. ５．セルヴァンドーニ街の奇怪な事件（コンテンツツーリズム） 

12. ６．虚構のプロトコル（虚構と現実） 

13. ６．虚構のプロトコル（まなざしという準拠枠組み） 

14. まとめー観光学と批評理論 

 

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

後は次の回までに Bb掲示板へ主に観光事例についての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） 

レポート試験(Report Exam)(45%)/出席および参加状況(40%)/各回 Bb リアクションペーパー(15%) 

レポート試験は科目の性格上相当な枚数を要求する。教場で静粛性を妨げる場合は、退席を命じて平常点に反映する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. エーコ、2013、『小説の森散策』、岩波書店 

 

参考文献（Readings） 

1. イーグルトン、2014、『文学とは何か』、岩波書店/Kindle 等 

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） 

HB011／交流文化論 

(Cultural Issues in Tourism) 

担当者名 

（Instructor） 
大橋 健一(OHASHI KENICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRC1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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） 

HB012／観光史 

(History of Tourism) 

担当者名 

（Instructor） 
千住 一(SENJU HAJIME) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
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、観光をめぐる事象の歴史的展開から学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

観光をめぐる事象の歴史的展開のなかでも、西洋および日本の事例を取り上げる。言及する時代は、観光の特性上、近世、近

代、現代が中心となる。講義では単なる基礎知識だけでなく、歴史的展開の背景にある社会的要因や複合性・地域横断性といっ

た、観光を理解する上での基本的な分析視角も身に付ける。あわせて、今日における観光のありようをよりよく理解するために、

歴史的連続性という見方もまた有効であることを学ぶ。 

 

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. 江戸の旅 

6. 伊勢参り 

7. 開国と遊歩 

8. 喜賓会 

9. ジャパン＝ツーリスト＝ビューロー 

10. 国際観光局 

11. 現代における観光 

12. テーマからみる観光の歴史 

13. テーマからみる観光の歴史 

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） 

これまでに身につけた歴史に関する知識のうち、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。講義で紹介する文

献を積極的に読み進める。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。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

Blackboardに文献リストを掲載する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義形式となる。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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■HB024 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HB024／観光消費論 

(Tourist Consumption) 

担当者名 

（Instructor） 
須永 和博(SUNAGA KAZUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRC2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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. 商品化とジェンダー1 

12. 商品化とジェンダー2 

13. まとめ 

14. 試験 

 

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） 

HB025／地域研究法１（地理学） 

(Regional Study Method for Geography) 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 大祐(SATO DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2011 年度以前 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（環境適応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（集客圏と客層） 

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. 構築主義と地域 

12. 聞き取り調査とアンケート調査の実際 

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） 

受講生は授業内で適宜指示された予習/復習を授業時間外に実施する。また，受講生は授業内で学ぶフィールドでの実践（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実施し，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%)/予習/復習(30%)/中間レポート(20%) 

学期末のレポート試験（50％）と中間レポート（20％）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

ら実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） 

HB026／地域研究法２（文化人類学） 

(Regional Study Method for Cultural Anthropology) 

担当者名 

（Instructor） 
門田 岳久(KADOTA TAKEHISA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 

2011 年度以前 1 年次入学者対象 

 

 

授業の目標（Course Objectives） 

観光学は独自の学問領域というよりも、複数の人文社会科学や工学の知見を統合した複合領域である。その中で文化人類学は

重要な見方をもたらす。 

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ていく。 

  

本科目はただ受動的に聞き流すのではなく、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ことが求められる。またテキストには性的な内容が多数含まれる。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、受講にあたって予め踏まえること。 

 

【重要】 

1 年次春学期履修可能科目ということで、大学の講義の基本的受講方法を身につけてもらいます。 

・テキストを揃えない受講者 

・一定回数以上欠席した受講者 

・講義中に途中退室、飲食、私語、写真撮影、PC 操作を行う受講者 

は成績評価対象から外します。 

 

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：文化に優劣はあるのか 

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「主体的」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なので講義前に指定箇所を読んでくること。テキスト

は学部生向けなので難しくないが、本を読まない人には難しく感じられ、内容自体のおもしろさにたどり着けないかもしれない。こ

れを機会に、文章を読むことにぜひ慣れてほしい。 

 

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。 
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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） 

HB027／地域研究法３（社会学） 

(Regional Study Method for Sociology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会学入門 

担当者名 

（Instructor） 
高岡 文章(TAKAOKA FUMIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2011 年度以前 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. 官僚制の逆機能 

11. 悪の陳腐さ 

12. 文化の社会学／文化の政治学 

13. 場所の商品化 

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） 

HB029／開発と文化 

(Development and Culture) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
開発と文化に関わる問題を文化人類学の視点から考える 

担当者名 

（Instructor） 
豊田 由貴夫(TOYODA YUKIO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRC2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

開発と文化に関わる様々な問題を、主として文化人類学の視点から考える 

 

授業の内容（Course Contents） 

現存する「貧困」に対して「開発」援助が様々な形で行われているが、そもそも「開発」はなぜ必要なのか、そのためにはどのよう

な方法があるのか、そして「開発」を行うことには、どのような問題点が存在するのか、などの問題を、文化人類学の視点から考

える。前半で開発と文化に関わる思想と理論を学び、後半ではいくつかの事例を通じて、開発と文化に関わる問題を考える 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 開発に関わる思想と理論１（近代化論） 

3. 開発に関わる思想と理論２（従属論） 

4. 映像視聴 

5. 開発に関わる思想と理論３（世界システム論） 

6. 開発に関わる思想と理論４（内発的発展論） 

7. 日本の ODA 

8. 事例研究１ 

9. 事例研究２（成功した開発？） 

10. 事例研究３ 

11. 映像視聴 

12. 事例研究（パプアニューギニア）(1) 

13. 事例研究（パプアニューギニア）(2) 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要な場合は授業中に適宜指示する。  

 

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。必要に応じて授業中に指示または配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 青柳まちこ、2000 、『開発の文化人類学』、古今書院 (ISBN:978-4772230070 ) 

2. リオール・ノラン、2007、『開発人類学：基本と実践』、古今書院 (ISBN:978-4772231121) 

3. 菊池京子 、2001、『開発学を学ぶ人のために』、世界思想社 (ISBN:978-4790708902) 

 

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） 

HB030／交流文学論１ 

(Literature and Cultural Exchange 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
批評理論研究 

担当者名 

（Instructor） 
舛谷 鋭(MASUTANI SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2011 年度以前 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

観光をはじめとした文化の交流にかかわる事象を読み解くため，現代の哲学とも言える批評理論（文学理論）を学ぶ。この講義で

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） 

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

背景に講義しており，動的で応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。毎回 Bbに授業パワポをアップするので，講義中はノートテイクばかりでなく，内容の理解に集中してほしい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義の進め方・序文（前提としての構造主義）※テキストなしに理解は難しいので，必ず初回までに入手し，該当部分に目

を通しておくこと 

2. １．森に分け入る（モデル読者とモデル作者） 

3. １．森に分け入る（受容理論、読者論） 

4. ２．ロワジーの森（語りの方法） 

5. ２．ロワジーの森（物語論） 

6. ３．森の中の道草（構造としての比喩） 

7. ３．森の中の道草（フォルマリズム） 

8. ４．可能性の森（現実と創作） 

9. ４．可能性の森（テクスト論） 

10. ５．セルヴァンドーニ街の奇怪な事件（メディアリテラシー） 

11. ５．セルヴァンドーニ街の奇怪な事件（コンテンツツーリズム） 

12. ６．虚構のプロトコル（虚構と現実） 

13. ６．虚構のプロトコル（まなざしという準拠枠組み） 

14. まとめー観光学と批評理論 

 

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

後は次の回までに Bb掲示板へ主に観光事例についての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） 

レポート試験(Report Exam)(45%)/出席および参加状況(40%)/各回 Bb リアクションペーパー(15%) 

レポート試験は科目の性格上相当な枚数を要求する。教場で静粛性を妨げる場合は、退席を命じて平常点に反映する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. エーコ、2013、『小説の森散策』、岩波書店 

 

参考文献（Readings） 

1. イーグルトン、2014、『文学とは何か』、岩波書店/Kindle 等 

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） 

HB044／地域経済学２ 

(Regional Economics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域の現状と経済学的分析 

担当者名 

（Instructor） 
麻生 憲一(ASOH KEN-ICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
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）地域経済学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解を深める。授業の後半では、人口減少社

会の実態を把握し、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. 地域経済学の実態分析（1）－地域の産業構造 

10. 地域経済学の実態分析（2）－過疎化と人口減少社会 

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. 参加協働と住民主体 

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%)/授業への取り組み(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こと。 

 

注意事項（Notice） 
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■HB046 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HB046／観光経済分析 

(Economics of Tourism) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

観光の経済活動としての側面に焦点を当て、経済学的考え方を通じて様々な観光に関

連する産業における経済活動、及びそれに対する公的部門の活動について分析する 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 浩之(SATOU HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
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、特に近年成長産業と位置づけられることの多い観光産業における経済活動

に関する様々なトピックについて分析、検討していくことで、受講者自らが経済活動として様々な観光産業を捉える視点を養うこと

を目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

政府の経済成長を目指すための戦略において、観光分野は特に成長が期待される産業として昨今注目されています。そこで本

講義では、観光の経済的側面、特に観光の供給サイドである観光関連産業に着目し、当該市場における活動及びそれら市場を

円滑に運営するための政府の役割について、できるだけ平易な経済学的ロジックを使った分析を行い、受講者の皆さんと一緒に

考えていきます。 

 

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. 観光産業の経済分析(4)－観光産業と製品差別化 

11. 観光におけるゲーム理論の応用－”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｡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. 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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観光庁観光立国推進基本法 HP 

 

注意事項（Notice） 
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■HB053 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HB053／観光心理学１ 

(Tourist psychology 1) 

担当者名 

（Instructor） 
中村 哲(NAKAMURA TETSU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
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．このほか，民泊の利用動機などの最新の研究トピックも紹介します． 

授業では PowerPointを用いて説明を行うほか，Web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，リピーターの発生要因） 

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，講義進行に対応する部分（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応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(30%) 

 

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) 

6. 松井剛・西川英彦(編著)、2016、『1 からの消費者行動』、碩学舎 (ISBN:978-4502161513) 

上記のほか，詳細は講義資料に記載します． 

 

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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注意事項（Notice） 
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■HB055 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HB055／観光心理学 

(Tourist psychology) 

担当者名 

（Instructor） 
中村 哲(NAKAMURA TETSU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRC2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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．このほか，民泊の利用動機などの最新の研究トピックも紹介します． 

授業では PowerPointを用いて説明を行うほか，Web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，リピーターの発生要因） 

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，講義進行に対応する部分（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応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(30%) 

 

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) 

6. 松井剛・西川英彦(編著)、2016、『1 からの消費者行動』、碩学舎 (ISBN:978-4502161513) 

上記のほか，詳細は講義資料に記載します． 

 

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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注意事項（Notice） 
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■HB063 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HB063／観光地理学１ 

(Geography of Tourism 1) 

担当者名 

（Instructor） 
呉羽 正昭(KUREHA MASAAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRC2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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, その手法や知見を応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, 観光客行動の空間的特性などに関する観光地理学の基本概念や事例研究を取り上げる｡ そ

の際, 分析方法などの実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. 導入 

2. 観光地域と観光地理学研究 

3. 観光地域の進化モデル 

4. 日本の温泉地域 

5. 日本の別荘地域 

6. 日本のリゾート開発 

7. 日本のスキーリゾート：バブル期まで 

8. 日本のスキーリゾート：ポストバブル期 

9. ヨーロッパの観光地域 

10. ヨーロッパの都市観光 

11. アルプスのリゾート 

12. オーストリアの夏季リゾート 

13. オーストリアのスキーリゾート 

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） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/リアクションペーパーの内容評価(40%) 

 

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. 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 (ISBN:4779505518) 

3. 菊地俊夫、2016、『文化ツーリズム学』、朝倉書店 (ISBN:4254166494) 

4. 呉羽正昭、2017、『スキーリゾートの発展プロセス: 日本とオーストリアの比較研究』、二宮書店 (ISBN:4817604239) 

5. 淡野明彦ほか、2016、『観光先進地ヨーロッパ: 観光計画・観光政策の実証分析』、古今書院 (ISBN:4772231803) 

6. 浮田典良、2015、『オーストリアの風景』、ナカニシヤ出版 (ISBN:4779509505) 

7. 菊地俊夫、2008、『観光を学ぶ―楽しむことからはじまる観光学』、二宮書店 (ISBN:4817603283) 

 

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） 

HB064／観光地理学２ 

(Geography of Tourism 2) 

担当者名 

（Instructor） 
松村 公明(MATSUMURA KOUMEI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRC2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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） 

国内外の都市をおもに取り上げて，その起源・成長と地域的性格がいかに観光地域の形成に結びついているのか，観光地理学

の方法を用いて多様な空間スケールから考察する。授業の内容を手がかりに考察を深めるためには， 机上における地図の読

解や地形図の判読が欠かせない工程となる。 

 

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場

所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，履修者は教室で配付される地

図とは別に，自身の地理的知識に応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） 

HB073／観光人類学１ 

(Anthropology of Tourism 1) 

担当者名 

（Instructor） 
葛野 浩昭(KUZUNO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRC2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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応は実に様々ですが，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。そ

んな現代人類学を専攻する者(私)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

来るだけ，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 年、『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 年、『観光メディア論』、ナカニシヤ出版 

3. 酒井順子、2000 年、『観光の哀しみ』、新潮社 

4. 古川彰・松田素二、2003 年、『観光と環境の社会学』、新曜社 

5. 山下晋司、2007 年、『観光文化学』、新曜社 

6. 山下晋司、2011 年、『観光学キーワード』、有斐閣 

7. 山下晋司・船曳建夫、2008 年、『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） 
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■HB074 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HB074／観光人類学２ 

(Anthropology of Tourism 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化人類学的視点から観光現象を考える 

担当者名 

（Instructor） 
豊田 由貴夫(TOYODA YUKIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRC2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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） 

観光現象を文化的な側面から考えると、どのような面が見えてくるだろうか。観光現象は経済的な側面もあるのだが、併せて文化

的な側面も持っている。この授業では、そのような観光現象の文化的側面を考えてほしい。具体的に扱うテーマとしては、世界シ

ステムの周辺に位置づけられるような人たちと観光の関わり、グローバル化する観光現象において、ローカルな文化はどのよう

な対応をしているのか、などの問題を予定している。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文化と真正性 

3. 地域文化と観光 

4. エスニックツーリズムと先住民１ 

5. エスニックツーリズムと先住民２ 

6. 先住民観光とアート 

7. エコツーリズムと先住民 

8. 観光ガイドの人類学 

9. みやげものと観光経験 

10. グローバル化とローカルな文化（マクドナルドとグローバル化１） 

11. グローバル化とローカルな文化（マクドナルドとグローバル化２） 

12. グローバル化とローカルな文化（東京ディズニーリゾートの事例１） 

13. グローバル化とローカルな文化（東京ディズニーリゾートの事例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%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 山下晋司、1996、『観光人類学』、新曜社 (ISBN:4788505657) 

2. 山下晋司、2007、『観光文化学』、新曜社 (ISBN:9784788510807) 

3. 橋本和也、1999、『観光人類学の戦略』、世界思想社 (ISBN:4790707539) 

4. 橋本和也、2011、『観光経験の人類学』、世界思想社 (ISBN:9784790715108) 

5. 山下晋司, 船曳建夫、2008、『文化人類学キーワード』、有斐閣 (ISBN:9784641058866) 

6. 山下晋司、2011、『観光学キーワード』、有斐閣 (ISBN:9784641058910) 

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)） 
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注意事項（Notice） 
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■HB083 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HB083／観光社会学１ 

(Sociology of Tourism 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
観光社会学の理論と応用 

担当者名 

（Instructor） 
須藤 廣(SUDO HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRC2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

観光社会学の理論と応用の基本を学ぶ。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、伝統社会では主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、前半では主に

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「現実」、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」現象と主体の関わり、社会的連帯の創出――D.マッキァーネルの理論を中心に 

5. 映画『ザ・ビーチ』における観光の問題点を考える 1 

6. 映画『ザ・ビーチ』における観光の問題点を考える 2 

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、ダークツーリズム、ボランティアツーリズム 

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、理論と現実の融合を目指すが、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、2018、『観光社会学 2.0』、福村出版 

 

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、2008、『観光化する社会―観光社会学の理論と応用』、明石書店 (ISBN:978-47795-0256-9) 
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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） 

HB084／観光社会学２ 

(Sociology of Tourism 2) 

担当者名 

（Instructor） 
高岡 文章(TAKAOKA FUMIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRC2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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. お客様社会における労働 

6. 理想的な接客労働とは？ 

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 

10. ディズニーランド・本物・偽物 

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） 

HB085／観光と文化 

(Culture and Tourism) 

担当者名 

（Instructor） 
大橋 健一(OHASHI KENICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRC2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2012 年度以降 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

観光の現場で生産・流通・消費される具体的な「モノ」を通して，観光が生み出す「文化」の形とその生み出され方の多様性につい

て理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

観光の現場では，個々の地域の伝統に則った芸術・工芸品から世界共通のフォーマットに従ったスーベニアまで多様な形態の

「モノ」が生産・流通・消費されている。本授業では，これら観光の現場でわれわれが具体的に目にする「モノ」に着目し，それらの

多様性と，それらが生み出されるしくみについて考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 「みやげ物」「記念品／スーベニア」(1) 

3. 「みやげ物」「記念品／スーベニア」(2) 

4. 「伝統的工芸品」(1) 

5. 「伝統的工芸品」(2) 

6. 「民芸品」と「民藝」(1) 

7. 「民芸品」と「民藝」(2) 

8. 「雑貨ブーム」と「雑貨」観光(1) 

9. 「雑貨ブーム」と「雑貨」観光(2) 

10. 「観光芸術」(1) 

11. 「観光芸術」(2) 

12. 観光のポストモダン化と「モノ」(1) 

13. 観光のポストモダン化と「モノ」(2) 

14. 「近代的芸術＝文化システム」と観光 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業では受講者の様々な経験を踏まえた多様な事例を積極的に考察の対象としたい。受講者による事例紹介など積極的な授業

への参加が期待される。授業でとりあげる話題に関連した具体的事例を紹介できるように準備しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業への参加度（事例報告）(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） 
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■HB086 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HB086／観光と宗教 

(Religion and Tourism) 

担当者名 

（Instructor） 
門田 岳久(KADOTA TAKEHISA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRC2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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・全体主義 

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、宗教的なことを実践したり、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 
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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 

 

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） 

HB093／観光と文化１ 

(Culture and Tourism 1) 

担当者名 

（Instructor） 
大橋 健一(OHASHI KENICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2011 年度以前 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

観光の現場で生産・流通・消費される具体的な「モノ」を通して，観光が生み出す「文化」の形とその生み出され方の多様性につい

て理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

観光の現場では，個々の地域の伝統に則った芸術・工芸品から世界共通のフォーマットに従ったスーベニアまで多様な形態の

「モノ」が生産・流通・消費されている。本授業では，これら観光の現場でわれわれが具体的に目にする「モノ」に着目し，それらの

多様性と，それらが生み出されるしくみについて考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 「みやげ物」「記念品／スーベニア」(1) 

3. 「みやげ物」「記念品／スーベニア」(2) 

4. 「伝統的工芸品」(1) 

5. 「伝統的工芸品」(2) 

6. 「民芸品」と「民藝」(1) 

7. 「民芸品」と「民藝」(2) 

8. 「雑貨ブーム」と「雑貨」観光(1) 

9. 「雑貨ブーム」と「雑貨」観光(2) 

10. 「観光芸術」(1) 

11. 「観光芸術」(2) 

12. 観光のポストモダン化と「モノ」(1) 

13. 観光のポストモダン化と「モノ」(2) 

14. 「近代的芸術＝文化システム」と観光 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業では受講者の様々な経験を踏まえた多様な事例を積極的に考察の対象としたい。受講者による事例紹介など積極的な授業

への参加が期待される。授業でとりあげる話題に関連した具体的事例を紹介できるように準備しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業への参加度（事例報告）(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） 

 

 

  



 - 333 - 

■HB105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HB105／文化政策論 

(Cultural Policies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
[文化/Culture]概念から見る政治社会 

担当者名 

（Instructor） 
小西 公大(KONISHI KODAI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRC2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義は芸術文化, 視覚文化, 地域開発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。国家や現実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② 

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） 

授業時に必要に応じて指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/課題レポート(20%)/出席状況・授業への取り組み(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）。受講生の主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)） 
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注意事項（Notice） 
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■HB106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HB106／交流文学論２ 

(Literature and Cultural Exchange 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ダークツーリズム研究 

担当者名 

（Instructor） 
舛谷 鋭(MASUTANI SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2011 年度以前 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

観光文化学の重要なトピックとして、近年日本でも言及されることの多い「ダークツーリズム」について、本来の Dark Tourism 概

念から、日本で進展した災害ダークツーリズムまでを総合的に検討する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ダークツーリズムの研究史をひもとき、従来の戦争だけでなく、３１１以降災害について日本で特異に進展した様態をふまえ、世

界遺産や考古学、政治との関わりを含め、現時点で考えられるすべてのトピックを取り上げる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Dark Tourism とダークツーリズム 

2. ダークツーリズムの倫理 

3. ヨーロッパのダークツーリズム 

4. アジアのダークツーリズム 

5. 戦争と死と 

6. 災害を観光するとは 

7. メメント・モリを巡る聖地巡礼 

8. 負の世界遺産と歴史認識 

9. 戦跡考古学の成し遂げたもの 

10. 遺構をどう扱うべきか 

11. 教育旅行とダークツーリズム 

12. 慰霊というダークツーリズム 

13. 天皇、そして大統領のダークツーリズム 

14. ダークツーリズムの持つ意味 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書、参考文献や教場で指示された資料によって予習し、講義を受けた後に、Bb掲示板で次の回までにリアクションペーパー

を提出する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(45%)/出席状況等の平常点(55%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教場で指示する 

 

参考文献（Readings） 

1. 2017、『ダークツーリズム入門』、イースト・プレス 

2. 星野ら、2012、『聖地巡礼ツーリズム』、弘文堂 

その他、教場で指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://masutani.biz 

 

注意事項（Notice） 
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■HB107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HB107／旅行経験分析法 

(Analytical Methods of Travel Experiences) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
旅と文学の哲学 

担当者名 

（Instructor） 
小林 実(KOBAYASHI MINORU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRC2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

旅を豊かに味わえるようになるために、哲学的な思考を身につけ、旅の経験をより深く、また多角的な視点から考察できるように

なること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

旅を文学との類似性の観点から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」：時代の価値観と世界観の変化 

2. 「蒐集」：旅のはじまりと物語の構造  

3. 「共感」：ゲマインシャフトの「物語」からゲゼルシャフトの「文学」へ 

4. 「空間」：Google mapを使った文学散歩 ～『罪と罰』を例に～ 

5. 「理解」：分散する思考と Novella naratio の発生 

6. 「聞き入る」：聞くことと待つことによって現れる表象 

7. 「記憶」：土地の記憶の有無と文学 

8. 「隙間」：認識の隙間と社会の隙間  

9. 「ART」：技術の進歩と“らしさ”の発生 

10. 「詠む」：記憶装置としての韻文 

11. 「貪る」：“ガイドブック症候群”を逆手に取る旅 

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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■HB108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HB108／言説分析 

(Discourse Analysis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
空想旅行の系譜学 

担当者名 

（Instructor） 
石橋 正孝(ISHIBASHI MASATAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRC2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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「現実」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(30%)/出席・授業への取り組み(30%) 

 

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） 

HB109／交流文学論 

(Literature and Cultural Exchange) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ダークツーリズム研究 

担当者名 

（Instructor） 
舛谷 鋭(MASUTANI SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRC2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2012 年度以降 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

観光文化学の重要なトピックとして、近年日本でも言及されることの多い「ダークツーリズム」について、本来の Dark Tourism 概

念から、日本で進展した災害ダークツーリズムまでを総合的に検討する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ダークツーリズムの研究史をひもとき、従来の戦争だけでなく、３１１以降災害について日本で特異に進展した様態をふまえ、世

界遺産や考古学、政治との関わりを含め、現時点で考えられるすべてのトピックを取り上げる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Dark Tourism とダークツーリズム 

2. ダークツーリズムの倫理 

3. ヨーロッパのダークツーリズム 

4. アジアのダークツーリズム 

5. 戦争と死と 

6. 災害を観光するとは 

7. メメント・モリを巡る聖地巡礼 

8. 負の世界遺産と歴史認識 

9. 戦跡考古学の成し遂げたもの 

10. 遺構をどう扱うべきか 

11. 教育旅行とダークツーリズム 

12. 慰霊というダークツーリズム 

13. 天皇、そして大統領のダークツーリズム 

14. ダークツーリズムの持つ意味 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書、参考文献や教場で指示された資料によって予習し、講義を受けた後に、Bb掲示板で次の回までにリアクションペーパー

を提出する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(45%)/出席状況等の平常点(55%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教場で指示する 

 

参考文献（Readings） 

1. 2017、『ダークツーリズム入門』、イースト・プレス 

2. 星野ら、2012、『聖地巡礼ツーリズム』、弘文堂 

その他、教場で指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://masutani.biz 

 

注意事項（Notice） 
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■HB111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HB111／アジア太平洋観光論 

(Asia Pacific Tourism) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
植民地における観光開発と課題 

担当者名 

（Instructor） 
越智 郁乃(OCHI IKUNO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRC2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2012 年度以降 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業では、旧植民地あるいは植民地的状況にある国、地域での観光開発を取り上げ、（１）いかなる問題があり、（２）いかなる

解決の取り組みがなされているか学ぶことを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

植民地とは、ある国に対し政治的従属関係に置かれた地域を指す。アジア太平洋地域における植民支配に伴って始まった植民

地観光は、新たに獲得した領土を見るという欲望とともに拡大していった。本授業では、近代以降に植民支配された国々や地域

における観光開発を取り上げ、植民地化の歴史的経緯、観光開発の過程と現状、課題と解決に向けた取り組みについて学ぶ。

担当教員による第 2〜4 回の授業の後、グループに分かれて地域を決定する。第 5 回からグループ毎の発表と議論を重ね、各

自最終レポートにまとめる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：植民地における観光開発、授業の進め方についての説明 

2. 植民地における観光開発：沖縄、台湾を事例に① 

3. 植民地における観光開発：沖縄、台湾を事例に② 

4. 植民地における観光開発：沖縄、台湾を事例に③ 

5. グループ発表①前半：植民地化の歴史的経緯、観光開発の過程 

6. グループ発表②前半：植民地化の歴史的経緯、観光開発の過程 

7. グループ発表③前半：植民地化の歴史的経緯、観光開発の過程 

8. グループ発表④前半：植民地化の歴史的経緯、観光開発の過程 

9. 前半の振り返り 

10. グループ発表①後半：観光地の現状、課題と解決に向けた取り組み 

11. グループ発表②後半：観光地の現状、課題と解決に向けた取り組み 

12. グループ発表③後半：観光地の現状、課題と解決に向けた取り組み 

13. グループ発表④後半：観光地の現状、課題と解決に向けた取り組み 

14. まとめ：他地域と比較した際の相違点、自国観光へのリフレクション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

第 5 回以降は基本的にグループ毎の発表と議論を積み重ねる。各グループで対象地決定し、発表に向けた資料検索、収集、整

理、分析を行うため、多大な授業時間外学習を要することを理解してから受講すること。また学期末には、グループワークと発表

を基に構成し、独自に調査した項目について考察した最終レポートを課す。 

 

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） 

適宜指示する。 

 

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、適宜指示する。 

 

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） 

HB112／米国欧州観光論 

(Western Tourism) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Key Issues in Western Tourism 

担当者名 

（Instructor） 
ウエノ，Ｒ．(UYENO,RUSSELL KAZUO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRC2503 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

2012 年度以降 1 年次入学者対象 

集中講義：5 月 22 日（火）～26日（土） 火～金曜 5～7 限、土曜 3～5 限 

 

授業の目標（Course Objectives） 

To understand important issues that affect Western destinations and travel markets. 

To improve your English listening and speaking skills in a friendly and supportive environment focusing on tourism and hospitality 

vocabulary and topics. 

 

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 topics. 

2. Current status of Western tourism (growth, trends, economic impact, etc.) 

3. Recent issues in Western tourism. 

4. Overtourism and the problems of growth. 

5. Destination branding. 

6. Destination case studies. 

7. Disruptive technology: Uber and ride sharing, Airbnb and alternative accommodations. 

8. Social media and tourism. 

9. Tourism ethics: LGBT tourism, poverty tourism. 

10. Tourism ethics: Accessible tourism, animal tourism. 

11. Disasters and crisis management. 

12. The Olympic Games and tourism. 

13. Climate change and the future of the tourism industry. 

14. Travel motivation, course summary and review. 

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」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
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ること。 
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■HB113 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HB113／アジア太平洋観光研究総論 

(Asia Pacific Tourism Study) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
植民地における観光開発と課題 

担当者名 

（Instructor） 
越智 郁乃(OCHI IKUNO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2011 年度以前 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業では、旧植民地あるいは植民地的状況にある国、地域での観光開発を取り上げ、（１）いかなる問題があり、（２）いかなる

解決の取り組みがなされているか学ぶことを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

植民地とは、ある国に対し政治的従属関係に置かれた地域を指す。アジア太平洋地域における植民支配に伴って始まった植民

地観光は、新たに獲得した領土を見るという欲望とともに拡大していった。本授業では、近代以降に植民支配された国々や地域

における観光開発を取り上げ、植民地化の歴史的経緯、観光開発の過程と現状、課題と解決に向けた取り組みについて学ぶ。

担当教員による第 2〜4 回の授業の後、グループに分かれて地域を決定する。第 5 回からグループ毎の発表と議論を重ね、各

自最終レポートにまとめる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：植民地における観光開発、授業の進め方についての説明 

2. 植民地における観光開発：沖縄、台湾を事例に① 

3. 植民地における観光開発：沖縄、台湾を事例に② 

4. 植民地における観光開発：沖縄、台湾を事例に③ 

5. グループ発表①前半：植民地化の歴史的経緯、観光開発の過程 

6. グループ発表②前半：植民地化の歴史的経緯、観光開発の過程 

7. グループ発表③前半：植民地化の歴史的経緯、観光開発の過程 

8. グループ発表④前半：植民地化の歴史的経緯、観光開発の過程 

9. 前半の振り返り 

10. グループ発表①後半：観光地の現状、課題と解決に向けた取り組み 

11. グループ発表②後半：観光地の現状、課題と解決に向けた取り組み 

12. グループ発表③後半：観光地の現状、課題と解決に向けた取り組み 

13. グループ発表④後半：観光地の現状、課題と解決に向けた取り組み 

14. まとめ：他地域と比較した際の相違点、自国観光へのリフレクション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

第 5 回以降は基本的にグループ毎の発表と議論を積み重ねる。各グループで対象地決定し、発表に向けた資料検索、収集、整

理、分析を行うため、多大な授業時間外学習を要することを理解してから受講すること。また学期末には、グループワークと発表

を基に構成し、独自に調査した項目について考察した最終レポートを課す。 

 

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） 

適宜指示する。 

 

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、適宜指示する。 

 

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） 

HB114／米国欧州観光研究総論 

(Western Tourism Study) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Key Issues in Western Tourism 

担当者名 

（Instructor） 
ウエノ，Ｒ．(UYENO,RUSSELL KAZUO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 

2011 年度以前 1 年次入学者対象 

集中講義：5 月 22 日（火）～26日（土） 火～金曜 5～7 限、土曜 3～5 限 

 

授業の目標（Course Objectives） 

To understand important issues that affect Western destinations and travel markets. 

To improve your English listening and speaking skills in a friendly and supportive environment focusing on tourism and hospitality 

vocabulary and topics. 

 

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 topics. 

2. Current status of Western tourism (growth, trends, economic impact, etc.) 

3. Recent issues in Western tourism. 

4. Overtourism and the problems of growth. 

5. Destination branding. 

6. Destination case studies. 

7. Disruptive technology: Uber and ride sharing, Airbnb and alternative accommodations. 

8. Social media and tourism. 

9. Tourism ethics: LGBT tourism, poverty tourism. 

10. Tourism ethics: Accessible tourism, animal tourism. 

11. Disasters and crisis management. 

12. The Olympic Games and tourism. 

13. Climate change and the future of the tourism industry. 

14. Travel motivation, course summary and review. 

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」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
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ること。 
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■HB115 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HB115／移住と定着 

(Migration and Settlement) 

担当者名 

（Instructor） 
今泉 良太(IMAIZUMI RYOTA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRC2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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① 

14. まとめと総括② 

 

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ること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/中間レポート（5000 字程度）(40%)/出席状況を含むリアクションペーパーの内容(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じてプリントを配布する。 

 

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、授業時に内容に応じてその都度紹介していく予定である。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

私語など授業中の教室環境を乱す行為については厳重に対処する。 

 

注意事項（Notice） 
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■HB116 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HB116／文化混淆論 

(Cultural Hybridity) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
世界は変わる、それにどう対応するか 

担当者名 

（Instructor） 
今泉 良太(IMAIZUMI RYOTA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRC2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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. 社会主義と文化 

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. まとめと総括 

 

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ること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/中間レポート（5000 字程度）(40%)/出席状況を含むリアクションペーパーの内容(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じてプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 渡辺靖、2011、『文化と外交』、中央公論新社 (ISBN:9784121021335) 

その他、授業時に内容に応じてその都度紹介していく予定である。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

私語など授業中の教室環境を乱す行為については厳重に対処する。 

 

注意事項（Notice） 
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■HB117 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HB117／途上国の観光事業 

(Tourist Industry in Developing Countries) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中東観光から国際観光をまなざす 

担当者名 

（Instructor） 
安田 慎(YASUDA SHIN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRC2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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・観光人類学をはじめとする観光学諸領域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

ともに考えていきたい。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. 観光客が生み出す景観－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客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. ワーディー・ラム－ヨルダンにおけるエコツーリズム  

11. アレッポ－ダーク・ツーリズムから中東を考える 

12. ドバイ－中東の現代リゾートと楽園都市  

13. ドーハ－リスク社会と国際戦略 

14. 今一度、中東観光から国際観光をまなざす 

 

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、服装、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・方法については、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. ミッチェル, T.、2014、『エジプトを植民地化する: 博覧会世界と規律訓練的権力』、法政大学出版局 (ISBN:978-4588376023) 

4. 田中英資、2017、『文化遺産はだれのものか――トルコ・アナトリア諸文明の遺物をめぐる所有と保護』、春風社 (ISBN:978-

4861105487) 

5. 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) 
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6. Daher, R. F.. 2006. Tourism in the Middle East: Continuity, Change and Transformation (Tourism and Cultural Change) . 
Channel View Publications (ISBN:978-1845410513) 

7. 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) 

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実施することも有り得

る（その場合、実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） 

HB118／植民地と観光 

(Colonialism and Tourism) 

担当者名 

（Instructor） 
千住 一(SENJU HAJIME) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRC2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

植民地において展開した観光のありようを多面的に把握することで、植民地と観光の相互関係を理解するとともに、植民地とは

何か、観光とは何か、という問いを深めていく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

近代日本が有していた植民地や占領地を対象とし、そこで成立し、展開した観光のありようを取り上げる。地域的には台湾、朝

鮮、満洲、南洋といった広義の日本植民地に着目するとともに、内地を目的地とした各植民地からの人流についても言及する。ま

た、現代観光の場において看取される植民地にまつわる事象を取り上げ、その意味や位置づけについても検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 台湾の事例 

3. 台湾の事例 

4. 朝鮮の事例 

5. 朝鮮の事例 

6. 満洲の事例 

7. 満洲の事例 

8. 南洋の事例 

9. 南洋の事例 

10. 内地観光 

11. 聖地巡礼 

12. 現代観光における植民地 

13. 現代観光における植民地 

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） 

講義で紹介する文献を積極的に読み進める。現代観光において看取される植民地にまつわる要素(経験、言説、イメージ、記憶、

建築物など)に目を向ける。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

Blackboardに文献リストを掲載する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントおよび配付資料を使用した講義形式となる。 

 

注意事項（Notice） 
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■HB119 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HB119／エスニックツーリズム論 

(Ethnic Tourism) 

担当者名 

（Instructor） 
葛野 浩昭(KUZUNO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRC2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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，を実践的・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』 (北欧閣僚評議会主催) ，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. （10 月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・授業への取り組み(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

随時，資料を紹介します｡ 

 

参考文献（Readings） 

1. 吉田憲司、1999 年、『文化の「発見」』、岩波書店 

2. ジェイムズ・クリフォード、2003 年、『文化の窮状』、人文書院 

 

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） 

HB120／エスニックツーリズム論 

(Ethnic Tourism) 

担当者名 

（Instructor） 
葛野 浩昭(KUZUNO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
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，を実践的・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』 (北欧閣僚評議会主催) ，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. （10 月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・授業への取り組み(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

随時，資料を紹介します｡ 

 

参考文献（Readings） 

1. 吉田憲司、1999 年、『文化の「発見」』、岩波書店 

2. ジェイムズ・クリフォード、2003 年、『文化の窮状』、人文書院 

 

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） 

HB125／都市観光論 

(Urban Tourism) 

担当者名 

（Instructor） 
杜 国慶(DU GUOQING) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
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。毎回、リアクションペーパーを課す。 

 

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） 

HB126／農村観光論 

(Rural Tourism) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
農山漁村の地域づくりとツーリズム 

担当者名 

（Instructor） 
嵩 和雄(KASAMI KAZUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRC2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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、事業形態の変遷、社会的意義に

ついて学び、まちづくりにおける重要性について、理解を高める。 

特に農山村が都市農村交流によってどのように変容するのか、成功例だけでなく、観光地化による地域への悪影響といった弊害

も学ぶ。 

 

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。 

また、映像教材による具体的な国内外の事例を中心に，自治体職員・ツーリズム実践者などのゲスト講師による講義を行い、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①（海外の農村観光の事例） 

5. 事例研究②（国内の農村観光の事例） 

6. 農村観光における「地域資源」 

7. 実践論①（ゲスト講師：調整中） 

8. ビジネスモデル①（農泊、農家民宿） 

9. ビジネスモデル③（教育旅行） 

10. 実践論②（ゲスト講師：調整中） 

11. 映画の中の農山漁村 

12. 実践論③（ゲスト講師：調整中） 

13. 農村へ向かう若者 

14. 農村への移住と観光の関わり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

農村のまちづくり・観光にかかわる実践者を招聘予定。 

事前学習等の指示は授業内に行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

その他、出席、講義内で行うレポート等も加味 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 嵩和雄、2018、『地方創生ウォッチ（仮題）』、コモンズ 

2018 年夏に刊行予定の『地方創生ウォッチ（仮題）』：著者：嵩和雄 コモンズ 

をメインテキストとする。 

その他、各講義においてレジュメ等を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて講義時間内に紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■HB127 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HB127／ヘリテージツーリズム論 

(Heritage Tourism) 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 久子(KATO HISAKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRC2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2010 年度以降 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 ヘリテージという語が指す対象は時代や場所に応じて変化しており、人々のヘリテージに対する態度も変化している。授業で

は、特に地域社会とヘリテージの関わり方に注目しつつ、さまざまな事例を通してヘリテージ・ツーリズムについて多面的に理解

することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 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 年代に入って、地域社会が主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。また、このような動きのなかで、ヘリテージとして扱われる

モノ・コトも多様化している。 

 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. ヘリテージ概念の揺らぎ①ヘリテージとは何か 

3. ヘリテージ概念の揺らぎ②ユネスコの文化遺産政策の転換 

4. ヘリテージ概念の揺らぎ③ケーススタディ 

5. 再発見されるヘリテージ①石見銀山 

6. 再発見されるヘリテージ②軍艦島 

7. 戦争とヘリテージ①南米・マヤ遺跡 

8. 戦争とヘリテージ②「アウシュヴィッツ」と博物館 

9. 戦争とヘリテージ③復元遺産をどうとらえるか 

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アニメと祭礼 

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、自主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、相応の時間の自主

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） 

HB130／農村観光論 

(Rural Tourism) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
農山漁村の地域づくりとツーリズム 

担当者名 

（Instructor） 
嵩 和雄(KASAMI KAZUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
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、事業形態の変遷、社会的意義に

ついて学び、まちづくりにおける重要性について、理解を高める。 

特に農山村が都市農村交流によってどのように変容するのか、成功例だけでなく、観光地化による地域への悪影響といった弊害

も学ぶ。 

 

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。 

また、映像教材による具体的な国内外の事例を中心に，自治体職員・ツーリズム実践者などのゲスト講師による講義を行い、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①（海外の農村観光の事例） 

5. 事例研究②（国内の農村観光の事例） 

6. 農村観光における「地域資源」 

7. 実践論①（ゲスト講師：調整中） 

8. ビジネスモデル①（農泊、農家民宿） 

9. ビジネスモデル③（教育旅行） 

10. 実践論②（ゲスト講師：調整中） 

11. 映画の中の農山漁村 

12. 実践論③（ゲスト講師：調整中） 

13. 農村へ向かう若者 

14. 農村への移住と観光の関わり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

農村のまちづくり・観光にかかわる実践者を招聘予定。 

事前学習等の指示は授業内に行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

その他、出席、講義内で行うレポート等も加味 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 嵩和雄、2018、『地方創生ウォッチ（仮題）』、コモンズ 

2018 年夏に刊行予定の『地方創生ウォッチ（仮題）』：著者：嵩和雄 コモンズ 

をメインテキストとする。 

その他、各講義においてレジュメ等を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて講義時間内に紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■HB135 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HB135／紀行文学論 

(Travelogue Literature) 

担当者名 

（Instructor） 
石橋 正孝(ISHIBASHI MASATAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRC2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

明治以降に旅をめぐって日本語で書かれた優れた散文を読み，旅を言語化することの意義および方法を学ぶ． 

 

授業の内容（Course Contents） 

旅行記ほど誰もが安易に書きたがるジャンルはないが，優れた作品となると例外的である．紀行文学の名に値する優れた旅行

記の作者が，優れた作家である確率は極めて高いことは間違いないものの，優れた作家が旅行記を書けば自動的に優れた旅行

記になるわけでもない．優れた旅行記がしばしばある時代を代表しているように思われるとすれば，そこには「才能」や「技術」に

は必ずしも還元できない「条件」があり，それは時代状況によって異なっているように思われる．言い換えれば，この「条件」を知る

ことで，実際に旅をする代わりにその言語化を読む意義を明らかにできるだけではなく，自分でも優れた旅行記を書くヒントを得ら

れるだろう．そのため，優れた作品を中心に取り上げつつ，刊行当時は好評だったのに今や誰も読まない紀行文にも触れたい． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 鴎外と漱石 

3. 永井荷風 

4. 田山花袋① 

5. 田山花袋② 

6. 徳富蘆花 

7. 正宗白鳥 

8. 武田泰淳 

9. 日影丈吉 

10. 安岡章太郎 

11. 小田実 

12. 沢木耕太郎 

13. 武田百合子 

14. 矢島翠 

 

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・取り上げないにかかわらず，気になる旅行記を読んでみること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席・授業への取り組み(30%)/中間レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 前川健一、2003、『旅行記でめぐる世界』、中央公論社 (ISBN:978-4-16-660305-3) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 360 - 

■HB136 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HB136／観光教育 

(Tourism Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
観光学の基本とその教育 

担当者名 

（Instructor） 
武内 一良(TAKEUCHI KAZUYOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRC2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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、国際語として機能する英語を補助としながら文化の異なる人々と

の交流において必要となる視点を理解します。その上で、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 観光学とは何か、学問とは何か 

2. 基本原理⑴ 

観光の経済効果（観光統計、観光衛星勘定、見えざる輸出） 

3. 基本原理⑵ 

観光主体（人類の移動から大衆観光まで） 

4. 基本原理⑶ 

観光客体（観光対象、真正性、文化の商品化） 

5. 基本原理⑷ 

観光媒体（観光情報、国際語、製造物責任） 

6. 基本原理⑸ 

観光ビジネス１（観光開発、キャリングキャパシティ、エコロジカルフットプリント） 

7. 基本原理⑹ 

観光ビジネス２（サービスとホスピタリティ） 

8. 基本原理⑺ 

観光ビジネス３（GDS、イールドマネジメント） 

9. 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 

10. 観光教育⑴ 

教育の基本（教育目的、教育課程、評価基準） 

11. 観光教育⑵ 

国内および海外の教科書分析 

12. 観光教育⑶ 

クラスでのディスカッション１ 

13. 観光教育⑷ 

クラスでのディスカッション２ 

14. まとめ 

基本原理の確認とシラバス（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) 

必要に応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） 

HB137／文化地理学 

(Cultural Geography) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
場所をめぐる文化のポリティクスを考える 

担当者名 

（Instructor） 
松井 圭介(MATSUI KEISUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRC2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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実習などを通して，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主眼を置く。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)） 
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担当教員 HP:http://www.geoenv.tsukuba.ac.jp/~human/geostaff.html 

 

注意事項（Notice） 
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■HB201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／言語と文化現地研修 

(Field Trip for Language and Culture Training) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
言語の習得と生活体験 

担当者名 

（Instructor） 

豊田 三佳(TOYOTA MIKA) 

舛谷 鋭(MASUTANI SATOSHI) 

杜 国慶(DU GUOQING) 

大橋 健一(OHASHI KENICHI) 

佐藤 大祐(SATO DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
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），マレー語（マラヤ大），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コースを実施する。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・実習，

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実施され

(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主性と

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主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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3 月 20 日（火）13:00～ ガイダンス実施（N313） ※履修希望者は必ず出席すること 

3 月 27 日（火）13:00 応募書類提出締切 

3 月 30 日（金） 9:00 面接対象者発表（観光学部掲示板） 

3 月 30 日（金）13:00～ 面接 

4 月 2 日（月）13:00 選考結果発表（観光学部掲示板） 

 

口頭発表会は授業時限ではなく 12 月の平日 5，6 限または土曜日に実施予定。 

 

注意事項（Notice） 
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■HB202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／言語と文化現地研修Ａ 

(Field Trip for Language and Culture Training A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
言語の習得と生活体験 

担当者名 

（Instructor） 

佐藤 大祐(SATO DAISUKE) 

舛谷 鋭(MASUTANI SATOSHI) 

杜 国慶(DU GUOQING) 

大橋 健一(OHASHI KENICHI) 

豊田 三佳(TOYOTA MIKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
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），マレー語（マラヤ大），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コースを実施する。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・実習，

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実施され

(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主性と

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主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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3 月 20 日（火）13:00～ ガイダンス実施（N313） ※履修希望者は必ず出席すること 

3 月 27 日（火）13:00 応募書類提出締切 

3 月 30 日（金） 9:00 面接対象者発表（観光学部掲示板） 

3 月 30 日（金）13:00～ 面接 

4 月 2 日（月）13:00 選考結果発表（観光学部掲示板） 

 

口頭発表会は授業時限ではなく 12 月の平日 5，6 限または土曜日に実施予定。 

 

注意事項（Notice） 
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■HB203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／言語と文化現地研修Ｂ 

(Field Trip for Language and Culture Training B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
言語の習得と生活体験 

担当者名 

（Instructor） 

杜 国慶(DU GUOQING) 

舛谷 鋭(MASUTANI SATOSHI) 

大橋 健一(OHASHI KENICHI) 

佐藤 大祐(SATO DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

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），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 コースを実施する。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・実

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主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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■HB305 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HB305／日本地誌 

(Geography of Japan) 

担当者名 

（Instructor） 
中牧 崇(NAKAMAKI TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRC2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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、現実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、自然現象（自然的条件）と人文現象（社会・経済的条件、歴史的条件）が密接

に関わって形成された地域の特徴を日本地誌（観光地誌の内容にウエイトをおく）を通して理解する。地誌学の授業と比較する

と、事例地域は少ないが、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） 

2. 地理的（地誌的）見方・考え方と地誌学の視点 

3. レポートの作成について、立教大学の周りの地誌―新座を事例として― 

4. 立教大学の周りの地誌―新座・池袋を事例として― 

5. 立教大学の周りの地誌―池袋を事例として― 

6. 東京下町エリアの観光地誌―都市観光地を事例として―（１） 

7. 東京下町エリアの観光地誌―都市観光地を事例として―（２） 

8. 東京下町エリアの観光地誌―都市観光地を事例として―（３） 

9. 神奈川県湘南エリアの観光地誌―海水浴場を事例として―（１） 

10. 神奈川県湘南エリアの観光地誌―海水浴場を事例として―（２） 

11. 神奈川県湘南エリアの観光地誌―海水浴場を事例として―（３） 

12. 鉄道の産業遺産の観光地誌―静態保存の森林鉄道の車両に着目して― 

13. 鉄道の産業遺産の観光地誌―動態保存の森林鉄道の車両に着目して― 

14. 鉄道の産業遺産の観光地誌―鉄道幹線の旧線跡に着目して― 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前学習・事後学習の内容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%)/受講状況(25%)/レポート(10%) 

※受講状況（25％）は出席を重視します（必要に応じて小課題を出す予定です）。 

 

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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■HB313 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HB313／外国地誌１ 

(World Geography 1 (Europe)) 

担当者名 

（Instructor） 
松村 公明(MATSUMURA KOUMEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRC2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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・応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，主要な地図と画像をもとに，地誌学的な検討と考察を進める。多

様な側面からパリを理解しようと試みるためには，地理的知識を背景とする空間的な把握がその前提となることを強調する。 

 

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場

所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，履修者は教室で配付される地

図とは別に，自身の地理的知識に応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） 

 

 

  



 - 371 - 

■HB314 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HB314／外国地誌２ 

(World Geography 2 (America)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
南北アメリカの地誌 

担当者名 

（Instructor） 
石井 久生(ISHII HISAO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRC2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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理解し，地誌学的に説明することができるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

南北アメリカの地誌に関する包括的内容を学習する。具体的には，南北アメリカの地誌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合衆国社会 

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，必要に応じて別途指示する。指示された内容以外に，少なくとも地図や 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） 

HB315／外国地誌３ 

(World Geography 3 (East Asia)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
朝鮮半島の地域性を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
鄭 玉姫(JUNG OKHEE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRC2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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（東アジアの範囲，文化） 

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 1 

11. 韓国の観光政策と国際観光 2 

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)(80%)/授業内課題(20%) 

 

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） 

HB316／外国地誌４ 

(World Geography 4 (South and Southeast Asia)) 

担当者名 

（Instructor） 
大塚 直樹(OTSUKA NAOKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRC2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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） 

HB329／比較文化論 

(Comparative Study of Culture) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
差異性をふまえた他者理解 

担当者名 

（Instructor） 
内藤 暁子(NAITO AKIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRC2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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。 

授業方法は主に講義形式ですが，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. シンジルト・梅屋潔、2017 年、『新版 文化人類学のレッスン』、学陽書房 (ISBN:4313340262) 

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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■HB337 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HB337／観光とジェンダー 

(Gender and Tourism) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
観光における性とジェンダー 

担当者名 

（Instructor） 
豊田 三佳(TOYOTA MIKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRC3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 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：観光客からバリ花嫁へ 

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%)/授業中に実施する小レポート(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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■HB338 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HB338／観光と性 

(Gender and Tourism) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
観光における性とジェンダー 

担当者名 

（Instructor） 
豊田 三佳(TOYOTA MIKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
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：観光客からバリ花嫁へ 

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%)/授業中に実施する小レポート(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） 

HB339／環境社会学 

(Environmental Sociology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
公害・エネルギー・ごみ問題と社会学の視点 

担当者名 

（Instructor） 
湯浅 陽一(YUASA YOUICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRC2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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：環境問題の克服に向けて 

 

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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■HB343 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HB343／環境社会学１ 

(Environmental Sociology 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
公害・エネルギー・ごみ問題と社会学の視点 

担当者名 

（Instructor） 
湯浅 陽一(YUASA YOUICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
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：環境問題の克服に向けて 

 

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） 

HB346／場所論／風景論 

(Theory on place and landscape) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「新日本紀行」の時代―求められた風景像 

担当者名 

（Instructor） 
室井 康成(MUROI YASUNARI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRC3000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「レジャー」が一般化した高度経済成長期において、人々の観光への意欲を掻き立てる重要なツールとなったのがテレビの紀行

番組である。だが、映像を含むあらゆる視覚資料には製作者の恣意が反映されているものであり、紀行番組もまた然りである。

本講義では、そこに描かれた風景や製作意図、その時代的意味合いについての理解に努める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

戦後の高度経済成長に歩調を合わせる形で放送され、その後の紀行番組に大きな影響を与えた NHK の『新日本紀行』を事例と

して、その時代に求められた風景や、そこから除外された問題を同時代史の文脈から読み解いていく。まず１～４回で当時のテレ

ビ文化を概説した後、いくつかの作品を視聴し、解説を加えてゆく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（※履修予定者は必ず出席のこと） 

2. 「新日本紀行」の時代背景―高度経済成長期の風景 

3. 紀行番組の政治性―求められた風景と現実 

4. テレビ時代到来の意味―NHK ドキュメント映像『山の分校の記録』視聴 

5. 『歌が生まれて、そして』（長崎県奈留島）視聴―隠蔽された公害 

6. 『湘南・電車通り』（神奈川県鎌倉）視聴―「観光化」の光と影 

7. 『十津川物語』（北海道・奈良県）視聴―北海道開拓一世たちの心象風景 

8. 『沖縄本島』（沖縄県沖縄本島）視聴―日本復帰前の「南島」への視線 

9. 『塩飽衆昨今』（香川県・岡山県）視聴―変わりゆく瀬戸内海の島暮らし 

10. 『太秦映画村』（京都府太秦）視聴―夢を追う人々と都市の活気 

11. 『江戸の残る町』（東京都神田）視聴―首都にきらめく江戸言葉と在来知 

12. 『新・遠野物語』（岩手県遠野）視聴―「日本のふるさと」という幻想 

13. 「新日本紀行」が描いた「日本」 

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、1960年代から 1980 年代にかけての時期に、日本の国内外で起こった重要な出来事に関する知識が必

要となりますので、その点についての勉強は自分自身で怠りなきよう努めて下さい。 

 

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） 

教員において適宜レジュメを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

講義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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■HB355 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HB355／空間文化論 

(Cultural Issues in the Spatial Environment) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
空間の構成、造形、演出 

担当者名 

（Instructor） 
毛谷村 英治(KEYAMURA EIJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
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感や躍動

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、もしくは、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するとともに、機能面からみた発展の歴史、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、作り出される空間の変容まで建築利用者が建築の特性を理解するための視点を教授する。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、より良き建築主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、日常に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応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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■HB357 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HB357／地域文化と観光 

(Regional Culture and Tourism) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

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 

担当者名 

（Instructor） 
宮下 克也(MIYASHITA KATSUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRC3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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客という他者の〈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」の実践 

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室禁止。 

 

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)） 
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注意事項（Notice） 
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■HB359 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HB359／観光地域社会論 

(Regional Society and Tourism) 

担当者名 

（Instructor） 
秋山 綾(AKIYAMA AYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRC3300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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，観光の近代性を克服するためのイノ

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主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，問題を克服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実施するため，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%) 

受講者の理解度にともない、「授業計画」を変更する場合がある。 

 

テキスト（Textbooks） 

各回、レジュメ配布(blackboard経由) 

 

参考文献（Readings） 

講義および講義資料内にて紹介する。 

 

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。 

近代化とは何か、観光の近代化とは何かについて、予習してから受講することを勧める。 

 

注意事項（Notice） 
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■HB363 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HB363／国際協力論 

(International Cooperation) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際協力の視点から観光を考える 

担当者名 

（Instructor） 
下田 恭美(SHIMODA YUKIMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
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、観光と国際協力の関係

について包括的に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. 国際協力の変遷と観光 

3. 貧困削減と観光 

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. 下村恭民, 辻一人, 稲田十一, 深川由起子、2016、『国際協力（第 3 版）』、有斐閣 

3. 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） 

HB368／言語と社会 

(Language and Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文学における乗り物 

担当者名 

（Instructor） 
石橋 正孝(ISHIBASHI MASATAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRC3400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現実と虚構を問わず，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実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(30%)/出席・授業への取り組み(30%) 

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） 
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■HB370 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HB370／国際観光と地域交流 

(International Tourism and Regional Exchange) 

担当者名 

（Instructor） 
鄭 玉姫(JUNG OKHEE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRC3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国際観光の特性を理解しつつ，国際観光と地域交流の関わりを分析する視点を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

近年，国際観光客の増加にともない，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. 日本における国際観光の展開 

3. 国際観光に関わる行政組織（観光庁，JNTO） 

4. 観光立国政策と地域活性化 

5. ケーススタディ 

6. 訪日外客の観光行動 1―消費動向を中心に 

7. 訪日外客の観光行動 2－宿泊形態を中心に 

8. 国際観光と宿泊施設―民泊サービスを中心に 

9. 訪日外国人観光客の受入環境 

10. 訪日外国人観光客と観光地域づくり 1 

11. 訪日外国人観光客と観光地域づくり 2 

12. 訪日外国人観光客と観光地域づくり 3 

13. 国際観光と交通―LCC に注目して 

14. まとめ 

 

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、『新たな集客に挑む 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） 
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■HB373 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HB373／トラベル・ジャーナリズム論 

(Travel Journalism) 

担当者名 

（Instructor） 
前川 健一(MAEKAWA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRC3400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

異文化を知る。異文化を調べ学ぶ。そして、異文化を考える。主に、言語、食文化、音楽から世界の文化を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 例えば、世界にはさまざまな言語があるというようなことは小学生でも知っているが、では台湾の言語事情は、スペインの言語

事情はという問題を、その歴史とともに調べてみることは、その国の理解につながり、現在の社会問題の原因を知ることにもつな

がる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 今回の授業の概要説明。旅の異文化体験。 

2. 世界の言語事情 １ 

3. 世界の言語事情 ２ 

4. 世界の言語事情 ３ 

5. 日本の言語事情 

6. 世界の音楽 １ 

7. 世界の音楽 ２ 

8. 世界の音楽 ３ 

9. 世界の音楽 ４ 

10. 世界の食文化 １ 

11. 世界の食文化 ２ 

12. 世界の食文化 ３ 

13. 世界の食文化 ４ 

14. 世界の食文化 ５ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 普段の生活から、異文化にアンテナを伸ばしてください。テレビでも映画でも、本でもなんでも、異文化をキャッチできる好奇心を

養ってください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

正しい日本語の書式で書かれたレポートを求めます。句読点や、改行１字下げなどに注意してください。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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） 

HB374／観光と自然環境 

(Tourism and Natural Environment) 

担当者名 

（Instructor） 
中井 達郎(NAKAI TATSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRC3100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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客の動機・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. 火山活動と観光（１）：リスク 

5. 火山活動と観光（２）恵み：景観と温泉 

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・高山の自然 

9. 氷河と気候変動：日本にも氷河があった！ 

10. 海岸、低地と気候変動：東京の町と気候変動 

11. 海の自然～浜と磯 

12. サンゴとサンゴ礁  

13. サンゴ礁をめぐる人と自然のかかわり 

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） 

HB375／日本のホスピタリティ 

(Hospitality in Japan) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「おもてなし」の誕生から現在までを考察する 

担当者名 

（Instructor） 
安原 眞琴(YASUHARA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRC3000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「おもてなし」について理解し語れるようになる 

 

授業の内容（Course Contents） 

東京オリンピックの招致時にも使われ、近年脚光をあびている「おもてなし」。でも、「おもてなしとは何か」と問われたら、答えられ

る人はほとんどいないのではないでしょうか。今こそ説明できるように、茶道やお遍路さん、芸者さんなど、いくつかのトピックスを

あげて、歴史も振り返りつつ、考えていきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 授業の概要説明 

2. おもてなし現象等について概観する 

3. 近代以前のおもてなし精神とその背景 

4. 近代以前のおもてなし精神とその背景 

5. 近代以前のおもてなし精神とその背景 

6. 近代以前のおもてなし精神とその背景 

7. 近代以前のおもてなし精神とその背景 

8. 近代以前のおもてなし精神とその背景 

9. 近代以前のおもてなし精神とその背景 

10. 近代以前のおもてなし精神とその背景 

11. 近代以後のおもてなし精神とその背景 

12. 近代以後のおもてなし精神とその背景 

13. 近代以後のおもてなし精神とその背景 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前学習：配布プリントを活用し、授業内容を事前に学習する。 

事後学習：リアクションペーパーを活用し、授業内容を復習する。 

宿題：リアクションペーパーや課題レポートの作成を行い、授業の理解を深める。 

 

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(40%)/課題レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中にその都度伝えます。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

安原眞琴公式サイト(http://www.makotooffice.net/) 

 

注意事項（Notice） 
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■HB376 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HB376／トラベルライティング 

(Travel Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
抜井 ゆかり(NUKUI YUKARI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRC3400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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，必要に応じて別途指示する。   

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(70%)/レポート(30%) 

出席状況を含む平常点（70％）とレポート（30％）による。 

 

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） 

HB377／レジャー・レクリエーション論 

(Leisure Recreation) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
レジャー・スタディーズ 

担当者名 

（Instructor） 
宮入 恭平(MIYAIRI KYOHEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRC3000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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、カルチュラル・スタディーズの視点から「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） 

HB381／観光と国際協力 

(Tourism and International Cooperation) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際協力の視点から観光を考える 

担当者名 

（Instructor） 
下田 恭美(SHIMODA YUKIMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRC3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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、観光と国際協力の関係

について包括的に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. 国際協力の変遷と観光 

3. 貧困削減と観光 

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. 下村恭民, 辻一人, 稲田十一, 深川由起子、2016、『国際協力（第 3 版）』、有斐閣 

3. 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） 

抽選登録／データ情報処理 

(Data Processing) 

担当者名 

（Instructor） 
朝岡 誠(ASAOKA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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実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実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：標本抽出の実際 

9. 量的調査の諸方法 

10. 調査の実施 

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、現実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 Blackboard 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. 轟 亮 (編集), 杉野 勇 (編集)、2017、『入門・社会調査法〔第 3 版〕: 2 ステップで基礎から学ぶ』、法律文化社 (ISBN:978-

4589038173) 

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、2016、『質問紙デザインの技法[第 2 版]』、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に対応している。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） 

その他／データ情報処理 

(Data Processing) 

担当者名 

（Instructor） 
朝岡 誠(ASAOKA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
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実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実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：標本抽出の実際 

9. 量的調査の諸方法 

10. 調査の実施 

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、現実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 Blackboard 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. 轟 亮 (編集), 杉野 勇 (編集)、2017、『入門・社会調査法〔第 3 版〕: 2 ステップで基礎から学ぶ』、法律文化社 (ISBN:978-

4589038173) 

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、2016、『質問紙デザインの技法[第 2 版]』、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に対応している。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窓口へ 8 月 30 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） 

HB415／交流文化フィールドワーク論 

(Fieldwork Method) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
他者と接合するための技法 

担当者名 

（Instructor） 
小西 公大(KONISHI KODAI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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、調査実習

や卒論執筆にも応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応用し得る

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）など実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実践的な目標を持っているため，相応の努力と時間を要する。受講生に

は課題を求める（人数に応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応用し，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. 調査の実用（1）データの取り方（インタビュー技術編１） 

10. 調査の実用（1）データの取り方（インタビュー技術編２） 

11. 調査の実用（②）データの取り方（フィールドノート編） 

12. 調査の実用（2）データの取り方（フィールド写真術編１） 

13. 調査の実用（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） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業への主体的な取り組み（含出席率）(10%)/コメントペーパー(20%) 

 

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実践演習で使用する。 

 

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 の実用的な方法論である。特に日

帰りの FW，1 週間の FW など，ゼミなどで実践可能な説明がなされている。 
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注意事項（Notice） 
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■HB611 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習（２年）Ａ 

(Seminar (2nd year)A) 

担当者名 

（Instructor） 
松村 公明(MATSUMURA KOUMEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

観光地理学の研究方法を，地域調査の計画と実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） 

【2018 年 4 月 12 日付変更】（変更理由：誤記訂正） 

 

変更前： 

１．夏季休暇中（９月上旬～中旬を予定）に，履修者全員が参加して国内地域調査を実施する。 

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。 

 

変更後： 

１．夏季休暇中（９月上旬～中旬を予定）に，履修者全員が参加して国内地域調査を実施する。 

２．履修者は 2018 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） 

課題に対する取り組み方(100%) 

 

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)） 
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注意事項（Notice） 
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■HB612 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習（２年）Ｂ 

(Seminar (2nd year)B) 

担当者名 

（Instructor） 
松村 公明(MATSUMURA KOUMEI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

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 2018 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） 

課題に対する取り組み方(100%) 

 

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） 

その他／演習（２年）Ａ 

(Seminar (2nd year)A) 

担当者名 

（Instructor） 
門田 岳久(KADOTA TAKEHISA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化人類学・民俗学の手法に則って「他者を知り理解する」、そのための想像力を養うことを目的とします。これらの学問は他者

を知るためにフィールドワーク（参与観察、生活史、インタビュー）を行ってきました。しかし他者を知ることは、必ずしも理解するこ

ととイコールではありません。では知ることを理解することにつなげるにはどうすればいいか？人類学や民俗学の理論を学ぶこと

で、人の暮らしや文化を理解することの方法と意義を考えていきます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

高度に個人化された社会に暮らす私たちは、少しでも異なる他者について想像や共感、理解を求められるととたんに拒否反応を

しがちです。その問題は理解や共感以前に、まずもって他者を知ろうとしないということに要因があるでしょう。「他者」は遠い世界

にも、身近な世界にもいます。夏学期前半は文化人類学的な著作を、後半は民俗学的な著作を読むことで距離の遠近にかかわ

らず私たちが日頃スルーし、距離を置いてきた他者を知るためのモチベーションと手法を身につけます。このプロセスでは同時

に、論文を読んで簡潔に要点を抜き出す方法を学びつつ、それを元に全員が自分の考えを交わらせ、議論する大事さを感じ取っ

てもらいます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義：エスノグラフィーの手法と人に向き合う学問 

2. 講義：他者を知ること、文化を理解すること 

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） 

「交流文化フィールドワーク論」の同時履修が必須。 

「人類学」「観光人類学」など本学部における関連する科目、および現代心理学部「映像人類学」の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、松村圭一郎『うしろめたさの人類学』、岸政彦他『質的社会調査の方法』、上間陽子『裸

足で逃げる』等を取り上げる予定です。また後半の民俗学テキストとしては 

Simon J. Bronner, "Folklore: The Basics"、もしくは Lynne S. Mcneill, "Folklore Rules: A Fun, Quick, and Useful Introduction to 

the Field of Academic Folklore Studie"の輪読を予定しています。 

 

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。 

機会と金銭的余裕があれば一眼レフカメラ（動画機能に優れたもの）を入手することが望ましい。 
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注意事項（Notice） 
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■HB614 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習（２年）Ｂ 

(Seminar (2nd year)B) 

担当者名 

（Instructor） 
門田 岳久(KADOTA TAKEHISA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

インタビューや生活史を実践するための前段階として、インタビューを学術的手法として活用しながら研究をしているプロの民俗

学者にインタビューを行い、人に話を聞いたり参与観察することの意義や面白さを聞くとともに、話を聞くという方法論自体を身に

つける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

人に話を聞くという方法は文化人類学、民俗学、社会学の中で社会調査・フィールドワークの重要な方法として用いられてきた。

その手法を身につけるため、演習 A・B の 1 年を通じ、民俗学者にフォーカスを当てる。まずは民俗学がどのような学問であるの

かをテキスト輪読により理解した上で、実際に研究者を選びその人の代表論文を複数読んだ上でアポイントを取り、「民俗学的感

覚」についての動画撮影とインタビューを行う。動画の扱いについては映像人類学の手法に則って厳格に管理・編集・承諾・公開

を行う。 

秋学期開始までに 2 人 1 組でインタビュー対象者を選定した上でプロファイリングを行ってくる。その後、対象者の論文を読みな

がら質問事項を考案していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義：イメージの人類学とインタビュー動画 

2. 講義：現代民俗学の輪郭とインタビューという方法 

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） 

「交流文化フィールドワーク論」の同時履修が必須。 

「人類学」「観光人類学」など本学部における関連する科目、および現代心理学部「映像人類学」の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、映像記録については南出和余・秋谷直矩『フィールドワークと映像実践：研究のための

ビデオ撮影入門』、村尾静二・久保正敏・箭内匡編『映像人類学：人類学の新たな実践へ』等を参照。 

また民俗学テキストとしては 

Simon J. Bronner, "Folklore: The Basics"、もしくは Lynne S. Mcneill, "Folklore Rules: A Fun, Quick, and Useful Introduction to 

the Field of Academic Folklore Studie"の輪読を予定している。 

 

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。 
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機会と金銭的余裕があれば一眼レフカメラ（動画機能に優れたもの）を入手することが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■HB615 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習（２年）Ａ 

(Seminar (2nd year)A) 

担当者名 

（Instructor） 
李 崗(LI GANG) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
秋学期は葛野 浩昭(KUZUNO HIROAKI)が担当 

 

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実践・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身に

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実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｡ 文献資料の調べ方等についての教義。 

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実習へ向けて意見交換｡  

13. 後期のインタビュー調査実習へ向けて意見交換｡  

14. 後期のインタビュー調査実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） 

自動登録／演習（２年）Ｂ 

(Seminar (2nd year)B) 

担当者名 

（Instructor） 
葛野 浩昭(KUZUNO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
春学期は李 崗(LI GANG)が担当 

 

授業の目標（Course Objectives） 

インタビュー調査実習とその成果の発信とを通して，調査研究能力を実践的に身につけることを目指します｡ また，次年度 3年

ゼミで実践するフィールドワーク実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・協働のインタビュー調査実習を行います｡ 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実習へ向けて，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(協力者)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実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実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実習の作業プロセスを示したものです｡ 作業の多くは，授業時間内に教室での作業として完

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 年、『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 年、『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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■HB619 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習（２年）Ａ 

(Seminar (2nd year)A) 

担当者名 

（Instructor） 
千住 一(SENJU HAJIME) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

観光をめぐる事象を歴史という観点から読み解いてみる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

文献講読を基本とし、受講者による報告とディスカッションを繰り返しながら、その時代において観光が有していた機能や役割に

ついての分析を行う。2018 年度は、近代日本における鉄道と観光の関係に着目する。 

 

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） 

演習に臨むための準備を行う。演習で明らかになった課題に取り組む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

演習への取り組み(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HB620 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習（２年）Ｂ 

(Seminar (2nd year)B) 

担当者名 

（Instructor） 
千住 一(SENJU HAJIME) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

観光をめぐる事象を歴史という観点から読み解いてみる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

文献講読を基本とし、受講者による報告とディスカッションを繰り返しながら、その時代において観光が有していた機能や役割に

ついての分析を行う。2018 年度は、近代日本における鉄道と観光の関係に着目する。 

 

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） 

演習に臨むための準備を行う。演習で明らかになった課題に取り組む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

演習への取り組み(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HB621 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習（２年）Ａ 

(Seminar (2nd year)A) 

担当者名 

（Instructor） 
大橋 健一(OHASHI KENICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

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. 「文化」を理解・分析するための準備学習：「文化」概念の成り立ち（１） 

3. 「文化」を理解・分析するための準備学習：「文化」概念の成り立ち（２） 

4. 「文化」を理解・分析するための準備学習：「文化」概念の成り立ち（３） 

5. 「文化」を理解・分析するための準備学習：「文化」概念の社会的・政治的機能（１） 

6. 「文化」を理解・分析するための準備学習：「文化」概念の社会的・政治的機能（２） 

7. 観光文化をめぐる諸議論（１）：疑似イベント 

8. 観光文化をめぐる諸議論（２）：観光による文化破壊 

9. 観光文化をめぐる諸議論（３）：演出された真正性 

10. 観光文化をめぐる諸議論（４）：文化生成過程としての観光 

11. 観光文化をめぐる諸議論（５）：文化の客体化 

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・演習への参加度(60%)/演習内での発表(15%) 

 

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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■HB622 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習（２年）Ｂ 

(Seminar (2nd year)B) 

担当者名 

（Instructor） 
大橋 健一(OHASHI KENICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

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「日本」をめぐる事例につ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. 観光文化の実態分析（１）:観光の場における複数の「日本」 

3. 観光文化の実態分析（２）:観光の場における複数の「日本」 

4. 観光文化の実態分析（３）:観光の場における複数の「日本」 

5. 観光文化の実態分析（４）:観光の場における複数の「日本」 

6. 観光文化の実態分析（５）:観光の場における複数の「日本」 

7. 観光文化の実態分析（６）:観光の場における複数の「日本」 

8. 観光文化の実態分析（７）:観光の場における複数の「日本」 

9. 観光文化の実態分析（８）:観光の場における複数の「日本」 

10. 観光文化の実態分析（９）:観光の場における複数の「日本」 

11. 観光文化の実態分析（10）:観光の場における複数の「日本」 

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・演習への参加度(60%)/演習内での発表(15%) 

 

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） 

その他／演習（２年）Ａ 

(Seminar (2nd year)A) 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 大祐(SATO DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

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，学生が自主的・主体的に行いながら，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，客層と集客圏などを考え

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実施１ 

13. フィールドワークの実施２ 

14. フィールドワークの実施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） 

自動登録／演習（２年）Ｂ 

(Seminar (2nd year)B) 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 大祐(SATO DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

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

ちづくりに結実させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

演習の実施にあたっては，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（客層と

集客圏）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実行する。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） 

その他／演習（２年）Ａ 

(Seminar (2nd year)A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
観光社会学 

担当者名 

（Instructor） 
高岡 文章(TAKAOKA FUMIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

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） 

自動登録／演習（２年）Ｂ 

(Seminar (2nd year)B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
観光社会学 

担当者名 

（Instructor） 
高岡 文章(TAKAOKA FUMIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

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） 

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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■HB627 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習（２年）Ａ 

(Seminar (2nd year)A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文学ツーリズム研究 

担当者名 

（Instructor） 
舛谷 鋭(MASUTANI SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

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

に文学ツーリズムが研究対象となる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

文学ツーリズムについて，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技術の実習を交える。 

 

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. 文学ツーリズム講読 

6. 文学ツーリズム講読 

7. 文学ツーリズム講読 

8. 文学ツーリズム講読 

9. 文学ツーリズム講読 

10. 文学ツーリズム講読 

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，交流状況を実地確認するための海外合宿（1 回）の準備と遂行につ

いて，主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・瀬戸内、2013、『対談紀行 名作のなかの女たち』、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 

2. 前田愛、『幻景の街―文学の都市を歩く』、岩波書店 

 

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） 

自動登録／演習（２年）Ｂ 

(Seminar (2nd year)B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文学ツーリズム研究 

担当者名 

（Instructor） 
舛谷 鋭(MASUTANI SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

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

に文学ツーリズムが研究対象となる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

文学ツーリズムについて，関連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，作品読解にも取り

組む。引き続き文学ツーリズムについて講義、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. 文学ツーリズム講読 

5. 文学ツーリズム講読 

6. 文学ツーリズム講読 

7. 文学ツーリズム講読 

8. 文学ツーリズム講読 

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，交流状況を実地確認するための海外合宿（1 回）の準備と遂行につ

いて，主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・瀬戸内、2013、『対談紀行 名作のなかの女たち』、岩波書店 

 

参考文献（Readings） 

1. 前田愛、1992、『都市空間のなかの文学』、筑摩/Kindle 

2. 前田愛、2006、『幻景の街―文学の都市を歩く』、岩波書店 

 

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） 

その他／演習（２年）Ａ 

(Seminar (2nd year)A) 

担当者名 

（Instructor） 
豊田 三佳(TOYOTA MIKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
秋学期は李 崗(LI GANG)が担当 

 

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，成果の発信の実践を通して，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実践や実例を比較，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: フィールドワーク実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. フィールドワーク実施に向けての事前調査 (1) 

9. フィールドワーク実施に向けての事前調査 (2) 

10. フィールドワーク実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） 

自動登録／演習（２年）Ｂ 

(Seminar (2nd year)B) 

担当者名 

（Instructor） 
李 崗(LI GANG) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
春学期は豊田 三佳(TOYOTA MIKA)が担当 

 

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，成果の発信の実践を通して，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実施 

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） 

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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■HB631 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習（２年）Ａ 

(Seminar (2nd year)A) 

担当者名 

（Instructor） 
石橋 正孝(ISHIBASHI MASATAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

観光現象を文学との接点から分析する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

1990 年代以降に日本語で書かれた小説作品を中心とする文献講読および討議を通じ，多様な観光現象がいかに日常に浸透

し，われわれの思考や感情に影響を及ぼす「無意識」を形成しているか，考察する． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献講読および討議 1 

3. 文献講読および討議 2 

4. 文献講読および討議 3 

5. 文献講読および討議 4 

6. 文献講読および討議 5 

7. 文献講読および討議 6 

8. 文献講読および討議 7 

9. 文献講読および討議 8 

10. 文献講読および討議 9 

11. 文献講読および討議 10 

12. 文献講読および討議 11 

13. 文献講読および討議 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） 

演習で扱う文献および関連文献を読む．また，現地調査や資料収集を自主的に行い，演習にフィードバックする． 

 

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、小説に登場する乗り物を主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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■HB632 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習（２年）Ｂ 

(Seminar (2nd year)B) 

担当者名 

（Instructor） 
石橋 正孝(ISHIBASHI MASATAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM2003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

観光現象を文学との接点から分析する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

1990 年代以降に日本語で書かれた小説作品を中心とする文献講読および討議を通じ，多様な観光現象がいかに日常に浸透

し，われわれの思考や感情に影響を及ぼす「無意識」を形成しているか，考察する． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献講読および討議 1 

3. 文献講読および討議 2 

4. 文献講読および討議 3 

5. 文献講読および討議 4 

6. 文献講読および討議 5 

7. 文献講読および討議 6 

8. 文献講読および討議 7 

9. 文献講読および討議 8 

10. 文献講読および討議 9 

11. 文献講読および討議 10 

12. 文献講読および討議 11 

13. 文献講読および討議 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） 

演習で扱う文献および関連文献を読む．また，現地調査や資料収集を自主的に行い，演習にフィードバックする． 

 

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、小説に登場する乗り物を主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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■HB641 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習（３年）Ａ 

(Seminar (3rd year)A) 

担当者名 

（Instructor） 
松村 公明(MATSUMURA KOUMEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

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，主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

の主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） 

課題に対する取り組み方(100%) 

 

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） 

自動登録／演習（３年）Ｂ 

(Seminar (3rd year)B) 

担当者名 

（Instructor） 
松村 公明(MATSUMURA KOUMEI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

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） 

課題に対する取り組み方(100%) 

 

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） 

その他／演習（３年）Ａ 

(Seminar (3rd year)A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化人類学社会調査実習 

担当者名 

（Instructor） 
門田 岳久(KADOTA TAKEHISA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

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実習である。 

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 班に分けて実施する。2 班とも主たるテーマは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、手配を受講生が主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)） 

社会調査実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主体的な実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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注意事項（Notice） 
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■HB644 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習（３年）Ｂ 

(Seminar (3rd year)B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化人類学社会調査実習 

担当者名 

（Instructor） 
門田 岳久(KADOTA TAKEHISA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

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実習である。 

演習 Aで行ったフィールドワークのデータをもとに、社会調査実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、自ら調査計画を実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） 

授業では主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。実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)） 

社会調査実習は受講生の主体的な実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） 

その他／演習（３年）Ａ 

(Seminar (3rd year)A) 

担当者名 

（Instructor） 
韓 準祐(HAN JUNWOO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
秋学期は葛野 浩昭(KUZUNO HIROAKI)が担当 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期・秋学期の通年で進める社会調査実習 (フィールドワーク実習)とその成果の発信とを通して，調査研究能力を実践的に

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実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) とその整理・報告発表｡ 

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) とその整理・報告発表｡ 

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) とその整理・報告発表｡ 

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｡ 

 

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，授業時間内に教室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） 

自動登録／演習（３年）Ｂ 

(Seminar (3rd year)B) 

担当者名 

（Instructor） 
葛野 浩昭(KUZUNO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
春学期は韓 準祐(HAN JUNWOO)が担当 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会調査実習 (フィールドワーク実習)とその成果の発信とを通して，調査研究能力を実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 年ゼミで各人が実践する卒業論文・ゼミ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(近郊)におけるコミュニティー形成やその発信に関する文化人類学的研究｣や｢都市(近郊)祭祀イベントの文化人類学的研

究｣ というテーマで，フィールドワーク実習を行うことを考えています｡ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 予備調査 (現地での情報収集・事前調査：各組織の会議や準備の観察に 3～5 回程度) とその整理・報告発表｡ 

2. 予備調査 (現地での情報収集・事前調査：各組織の会議や準備の観察に 3～5 回程度) とその整理・報告発表｡ 

3. 予備調査 (現地での情報収集・事前調査：各組織の会議や準備の観察に 3～5 回程度) とその整理・報告発表｡ 

4. 予備調査 (現地での情報収集・事前調査：各組織の会議や準備の観察に 3～5 回程度) とその整理・報告発表｡ 

5. 現地参与観察調査：イベントや祭り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：イベントや祭り等の後，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・ゼミ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～冬に開催されるイベントや祭りの調査を想定した作業プロセスです｡ 調査の対象と本調査の時期 (たと

えばイベントの開催時期) によって，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，授業時間内に教室での作

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 年、『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 年、『フィールドワーカーズ・ハンドブック』、世界思想社 

随時，資料を配付します｡ 

 

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） 

その他／演習（３年）Ａ 

(Seminar (3rd year)A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化人類学の諸理論を現代社会の分析に応用する 

担当者名 

（Instructor） 
豊田 由貴夫(TOYODA YUKIO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

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応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応用した例を学習し，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） 

自動登録／演習（３年）Ｂ 

(Seminar (3rd year)B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化人類学の諸理論を現代社会の分析に応用する 

担当者名 

（Instructor） 
豊田 由貴夫(TOYODA YUKIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

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応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応用した例を学習し，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） 

その他／演習（３年）Ａ 

(Seminar (3rd year)A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
観光社会学 

担当者名 

（Instructor） 
高岡 文章(TAKAOKA FUMIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

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. 田中大介、2017、『ネットワークシティ』、北樹書店 (ISBN:9784779305382) 

 

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） 

自動登録／演習（３年）Ｂ 

(Seminar (3rd year)B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
観光社会学 

担当者名 

（Instructor） 
高岡 文章(TAKAOKA FUMIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

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） 

その他／演習（３年）Ａ 

(Seminar (3rd year)A) 

担当者名 

（Instructor） 
大橋 健一(OHASHI KENICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

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

研究を共同で実施する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 関連文献の輪読と分析視角の獲得（１） 

3. 関連文献の輪読と分析視角の獲得（２） 

4. 関連文献の輪読と分析視角の獲得（３） 

5. 関連文献の輪読と分析視角の獲得（４） 

6. 関連文献の輪読と分析視角の獲得（５） 

7. 関連文献の輪読と分析視角の獲得（６） 

8. 関連文献の輪読と分析視角の獲得（７） 

9. 関連文献の輪読と分析視角の獲得（８） 

10. 関連文献の輪読と分析視角の獲得（９） 

11. 関連文献の輪読と分析視角の獲得（10） 

12. 事例研究対象の検討と調査計画の立案（１） 

13. 事例研究対象の検討と調査計画の立案（２） 

14. 事例研究対象の検討と調査計画の立案（３） 

 

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・演習への参加度(70%)/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） 

自動登録／演習（３年）Ｂ 

(Seminar (3rd year)B) 

担当者名 

（Instructor） 
大橋 健一(OHASHI KENICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

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

研究を共同で実施する。演習（３年）Aの成果を踏まえ、その内容を検討し、さらに深め発展させる。 

 

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・演習への参加度(60%) 

 

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） 

その他／演習（３年）Ａ 

(Seminar (3rd year)A) 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 大祐(SATO DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

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，学生が自主的・主体的に行いながら，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，客層と集客圏などを考え

ていく。春学期は，夏休みに実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実行する。 

 

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実践 1 

13. フィールドワークの実践 2 

14. フィールドワークの実践 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） 

自動登録／演習（３年）Ｂ 

(Seminar (3rd year)B) 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 大祐(SATO DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

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，学生が自主的・主体的に行いながら，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，客層と集客圏などを考え

ていく。後期は，夏休みに実施したフィールドワークに基づいて以下を実施する。 

 

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実行する｡  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） 

 

 

  



 - 437 - 

■HB657 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習（３年）Ａ 

(Seminar (3rd year)A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文学散歩研究 

担当者名 

（Instructor） 
舛谷 鋭(MASUTANI SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

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） 

文学散歩について，関連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技術の実習を交える。 

 

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、いずれの作業も主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. 前田愛、2006、『幻景の街』、岩波書店 

 

参考文献（Readings） 

1. 前田愛、1992、『都市空間の中の文学』、岩波/Kindle 等 

2. 前田・瀬戸内、2013、『対談紀行 名作のなかの女たち』、岩波書店 

 

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） 

自動登録／演習（３年）Ｂ 

(Seminar (3rd year)B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文学散歩研究 

担当者名 

（Instructor） 
舛谷 鋭(MASUTANI SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

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） 

引き続き文学散歩を中心とした，コンテンツツーリズムをテーマとする。講読やフィールドワークで背景を理解した作品の精読と並

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. 前田愛、2006、『幻景の街』、岩波書店 

 

参考文献（Readings） 

1. 前田愛、1992、『都市空間の中の文学』、岩波/Kindle 等 

2. 前田・瀬戸内、2013、『対談紀行 名作のなかの女たち』、岩波書店 

 

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） 

その他／演習（３年）Ａ 

(Seminar (3rd year)A) 

担当者名 

（Instructor） 
豊田 三佳(TOYOTA MIKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
秋学期は須永 和博(SUNAGA KAZUHIRO)が担当 

 

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実践するにあたって，現場ではどのような困難に打ち当たり，克服しなければならな

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主体的に参加

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. 調査地および調査主題に関わる先行研究の整理 

5. 調査地および調査主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英国のオックスフォード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） 

自動登録／演習（３年）Ｂ 

(Seminar (3rd year)B) 

担当者名 

（Instructor） 
須永 和博(SUNAGA KAZUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
春学期は豊田 三佳(TOYOTA MIKA)が担当 

 

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深め、それを表現・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実践するにあたって，現場ではどのような困難に打ち当たり，克服しなければならな

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主体的に参

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） 

その他／演習（３年）Ａ 

(Seminar (3rd year)A) 

担当者名 

（Instructor） 
千住 一(SENJU HAJIME) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

演習(2 年)の成果を踏まえ、より高次のレベルで観光をめぐる事象を歴史という観点から読み解いてみる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者が選択したテーマにもとづき、文献講読、史料収集、現地調査などを実施する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. テーマ選定 

3. テーマ選定 

4. テーマ選定 

5. 文献講読 

6. 文献講読 

7. 文献講読 

8. 史料収集 

9. 史料収集 

10. 史料収集 

11. 現地調査 

12. 現地調査 

13. 現地調査 

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） 

演習に臨むための準備を行う。演習で明らかになった課題に取り組む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

演習への取り組み(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HB662 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習（３年）Ｂ 

(Seminar (3rd year)B) 

担当者名 

（Instructor） 
千住 一(SENJU HAJIME) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

演習(2 年)の成果を踏まえ、より高次のレベルで観光をめぐる事象を歴史という観点から読み解き、その成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者が選択したテーマにもとづき、文献講読、史料収集、現地調査などを実施し、成果報告書を作成するとともに、成果報告会

を開催する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献講読 

3. 文献講読 

4. 史料収集 

5. 史料収集 

6. 現地調査 

7. 現地調査 

8. 成果報告書の作成 

9. 成果報告書の作成 

10. 成果報告書の作成 

11. 成果報告書の作成 

12. 成果報告書の作成 

13. 成果報告会の実施 

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） 

演習に臨むための準備を行う。演習で明らかになった課題に取り組む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

演習への取り組み(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HB663 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習（３年）Ａ 

(Seminar (3rd year)A) 

担当者名 

（Instructor） 
石橋 正孝(ISHIBASHI MASATAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

観光現象を文学との接点から分析する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

1990 年代以降に日本語で書かれた小説作品を中心とする文献講読および討議を通じ，多様な観光現象がいかに日常に浸透

し，われわれの思考や感情に影響を及ぼす「無意識」を形成しているか，考察する． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献講読および討議 1 

3. 文献講読および討議 2 

4. 文献講読および討議 3 

5. 文献講読および討議 4 

6. 文献講読および討議 5 

7. 文献講読および討議 6 

8. 文献講読および討議 7 

9. 文献講読および討議 8 

10. 文献講読および討議 9 

11. 文献講読および討議 10 

12. 文献講読および討議 11 

13. 文献講読および討議 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） 

演習で扱う文献および関連文献を読む．また，現地調査や資料収集を自主的に行い，演習にフィードバックする． 

 

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、小説に登場する乗り物を主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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■HB664 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習（３年）Ｂ 

(Seminar (3rd year)B) 

担当者名 

（Instructor） 
石橋 正孝(ISHIBASHI MASATAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
TRM3003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

観光現象を文学との接点から分析する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

1990 年代以降に日本語で書かれた小説作品を中心とする文献講読および討議を通じ，多様な観光現象がいかに日常に浸透

し，われわれの思考や感情に影響を及ぼす「無意識」を形成しているか，考察する． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献講読および討議 1 

3. 文献講読および討議 2 

4. 文献講読および討議 3 

5. 文献講読および討議 4 

6. 文献講読および討議 5 

7. 文献講読および討議 6 

8. 文献講読および討議 7 

9. 文献講読および討議 8 

10. 文献講読および討議 9 

11. 文献講読および討議 10 

12. 文献講読および討議 11 

13. 文献講読および討議 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） 

演習で扱う文献および関連文献を読む．また，現地調査や資料収集を自主的に行い，演習にフィードバックする． 

 

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、小説に登場する乗り物を主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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■HB671 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習（４年）Ａ 

(Seminar (4th year)A) 

担当者名 

（Instructor） 
松村 公明(MATSUMURA KOUMEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

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）を実施する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題に対する取り組み方(100%) 

 

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） 

自動登録／演習（４年）Ｂ 

(Seminar (4th year)B) 

担当者名 

（Instructor） 
松村 公明(MATSUMURA KOUMEI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

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%) 

 

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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■HB673 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習（４年）Ａ 

(Seminar (4th year)A) 

担当者名 

（Instructor） 
門田 岳久(KADOTA TAKEHISA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

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、受講生の選択する主題は原則限定しない。また必要に応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 論文の教室―レポートから卒論まで』、NHK 出版 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HB674 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習（４年）Ｂ 

(Seminar (4th year)B) 

担当者名 

（Instructor） 
門田 岳久(KADOTA TAKEHISA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

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 論文の教室―レポートから卒論まで』、NHK 出版 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HB675 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習（４年）Ａ 

(Seminar (4th year)A) 

担当者名 

（Instructor） 
李 崗(LI GANG) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
秋学期は葛野 浩昭(KUZUNO HIROAKI)が担当 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化・社会の変化・交流・創造現象に関する実証的な卒業論文研究あるいはゼミ論文研究への実践的指導です｡  

 

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)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HB676 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習（４年）Ｂ 

(Seminar (4th year)B) 

担当者名 

（Instructor） 
葛野 浩昭(KUZUNO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
春学期は李 崗(LI GANG)が担当 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化・社会の変化・交流・創造現象に関する実証的な卒業論文研究あるいはゼミ論文研究への実践的指導です｡   

 

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研究・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研究・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)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HB677 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習（４年）Ａ 

(Seminar (4th year)A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化人類学の諸理論を現代社会の分析に応用する 

担当者名 

（Instructor） 
豊田 由貴夫(TOYODA YUKIO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

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応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応用し，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)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HB678 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習（４年）Ｂ 

(Seminar (4th year)B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化人類学の諸理論を現代社会の分析に応用する 

担当者名 

（Instructor） 
豊田 由貴夫(TOYODA YUKIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

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応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応用し，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)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HB681 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習（４年）Ａ 

(Seminar (4th year)A) 

担当者名 

（Instructor） 
大橋 健一(OHASHI KENICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

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応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。成果を論文の形にまとめることを目指す。 

 

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・演習への参加度(70%)/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)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HB682 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習（４年）Ｂ 

(Seminar (4th year)B) 

担当者名 

（Instructor） 
大橋 健一(OHASHI KENICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

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応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。その上で成果を論文の形にまとめる。 

 

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・演習への参加度(60%) 

 

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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■HB683 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習（４年）Ａ 

(Seminar (4th year)A) 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 大祐(SATO DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

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. サンプル調査の実施 

11. 調査準備の再検討 

12. 現地調査の実施 

13. 現地調査の実施 

14. 現地調査の実施 

 

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） 

自動登録／演習（４年）Ｂ 

(Seminar (4th year)B) 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 大祐(SATO DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

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実施する。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） 
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■HB687 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習（４年）Ａ 

(Seminar (4th year)A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
エコクリティシズム研究 

担当者名 

（Instructor） 
舛谷 鋭(MASUTANI SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

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，観光学およびエ

コクリティシズム研究とする。 

 

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. 観光学講読 

3. 観光学講読 

4. 観光学講読 

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

事例と経験から観光学とエコクリティシズム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

を実地確認するための海外合宿の準備と遂行について， 主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. 大橋ら、2014、『観光学ガイドブック』、ナカニシヤ 

 

参考文献（Readings） 

1. 野田ら、2017、『観光人文学 I・II』、勉誠出版 

 

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） 

自動登録／演習（４年）Ｂ 

(Seminar (4th year)B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究執筆演習 

担当者名 

（Instructor） 
福島 康博(FUKUSHIMA YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

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） 

観光学とエコクリティシズム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） 

1. 大橋ら、2014、『観光学ガイドブック』、ナカニシヤ 

 

参考文献（Readings） 

1. 野田ら、2017、『環境人文学 I・II』、勉誠出版 

 

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） 

その他／演習（４年）Ａ 

(Seminar (4th year)A) 

担当者名 

（Instructor） 
豊田 三佳(TOYOTA MIKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
秋学期は須永 和博(SUNAGA KAZUHIRO)が担当 

 

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. 調査地および調査主題に関わる先行研究の整理 

5. 調査地および調査主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） 

自動登録／演習（４年）Ｂ 

(Seminar (4th year)B) 

担当者名 

（Instructor） 
須永 和博(SUNAGA KAZUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
春学期は豊田 三佳(TOYOTA MIKA)が担当 

 

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） 

夏休みに実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） 

その他／演習（４年）Ａ 

(Seminar (4th year)A) 

担当者名 

（Instructor） 
千住 一(SENJU HAJIME) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

演習(2 年)および(3 年)の成果を踏まえ、大学における学修の総決算として、観光をめぐる事象を歴史という観点から読み解いて

みる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者が選択したテーマにもとづき、文献講読、史料収集、現地調査などを実施する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. テーマ選定 

3. テーマ選定 

4. テーマ選定 

5. 文献講読 

6. 文献講読 

7. 文献講読 

8. 史料収集 

9. 史料収集 

10. 史料収集 

11. 現地調査 

12. 現地調査 

13. 現地調査 

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） 

演習に臨むための準備を行う。演習で明らかになった課題に取り組む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

演習への取り組み(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HB692 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習（４年）Ｂ 

(Seminar (4th year)B) 

担当者名 

（Instructor） 
千住 一(SENJU HAJIME) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

演習(2 年)および(3 年)の成果を踏まえ、大学における学修の総決算として、観光をめぐる事象を歴史という観点から読み解き、

その成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者が選択したテーマにもとづき、文献講読、史料収集、現地調査などを実施し、成果報告書を作成するとともに、成果報告会

を開催する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献講読 

3. 文献講読 

4. 史料収集 

5. 史料収集 

6. 現地調査 

7. 現地調査 

8. 成果報告書の作成 

9. 成果報告書の作成 

10. 成果報告書の作成 

11. 成果報告書の作成 

12. 成果報告書の作成 

13. 成果報告会の実施 

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） 

演習に臨むための準備を行う。演習で明らかになった課題に取り組む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

演習への取り組み(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HB693 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習（４年）Ａ 

(Seminar (4th year)A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
観光社会学 

担当者名 

（Instructor） 
高岡 文章(TAKAOKA FUMIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

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） 

1. エイミー・グプティル、2016、『食の社会学』、NTT出版 (ISBN:9784757143395) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 464 - 

■HB694 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習（４年）Ｂ 

(Seminar (4th year)B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
観光社会学 

担当者名 

（Instructor） 
高岡 文章(TAKAOKA FUMIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

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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■HB695 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習（４年）Ａ 

(Seminar (4th year)A) 

担当者名 

（Instructor） 
石橋 正孝(ISHIBASHI MASATAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

観光現象を文学との接点から分析する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

1990 年代以降に日本語で書かれた小説作品を中心とする文献講読および討議を通じ，多様な観光現象がいかに日常に浸透

し，われわれの思考や感情に影響を及ぼす「無意識」を形成しているか，考察する． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献講読および討議 1 

3. 文献講読および討議 2 

4. 文献講読および討議 3 

5. 文献講読および討議 4 

6. 文献講読および討議 5 

7. 文献講読および討議 6 

8. 文献講読および討議 7 

9. 文献講読および討議 8 

10. 文献講読および討議 9 

11. 文献講読および討議 10 

12. 文献講読および討議 11 

13. 文献講読および討議 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） 

演習で扱う文献および関連文献を読む．また，現地調査や資料収集を自主的に行い，演習にフィードバックする． 

 

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、小説に登場する乗り物を主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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■HB696 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習（４年）Ｂ 

(Seminar (4th year)B) 

担当者名 

（Instructor） 
石橋 正孝(ISHIBASHI MASATAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

観光現象を文学との接点から分析する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

1990 年代以降に日本語で書かれた小説作品を中心とする文献講読および討議を通じ，多様な観光現象がいかに日常に浸透

し，われわれの思考や感情に影響を及ぼす「無意識」を形成しているか，考察する． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献講読および討議 1 

3. 文献講読および討議 2 

4. 文献講読および討議 3 

5. 文献講読および討議 4 

6. 文献講読および討議 5 

7. 文献講読および討議 6 

8. 文献講読および討議 7 

9. 文献講読および討議 8 

10. 文献講読および討議 9 

11. 文献講読および討議 10 

12. 文献講読および討議 11 

13. 文献講読および討議 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） 

演習で扱う文献および関連文献を読む．また，現地調査や資料収集を自主的に行い，演習にフィードバックする． 

 

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、小説に登場する乗り物を主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） 



 

 

 

 


